
書　　名 著　者　名 出 版 社 配架場所コード

1 少年少女世界文学館８ シャーロック＝ホームズの冒険 アーサー＝コナン＝ドイル 講談社 25 (１４ 児童書)

2 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ作 あべきみこ訳 こぐま社 63 (２５ 絵本 南)

3 必殺の時 上
ディレク・ヴァン・アーマン／著 染田屋 茂／
訳

ＴＢＳブリタニカ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4 必殺の時 下
ディレク・ヴァン・アーマン／著 染田屋 茂／
訳

ＴＢＳブリタニカ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5 カナリーズ・ソング
ジェニファー・アームストロング作 金原瑞人
訳 石田文子訳 朝倉めぐみ画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6 そして、奇跡は起こった！ シャクルトン隊、全員生還
ジェニファー・アームストロング著 灰島かり
訳

評論社 13 (２ 県一般書)

7 モモとムー
あいしずかぶん ますだちさこえ いとうまさお
かんしゅう

北水
30 (１９ 読み物 中学
年)

8 秀吉の野望 阿井 景子／著 講談社 20 (９ 小説)

9 七週間の闇 愛川 晶／著 講談社 20 (９ 小説)

10 野草で紙をつくる シリーズ親と子でつくる １９ 相沢 征雄／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

11 マスクごしに見たメジャー 城島健司大リーグ挑戦日記 会津泰成著 繁昌良司撮影 集英社 19 (８ 美術 芸術)

12 一生感動一生青春 相田みつを著 文化出版局 16 (５ 宗教 歴史)

13 中学生のための理科の自由研究実例集 愛知県刈谷市児童生徒理科研 ... 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14 愛知県の歴史散歩上 新全国歴史散歩シリーズ２３ 愛知県高等学校郷土史研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

15 愛知県の歴史散歩下 新全国歴史散歩シリーズ２３ 愛知県高等学校郷土史研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16 経営分析に強くなる本 見る 読む わかる 会社の数字 饗場 正彦 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

17 ポケモンをさがせ！ コミュニティー絵本 相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

18 ポケモンをさがせ！ ２ コミュニティー絵本 相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)
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19 ポケモンをさがせ！クリスタル コミュニティー絵本 相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

20
ポケモンをさがせ！ダイヤモンドパール コミュニティー
絵本

相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

21
ポケモンをさがせ！ファイアレッドリーフグリーン コ
ミュニティー絵本

相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

22 ポケモンをさがせ！エメラルド コミュニティー絵本 相原 和典／画 小学館 6 (あのね文庫)

23
ポケモンをさがせ！ルビーサファイア コミュニティー絵
本

相原 和典／画 小学館 6 (あのね文庫)

24 ポケモンをさがせ！ ３ ロケット団をおいかけろ！ 相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

25
コミュニティ-絵本-ポケモンをさがせ！ ルビ－サファイ
ヤ

相原 和典／画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

26
ポケモンをさがせ！ベストウイッシュ コミュニティー絵
本

相原和典画 小学館

27
ポケモンをさがせ！ ３ ロケット団をおいかけろ！ コ
ミュニティー絵本

相原和典画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

28 ポケモンをさがせ！プラチナ コミュニティー絵本 相原和典画 小学館 63 (２５ 絵本 南)

29 ミセス・サンタはおおいそがし ペニー・アイブス／さく・え 益田 宏美／やく 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

30
相邑美佐江のヒ－リングデザイン 衣・食・住むをデダイ
ンする

相邑美佐江 文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

31 盲導犬 社会でかつやくするイヌたち アイメイト協会監修 こどもくらぶ編・著 鈴木出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

32 世界ユ－モア文学全集 第七巻 わたしの妹 他一件 アイリ－ン／マッキニ－ 三浦 朱門 筑摩書房 5 (学習室)

33
ハンドメイド・ログハウス入門 ログハウスを自分でつく
るための完全ハンド 自然はともだちＯｕｔｄｏｏｒ ｂｏ
ｏｋｓ １０

Ｏｕｔｄｏｏｒ編集部／編 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

34
燻製づくり入門 ニジマスの燻製から、ベーコン、ソー
セージ 自然はともだちＯｕｔｄｏｏｒ ＢＯＯＫＳ １４

Ｏｕｔｄｏｏｒ編集部／編 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

35
キャンプ用具のＤＩＹ 手作り派オートキャンパーのため
の日曜大工 自然はともだちＯｕｔｄｏｏｒ ＢＯＯＫＳ
１６

Ｏｕｔｄｏｏｒ編集部／編 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

36
バードウォッチング入門 野鳥観察を楽しむフィールド・
マニュアル 自然はともだちＯｕｔｄｏｏｒ ｂｏｏｋｓ
１８

Ｏｕｔｄｏｏｒ編集部／編 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

37 ビルマからの手紙
アウンサンスーチー／著 土佐 桂子／訳 永井
浩／訳

毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

38 アウンサンスーチー演説集 みすずライブラリー アウンサンスーチー／述 伊野 憲治／編訳 みすず書房 17 (６ 総記 社会科学)



39 ペカンの木のぼったよ こどものとも傑作集 青木 道代／文 浜田 桂子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

40 ハッピーバースデー 青木和雄作 吉富多美作 金の星社 20 (９ 小説)

41
キッチンで簡単にできる燻製づくり入門 プロセス写真で
くわしく解説 レディブティックシリーズ １７７２

青木純著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

42 いのちを守る気象学 青木孝著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

43 バドミントンのためのストレッチ＆体幹トレーニング 青木達共著 渡辺哲義共著 ベースボール・マガジン社 09 (新刊書)

44 桃源郷の人々 青木雄二著 メディアファクトリー 20 (９ 小説)

45 火山は生きている 科学のアルバム ５３ 青木 章／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

46 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 ときめき文学館 ７ 青木 和雄／作 加藤 美紀／画 金の星社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

47
森に蘇る日本文化 過疎化する山村に，高齢者の力を借り
て郷土

青木 宏一郎／著 三一書房 19 (８ 美術 芸術)

48 赤い靴はいた シリーズ戦争 ５ あおき てつお／著 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

49
おとをあらわすことば つくばシリーズ はじめてのこくご
１２

青木 伸生／作 高木 あきこ／作 大久保 宏昭
／絵

太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

50 現代教育学事典 青木 一／ほか編 労働旬報社 5 (学習室)

51 ＤＩＹ入門-イラスト ハンドブック 青木研甫/監修者 清水書院 19 (８ 美術 芸術)

52 体育館の殺人 青崎有吾 東京創元社 20 (９ 小説)

53 書店ガール４ 碧野 圭 PHP研究所

54 書店ガール３ 碧野 圭 PHP研究所

55 書店ガール２ 碧野 圭 PHP研究所

56 書店ガール 碧野 圭 PHP研究所

57 南の息 青野聡著 講談社 20 (９ 小説)

58 偶然のネットワーク 青野 聡／著 集英社 20 (９ 小説)



59 人生の日付を求めて 青野 聡／著 新潮社 20 (９ 小説)

60 日曜日の朝ごはん こどものりょうりえほん 碧海酉癸 五味恭子 松田直子 復刊ドットコム 62 (２４ 絵本 西)

61 棚田を歩けば 青柳健二文・写真 福音館書店 19 (８ 美術 芸術)

62 親子で訪ねる美術館 青柳正規著 大原美術館監修 クレオ 19 (８ 美術 芸術)

63 ぼくはアルト 蒼山 泰生／作・絵 文芸社 61 (２３ 絵本 北)

64
北朝鮮悪魔の正体 崩壊寸前の「金王国」の驚くべき国民
生活実態が初めて明かされた北朝鮮秘話集

青山健煕著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

65 吾妹子哀し 青山光二著 新潮社 20 (９ 小説)

66

名探偵コナン理科ファイル空気と水の秘密 テストに役立
つ！授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリー
ズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ
名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 川村康文監修 金井正幸まんが 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

67

名探偵コナン理科ファイル昆虫の秘密 テストに役立つ！
授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリーズ
ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ  名探
偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 太田勝まんが
窪田一裕まんが

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

68

名探偵コナン理科ファイル植物の秘密 テストに役立つ！
授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリーズ
ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ  名探
偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 金井正幸まん
が

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

69

名探偵コナン理科ファイル太陽と月の秘密 テストに役立
つ！授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリー
ズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ
名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 太田勝まんが
窪田一裕まんが

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

70

名探偵コナン理科ファイル力と動きの秘密 テストに役立
つ！授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリー
ズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ
名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 金井正幸まん
が

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

71

名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 テストに役立つ！
授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリーズ
ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ  名探
偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 阿部ゆたかま
んが  丸伝次郎まんが

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

72
名探偵コナン理科ファイルデジカメで自由研究！ 小学館
学習まんがシリーズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ
ＳＥＲＩＥＳ  名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

73

名探偵コナン理科ファイル動物の秘密 テストに役立つ！
授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリーズ
ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ  名探
偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 金井正幸まん
が

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

74

名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 テストに役
立つ！授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシ
リーズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥ
Ｓ  名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 阿部ゆたかま
んが  丸伝次郎まんが

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

75

名探偵コナン理科ファイル星と星座の秘密 テストに役立
つ！授業の予習・復習に役立つ 小学館学習まんがシリー
ズ  ＣＯＮＡＮ ＣＯＭＩＣ ＳＴＵＤＹ ＳＥＲＩＥＳ
名探偵コナンの学習シリーズ

青山剛昌原作 ガリレオ工房監修 金井正幸まん
が

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

76
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 １ 小学館学習まん
がシリーズ

青山剛昌原作 阿部ゆたかまんが 丸伝次郎まん
が 東野治之監修 平良隆久シナリオ

小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

77 月の砂漠 青山真治〔著〕 角川書店 20 (９ 小説)

78 ひとり日和 青山七恵著 河出書房新社 20 (９ 小説)



79 実例お礼の手紙・はがきの書き方 青山 晶子／著 西東社 19 (８ 美術 芸術)

80 美よ永遠に Ｋｅａｔｓ，ｍｙ ｇｅｎｉｕｓ 青山 光二／著 新潮社 20 (９ 小説)

81 麗人 青山 光二／著 新潮社 20 (９ 小説)

82 ギフチョウ 科学のアルバム ９２ 青山 潤三／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

83
薬剤学 第１１版 Ｃｏｍｐａｃｔ ｔｅｘｔｂｏｏｋ ｏｆ
ｃｕｒｒｅｎｔ

青山 敏信／ほか著 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

84
高山の植物 高山から亜高山帯に咲く３９０種 Ｆｉｅｌｄ
ｂｏｏｋｓ

青山 富士夫／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

85 翳りゆく夏 赤井 三尋／著 講談社 20 (９ 小説)

86 江戸時代図誌 第12巻 北陸道 一 赤井達郎/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

87 江戸時代図誌 第11巻 中山道 二 赤井達郎/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

88 戯場国の森の眺め 赤江 瀑／著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

89 哀しみの終着駅 ＳＵＺＵＭＥ ＢＵＳ 怪異名所巡り ３ 赤川 次郎／著 集英社 20 (９ 小説)

90 秘密のひととき 赤川 次郎／著 集英社 20 (９ 小説)

91 子子家庭は大当り！ 赤川 次郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

92 ふたりの恋人 赤川 次郎／著 集英社 20 (９ 小説)

93 君を送る 赤川 次郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

94 我が愛しのファウスト 赤川 次郎／著 講談社 20 (９ 小説)

95 東京零年 赤川次郎著 集英社

96 鼠、剣を磨く 赤川次郎著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

97 霧の夜の戦慄 百年の迷宮 赤川次郎著 角川書店 20 (９ 小説)

98 花嫁は女戦士 ユーモアサスペンス Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)



99 卒業旅行 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎著 徳間書店 20 (９ 小説)

100 吸血鬼 赤川 次郎／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

101 回想電車 赤川 次郎／著 集英社 20 (９ 小説)

102 二十四粒の宝石 赤川 次郎／ほか著 講談社 22 (１１ 小説)

103 悲歌（エレジー） 赤川 次郎／著 角川書店 20 (９ 小説)

104 怪談人恋坂 赤川 次郎／著 角川書店 20 (９ 小説)

105 家族カタログ 赤川 次郎／著 角川書店 20 (９ 小説)

106 死と乙女 赤川 次郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

107 幽霊社員 赤川 次郎／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

108 幽霊はテニスがお好き 赤川 次郎／著 中央公論社 20 (９ 小説)

109 仮面舞踏会 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

110 起承転結殺人事件 講談社ノベルス 赤川次郎 講談社 20 (９ 小説)

111 人形たちの椅子 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

112 ひまつぶしの殺人 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

113 三毛猫ホームズと愛の花束 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

114 三毛猫ホームズの（卒業） カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

115 三毛猫ホームズの家出 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

116 三毛猫ホームズの駈落ち カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

117 三毛猫ホームズの歌劇場 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

118 三毛猫ホームズの感傷旅行 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)



119 三毛猫ホームズの暗闇 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

120 三毛猫ホームズの傾向と対策 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

121 三毛猫ホームズの恋占い カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

122 三毛猫ホームズの最後の審判 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

123 三毛猫ホームズの四季 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

124 三毛猫ホームズの四捨五入 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

125 三毛猫ホームズの心中海岸 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

126 三毛猫ホームズの正誤表 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

127 三毛猫ホームズの黄昏ホテル カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

128 三毛猫ホームズの追跡 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

129 三毛猫ホームズの登山列車 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

130 三毛猫ホームズの犯罪学講座 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

131 三毛猫ホームズのフーガ カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

132 三毛猫ホームズのプリマドンナ カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

133 三毛猫ホームズの無人島 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

134 やり過ごした殺人 カッパ・ノベルス 赤川次郎 光文社 20 (９ 小説)

135 かん子のミニミニマンガ入門 図書館員のカキノタネ 赤木 かん子／著 リブリオ出版 19 (８ 美術 芸術)

136
かんこのミニミニヤング・アダルト入門 パート１ 図書館
員のカキノタネ

赤木 かん子／著 リブリオ出版 19 (８ 美術 芸術)

137
かんこのミニミニ子どもの本案内 図書館員のカキノタネ
６さいから１２さい

赤木 かん子／著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

138 絵本・子どもの本総解説 総解説シリーズ 赤木 かん子／著 自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)



139 かんこのミニミニ世界児童文学史 図書館員のカキノタネ 赤木 かん子／著 図書館流通センター 19 (８ 美術 芸術)

140 ＹＡ（ヤングアダルト）読書案内 赤木 かん子／ほか編 晶文社 17 (６ 総記 社会科学)

141
さよならハーネス 盲導犬クララものがたり 新日本おはな
しの本だな ５

赤座 憲久／作 石倉 欣二／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

142 ガジュマルの木かげ学校 ＰＨＰ創作シリーズ 赤座 憲久／作 依光 隆／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

143 赤道直下の幽霊たち ＰＨＰ創作シリーズ 赤座 憲久／作 岩淵 慶造／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

144 コッチがうんだ小さなたまご あつまれ１年生 １ 赤座 憲久／作 篠崎 三朗／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

145 盲導犬になれなかったジョリー 新日本子ども図書館 ７ 赤座 憲久／作 石倉 欣二／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

146
さがして！みつけて！ミニーちゃん Ｌｏｏｋ ａｎｄ Ｆ
ｉｎｄ

赤坂行雄訳・文 講談社

147 わすれないで 第五福竜丸ものがたり 絵本のおくりもの 赤坂 三好／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

148 現代史と民主主義 年報・日本現代史 第２号（１９９６） 赤沢 史朗／ほか編集 東出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

149
生きることにも心せき 国際社会に生きてきたひとりの軌
跡

明石康著 中央公論新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

150 甚五郎異聞 赤瀬川 隼／著 日本放送出版協会 20 (９ 小説)

151 秋日和 赤瀬川 隼／著 光文社 20 (９ 小説)

152 みんなで一人旅 赤瀬川 隼／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

153 白球残映 赤瀬川 隼／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

154 わかってきました。科学の急所 赤瀬川原平著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

155 老人力 赤瀬川 原平／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

156 困った人体 赤瀬川 原平／著 マガジンハウス
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

157 新解さんの謎 赤瀬川 原平／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

158 猫の宇宙 向島からブータンまで 赤瀬川 原平／写真・文 柏書房 19 (８ 美術 芸術)



159 四人の食卓 赤瀬川 隼／著 集英社 20 (９ 小説)

160 宇宙の歴史 ３ 集英社版・学習漫画 県 秀彦／著 芳村 梨絵／漫画 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

161 ナイル川とエジプト たくさんのふしぎ傑作集 赤地 経夫／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

162 源氏物語 赤塚不二夫の古典入門 赤塚不二夫著 学研
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

163 よーいどん！ 赤塚不二夫のさわる絵本 赤塚不二夫著 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

164 赤塚不二夫１２０％ 死んでる場合じゃないのだ 赤塚 不二夫／著 アートン 19 (８ 美術 芸術)

165 「日本国憲法」なのだ！ 赤塚 不二夫／編著 永井憲一／編著 草土文化 17 (６ 総記 社会科学)

166 人文的「教養」とは何か 複雑系時代の人文学 赤塚 行雄／著 学芸書林 17 (６ 総記 社会科学)

167 ガラスでつくる シリーズ子どもとつくる １８ 茜 有希／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

168 たにんどんぶり わくわくライブラリー あかね るつ／作 梶山 直美／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

169
アライグマのコンチェルト 新日本少年少女の文学 ２・２
２

あかね るつ／作 岡本 順／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

170 日本の神話 第１巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

171 日本の神話 第２巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

172 日本の神話 第３巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

173 日本の神話 第４巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

174 日本の神話 第５巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

175 日本の神話 第６巻 赤羽 末吉／絵 舟崎 克彦／文 あかね書房 5 (学習室)

176 おおきなおおきなおいも 創作童話シリーズ 赤羽 末吉／さく・え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

177 砂漠の薔薇 赤羽 尭／著 講談社 20 (９ 小説)

178 流沙伝説 赤羽 尭／著 文芸春秋 20 (９ 小説)



179 サツキ ＮＨＫ趣味の園芸 赤羽勝著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

180 木からおちたことりさん えほん・ドリームランド ８ 赤星 亮衛／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

181
もったいない事典 「５０音エコ川柳」で今日から環境に
やさしい生活

赤星たみこ著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

182 トランプ数理マジック事典 赤松 誉義／編 東京堂出版

183 婚約のあとで 阿川 佐和子／著 新潮社 20 (９ 小説)

184 きかんしゃやえもん 岩波の子どもの本 阿川弘之 岡部冬彦 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

185 強父論 阿川佐和子著 文藝春秋

186 サワコの和 阿川佐和子著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

187 オドオドの頃を過ぎても 阿川佐和子著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

188 トゲトゲの気持 阿川佐和子著 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

189 阿川佐和子のワハハのハ 阿川佐和子著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

190 阿川佐和子のガハハのハ 阿川佐和子著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

191 ああ言えばこう嫁行く 往復エッセイ 阿川佐和子著 檀ふみ著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

192 ぽんこつ ちくま文庫  あ５３－２ 阿川弘之著 筑摩書房

193 七十の手習ひ 阿川 弘之／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

194 正義のセ １ ｈ２５ 阿川佐和子 角川書店 20 (９ 小説)

195 正義のセ ２ 阿川佐和子 角川書店 20 (９ 小説)

196 正義のセ ３ 阿川佐和子 角川書店 20 (９ 小説)

197 聞く力 心をひらく３５のヒント 文春新書 阿川佐和子 文藝春秋 17 (６ 総記 社会科学)

198 赤い靴伝説 横浜物語 阿木 燿子／著 集英社 20 (９ 小説)



199 飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー／絵と文 清水 奈緒子／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

200 日本のんびり旅行 １ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

201 日本のんびり旅行 ２ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

202 日本のんびり旅行 ３ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

203 日本のんびり旅行 ４ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

204 日本のんびり旅行 ５ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

205 日本のんびり旅行 ６ 社会科まんが 改訂版 秋 玲二／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

206 散りぬる桜 時代小説招待席 秋月達郎〔ほか〕著 藤水名子監修 広済堂出版 21 (１０ 小説)

207 花 Ｎａｔｕｒｅ ｍｉｎｄ ｂｏｏｋ 秋月 さやか／文 河原地 佳子／写真 青菁社 19 (８ 美術 芸術)

208 実 Ｎａｔｕｒｅ ｍｉｎｄ ｂｏｏｋ 秋月 さやか／文 野呂 希一／写真 青菁社 19 (８ 美術 芸術)

209 勇気ある子を育てる名作絵本 秋田喜代美監修 増田時枝監修 永岡書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

210 株価チャ－ト練習帳 勝率8割5分を目指す 秋津 学 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

211
頼りになるのは自分だけ 「勝ちぐせ」をつける５５の
ルール

秋庭 道博／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

212
太陽と月になった兄弟 ボリビア民話 日本傑作絵本シリー
ズ

秋野 靭子／再話・絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

213
とうもろこしおばあさん アメリカ・インディアン民話 こ
どものとも傑作集 １０６

秋野 和子／再話 秋野 亥左牟／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

214 ゆかいな おとなり あきもと かおり／作 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

215 最後の場所 川の流れのように 秋元 康／著 集英社 20 (９ 小説)

216 目薬キッス 秋元 康／著 角川書店 20 (９ 小説)

217 なににみえるかな？日本の県地図 秋元 茂／作 あきもと しげる／作 童心社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

218 めざせ！マンガ大王 自分探しの旅シリーズ ３ 秋元 奈美／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



219
みんなが知りたい-旅客機の疑問５０- 旅先で気になる旅
客機の疑問をスッキリ解消

秋本俊二 ソフトバンク クリエイティブＫ．Ｋ 19 (８ 美術 芸術)

220 恋について僕が話そう 秋元康 大和書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

221 ふうせんくまくん 新しいえほん あきやま ただし／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

222 いちにちごっこ あきやま ただし／作・絵 学研 61 (２３ 絵本 北)

223 もりおとこのしごと 秋山 匡／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

224 うみキリン 新しいえほん 秋山 匡／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

225 おーきくなったら えへんごほんえほん １ 秋山 匡／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

226 はなび 秋山 とも子／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

227 ぼくの戦争 原爆は、そら豆がこげるにおい 秋山勝彦著 加茂礼子絵 ウインかもがわ
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

228 まめうしくんとあいうえお ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

229 まめうしくんとこんにちは ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

230 まめうしくんとＡＢＣ ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

231
世界を変えた日本の技術 ３ バーチャル世界のゲーム機
科学読み物

秋山英宏文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

232
女らしく着こなすミセスのニット レディブティックシ
リーズ １０６８

秋山 おわ子／著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

233 三島由紀夫 群像日本の作家 １８ 秋山 駿／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

234
パズルで算数アタマをみがく本 上 秋山仁のダントツ授業
わかる！できる！のびる！ドラゼミ・ドラネ ットブック
ス 日 ...

秋山 仁／著 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

235
パズルで算数アタマをみがく本 下 秋山仁のダントツ授業
わかる！できる！のびる！ドラゼミ・ドラネ ットブック
ス 日 ...

秋山 仁／著 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

236 秋山孝 Ｐｏｓｔｅｒ Ａｒｔ ｂｏｘ ｇａｌｌｅｒｙ 秋山 孝／著 ＢＯＸインターナショナ 19 (８ 美術 芸術)

237 絵巻物 原色日本の美術８ 秋山 光和 小学館 7 (大型本)

238 戦時下の子供たち  第１巻 小学生新聞に見る 秋山 正美 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



239 戦時下の子供たち 第２巻 小学生新聞に見る 秋山 正美 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

240 戦時下の子供たち 第３巻 小学生新聞に見る 秋山 正美 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

241 図説  日本の古典 第7巻 源氏物語 源氏物語 秋山虔/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

242 もどりの春 阿久 悠／著 中央公論新社 20 (９ 小説)

243 詩小説 阿久 悠／著 中央公論新社 20 (９ 小説)

244 ちょっとお先に 阿久 悠／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

245 あこがれ 阿久 悠／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

246 ラヂオ 阿久悠著 日本放送出版協会 20 (９ 小説)

247 ベースボール・パラダイス 阿久 悠／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

248 銀幕座二階最前列 阿久 悠／著 講談社 20 (９ 小説)

249 恋歌ふたたび 阿久 悠／著 講談社 20 (９ 小説)

250
どんぐりトリオの背くらべ 男の子と女の子・勉強・かし
こくなることわ ことわざ童話館 ３

亜空間／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

251
困った人たちと付き合う２０１の知恵 ビジネス２０１の
知恵シリーズ １

アラン・アクセルロッド／共著 ジム・ホル
チェ／共著 宮本 喜一／訳

日経ＢＰ社 17 (６ 総記 社会科学)

252
時間をもっと上手に使う２０１の知恵 ビジネス２０１の
知恵シリーズ ３

アラン・アクセルロッド／共著 ジム・ホル
チェ／共著 宮本 喜一／訳

日経ＢＰ社 17 (６ 総記 社会科学)

253
スマートにノーと言う２０１の知恵 ビジネス２０１の知
恵シリーズ ２

アラン・アクセルロッド／共著 ジム・ホル
チェ／共著 宮本 喜一／訳

日経ＢＰ社 17 (６ 総記 社会科学)

254
つきあい方の科学 バクテリアから国際関係まで 新装版
Ｍｉｎｅｒｖａ２１世紀ライブラリー ４５

Ｒ．アクセルロッド／著 松田 裕之／訳 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

255 日本文学全集 １３ 芥川 龍之介 新潮社 24 (１３ 全集)

256 ちくま日本文学全集 ００１ 芥川龍之介 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

257 少年少女日本文学館６ トロッコ・鼻 芥川龍之介 講談社 25 (１４ 児童書)

258 いじめないいじめられないいじめさせない アグネス・チャン／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)



259 汝の名 ＷＯＭＡＮ 明野照葉著 中央公論新社 20 (９ 小説)

260 憑流 明野照葉著 文芸春秋 20 (９ 小説)

261
子育てハッピーアドバイス大好き！が伝わるほめ方・叱り
方

明橋 大二／著 太田 知子／イラスト １万年堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

262
いつでも本はそばにいる みんな本を読んで大きくなった
２

朝の読書推進協議会編 メディアパル

263 みんな本を読んで大きくなった 朝の読書推進協議会編 メディアパル
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

264 ア－サ－・C・クラ－ク ３００１年終局への旅 ア－サ－・C・クラ－ク 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

265 世界地図の下書き 集英社文庫  あ６９－４ 朝井リョウ著 集英社

266 やさしい中国語会話入門 浅井 恵子／共著 山本 珠美／共著 西東社 19 (８ 美術 芸術)

267 あなたの郵便貯金がおろせなくなる日 浅井 隆／著 大伴 高史／著 第二海援隊 17 (６ 総記 社会科学)

268 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ 集英社 20 (９ 小説)

269 何者 朝井リョウ 新潮社 20 (９ 小説)

270 かいじゅうゾロゾロおかしな日 童話のすけっちぶっく ８ 浅川 じゅん／作 山口 みねやす／絵 ポプラ社

271 小説風雲角福戦争 強いリーダーの条件 浅川 博忠／著 時事通信社 20 (９ 小説)

272 秘本江戸文学選 第４巻 江戸ばれ唄大成 浅川征一郎/解説 日輪閣 7 (大型本)

273 秘本江戸文学選 第１０巻 大東閨語・春風帖 浅川征一郎/解説 日輪閣 7 (大型本)

274 トカラ北上殺人前線 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 浅黄斑著 有楽出版社 20 (９ 小説)

275 ちょんがれ西鶴 浅黄斑著 双葉社 20 (９ 小説)

276 逃げる男・追う女 浅黄 斑／著 角川書店 20 (９ 小説)

277 夜風魚の夜 朝倉 知子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

278 ポールと小鳥 朝倉勇著 童話屋
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



279 雪の夜話 浅倉卓弥著 中央公論新社 20 (９ 小説)

280 さわって学べる算数図鑑 朝倉仁監修 山田美愛訳 学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

281 少年Ａの犯罪プラスα 朝倉 喬司／著 現代書館 17 (６ 総記 社会科学)

282 異常気象と環境破壊 読売科学選書 ３１ 朝倉 正／著 読売新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

283 世界人物逸話大事典 朝倉 治彦／編 三浦 一郎／編 角川書店 5 (学習室)

284 赤猫異聞 浅田次郎著 新潮社 20 (９ 小説)

285 降霊会の夜 浅田次郎著 朝日新聞出版 20 (９ 小説)

286 夕映え天使 新潮文庫  あ－４７－５ 浅田 次郎 新潮社 33 (２２ 文庫本)

287 お腹召しませ 浅田次郎著 中央公論新社 20 (９ 小説)

288 輪違屋糸里 上 浅田次郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

289 輪違屋糸里 下 浅田次郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

290 沙高楼綺譚 浅田次郎著 徳間書店 20 (９ 小説)

291 オー・マイ・ガアッ！ 浅田次郎著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

292 王妃の館 上 浅田次郎著 集英社 20 (９ 小説)

293 王妃の館 下 浅田次郎著 集英社 20 (９ 小説)

294 姫椿 浅田次郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

295 薔薇盗人 浅田次郎著 新潮社 20 (９ 小説)

296 満天の星 勇気凛凛ルリの色 浅田 次郎／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

297 天国までの百マイル 浅田 次郎／著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

298 霞町物語 浅田 次郎／著 講談社 20 (９ 小説)



299 見知らぬ妻へ 浅田 次郎／著 光文社 20 (９ 小説)

300 蒼穹の昴 下 浅田 次郎／著 講談社 20 (９ 小説)

301 蒼穹の昴 上 浅田 次郎／著 講談社 20 (９ 小説)

302 一路 下 浅田次郎 中央公論新社 09 (新刊書)

303 一路 上 浅田次郎 中央公論新社 09 (新刊書)

304 血まみれのマリヤ （きんぴか②） 浅田次郎 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

305 きんぴか③ 真夜中の喝采 光文社文庫 浅田 次郎 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

306 三人の悪党 きんぴか １ 光文社文庫 浅田次郎 光文社文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

307 文字でたどる 世界遺産・奈良 風媒社 浅田 隆・和田 博文 稲垣 喜代志 13 (２ 県一般書)

308 いけいけ！！カレーマン たべものしかけえほん 浅沼 とおる／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

309 ３びきのこぶたのおみせやさんごっこ わたしのえほん 浅野 ななみ／作 長浜 宏／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

310 ３びきのこぶたとちいさなおうち わたしのえほん 浅野 ななみ／作 長浜 宏／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

311 がんばれ！ねずみのおてつだい 新しいえほん 浅野 ななみ／作 中村 景児／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

312 バッテリー 〔１〕 角川文庫  あ４２－１ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

313 バッテリー ２ 角川文庫  あ４２－２ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

314 バッテリー ３ 角川文庫  あ４２－３ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

315 バッテリー ４ 角川文庫  あ４２－４ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

316 バッテリー ５ 角川文庫  あ４２－５ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

317 バッテリー ６ 角川文庫  あ４２－６ あさのあつこ〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

318 ミヤマ物語 第１部 あさのあつこ著 毎日新聞社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



319 チュウガクセイのキモチ あさのあつこ著 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

320 弥勒の月 あさのあつこ著 光文社 20 (９ 小説)

321 ラスト・イニング あさのあつこ著 角川書店 20 (９ 小説)

322 ３びきのこぶたのおてつだい わたしのえほん あさのななみさく 長浜宏え ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

323 ねずみくんのたんじょうかい わたしのえほん あさのななみさく 中村景児え ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

324 舞は１０さいです。 新日本おはなしの本だな ６ あさの あつこ／作 鈴木 びんこ／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

325 太鼓を打つ！ 浅野 香／著 麦秋社 19 (８ 美術 芸術)

326 奈良の寺院と天平彫刻 原色日本の美術３ 浅野 清 毛利 久 小学館 7 (大型本)

327 樹林の山旅 関東・甲信・南会津の山歩き 浅野 孝一／著 実業之日本社 13 (２ 県一般書)

328 あわぶくかいじゅうモクモクだい！ 新しいえほん 浅野 ななみ／作 米山 永一／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

329 自分のスタイルを見つける本 浅野 裕子／著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

330 チャリンコ・ライダー 浅野 竜／作 前嶋 昭人／絵 国土社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

331
からだのしくみ事典 内臓や骨格、筋肉、神経、血液など
の構造や働きがわかる 他

浅野 伍郎/日本医科大学名誉教授 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

332 鉄のキリンの海わたり 日産自動車 あさば みゆき／作 石崎 正次／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

333
日本の文学とことば 日本文学はいかに生まれいかに読ま
れたか

麻原 美子／ほか編集 東京堂出版 19 (８ 美術 芸術)

334 有力企業の社会貢献度 １９９８ もう一つの格付け評価
朝日新聞文化財団／編 朝日新聞文化財団「企
業の社 ...

ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

335 こころの気がかり相談室 朝日新聞学芸部編 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

336
たくさんの愛をありがとう あなたの胸をゆさぶる、９９
の物語

朝日新聞社編 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

337 治したいならこの名医！！ 先進医療はここまで来た！！ 週刊朝日編 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

338
メダリストの肖像シドニーオリンピック Ｔｈｅ ｇａｍｅ
ｓ ｏｆ ｔｈｅ ２７ｔｈ Ｏｌｙｍｐｉａｄ Ｓｙｄｎｅ
ｙ ２０００

朝日新聞社編 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)



339 江藤さんの決断 朝日新聞「こころ」のページ編 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

340 ひと、死に出あう 朝日選書 ６４２ 週刊朝日編 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

341 裁かれる核
朝日新聞社／著 朝日新聞大阪本社「核」取材
...

朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

342 金融動乱 経済システムは再生できるか 朝日新聞社／著 朝日新聞経済部／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

343 野遊びカレンダー 朝日新聞社／編 朝日新聞大阪本社／編 かもがわ出版 19 (８ 美術 芸術)

344 オーレ！ワールドカップ 朝日ジュニアブック 朝日新聞社／編 朝日新聞社

345
アトランタの勇者たちオリンピック’９６ Ｔｈｅ ｇａｍ
ｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ２６ｔ

朝日新聞社／編 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

346 古墳への旅 古代人のタイムカプセル再見 朝日新聞社／編 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

347 母と子でみる ひめゆりの乙女たち 朝日新聞社／編 朝日新聞企画部／編 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

348 母と子でみる広島・長崎 朝日新聞社／編 朝日新聞企画部／編 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

349 美智子さま 還暦記念写真集 朝日新聞社／編 朝日新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

350
上沼恵美子のおしゃべりクッキング １５ Ｇａｋｋｅｎ
ｈｉｔ ｍｏｏｋ

ＡＢＣ編 辻調理師専門学校編 学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

351
上沼恵美子のおしゃべりクッキング １１ Ｇａｋｋｅｎ
ｈｉｔ ｍｏｏｋ

ＡＢＣ編 辻調理師専門学校編 学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

352
ｉＰＳ細胞とはなにか 万能細胞研究の現在 ブルーバック
ス  Ｂ－１７２７

朝日新聞大阪本社科学医療グループ著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

353 暁けの蛍 朝松健著 講談社 20 (９ 小説)

354
夫婦で歩く大和の隠れ寺 今だからこそ、心の安らぎを求
めて

浅見潤著 浅見孝子著 朱鷺書房 13 (２ 県一般書)

355 人間通 新潮選書 矢沢 永一／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

356 日本の名峰２７ 阿蘇・九重・祖母 足利 武三 山と渓谷社 7 (大型本)

357 日本の名峰２８ 霧島連峰と屋久島の山 足利 武三 山と渓谷社 7 (大型本)

358 スタ－トレック科学読本 アシ-ナ・アンドレアディス 野村政夫/訳 徳間書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



359 東京シック・ブルース 芦原 すなお／著 集英社 20 (９ 小説)

360 ミミズクとオリーブ 芦原 すなお／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

361 官能記 芦原 すなお／著 角川書店 20 (９ 小説)

362 たらちね日記 芦原 すなお／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

363 裁判員法廷 芦辺拓著 文芸春秋 20 (９ 小説)

364 グラン・ギニョール城 ミステリー・リーグ 芦辺拓著 原書房 20 (９ 小説)

365 ゴールド 黄金 海外ＳＦノヴェルズ アイザック・アシモフ／著 嶋田 洋一／ほか訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

366 地球を救う１３３の方法 アースデイ日本／編 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

367 子どもたちが地球を救う５０の方法
アース・ワークスグループ／編 亀井 よし子／
訳 芹沢 恵／訳

ブロンズ新社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

368
まだかなまだかな しろくまこぐまのまちぼうけ 日英バイ
リンガル絵本 講談社の創作絵本

飛鳥童作・絵 Ｒｕｉ Ｕｍｅｚａｗａ英語訳 講談社 5 (学習室)

369 明治大正図誌 第8巻 中央道 飛鳥井雅道/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

370 明治大正図誌 第15巻 九州 飛鳥井雅道・原田伴彦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

371 キトラ 古墳と天の科学 飛鳥資料館 岡村印刷工業株式会社 12 (１ 郷土資料)

372 稚内殺人旅情 Ｋａｐｐａ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 光文社 33 (２２ 文庫本)

373 薩摩半島知覧殺人事件 ノン・ノベル 梓林太郎著 祥伝社 33 (２２ 文庫本)

374 霞沢岳殺人山行 １ ２ ｐｏｃｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 ワンツーマガジン社 20 (９ 小説)

375 奥上高地殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 有楽出版社 20 (９ 小説)

376 蝶ケ岳殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)

377 殺人山行八ケ岳 カッパ・ノベルス 梓林太郎著 光文社 20 (９ 小説)

378 尾瀬ケ原殺人事件 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 徳間書店 20 (９ 小説)



379 上高地・大雪殺人孤影 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 梓林太郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)

380 殺人山行 不帰ノ嶮 長編山岳推理小説 書下ろし 梓 林太郎 光文社 20 (９ 小説)

381 殺人山行 剱岳 長編山岳推理小説 書下ろし 梓 林太郎 光文社 20 (９ 小説)

382 殺人山行 餓鬼岳 カッパ・ノベルス 梓 林太郎 光文社 20 (９ 小説)

383 槍ヶ岳 幻の追跡 長編山岳推理小説 書下ろし 梓 林太郎 光文社 20 (９ 小説)

384 遊部（アソベ） 上 梓沢要著 講談社 20 (９ 小説)

385 遊部（アソベ） 下 梓沢要著 講談社 20 (９ 小説)

386
スポーツ指導員（インストラクター）になろう めざす人
のためのよくわかるハンドブック

ＡＳＴＲＡ医療福祉研究グループ著 オーエス出版 19 (８ 美術 芸術)

387 エーミルとクリスマスのごちそう 岩波少年文庫
アストリッド・リンドグレーン 作 石井登志子
訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

388
たまごのはなし かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさ
ないのち

ダイアナ・アストン／文 シルビア・ロング／
絵 千葉 茂樹／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

389
たねのはなし かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさな
いのち

ダイアナ・アストン シルビア・ロング 千葉茂
樹

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

390 太陽の東月の西 岩波少年文庫 アスビョルンセン 佐藤俊彦 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

391 残光 東直己〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

392 フォト・ポージング図鑑 我妻 ジュン／著 Ｐａｒｃｏ出版 19 (８ 美術 芸術)

393 下着のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ １２ あすみきり 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

394 特命 麻生幾著 幻冬舎 20 (９ 小説)

395 あなたにもできる住まいのエコ・リフォーム 浅生忠克著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

396
はしのうえのしあわせ ポーランドのむかしばなし しあわ
せの昔話

足達和子文 篠崎三朗絵 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

397 おはなしの日 安達千夏著 集英社 20 (９ 小説)

398 モルヒネ 安達千夏著 祥伝社 20 (９ 小説)



399 ことばの動物史 歴史と文学からみる 足立尚計著 明治書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

400
知っていますか子どもたちの食卓 食生活からからだと心
がみえる ＮＨＫスペシャル

足立己幸著 ＮＨＫ「子どもたちの食卓」プロ
ジェクト著

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

401 森林ニッポン 新潮選書 足立 倫行／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

402 ぜんそく治療の常識が変わった 足立 満／著 主婦の友社

403 わたしたちの食事と栄養 栄養の世界－探検図鑑 ２ 足立 己幸／著 まの よしを／絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

404
日本一おいしい病院ごはんを目指す！せんぽ東京高輪病院
５００Ｋcal台のけんこう定食

足立香代子 株式会社ワニブックス 09 (新刊書)

405 竜宮城へいった娘 かたつむり文庫 韓国
エドワード・アダムス／文 チョイ・ドン・
ホー／絵 小林 孝子／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

406 高血圧のプラタナス かたつむり文庫 トルコ
ベヒッチ・アック／文・絵 ヒロコ・ムトー／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

407 クマくんのひっこし 評論社の児童図書館・絵本の部屋
フランク・アッシュ／えとぶん 山口 文生／や
く

評論社 63 (２５ 絵本 南)

408 クマくんのやくそく 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ／絵・文 山口 文生／訳 評論社 63 (２５ 絵本 南)

409 バーデンハイム１９３９
アハロン・アッペルフェルド／著 村岡 崇光／
訳

みすず書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

410 きょうも涙の日が落ちる 渥美清のフーテン人生論 渥美 清／著 展望社 19 (８ 美術 芸術)

411
チムとゆうかんなせんちょうさん 世界傑作絵本シリーズ
イギリスの絵本

エドワード・アーディゾーニ ... 瀬田 貞二／
やく せた ていじ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

412 クムクボリクラ王子 かたつむり文庫 ナイジェリア
アデモラ・アデコラ／文・絵 ヒロコ・ムトー
／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

413 黒喜劇 阿刀田高著 文芸春秋 20 (９ 小説)

414 花あらし 阿刀田高著 新潮社 20 (９ 小説)

415 メトロポリタン 阿刀田 高／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

416 あやかしの声 阿刀田 高／著 新潮社 20 (９ 小説)

417 新諸国奇談 阿刀田 高／著 講談社 20 (９ 小説)

418 安土城幻記 阿刀田 高／著 角川書店 20 (９ 小説)



419 私の父、私の母 阿刀田 高／ほか著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

420 新トロイア物語 阿刀田 高／著 講談社 20 (９ 小説)

421 恐怖コレクション 阿 刀 田 高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

422 危険な童話 阿刀田高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

423 妖しいクレヨン箱 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

424 心の旅路 阿刀田 高 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

425 迷い道 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

426 真夜中の料理人 講談社 阿刀田高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

427 マツチ箱の人生 講談社 阿刀田高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

428 恐怖同盟 新潮社 阿刀田高
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

429 他人同士 阿刀田高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

430 ジョークなしでは生きられない 新潮文庫 阿刀田 高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

431 夢判断 新潮文庫 阿刀 高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

432 霧のレクイエム 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

433 いびつな贈り物 集英社文庫 阿刀田 高 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

434 風物語 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

435 ガラスの肖像 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

436 恐怖特急 集英社文庫 阿刀田 高 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

437 奇妙な昼さがり 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

438 最期のメッセージ 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



439 ナポレオン狂 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

440 猫を数えて 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

441 猫の事件 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

442 花の図鑑 下 新潮文庫 阿刀田 高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

443 花の図鑑 上 新潮文庫 阿刀田 高 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

444 壜詰の恋 講談社文庫 阿刀田 高 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

445 影絵の町 角川文庫 阿刀田 高 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

446 食べられる女 マーガレット・アトウッド／著 大浦 暁生／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

447 魔法の贈りもの 砂の上の小さな恋 ときめき文学館 ８ Ｃ・アドラー／作 久米 穣／訳 木村 直代／画 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

448 パパとのぼった木 文研じゅべにーる
Ｃ．Ｓ．アドラー／作 岡本 浜江／訳 つお み
ちこ／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

449 １１３びきのねこのてがみ
ビル・アドラー／文 ポール・ベイコン／絵 掛
川 恭子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

450 むぎばたけ 日本傑作絵本シリーズ
アリスン・アトリー／作 矢川 澄子／訳 片山
健／絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

451 氷の花たば 岩波少年文庫 ２１３３
アリソン・アトリー／作 石井 桃子／訳 中川
李枝子／訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

452 グレイ・ラビットのおはなし 絵本
アリソン・アトリー／作 マーガレット・テン
ペスト／絵 石井 桃子／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

453 サム・ピッグおおそうどう フォア文庫愛蔵版 Ａ・アトリー／作 神宮 輝夫／訳 童心社 25 (１４ 児童書)

454
おめでたこぶた その１ 四ひきのこぶたとアナグマのお話
世界傑作童話シリーズ

アリソン・アトリー作 すがはらひろくに訳 や
まわきゆりこ画

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

455 チム・ラビットのぼうけん チムとサムの本 アリソン・アトリー作 石井桃子訳 中川宗弥画 童心社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

456 月あかりのおはなし集
アリソン・アトリー作 こだまともこ訳 いたや
さとし絵

小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

457 ドキドキワクワク生き物飼育教室 ５ かえるよ！メダカ アトリエモレリ作・絵 久居宣夫監修 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

458 もぐ子とお兄ちゃんの四季 ＰＨＰ創作シリーズ
阿南 慈子／作 狩野 富貴子／絵 狩野 ふきこ
／絵

ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)



459 ウルティマ、ぼくに大地の教えを ルドルフォ・アナヤ／著 金原 瑞人／訳 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

460 国連に行ってみよう ナーネ・アナン作 自由国民社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

461 ローマ人の世界 「知の再発見」双書 ６０
ロジェ・アヌーン／著 ジョン・シェード／著
藤崎 京子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

462
法廷戦術 本格リーガル・ミステリー Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌ
ｓ

姉小路祐著 実業之日本社 20 (９ 小説)

463 化野学園の犯罪 講談社ノベルス 姉小路祐著 講談社 20 (９ 小説)

464 首相官邸占拠３９９分 講談社ノベルス 姉小路祐著 講談社 20 (９ 小説)

465 合併裏頭取 講談社ノベルス 姉小路祐著 講談社 20 (９ 小説)

466 はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば  １ 姉崎 一馬／文・写真 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

467 はるにれ 日本傑作絵本シリーズ 姉崎 一馬／写真 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

468 始皇帝 中華帝国の開祖 安能 務／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

469 ポピー ミミズクの森をぬけて ジョイ・ストリート アヴィ／作 Ｂ・フロッカ／絵 金原 瑞人／訳 あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

470 「地域の先生」と創るにぎやか小学校 人間選書 ２１７ 我孫子市立我孫子第二小学校／編 農山漁村文化協会 17 (６ 総記 社会科学)

471 図書館だいすき かたつむり文庫 メキシコ マルタ・アビレス／文・絵 清水 透／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

472
世界ユ－モア文学全集 第1巻 山賊株式会社社長／ジョ－
ジア･ボ－イ

アブ－ コ－ルドウェル 筑摩書房 5 (学習室)

473
イワン王子と火のとり 偕成社世界のどうわ １９ 完訳ロ
シアのど うわ

アファナーシエフ／再話 松谷 さやか／訳 ワ
シーリエフ／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

474 火の鳥 ロシア民話選 岩波少年文庫復刻版 アファナーシェフ／編 神西 清／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

475 学校ユウレイとおてんばカローラ
ペーター・アブラハム／作 松沢 あさか／訳
大和田 美鈴／絵

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

476
天然抗ガン物質IP6の驚異 革命的効果でガンの治療がかわ
る

アブルカラム・M・シャムスディン/著 阪本 孝
作/訳

講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

477
家内安心暮らしの便利事典 すぐに役立つ家事のコツ ホー
ムパル・デラックス

阿部 絢子／掃除・洗濯・炊事 飯田 久恵／収
納 西沢 正和／修繕

小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

478 わけありリンゴのアップルパイ あべ まれこ 絵 あさい ゆうこ 作 ＢＬ出版
30 (１９ 読み物 中学
年)



479 掃除の達人になる！ 手早く、スッキリ、きれいに暮らす 阿部絢子著 大和書房 19 (８ 美術 芸術)

480 グランド・フィナーレ 阿部和重著 講談社 20 (９ 小説)

481 ストップ・ザ・児童虐待 発見後の援助 安部計彦編著 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

482 遊べる工作大図鑑 子どもと一緒に楽しむ！ 阿部知子監修 「いつまでも子ども」の会編 日東書院本社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

483 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい ４６ 阿部夏丸作 村上康成絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

484 ダダこね育ちのすすめ 阿部秀雄著 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

485 どうぶつ友情辞典 あべ弘士〔著〕 クレヨンハウス

486 しろもくろも、みんなおいで あべ弘士 童心社 62 (２４ 絵本 西)

487 どうぶつ句会 あべ弘士さく・え 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

488 どうぶつニュースの時間 おはなしパレード あべ弘士作 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

489 曇天に窓があく 阿部牧郎著 講談社 20 (９ 小説)

490 おんなの城 安部龍太郎著 文藝春秋

491 恋七夜 安部竜太郎著 集英社 20 (９ 小説)

492 天馬、翔ける 上巻 安部竜太郎著 新潮社 20 (９ 小説)

493 天馬、翔ける 下巻 安部竜太郎著 新潮社 20 (９ 小説)

494 薩摩燃ゆ 安部竜太郎著 小学館 20 (９ 小説)

495 生きて候 安部竜太郎著 集英社 20 (９ 小説)

496 信長燃ゆ 上 安部竜太郎著 日本経済新聞社 20 (９ 小説)

497 信長燃ゆ 下 安部竜太郎著 日本経済新聞社 20 (９ 小説)

498 たべあわせ薬効菜 キッチンに１冊 阿部 絢子／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



499 ＡＢＣ戦争 阿部 和重／著 講談社 20 (９ 小説)

500 ああ！！女が日本をダメにする 安部 譲二／著 中経出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

501 下剋上の社会 教養の日本史 阿部 猛／著 東京堂出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

502
糖尿病の食生活 いちばん新しく、わかりやすい カロリー
別

阿部 達夫／著 花岡 瞳／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

503 思春期外来診療室 阿部 知子／著 学陽書房 17 (６ 総記 社会科学)

504 はじめてのてがみ ＰＨＰどうわのポケット 阿部 肇／さく え 阿部 はじめ／さく え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

505 転校生は宇宙人？ 童話のすけっちぶっく ７ 阿部 肇／作絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

506
雪の上のなぞのあしあと かがくのとも傑作集 どきどきし
ぜん

あべ 弘士／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

507 ねむの木ゆうびん 教育画劇の創作童話 阿部 正子／作 山中 冬児／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

508 むしゃむしゃマンモス 阿部 真理子／作 講談社 62 (２４ 絵本 西)

509 小林秀雄 群像日本の作家 １４ 阿部 良雄／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

510 難風 安部 竜太郎／著 講談社 20 (９ 小説)

511 密室大坂城 安部 竜太郎／著 講談社 20 (９ 小説)

512 関ケ原連判状 安部 竜太郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

513 風の如く水の如く 安部 竜太郎／著 集英社 20 (９ 小説)

514 室町花伝 安部 竜太郎／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

515 日本文学全集 第８５巻 安部公房集 安部公房 集英社 24 (１３ 全集)

516 日本文学全集 現代名作集 ６６ 安部公房・中村真一郎・森茉莉・井上光晴等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

517 おいしい地ビール全国ガイド
アベスプランニング／編・著 Ａｖｅｓ Ｐｌａ
ｎｎｉｎｇ ...

同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

518 河出世界文学全集 別巻 世界文学の歴史 阿部知二 河出書房新社 24 (１３ 全集)



519 日本文学全集 第６１巻 阿部知二・芹沢光治良集 阿部知二・芹沢光治良 集英社 24 (１３ 全集)

520 クロコダイルとイルカ あべ弘士 株式会社 メディアパル 63 (２５ 絵本 南)

521 わたしの古典 １０ 阿部光子の更級日記・堤中納言物語 阿部光子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

522 等伯 下 阿部龍太郎 日本経済新聞出版社 20 (９ 小説)

523 等伯 上 阿部龍太郎 日本経済新聞出版社 20 (９ 小説)

524 体温免疫力 安保徹の新理論！ 安保徹著 ナツメ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

525 名跡字典 阿保 直彦／編 片山 智士／編 木耳社 5 (学習室)

526 三輪山の考古学 網干善教〔ほか〕編 学生社 13 (２ 県一般書)

527 古都・飛鳥の発掘 網干善教著 学生社 13 (２ 県一般書)

528 世界文学全集 ２ ギリシア神話集 アポロドーロス 筑摩書房 24 (１３ 全集)

529 少年少女世界文学館１ ギリシア神話 アポロドーロス 講談社 25 (１４ 児童書)

530 タイヨウのうた 天川 彩 ＳＤＰ 21 (１０ 小説)

531 金田一少年の事件簿 短編集２ 金田一少年の推理 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

532 金田一少年の事件簿 短編集３ 金田一少年の冒険 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

533 金田一少年の事件簿 短編集４ 金田一少年の疾走 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

534 金田一少年の挑戦  １ 天樹征丸/原作 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

535
忍たま乱太郎 ねらわれたカービン銃の段 ポプラ社の新・
小さな童話 ２２１

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

536
忍たま乱太郎 あたらしい出城はだれのもの？の段 ポプラ
社の新・小さな童話 ２０７

尼子騒兵衛原作 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

537
忍たま乱太郎 ぐんせんがうばわれた！の段 ポプラ社の
新・小さな童話 ２０９

尼子騒兵衛原作 安藤雅章文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

538
忍たま乱太郎 サラサラヘアになりた～い！の段 ポプラ社
の新・小さな童話 ２０４

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



539
忍たま乱太郎 うんだめし？よあけのマラソン！！の段 ポ
プラ社の新・小さな童話 １９７

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

540
忍たま乱太郎 みずぜめだいさくせんの段 ポプラ社の新・
小さな童話 １９２

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

541
忍たま乱太郎 でた！！きょうふのゆうれいせんの段 ポプ
ラ社の新・小さな童話 １８９

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

542
忍たま乱太郎 こまつださんのかち！？の段 ポプラ社の
新・小さな童話 １８７

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

543
にんタマ、げんタマげんじゅつくらべ！？ らくだいにん
じゃらんたろう こどもおはなしランド ６７

尼子騒兵衛作・絵 ポプラ社

544
忍たま乱太郎 かっこいい！？立花せんぱいの段 ポプラ社
の新・小さな童話 １８５

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

545
忍たま乱太郎 げんじゅつだいがっせんの段 ポプラ社の
新・小さな童話 １８３

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

546
忍たま乱太郎 ドクアジロガサのわなの段 ポプラ社の新・
小さな童話 １８２

尼子騒兵衛原作 望月千賀子文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

547
にんタマとやってきたびんぼう神！！ らくだいにんじゃ
らんたろう こどもおはなしランド ６５

尼子騒兵衛作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

548
忍たま乱太郎 へんてこなにんじゃの段 ポプラ社の新・小
さな童話 １８０

尼子騒兵衛原作 久保田弘文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

549
忍たま乱太郎 めいたんていきり丸！？の段 ポプラ社の
新・小さな童話 １７６

尼子騒兵衛原作 田波靖男文 亜細亜堂絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

550
にんタマ三人ぐみのチョーこわい！！合戦場マラソン ら
くだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド ６２

尼子騒兵衛作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

551
まいごのにんタマ、ヌエと大たいけつ！！ らくだいにん
じゃらんたろう こどもおはなしランド ６０

尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

552
忍たま乱太郎 ドクた ... ポプラ社の新・小さな童話 １
６６

尼子 騒兵衛／原作 田波 靖男／文 亜細亜堂／
絵

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

553 乱太郎の忍者の世界 尼子 騒兵衛／文、絵 朝日新聞社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

554
にんタマ三人ぐみのバケモノやしきでおっとっと！！ ら
くだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド ５３

尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

555 愛のアルバム 雨田光弘の猫の音楽界シリーズ 雨田 光弘／絵 栗原 千種／文 博雅堂出版 62 (２４ 絵本 西)

556 ソリストの夢 雨田光弘の猫の音楽界シリーズ 雨田 光弘／絵 栗原 千種／文 博雅堂出版 62 (２４ 絵本 西)

557 目で聴くコンサート １ 雨田光弘の猫の音楽界シリーズ 雨田 光弘／絵 栗原 千種／文 博雅堂出版 62 (２４ 絵本 西)

558 目で聴くコンサート ２ 雨田光弘の猫の音楽界シリーズ 雨田 光弘／絵 栗原 千種／文 博雅堂出版 62 (２４ 絵本 西)



559 目で聴くコンサート ３ 雨田光弘の猫の音楽界シリーズ 雨田 光弘／絵 栗原 千種／文 博雅堂出版 62 (２４ 絵本 西)

560 いわたくんちのおばあちゃん 天野 夏美／作 はまの ゆか／絵 主婦の友社 61 (２３ 絵本 北)

561 よくわかる女性のからだ事典 天野恵子監修 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

562
よろず占い処陰陽屋猫たたり ポプラ文庫ピュアフル  Ｐ
あ－４－８  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔７〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

563
よろず占い処陰陽屋あやうし ポプラ文庫ピュアフル  Ｐ
あ－４－２  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔２〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

564
よろず占い処陰陽屋アルバイト募集 ポプラ文庫ピュアフ
ル  Ｐあ－４－４  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔４〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

565
よろず占い処陰陽屋の恋のろい ポプラ文庫ピュアフル
Ｐあ－４－３  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔３〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

566
よろず占い処陰陽屋あらしの予感 ポプラ文庫ピュアフル
Ｐあ－４－６  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔５〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社

567
よろず占い処陰陽屋は混線中 ポプラ文庫ピュアフル  Ｐ
あ－４－７  〔「よろず占い処陰陽屋」シリーズ〕
〔６〕

天野頌子〔著〕 ポプラ社

568 近鉄沿線の不思議と謎 じっぴコンパクト新書  ２８９ 天野太郎監修 実業之日本社

569
「増・改・築」失敗しないための９９の秘訣 人生が２倍
楽しくなる Ｎｅｗ ｈｏｕｓｅ ｂｏｏｋｓ

天野 彰／著 ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

570 美しき日本の自然 天野 主税／ほか著 クレオ 19 (８ 美術 芸術)

571 見える見える 天野 祐吉／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

572 川は生きているか 天野 礼子／著 伊藤 孝司／写真 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

573 陰陽屋へようこそ 天野頌子 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

574 首飾り 雨森 零／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

575 月の裏まで走っていけた 雨森 零／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

576 みんなでためす大気の汚れ 天谷 和夫／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

577 けんかのなかよしさん あかね・新えほんシリーズ ３２ あまん きみこ／作 長野 ヒデ子／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

578 おまけのじかん ポプラちいさなおはなし １ あまん きみこ／作 吉田 奈美／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



579 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ ９ あまん きみこ／作 酒井 駒子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

580 すてきなぼうし えほん、よんで！ ４ あまん きみこ／作 黒井 健／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

581
ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい 日本傑作絵本シ
リーズ

あまん きみこ／作 西巻 茅子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

582
ようちえんにいったともちゃんとこぐまくん 日本傑作絵
本シリーズ

あまん きみこ／作 西巻 茅子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

583 おにたのぼうし おはなし名作絵本 ２
あまん きみこ／文 岩崎 ちひろ／絵 いわさき
ちひろ／・え

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

584 おつきみ あまんきみこ作 黒井健絵 ひさかたチャイルド

585 ぽんぽん山の月 えほんのもり  ７ あまんきみこ文 渡辺洋二絵 文研出版 6 (あのね文庫)

586 あかりちゃん わくわくえどうわ あまんきみこ作 本庄ひさ子絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

587 えっちゃんとミュウ おはなしひろば ６ あまんきみこ作 西巻茅子絵 フレーベル館
30 (１９ 読み物 中学
年)

588 あのこはだあれ えほん・こどものまつり
あまん きみこ／作 鹿目 佳代子／絵 かのめ
かよこ／絵

リーブル 61 (２３ 絵本 北)

589 ふうたのほしまつり 新あかね幼年どうわ １４ あまん きみこ／作 山中 冬児／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

590 ひみつのひきだしあけた？ ＰＨＰにこにこえほん
あまん きみこ／さく 山脇 百合子／え やまわ
き ゆりこ／え

ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

591 雲のピアノ わくわくライブラリー
あまん きみこ／作 伊勢 英子／絵 いせ ひで
こ／絵

講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

592 おにた の ぼうし おはなし名作絵本２ あまん きみこ／文 いわさき ちひろ／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

593 あかいくつ えほん・ドリームランド １ あまん きみこ／作 安井 淡／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

594 おかあさんの目 あかね創作えほん ２７
あまん きみこ／作 黒井 健／絵 くろい けん
／絵

あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

595 ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん １１ あまん きみこ／作 上野 紀子／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

596 おっこちゃんとタンタンうさぎ 福音館創作童話シリーズ あまん きみこ／さく 西巻 茅子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

597 まよいご一年生 どうわがいっぱい ７ あまん きみこ／作 門田 律子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

598 みちくさ一年生 どうわがいっぱい ３ あまん きみこ／作 門田 律子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)



599 るすばん一年生 どうわがいっぱい ２３ あまん きみこ／作 門田 律子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

600 車のいろは空のいろ ポプラ社の創作童話 ３ あまん きみこ／著 北田 卓史／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

601 中世的世界とは何だろうか 朝日選書 ５５５ 網野 善彦／著 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

602
無縁・公界・楽 日本中世の自由と平和 増補 平凡社ライ
ブラリー １５０

網野 善彦／著 平凡社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

603 日本文学全集 ３９ 網野菊・壺井栄・幸田文 筑摩書房 24 (１３ 全集)

604 日本海と北国文化 小学館 網野 善彦 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

605 日本民俗文化大系 第六巻 漂泊と定着＝定住社会への道＝ 網野善彦/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

606 デカルトの暗号手稿 アミ－ル・アクデル 水谷淳/訳 早川書房 17 (６ 総記 社会科学)

607 私鉄沿線 本格ミステリー Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 雨宮町子著 実業之日本社 20 (９ 小説)

608 なぜ、３０歳で差がつくのか 雨宮 利春 実務教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

609 茜空の彼方に Ｓｏ ｆａｒａｗａｙ 綾織文著 文芸社 20 (９ 小説)

610 奇面館の殺人 上 講談社文庫  あ５２－２６ 綾辻行人〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

611 奇面館の殺人 下 講談社文庫  あ５２－２７ 綾辻行人〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

612 深泥丘奇談 幽ブックス 綾辻行人著 メディアファクトリー 20 (９ 小説)

613 セッション 綾辻行人対談集 綾辻 行人／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

614 眼球綺譚 綾辻 行人／著 集英社 20 (９ 小説)

615 水車館の殺人 講談社文庫 綾辻 行人 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

616
えほんほんとうのハチこうものがたり も・い・ち・ど・
あ・い・た・い

綾野 まさる／作 日高 康志／画 ハート出版 61 (２３ 絵本 北)

617 妻の口一度貼りたいガムテープ 綾小路きみまろ著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

618 特捜弁護士 カッパ・ノベルス 綾小路祐 光文社 20 (９ 小説)



619 もっと知りたいカンボジア 綾部 恒雄／編 石井 米雄／編 弘文堂 13 (２ 県一般書)

620 ミステリーの愉しみ ２ 鮎川 哲也／責任編集 島田 荘司／責任編集 立風書房 22 (１１ 小説)

621 ミステリーの愉しみ ３ 鮎川 哲也／責任編集 島田 荘司／責任編集 立風書房 22 (１１ 小説)

622 ミステリーの愉しみ ４ 鮎川 哲也／責任編集 島田 荘司／責任編集 立風書房 22 (１１ 小説)

623 ミステリーの愉しみ ５ 鮎川 哲也／責任編集 島田 荘司／責任編集 立風書房 22 (１１ 小説)

624 ミステリーの愉しみ １ 鮎川 哲也／責任編集 島田 荘司／責任編集 立風書房 22 (１１ 小説)

625 分類と目録 図書館員選書 ２０ 鮎沢 修／著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

626 きょうというひ 荒井良二 ＢＬ出版 62 (２４ 絵本 西)

627 バスにのって 荒井良二 偕成社 6 (あのね文庫)

628
仕事の達人 ザ・プロフェッショナルカリスマ・プロへの
道

新井喜美夫著 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

629 映画少年・淀川長治 岩波ジュニア新書 ３５６ 荒井魏著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

630 司馬遼太郎を歩く 荒井魏著 楠戸義昭著 重里徹也著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

631
勉強でつまずく子はここがわからない キャッチボール指
導で教えよう！

新井博著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

632 いろいろばあ 新井洋行 えほんの杜 62 (２４ 絵本 西)

633 かぜびゅんびゅん 新井洋行さく 童心社 62 (２４ 絵本 西)

634 つちどすん 新井洋行さく 童心社 62 (２４ 絵本 西)

635 クリップとみずのまほう 新井洋行作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

636 カメラマンと犬 新井満著 集英社 20 (９ 小説)

637 もういちど考えたい母の生きかた父の生きかた ２ 新井満〔ほか〕著 ポプラ社 17 (６ 総記 社会科学)

638 きょうはそらにまるいつき 荒井良二著 偕成社



639 うちゅうたまご こどもプレス 荒井良二作・絵 イースト・プレス 61 (２３ 絵本 北)

640 電子回路の気配りマンセンサー 入門エレクトロニクス ８ 新井 晃／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

641
光の国の贈り物 オプト・エレクトロニクス 入門エレクト
ロニクス ２

新井 晃／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

642
カラダもココロもすっきりきもちよくなろう！ ３・２・
１ダイエット

新居 裕久／ほか著 ブックマン社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

643 人類の知的遺産 １２ イエス・キリスト 荒井 献 講談社 24 (１３ 全集)

644 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

645 日本の名峰１４ 富士・御坂・丹沢 荒川 紀一 山と渓谷社 7 (大型本)

646
「体内時計」の上手な使い方 からだのリズムがわかれば
仕事も勉強もはか

荒川 直樹／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

647 竜の起源 荒川 紘／著 紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

648 ＪＲの車両 北海道
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

649 ＪＲの車両 東日本 １
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

650 ＪＲの車両 東日本 ２
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

651 ＪＲの車両 東海
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

652 ＪＲの車両 西日本 １
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

653 ＪＲの車両 西日本 ２
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

654 ＪＲの車両 四国
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

655 ＪＲの車両 九州
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

656 ＪＲの車両 貨物
荒川 好夫／写真 ジェー・アール・アール／解
説 ＪＲＲ／解説

保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

657
最新 医薬品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第
２版］ 図解入門業界研究

荒川博之 秀和システム
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

658 頼りになる弁護士の見分け方・頼み方 荒木和男著 草思社 17 (６ 総記 社会科学)



659 環境科学辞典 荒木 峻／ほか編集 東京化学同人 5 (学習室)

660 トビのめんどり ポリー・アラキジャ作 さくまゆみこ訳 さ・え・ら書房

661 おとこくらべ 嵐山光三郎著 恒文社２１ 20 (９ 小説)

662 不良中年は色っぽい 嵐山 光三郎／著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

663 変！ 不良中年忍法帖 嵐山 光三郎／著 光文社 20 (９ 小説)

664 天王寺動物園 アラタヒロキ写真 宮下実解説 東方出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

665
オンナは強い 生活トラブル解消法 Ｈｉｋａｒｉ ｂｏｏ
ｋｓ

荒砥 啓子／著 ひかり出版 17 (６ 総記 社会科学)

666
リサイクル工作らんどベスト５０ 親子で楽しむモノづく
り

荒堀 英二／著 清風堂書店 19 (８ 美術 芸術)

667
肝臓病ＨＯＷ ＴＯ栄養とアルコール 肝機能の低下した人
のために

荒牧 長門／著 外山 健二／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

668
アトランティスの仮想世界史 地政学で読む謎の起源 荒巻
義雄の人類興亡史 ファイル０

荒巻 義雄／著 青春出版社 16 (５ 宗教 歴史)

669 男に生まれて 江戸鰹節商い始末 荒俣宏著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

670 決戦下のユートピア 荒俣 宏／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

671
話を聞かない男、地図が読めない女 男脳・女脳が「謎」
を解く

アラン・ピーズ／ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾋﾟｰｽﾞ 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

672
アリババと４０人の盗賊 評論社の児童図書館・絵本の部
屋

マーガレット・アーリー／再 ... 清水 達也／
文

評論社 63 (２５ 絵本 南)

673 シアター2 有川 浩 株式会社 KADOKAWA 33 (２２ 文庫本)

674 植物図鑑 有川 浩 角川書店 20 (９ 小説)

675 レインツリーの国 有川 浩 新潮社 20 (９ 小説)

676 キケン 有川 浩 新潮社 33 (２２ 文庫本)

677 クジラの彼 有川 浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 33 (２２ 文庫本)

678 シアター！ 有川 浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 33 (２２ 文庫本)



679 ヒア・カムズ・ザ・サン 有川 浩 新潮社 33 (２２ 文庫本)

680 海の底 有川 浩／著 メディアワークス  角川書店（発売） 20 (９ 小説)

681 ラブコメ今昔 有川 浩／著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

682 三匹のおっさん 有川 浩／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

683 塩の街 有川 浩／著 メディアワークス  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

684 空の中 有川 浩／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）20 (９ 小説)

685 図書館革命 有川 浩／著 徒花 スクモ／イラスト 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）20 (９ 小説)

686 図書館戦争 有川 浩／著 徒花 スクモ／イラスト 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）20 (９ 小説)

687 阪急電車 有川 浩／著 幻冬舎 20 (９ 小説)

688 フリーター、家を買う。 有川 浩／著 幻冬舎 20 (９ 小説)

689 アンマーとぼくら 有川浩著 講談社

690 倒れるときは前のめり 有川浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

691
だれもが知ってる小さな国 Ｃｏｌｏｂｏｃｋｌｅ Ｓｔｏ
ｒｙ

有川浩著 村上勉画 講談社

692
もう一つのシアター！ 有川浩脚本集 メディアワークス文
庫  あ１－３

有川浩〔著〕 石山英憲脚本設定 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）33 (２２ 文庫本)

693 キャロリング 有川浩著 幻冬舎

694 明日の子供たち 有川浩著 幻冬舎 20 (９ 小説)

695 ストーリー・セラー 有川浩著 新潮社 20 (９ 小説)

696 三匹のおっさん ふたたび 有川浩著 文藝春秋 20 (９ 小説)

697 空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎 20 (９ 小説)

698 旅猫リポート 有川浩著 文藝春秋 20 (９ 小説)



699 県庁おもてなし課 有川浩著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

700 別冊 図書館戦争Ⅰ 有川浩 アスキー・メディアワークス 20 (９ 小説)

701 別冊 図書館戦争Ⅱ 有川浩 アスキー・メディアワークス 20 (９ 小説)

702 図書館危機 有川浩 アスキー・メディアワークス 20 (９ 小説)

703 図書館内乱 有川浩 アスキー・メディアワークス 20 (９ 小説)

704 かさねちゃんにきいてみな 有沢佳映著 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

705 飼育栽培図鑑 はじめて育てる・自分で育てる 有沢重雄文 月本佳代美絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

706 ガイアの季節 有沢 創司／著 新潮社 20 (９ 小説)

707 日本文学全集 １２ 有島 武郎 新潮社 24 (１３ 全集)

708 日本文学全集 ２２ 有島武郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

709 日本文学全集 第２５巻 有島武郎集 有島武郎 集英社 24 (１３ 全集)

710
菩提樹荘の殺人 文春文庫  あ５９－２  〔火村シリー
ズ〕

有栖川有栖著 文藝春秋

711 怪しい店 〔火村シリーズ〕 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20 (９ 小説)

712 マレー鉄道の謎 講談社ノベルス 有栖川有栖著 講談社 20 (９ 小説)

713 絶叫城殺人事件 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 有栖川有栖著 新潮社 20 (９ 小説)

714 暗い宿 有栖川有栖著 角川書店 20 (９ 小説)

715 幽霊刑事（デカ） 有栖川有栖著 講談社 20 (９ 小説)

716 妖精のおよめさん
アリスン・アトリー 作 三保みずえ 訳 ユノセ
イイチ 絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

717 発掘！あるある大事典 有野有三 17 (６ 総記 社会科学)

718 密猟者と３匹のさる かたつむり文庫 インドネシア サルジョノ・アリバザ／文・絵 田中 安男／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)



719 大蔵省揺らぐ組織と政策 在原 十三／著 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

720 バグダッドへの道 有馬敲著 新風舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

721 ありがとう 有馬敲少年詩集 詩の散歩道 有馬 敲／著 田島 征彦／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

722 人はなぜ犬や猫を飼うのか 人間を癒す動物たち 有馬 もと／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

723
パパッと作れるラクラク晩ご飯１７８品 毎日のおかずに
困らない、おいしくておしゃれなメニュー マイライフシ
リーズ特別版

有元葉子〔著〕 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

724 いじめられっ子ばんざい 有本 倶子／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

725 ティッシュペーパー・ボーイ 有吉玉青著 新潮社 20 (９ 小説)

726 ダチョウのくびはなぜながい？ アフリカのむかしばなし
ヴァーナ・アーダマ／文 マーシャ・ブラウン
／絵 松岡 享子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

727 ジャイアント・ベイビー
アラン・アルバーグ／作 フリッツ・ウェグ
ナー／絵 井辻 朱美／訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

728 犬になった少年 イエスならワン チア・ブックス １
アラン・アルバーグ／作 フリッツ・ウェグ
ナー／絵 菊島 伊久栄／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

729 どろぼうたちに気をつけろ
ジャネット・アルバーグ／作 アラン・アル
バーグ／作 佐野 洋子／訳

文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

730 みどりの小鳥 イタリア民話選 岩波少年文庫
ジョヴァンニ・アルピーノ イタロ・カル
ヴィーノ 河島英昭

岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

731 借りのある人、貸しのある人 フランチェスコ・アルベロー ... 泉 典子／訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

732 クルリンたちのゆかいなくらし 世界傑作童話シリーズ
コンスエロ・アルミホ／さく マルタ・バラグ
エル／え 村田 栄一／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

733
フィラデルフィアの冒険 評論社の児童図書館・文学の部
屋 ベスパー ・ホリー物語 ３

ロイド・アリグザンダー／作 宮下 嶺夫／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

734 少年少女世界文学館１８ 三銃士 アレクサンドル＝デュマ 講談社 25 (１４ 児童書)

735 クシカのぼうけん 世界傑作童話シリーズ
Ｔ・アレクサンドロワ／作 松谷 さやか／訳
山内 ふじ江／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

736 セカンドハンドの時代 「赤い国」を生きた人びと
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ〔著〕
松本妙子訳

岩波書店

737 他人（ひと）を魅（ひ）きつけ他人（ひと）を動かす トニー・アレッサンドラ／著 堀 たほ子／訳 ＴＢＳブリタニカ 17 (６ 総記 社会科学)

738
みにくいアヒルのこ しかけ絵本 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

ジョナサン・アレンさく 久山太市やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)



739
３びきのコブタとまぬけなオオカミ 評論社の児童図書
館・絵本の部屋

ジョナサン・アレン／さく 久山 太市／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

740 リッランとねこ 世界傑作童話シリーズ
イーヴァル・アロセニウス／さく 菱木 晃子／
やく ひしき あきらこ／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

741 うんちがぽとん アロナ・フランケル/絵・文 さくまゆみこ/訳 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

742 すやすや おやすみ アロナ・フランケル/絵・文 さくまゆみこ/訳 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

743 なぜ、人は死ぬの？ かたつむり文庫 フィリピン
ロベルト・アロンゾ／文 アルベルト・ガモス
／絵 黒木 悠／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

744 うさぎ座の夜 安房 直子／作 味戸 ケイコ／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

745 まほうのあめだま 安房 直子／作 いもと ようこ／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

746 きつねの窓 おはなし名作絵本２７ 安房 直子／文 織茂 恭子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

747 きつねの窓 おはなし名作絵本 ２７ 安房 直子／文 織茂 恭子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

748 ひぐれのお客 福音館創作童話シリーズ 安房直子作 ＭＩＣＡＯ画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

749 ひめねずみとガラスのストーブ 安房直子作 降矢なな絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

750
グラタンおばあさんとまほうのアヒル  新装版 どうわの
ひろばセレクション

安房直子作 いせひでこ絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

751 きつねのゆうしょくかい どうわがいっぱい ４０ 安房 直子／作 菊池 恭子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

752 うぐいす 絵童話・しぜんのいのち ７ 安房 直子／文 南塚 直子／絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

753
ねこじゃらしの野原 とうふ屋さんの話 子どもの文学傑作
選

安房 直子／作 菊池 恭子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

754 まほうをかけられた舌 フォア文庫愛蔵版 安房 直子／作 岩崎書店 5 (学習室)

755 あめのひのトランペット くまのがっきやさん 安房 直子／作 葉 祥明／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

756 はるかぜのたいこ くまのがっきやさん 安房 直子／作 葉 祥明／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

757 すずめのおくりもの どうわがいっぱい ３５ 安房 直子／作 菊池 恭子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

758 ハンカチの上の花畑 日本の創作児童文学選 安房 直子／作 岩淵慶造／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)



759
ゆめみるトランク 北の町のかばん屋さんの話 わくわくラ
イブラリー

安房 直子／作 つお みちこ／絵 津尾 美智子
／絵

講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

760
花豆の煮えるまで 小夜の物語 偕成社ワンダーランド １
０

安房 直子／作 味戸 ケイコ／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

761 鳥居の赤兵衛 宝引の辰捕者帳 泡坂妻夫著 文芸春秋 20 (９ 小説)

762 泡坂妻夫の怖い話 泡坂 妻夫／著 新潮社 20 (９ 小説)

763 マンガでわかる 将棋の基本戦法 淡路 仁茂八段/監修 萩原大/マンガ 日東書院
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

764 心の傷を癒すということ 神戸……３６５日 安 克昌／著 作品社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

765
第一印象で差をつけろ 「また会いたい」と思わせる７つ
のポイント

アン・デマレイス＋バレリ－・ホワイト 橋本
夕子/訳

ソニ－・マガジンス 17 (６ 総記 社会科学)

766 惑星物語〈地球〉 あすなろライブラリー あんぐりら／編 あすなろ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

767
コヨーテ老人とともに アメリカインディアンの旅物語 世
界傑作童話シリーズ

ジェイム・デ・アングロ／作・画 山尾 三省／
訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

768
おもしろアンケート なんでもランキング決定版 「見えに
くい時

アンケート研究会／編 イマジン 17 (６ 総記 社会科学)

769 がたんごとんがたんごとん 福音館 あかちゃんの絵本 安西水丸さく 福音館書店

770
がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 福音館 あかちゃ
んの絵本

安西水丸さく 福音館書店

771 木瓜の夢 安西 篤子／著 講談社 20 (９ 小説)

772 逢い逢いて 安西 篤子／著 新潮社 20 (９ 小説)

773 愛（いとお）しく候 安西 篤子／著 講談社 20 (９ 小説)

774 人はなぜ騙されるのか 非科学を科学する 安斎 育郎／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

775 丘の上 安西 水丸／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

776 わたしの古典 ２１ 安西篤子の南総里見八犬伝 安西篤子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

777 天国の門 Ｊ・アンジェイェフスキ／著 米川 和夫／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

778 生存者ゼロ 安生 正 宝島社 20 (９ 小説)



779 最後の宝 ハリネズミの本箱
ジャネット・Ｓ．アンダーソン著 光野多惠子
訳

早川書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

780 コッテンのおきゃくさま レーナ・アンデション作・絵 長下日々訳 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

781 一万年の旅路 ネイティヴ・アメリカンの口承史 ポーラ・アンダーウッド／著 星川 淳／訳 翔泳社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

782 マーヤのやさいばたけ
レーナ・アンダション／作 山内 清子／訳 や
まのうち きよこ／訳

富山房 61 (２３ 絵本 北)

783 世界文学全集 ６５ アンチ・ロマン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

784 子どもに語るアンデルセンのお話 2 アンデルセン 松岡享子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

785 子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン 松岡享子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

786
アンデルセンどうわ １年生 学年別／新おはなし文庫 １
年３

アンデルセン〔原作〕 末吉暁子編著 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

787
アンデルセンどうわ ２年生 学年別／新おはなし文庫 ２
年３

アンデルセン〔原作〕 末吉暁子編著 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

788
アンデルセン童話 ３年生 学年別／新おはなし文庫 ３年
３

アンデルセン〔原作〕 末吉暁子編著 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

789 はだかの王さま えほん世界のおはなし １４
〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン原作〕
イブ・タルレ絵 森山京文

講談社 63 (２５ 絵本 南)

790 スズの兵隊 大型絵本
アンデルセン／作 マーシャ・ブラウン／絵 光
吉 夏弥／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

791 すずの兵隊さん 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ハンス・クリスチャン・アン ... フレッド・
マルチェリーノ／え トーア・サイドラー／さ
いわ

評論社 63 (２５ 絵本 南)

792 アンデルセン ２１世紀幼稚園百科 ２３ おはなし名作編 アンデルセン／原作 西本 鶏介／文 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

793 おやゆびひめ
ハンス・クリスチャン・アン ... スベン・
オットー／絵 乾 侑美子／訳

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

794
おやゆび姫 偕成社世界のどうわ ８ 完訳アンデルセン ど
うわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 木村 由利子／訳
ジルベール・ウーブレ／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

795
すずのへいたいさん 偕成社世界のどうわ １１ 完訳アン
デルセ ンどうわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 山内 清子／訳
Ｊ．‐Ｐ．コルドロッフ／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

796
はだかの王さま 偕成社世界のどうわ １０ 完訳アンデル
セ ンどうわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 木村 由利子／訳
イブ・タルレ／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

797
マッチうりの少女 偕成社世界のどうわ ９ 完訳アンデル
セン どうわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 山内 清子／訳
Ｄ．フリードリッシュ／画

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

798
みにくいあひるの子 偕成社世界のどうわ ７ 完訳アンデ
ルセン どうわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 山内 清子／訳 ソ
フィー・クニフケ／画

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)



799
もみの木 偕成社世界のどうわ １２ 完訳アンデルセ ンど
うわ

Ｈ．Ｃ．アンデルセン／作 木村 由利子／訳
Ｓ．カプスベルガー／画

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

800 絵のない絵本
ハンス・クリスチャン・アン ... 山室 静／訳
岩崎 ちひろ／画

童心社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

801 アンデルセン童話集 世界の名作全集 ２０
ハンス・クリスチャン・アン ... 大畑 末吉／
訳

国土社 25 (１４ 児童書)

802 絵のない絵本 フォア文庫愛蔵版 アンデルセン／作 山室 静／訳 童心社 25 (１４ 児童書)

803 どこまでいってもはんぶんこ 思いやり絵本シリーズ ７ 安東 みきえ／文 塩田 守男／絵 ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

804 わたしがすき だいじょうぶの絵本 ３ 安藤 由紀／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

805
図解でよくわかるだれでも１０倍速読が身につく法 読書
科学に基づくトレーニングを修得！資格を必ず取りたい人
に、知識武装をしたい人に

安藤栄著 アスカ・エフ・プロダクツ 17 (６ 総記 社会科学)

806 おさんぽ あんどうみさとことば いけだあきこえ 新風舎 62 (２４ 絵本 西)

807 幻の少女 安東能明著 双葉社 20 (９ 小説)

808 鬼子母神 安東能明著 幻冬舎 20 (９ 小説)

809 私道・日照・境界等の知識とＱ＆Ａ くらしの法律相談 安藤 一郎／編 法学書院 17 (６ 総記 社会科学)

810
ママ、おいしいね！ 子育てと食生活 ヤングママ・パパの
「いきいき」子ども学シ リーズ １１

安藤 節子／著 栄光教育文化研究所 19 (８ 美術 芸術)

811
からだがすきなたべものなあに？ ママといっしょによむ
えほん 子どもの健康を考える絵本 ４

安藤 節子／構成・文 中川 幸子／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

812
すきなものだけたべないで！ ママといっしょによむえほ
ん 子どもの健康を考える絵本 ３

安藤 節子／構成・文 浅野 利治／絵 浅野 り
じ／絵

偕成社 61 (２３ 絵本 北)

813 よくわかる農薬汚染 人体と環境をむしばむ合成化学物質 安藤 満／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

814 死が舞い降りた 安東 能明／著 新潮社 20 (９ 小説)

815 建築家 安藤忠雄 安藤 忠雄 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

816 少年少女日本文学館２３ 現代児童文学傑作選１ 安藤美紀夫  椋鳩十  松谷みよ子 講談社 25 (１４ 児童書)

817 プライドと情熱 ライス国務長官物語 ライス国務長官物語 アントニア・フェリックス/著 渡邊 玲子/訳 角川学芸出版
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

818 愛のめぐりあい
ミケランジェロ・アントニオ ... 岡本 太郎／
訳

筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



819 サラエボの女 イヴォ・アンドリッチ／著 田中 一生／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

820 ドリナの橋 東欧の文学 イヴォ・アンドリッチ／著 松谷 健二／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

821 呪われた中庭 イヴォ・アンドリッチ／著 栗原 成郎／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

822 ボスニア物語 東欧の文学 イヴォ・アンドリッチ／著 岡崎 慶興／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

823 ピカソ 立体派の巨匠 名画の秘密をさぐる ７ Ｖ・アントワーヌ／文 長島 良三／訳 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

824 さんびきの なかよしさん 学研ワールド絵本４ アンナ・ツスソウバ／文・絵 高田敏子／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

825 あの ひと だれ？ 学研ワールド絵本２
アンナ・マリア・クルチ／作・絵 立原えりか
／文

学研 63 (２５ 絵本 南)

826 アンネ・フランク 写真物語
アンネ・フランク財団／編 難波 収／訳・編
岩倉 務／訳・編

平和のアトリエ
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

827 アンネの日記 アンネ・フランク 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

828 あいうえおの本 安野 光雅／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

829 もじあそび 新装版 安野 光雅／文・絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

830 ＡＢＣの本 へそまがりのアルファベット 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

831 さかさま 安野 光雅／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

832 旅の絵本 Ⅰ 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

833 旅の絵本 Ⅱ 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

834 旅の絵本 Ⅲ 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

835 旅の絵本 Ⅳ 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

836 天動説の絵本 てんがうごいていたころのはなし 安野 光雅／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

837 ふしぎなえ 安野 光雅／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

838 ふしぎなさーかす 安野 光雅／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



839 もりのえほん 新版 安野 光雅／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

840 空想亭の苦労咄 安野光雅著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

841 あいうえおの本 安野 光雅／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

842
だれでもできるステキな魔法 ポプラ物語館  ２３  魔法
の庭ものがたり  ５

あんびる やすこ／作・絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

843
魔法の庭のピアノレッスン ポプラ物語館  ２８  魔法の
庭ものがたり  ６

あんびる やすこ／作・絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

844
ＬＵＬＵ＆ＲＡＲＡレシピカードブック ２ ルルとララレ
シピカードブック

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

845
三毛猫一座のミュージカル おはなしガーデン  １８  な
んでも魔女商会  １０

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

846
ルルとララのクリスマス おはなしトントン  ４３  Ｍａ
ｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１７〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

847
ルルとララのシャーベット おはなしトントン  １８  Ｍ
ａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１１〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

848
ルルとララのしらたまデザート おはなしトントン  ３４
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１５〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

849
ルルとララのにこにこクリーム おはなしトントン  ３９
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１６〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

850
ルルとララのフレンチトースト おはなしトントン  ４７
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１９〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

851
ルルとララのふんわりムース おはなしトントン  ２３
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１３〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

852
ルルとララのホットケーキ おはなしトントン  ２７  Ｍ
ａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１４〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

853
ルルとララのミルキープリン おはなしトントン  ５１
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔２０〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

854 ルルとララのレシピカードブック あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

855
ルルとララのわくわくクレープ おはなしトントン  ２１
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリーズ〕
〔１２〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

856
ルルとララのコットンのマカロン おはなしトントン  ４
５  Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ  〔「ルルとララ」シリー
ズ〕  〔１８〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店

857
８５パーセントの黒猫 おはなしガーデン  ２５  なんで
も魔女商会  １５

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

858
セールス魔女はおことわり おはなしガーデン  ２０  な
んでも魔女商会  １２

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



859
星くずのブラックドレス おはなしガーデン  ２２  なん
でも魔女商会  １３

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

860
魔女スピカからの手紙 おはなしガーデン  １９  なんで
も魔女商会  １１

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

861
ルビーの魔法マスター おはなしガーデン  １６  なんで
も魔女商会  ９

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

862
ナナのたんぽぽカーニバル おはなしガーデン  ２３  な
んでも魔女商会  １４

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

863
火曜日はトラブル おはなしガーデン  １５  なんでも魔
女商会  ８

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

864
きえた魔法のダイヤ おはなしガーデン  １０  なんでも
魔女商会  ５

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

865
コットンの夏休み おはなしガーデン  １１  なんでも魔
女商会  ６

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

866
ドラゴンの正しいしつけ方 おはなしガーデン  ９  なん
でも魔女商会  ４

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

867
おきゃくさまはオバケ！ おはなしガーデン  １３  なん
でも魔女商会  ７

あんびるやすこ著 岩崎書店

868
いちばん星のドレス おはなしガーデン  ６  なんでも魔
女商会  ３

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

869
お洋服リフォーム支店 おはなしガーデン  ２  なんでも
魔女商会  〔１〕

あんびるやすこ作・絵 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

870
ただいま魔法旅行中。 おはなしガーデン  ４  なんでも
魔女商会  ２

あんびるやすこ著 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

871 ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびるやすこ監修 ぴあ
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

872 おねえさんになるひ
ローレンス・アンホルト／文 キャサリン・ア
ンホルト／絵 吉上 恭太／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

873 かあさんまだかな イテジュン キムドンソン チョンミヘ フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

874 ソリちゃんのチュソク イオクベ絵と文 みせけい訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

875
あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 世界傑作絵本
シリーズ  韓国の絵本

イヨンギョンぶん・え かみやにじやく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

876 くろくまクンタ
ウォン・ハーバート・イー／ ... 羽島 葉子／
やく はじま ようこ／やく

福武書店 63 (２５ 絵本 南)

877 半分のふるさと 私が日本にいたときのこと イ サンクム／著 帆足 次郎／画 福音館書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

878 あの空にも悲しみが 上巻 ユンボギ少年の手記 マンガ 李 潤福／作 李 【ヒ】宰／絵 金 容権／訳 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



879 あの空にも悲しみが 下巻 ユンボギ少年の手記 マンガ 李 潤福／作 李 【ヒ】宰／絵 金 容権／訳 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

880 もうひとりの写楽 海を渡ってきた李朝絵師 李 寧煕／著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

881 テディとあらしのかえりみち イアン・ベック 山本桂子 株式会社文溪堂 63 (２５ 絵本 南)

882 飾り花 伊井圭著 講談社 20 (９ 小説)

883 服部さんの幸福な日 伊井直行著 新潮社 20 (９ 小説)

884 三月生まれ 伊井 直行／著 講談社 20 (９ 小説)

885 世界文学全集 １９ E・ブロンテ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

886 光る指先 ハヤカワ・ミステリ文庫 Ｅ・Ｓ・ガードナー 高橋 豊  訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

887 実録・忠臣蔵 飯尾 精／著 神戸新聞総合出版センター
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

888 殺意 飯尾 憲士／著 集英社 20 (９ 小説)

889 【サ】抬【ハ】【ラ】 飯尾 憲士／著 集英社 20 (９ 小説)

890 ピンクのれいぞうこ ティム・イーガン／作・絵 前沢 明枝／訳 ひさかたチャイルド 63 (２５ 絵本 南)

891 日本の歴史 小学館の学習百科図鑑 ６ 飯倉 晴武／共編 工藤 雅樹／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

892
日本人のしきたり 正月行事、豆まき、大安吉日、厄
年・・・に込められた知恵と心

飯倉晴武 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

893 ヤンボウ ニンボウ トンボウ １０ 飯沢 匡 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

894 ヤンボウニンボウトンボウ 遊べあ ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

895 ヤンボウニンボウトンボウ ネコひ ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社

896 ヤンボウニンボウトンボウ 大ばく ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

897 ヤンボウニンボウトンボウ びっく ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社

898 ヤンボウニンボウトンボウ オオカ ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)



899 ヤンボウニンボウトンボウ きけん ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

900 ヤンボウニンボウトンボウ キツネ ... テレビ版 飯沢 匡／原作 大石 好文／文 理論社

901 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ １ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

902 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ２ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

903 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ３ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

904 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ４ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

905 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ５ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

906 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ６ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

907 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ７ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

908 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ８ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

909 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ ９ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

910 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ １０ 新装版 飯沢 匡／作 土方 重巳／絵 理論社

911
Ｅｘｃｅｌ入門５冊分！ 基本操作と計算＋関数＋グラフ
とデータベース＋マクロ＋サンプル  これ１冊で基礎から
マクロまでわかる！使える！

飯島弘文著 技術評論社

912
やさしい紙ヒコーキ １日１機、７日でマスター！  高性
能な完成機スーパーヒーローをつくろう！ Ｋｉｄｓ工作
ＢＯＯＫ

いいじまみのる著 いかだ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

913 庭木と緑化樹 １ 飯島 亮／著 安蒜 俊比古／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

914 庭木と緑化樹 ２ 飯島 亮／著 安蒜 俊比古／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

915 古典落語 第二巻 藪入り-三遊亭金馬他 飯島友治 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

916 古典落語 第四巻 道具屋-柳家小さん 他 飯島友治 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

917 古典落語 第五巻 浮世根問-柳家小さん 他 飯島友治 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

918 古典落語 第二期 第一巻 あたま山-林家正蔵 他 飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)



919
古典落語 第二期 第三巻 愛宕山（あたごやま）-桂文楽
他

飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

920 古典落語 第二期 第四巻 浮世床-三遊亭圓生 他 飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

921 古典落語 第二期 第五巻 ぞろぞろ-三遊亭小圓朝 他 飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

922 古典落語 第一巻 明烏（あけがらす）桂文楽他 飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

923 古典落語 第三巻 御慶（ぎょけい）－柳家小さん 他 飯島友治/編者 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

924 プロが教えるお隣に負けない掃除テクニック 飯塚 哲次郎／著 三水社 19 (８ 美術 芸術)

925 野の花山の花 深雪アートフラワー 飯田 倫子／著 海竜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

926 ふたごポプラ島のポウとホウ 新日本ジュニア文学館 ８ いいだ よしこ／作 福田 岩緒／絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

927 おやじの子育て 飯田 栄彦／著 海鳥社 17 (６ 総記 社会科学)

928 シイの木はよみがえった
飯田 栄彦／文 別府 浩実／絵 飯田 よしひこ
／文

海鳥社 62 (２４ 絵本 西)

929 かあさん ふくろう
イーディス・サッチャー・ハード 作 クレメン
ト・ハード 絵 おびか ゆうこ 訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

930
ねぎぼうずのあさたろう その５ いそぎたびそばがきげん
えもん 日本傑作絵本シリーズ

飯野 和好／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

931 むかでのいしゃむかえ 福音館の幼児絵本 飯野和好さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

932 学習漫画 世界の発明・発見事典 集英社版 飯野 貞雄／監修 中川 徹／監修 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

933 おとうふやさん かがくのとも絵本 飯野まきさく 福音館書店

934
慢性肝炎 どんな病気？どう治す？ あたたかい医学のシ
リーズ

飯野 四郎／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

935 まんがアトム博士の原子物理学探検 飯野 睦毅／著 東陽出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

936
いのちとこころのＮＨＫ中学生日記 ６ 誰も自分のことを
分かってくれない

飯村弘一著 渡辺美穂子著 立松和平対談 伊藤
幸弘対談 有馬朗人監修 宮坂宥勝監修 大久保
晋作編集 堀内一男編集 峯岸誠編集

四季社 25 (１４ 児童書)

937 みんなおかえり はじめての絵本たいむ 飯森 ミホ／作・絵 金の星社 62 (２４ 絵本 西)

938 小さな引揚者 写真集 飯山 達雄／写真・文 草土文化 17 (６ 総記 社会科学)



939
脱サラで成功する５５の秘訣 会社をやめてどう生きる
か・自分の事業をどう育てるか

井浦康之 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

940 キッチンの大誤解 家の光協会／編 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

941 貴門胤裔 上 葉広〓著 吉田富夫訳 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

942 貴門胤裔 下 葉広〓著 吉田富夫訳 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

943 リスキーラブ なぜこの人としか純愛できないのか 家田 荘子／著 青春出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

944 離婚 家田 荘子／著 講談社 20 (９ 小説)

945 ねこのパーキンスのおみやげ 目の不自由な子とねこの話
リンダ・イェトマン／作 久米 穣／訳 河本 祥
子／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

946 愛犬ボタンはぼくの耳 聴導犬ものがたり
リンダ＝イェトマン／作 久米 穣／訳 こうも
と さちこ／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

947 僕が１５で社長になった理由（わけ） 家本賢太郎著 ソフトバンクパブリッシング
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

948 体脂肪がストーンと落ちる！「ヤセどき」速効ダイエット 井尾裕子著 高橋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

949 井岡式 腹割りダイエット 井岡 弘樹 ワニブックス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

950 環境を読む 自然景観の読み方 １２ 五百沢 智也／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

951 ソーセージの絵本 つくってあそぼう ８
伊賀の里モクモク手づくりファーム へん やま
ぐち まお え

農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

952 １９８５年の奇跡 五十嵐貴久著 双葉社 20 (９ 小説)

953 おみせ こどものとも傑作集 ６２ 五十嵐 豊子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

954 ２０１０年の殺人 五十嵐 均／著 角川書店 20 (９ 小説)

955
足をきれいにする本 ゾーンセラピーの先駆者が明かす素
足美人へ Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

五十嵐 康彦／著 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

956 杉下右京のアリバイ 碇卯人著 朝日新聞出版 20 (９ 小説)

957 杉下右京の事件簿 碇卯人著 朝日新聞出版 20 (９ 小説)

958 杉下右京の冒険 碇卯人著 朝日新聞出版 20 (９ 小説)



959 杉下右京の密室 碇卯人著 朝日新聞出版 20 (９ 小説)

960 きせつのくさばな１００ 講談社のえほん いがりまさし写真・文 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

961 著者と編集者にささげるベストセラーのつくり方 井狩 春男／著 とりい書房 17 (６ 総記 社会科学)

962 本好きにささげる５２のパラダイス 井狩 春男／著 とりい書房 17 (６ 総記 社会科学)

963 付き添って 明日はわが身の老人介護 生井 久美子／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

964 上海カサブランカ 生島治郎著 双葉社 20 (９ 小説)

965 血と絆 生島 治郎／著 角川書店 20 (９ 小説)

966 しんどすぎる殺人 生島 治郎／著 小学館 20 (９ 小説)

967 上海無宿 生島 治郎／著 中央公論社 20 (９ 小説)

968 片翼だけの天使 生島治郎 集英社 20 (９ 小説)

969 オアシス 生田紗代著 河出書房新社 20 (９ 小説)

970
近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の１世紀  昭和の街角を紹
介 懐かしい沿線写真で訪ねる

生田誠著 アルファベータブックス

971
近鉄京都線・橿原線 街と駅の１世紀  昭和の街角を紹介
懐かしい沿線写真で訪ねる

生田誠著 アルファベータブックス

972 統合ドイツの異文化間ユ－スワ－ク 生田周ニ 大空社 出版部 17 (６ 総記 社会科学)

973 日本人なら知っておきたい日本語 井口樹生著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

974 月のころはさらなり 井口ひろみ著 新潮社 20 (９ 小説)

975 三人三角、だけどトモダチ ジュニア文学館 １１ 井口 直子／作 小泉 るみ子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

976 民法入門 第３版 有斐閣双書 幾代 通／編 遠藤 浩／編 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

977 かぶとだ！ そよかぜ絵本シリーズ ３ いけ じゅん太／作 国土社 61 (２３ 絵本 北)

978 メジャーリーグに挑戦する男たち 池井 優／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)



979 オレたち花のバブル組 池井戸 潤 株式会社 文藝春秋 20 (９ 小説)

980 オレたちバブル入行組 池井戸 潤 株式会社 文藝春秋 20 (９ 小説)

981 オレたち花のバブル組 池井戸 潤／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

982 下町ロケット 池井戸 潤／著 小学館 20 (９ 小説)

983 果つる底なき 第４４回江戸川乱歩賞受賞作 池井戸 潤／著 講談社 20 (９ 小説)

984 七つの会議 集英社文庫  い７３－１ 池井戸潤著 集英社

985 ようこそ、わが家へ 小学館文庫  い３９－２ 池井戸潤著 小学館

986 下町ロケット ２ ガウディ計画 池井戸潤著 小学館

987 民王 文春文庫  い６４－６ 池井戸潤著 文藝春秋

988 銀翼のイカロス 〔半沢直樹シリーズ〕 池井戸潤著 ダイヤモンド社 20 (９ 小説)

989 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤著 講談社 20 (９ 小説)

990 かばん屋の相続 文春文庫  い６４－５ 池井戸潤著 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

991 銀行仕置人 池井戸潤著 双葉社 20 (９ 小説)

992 不祥事 池井戸潤著 実業之日本社 20 (９ 小説)

993 仇敵 池井戸潤著 実業之日本社 20 (９ 小説)

994 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 20 (９ 小説)

995 姿の消し方 幻想人物コレクション 池内 紀／著 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

996 池上彰のお金の学校 知らないと損する 朝日新書  ３１７ 池上 彰／著 朝日新聞出版 17 (６ 総記 社会科学)

997
池上彰の学べるニュース ５ 東日本大震災と福島原発問題
臨時特別号！！

池上 彰／著 「そうだったのか！池上彰の学べ
るニュース」スタッフ／著

海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

998
先送りできない日本 “第二の焼け跡”からの再出発 角川
ｏｎｅテーマ２１  Ｃ－２０１

池上 彰／著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）17 (６ 総記 社会科学)



999 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（発売）20 (９ 小説)

1000 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（発売）20 (９ 小説)

1001
世の中まるごとガイドブック 応用編 １２才までに知って
おきたい きっずジャポニカ・セレクション

池上彰監修 小学館国語辞典編集部編集 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1002
世の中まるごとガイドブック 基礎編 １０才までに知って
おきたい きっずジャポニカ・セレクション

池上彰監修 小学館国語辞典編集部編集 小学館

1003 池上彰の新聞活用術 池上彰著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

1004 池上彰の学べるニュース １
池上彰〔著〕 「そうだったのか！池上彰の学
べるニュース」スタッフ〔著〕

海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

1005 池上彰の学べるニュース ２
池上彰〔著〕 「そうだったのか！池上彰の学
べるニュース」スタッフ〔著〕

海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

1006 池上彰の学べるニュース ３ 国際問題・外交編
池上彰〔著〕 「そうだったのか！池上彰の学
べるニュース」スタッフ〔著〕

海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

1007
池上彰の学べるニュース ４ 社会人の基礎知識＆一般常識
編

池上彰〔著〕 「そうだったのか！池上彰の学
べるニュース」スタッフ〔著〕

海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

1008
知らないと恥をかく世界の大問題 角川ＳＳＣ新書  ０８
１

池上彰著 角川ＳＳコミュニケーションズ  角川グループパブリッシング（発売）17 (６ 総記 社会科学)

1009
伝える力 「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変え
る！ ＰＨＰビジネス新書  ０２８

池上彰著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

1010 バガージマヌパナス 池上 永一／著 新潮社 20 (９ 小説)

1011 雷撃深度一九・五 池上 司／著 新潮社 20 (９ 小説)

1012 スペイン・ポルトガルを知る事典 池上芩夫他６名/監修 平凡社 5 (学習室)

1013 虹の谷のスーパーマーケット 池川恵子作 村上勉絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

1014 ナノテクが日本を救う 池沢直樹著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1015 光の指で触れよ 池沢夏樹著 中央公論新社 20 (９ 小説)

1016
池沢夏樹の旅地図 Ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｆｏｏｔｓｔｅｐ
ｓ ｏｆ ａ ｌａｙ ｐｉｌｇｒｉｍ

池沢夏樹著 世界文化社 19 (８ 美術 芸術)

1017 静かな大地 池沢夏樹著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1018 すばらしい新世界 池沢夏樹著 中央公論新社 20 (９ 小説)



1019 やがてヒトに与えられた時が満ちて…… 池沢 夏樹／文 普後 均／写真 河出書房新社 20 (９ 小説)

1020 骨は珊瑚、眼は真珠 池沢 夏樹／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1021 森鴎外 群像日本の作家 ２ 池沢 夏樹／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

1022
なまずの駄菓子屋 ＤＡＹＡＮ’Ｓ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
ＢＯＯＫＳ

池田 あきこ／著 ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

1023
資格全（オール）ガイド取り方選び方ＢＥＳＴ５００ ２
００３年版

池田書店編集部編 池田書店

1024 中山みきの足跡と群像 被差別民衆と天理教 池田 士郎／著 明石書店 16 (５ 宗教 歴史)

1025 世界がもし１００人の村だったら ２ 池田香代子編 マガジンハウス編 マガジンハウス 17 (６ 総記 社会科学)

1026 前田利家 知れば知るほど面白い・人物歴史丸ごとガイド 池田こういち著 学研
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1027
みんなわくわく水族館 海の動物いっぱい編 飼育員さんひ
みつおしえて！

池田菜津美文 竹嶋徹夫監修 松橋利光写真  す
みもとななみイラスト

新日本出版社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1028 野菜がクスリになる５０の食べ方 池田弘志編著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1029 考える日々 Ｏｎｅ ｓｉｚｅ ｆｉｔｓ ａｌｌ 池田 晶子／著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

1030
魔女がひろった赤ん坊 Ｄａｙａｎ’ｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉ
ｏｎ ｂ ｏｏｋｓ

池田 あきこ／著 ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

1031 図説日本仏教の歴史 近代 池田 英俊／編 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

1032
英語で書くグリーティング・カード 心にひびく美しいひ
とこと集

池田 和子／著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

1033 正しく生きるとはどういうことか 池田 清彦／著 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

1034 古文書用語事典 コンパクト版 池田 正一郎／著 新人物往来社 5 (学習室)

1035
高血圧症の人の食事 本態性高血圧症 二次性高血圧症 脳
卒中・ 新健康になるシリーズ １１

池田 正男／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1036
祝日・祭日・記念日由来クイズ 楽しいクラスづくりフ
レッシュ文庫 ４６

池田 操／著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

1037 粘土でつくる シリーズ子どもとつくる ３１ 池田 宗弘／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

1038 よく効く薬草風呂 アトピーから腰痛まで 池田 好子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



1039 本屋の法則 池田 良孝／著 同文書院 17 (６ 総記 社会科学)

1040 おいしいメニュ－（１０９） かんたん自炊ハンドブック 池田菊夫/発行者 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1041 センチメンタル急行 あの日へ帰る、旅情短篇集 池田 晴海他 泰分社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1042 わたしの古典 ２０ 池田みち子の東海道中膝栗毛 池田みち子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1043 エリザベス 国と結婚した女王 池田 理代子 主婦と生活
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1044 オルフェウスの窓 池田 理代子 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1045 愛と苦悩 ブラ－ムス 池田 理代子 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1046 聖徳太子 第２巻 争乱のはじまり 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1047 聖徳太子 第３巻 大和川の決戦 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1048 聖徳太子 第４巻 華麗なる綾取り 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1049 聖徳太子 第５巻 嶋の館の産声 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1050 聖徳太子 第6巻 伽藍雲に連らなりて 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1051 聖徳太子 第7巻 暁闇の篝火燃ゆ 池田 理代子 創隆社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1052 聖徳太子 第5巻 暁闇の篝火燃ゆ 池田 理代子 中央公論新社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1053 白いエグモント 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1054 女帝エカテリーナ 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1055 冬の祝祭 池田 理代子 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1056 さよなら物語 池田 理代子 双葉社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1057 せめて一度の人生ならば 池田 理代子 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1058 どうすりゃいいのっ? 池田 理代子 白泉社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1059 フランス革命の女たち 池田 理代子 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1060 ぶってよ、マゼット 池田 理代子 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1061 星をつかんだ女 池田 理代子 サンリオ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1062 名作を書いた女たち 池田 理代子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1063 歴史の影の男たち 池田 理代子 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1064 ワイン色のつぶやき 池田 理代子 国土社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1065 オルフェウスの窓 第１巻 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1066 オルフェウスの窓 第２巻 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1067 オルフェウスの窓 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1068 オルフェウスの窓 第４巻 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1069 ベルサイユのばら外伝 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1070 ベルサイユのばら 第１巻 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1071 ベルサイユのばら 第２巻 愛蔵版 池田 理代子 中央公論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1072 ペロまた会おうね 渋谷文泉閣 いけなが さきこ／著 日本図書刊行会 62 (２４ 絵本 西)

1073 水のなかの蛍 池永陽著 集英社 20 (９ 小説)

1074 走るジイサン 池永 陽／著 集英社 20 (９ 小説)

1075
池波正太郎短篇ベストコレクション ５ 大活字 首 大きな
活字で読みやすい本

池波 正太郎／著 リブリオ出版 20 (９ 小説)

1076
池波正太郎短篇ベストコレクション １ 大活字 強請 大き
な活字で読みやすい本

池波正太郎著 リブリオ出版 20 (９ 小説)

1077
池波正太郎短篇ベストコレクション ２ 大活字 秘図 大き
な活字で読みやすい本

池波正太郎著 リブリオ出版 20 (９ 小説)

1078
池波正太郎短篇ベストコレクション ３ 大活字 江戸怪盗
記 大きな活字で読みやすい本

池波正太郎著 リブリオ出版 20 (９ 小説)



1079
池波正太郎短篇ベストコレクション ４ 大活字 敵 大きな
活字で読みやすい本

池波正太郎著 リブリオ出版 20 (９ 小説)

1080
池波正太郎短篇ベストコレクション ６ 大活字 ごろんぼ
佐之助 大きな活字で読みやすい本

池波正太郎著 リブリオ出版 20 (９ 小説)

1081 わが家の夕めし 池波正太郎未刊行エッセイ集 ３ 池波正太郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1082 おおげさがきらい 池波正太郎未刊行エッセイ集 １ 池波正太郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1083
殺しの四人 Ｎｉｎｊａ ｊｕｓｔｉｃｅ Ｓｉｘ ｔａｌｅ
ｓ ｏｆ ｍｕｒｄｅｒ ａｎｄ ｒｅｖｅｎｇｅ

池波正太郎著 Ｇａｖｉｎ Ｆｒｅｗ〔訳〕 講談社インターナショナル 20 (９ 小説)

1084 鬼平・梅安食物（くいもの）帳 ランティエ叢書 ２５ 池波 正太郎／著 角川春樹事務所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1085 鬼平犯科帳 １ 大活字文庫 １０ 池波 正太郎／著 大活字 20 (９ 小説)

1086 男のリズム 新装版 池波 正太郎／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1087 真田太平記 ① 岩櫃の城 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1088 真田太平記 ② 天魔の夏 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1089 真田太平記 ③ 秘密 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1090 真田太平記 ④ 上田攻め 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1091 真田太平記 ⑤ 甲賀問答 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1092 真田太平記 ⑥ 肥前名護屋 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1093 真田太平記 ⑦ 秀頼誕生 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1094 真田太平記 ⑧ 風雲 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1095 真田太平記 ⑪ 関ヶ原 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1096 真田太平記 ⑫ 紀州九度山 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1097 真田太平記 ⑬ 二条城 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1098 真田太平記 ⑭ 大坂入城 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)



1099 真田太平記 ⑮ 真田丸 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1100 真田太平記 ⑯ 大坂夏の陣 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1101 真田太平記 ⑰ 落城 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1102 真田太平記 ⑱ 雲の峰 池波正太郎 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1103 真田太平記（十)大坂入城 池波正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1104 真田太平記 （九）二条城 二条城 新潮文庫 池波正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1105 真田太平記（三）上田攻め 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1106 真田太平記（七）関ヶ原 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1107 真田太平記（十一）大阪夏の陣 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1108 真田太平記（十二）雲の峰 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1109 真田太平記（四）甲賀問答 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1110 真田太平記（二）秘密 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1111 真田太平記（五）秀頼誕生 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1112 真田太平記（六）家康東下 新潮文庫 池波 正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1113 真田太平記（八）紀州久度山 新潮文庫 池波正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1114 真田太平記（一）天魔の夏 １ 新潮文庫 池波正太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1115 心残りは… 池部良著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

1116 天下騒乱 上 鍵屋ノ辻 池宮彰一郎著 角川書店 20 (９ 小説)

1117 天下騒乱 下 鍵屋ノ辻 池宮彰一郎著 角川書店 20 (９ 小説)

1118 本能寺 上 池宮彰一郎著 毎日新聞社 20 (９ 小説)



1119 本能寺 下 池宮彰一郎著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

1120 島津奔る 上巻 池宮 彰一郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

1121 島津奔る 下巻 池宮 彰一郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

1122 けだもの 池宮 彰一郎／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1123 その日の吉良上野介 池宮 彰一郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

1124 風塵 池宮 彰一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

1125 高杉晋作 上 池宮 彰一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

1126 高杉晋作 下 池宮 彰一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

1127 物語る力 英語圏のファンタジー文学：中世から現代ま シーラ・イーゴフ／著 酒井 邦秀／ほか訳 偕成社 19 (８ 美術 芸術)

1128 バガン平原の白いトラ 創作世界動物小説 ミャンマー 生駒忠一郎作 林惠花絵 人間社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1129 邯鄲の夢 中国－詩と歴史の旅 伊佐 千尋／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1130
行為としての読書 美的作用の理論 〈特装版〉岩波現代選
書

Ｗ．イーザー／著 轡田 収／訳 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

1131 火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎著 光文社

1132 グラスホッパー 角川文庫  い５９－１ 伊坂幸太郎〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）33 (２２ 文庫本)

1133
オー！ファーザー ａ ｆａｍｉｌｙ 新潮文庫  い－６９
－７

伊坂幸太郎著 新潮社 33 (２２ 文庫本)

1134 いのちとこころのＮＨＫ中学生日記 ５ 恋は何色
伊佐治弥生著 田島秀樹著 大槻ケンヂ対談 室
井佑月対談 有馬朗人監修 宮坂宥勝監修 大久
保晋作編集 堀内一男編集 峯岸誠編集

四季社 25 (１４ 児童書)

1135 ベンのトランペット あかねせかいの本 レイチェル・イザドラ 谷川俊太郎 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

1136 ベンのトランペット あかねせかいの本  ７ レイチェル・イザドラ作絵 谷川俊太郎訳 あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1137 つま恋 井沢満著 角川書店 20 (９ 小説)

1138 薬草カラー大事典 日本の薬用植物のすべて 伊沢 一男／著 主婦の友社 5 (学習室)



1139
薬草採取 ４４０種の見わけ方と採取のコツ Ｆｉｅｌｄ
ｂｏｏｋｓ

伊沢 一男／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1140 薬草カラー図鑑 ４ 伊沢 一男／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1141 地獄は一定すみかぞかし 小説暁烏敏 石和 鷹／著 新潮社 20 (９ 小説)

1142 キノコの世界 科学のアルバム ５７ 伊沢 正名／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1143 コケの世界 科学のアルバム ７１ 伊沢 正名／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1144 夜に抱かれて・終章 井沢 満／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

1145 夜に抱かれて 井沢 満／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

1146 逆説の日本史 ６ 井沢 元彦／著 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1147 Ｇｅｎ 『源氏物語』秘録 井沢 元彦／著 角川書店 20 (９ 小説)

1148 銀魔伝 源内死 ... 井沢 元彦／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1149 わんぱく少年日記 伊沢 裕一／著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1150 ふしぎな りんごの き 学研ワールド絵本１１ イシア／作・絵 稗田宰子／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

1151 なきむしヒロコちゃんはかもしれない病かも しれない いしい しんじ／絵・文 講談社 61 (２３ 絵本 北)

1152 皿と紙ひこうき 石井 睦美／著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1153 ちいさなねこ こどものとも絵本 石井 桃子／作 横内 襄／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1154 ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ 石井 桃子／作 中川 宗弥／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1155 いっすんぼうし 日本傑作絵本シリーズ
石井 桃子／文 秋野 不矩／絵 いしい ももこ
／ぶん

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1156 くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本シリーズ
石井 桃子／文 中谷 千代子／絵 いしい もも
こ／ぶん

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1157 したきりすずめ 日本傑作絵本シリーズ 石井 桃子／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1158
法律がわかる事典 最新 読みこなし・使いこなし・活用自
在

石井逸郎編著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)



1159
親子できたえる防犯力 親子の会話が、防犯の第一歩！ 自
分で考え、自分で身を守る子どもを育てるために 親子で
学ぶ安全教室

石井栄子著 セコム株式会社子を持つ親の安全
委員会監修

フレーベル館 17 (６ 総記 社会科学)

1160 モンシロチョウの観察 わたしの研究 ８ 石井象二郎文 つだかつみ絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1161 みんなであそぼう いっしょにつくろう２４のゲーム 石井英行文 いたやさとし絵 玉川大学出版部
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1162 幽霊はなぜ出るか 石井 明／著 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1163 モバイル革命 「移動する情報」がビジネスを変える 石井 威望／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

1164
ズッコケ三人組の大研究 那須正幹研究読本 評論・児童文
学の作家たち １

石井 直人／編 宮川 健郎／編 ポプラ社 19 (８ 美術 芸術)

1165 ほんの一冊 いしい ひさいち／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

1166 けいどろやろうぜ 童話の城 ２６ 石井 宏／作 井上 正治／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

1167 動物のお医者さんになりたい 石井 万寿美／著 コスモヒルズ 19 (８ 美術 芸術)

1168
石井麻理のとっておきのお菓子 “ありがとう”を伝えた
い

石井 麻理／著 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)

1169 優しい女の子の育て方 石井 苗子／著 マガジンハウス 17 (６ 総記 社会科学)

1170 山を楽しむユニーク登山術 すぐ役立つ 石井 光造／著 東京新聞出版局 19 (８ 美術 芸術)

1171 ビッグバンのてんじくネズミ おはなしメリーゴーランド 石井 睦美／作 長 新太／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

1172 もんだいはプレゼント どうわがいっぱい １７ 石井 睦美／作 岡本 美子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1173 ちいさなねこ こどものとも傑作集 ３３ 石井 桃子／さく 横内 襄／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1174 ちいさなねこ こどものとも傑作集 ３３ 石井 桃子／さく 横内 襄／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1175 ノンちゃん雲に乗る 創作童話シリーズ 石井 桃子／著 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1176 イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子／編・訳 Ｊ・Ｄ・バトン／画 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1177 オセアニアを知る事典 石井栄吉 他３名/監修 平凡社 5 (学習室)

1178 ペーパークラフト シリーズ子どもとつくる ７ 石尾 利郎／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)



1179 源氏物語絵詞 石踊 達哉／絵 瀬戸内 寂聴／詞 講談社 7 (大型本)

1180 水とコウリャンの団子 さよさんの太平洋戦争 童話の森 石垣 香代／著 上田 逸子／絵 けやき書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1181 家庭の詩 詩のおくりもの ３ 石垣 りん編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1182 大江戸妖美伝 石川英輔著 講談社 20 (９ 小説)

1183
５５歳から楽しむ人生楽しめない人生 医者からのメッ
セージ

石川恭三著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

1184 金子みすゞいのちのうた ２ 石川教張著 山本竜雄著 尾崎文英著 ＪＵＬＡ出版局 21 (１０ 小説)

1185 家族の絆 幸福駅で逢いましょう ドキュメント 石川清著 健友館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1186 奈良吉野山万葉の殺人 １ ２ ｐｏｃｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ 石川真介著 ワンツーマガジン社 20 (９ 小説)

1187 京都嵯峨野殺意の旅 １ ２ ｐｏｃｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ 石川真介著 ワンツーマガジン社 33 (２２ 文庫本)

1188 信州飯田殺人奔流 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 石川真介著 有楽出版社 20 (９ 小説)

1189
図説役行者 修験道と役行者絵巻 役行者神変大菩薩一三〇
〇年遠忌記念 ふくろうの本

石川知彦編 小沢弘編 河出書房新社 16 (５ 宗教 歴史)

1190 新・ごみ教養学なんでもＱ＆Ａ 石川禎昭著 中央法規出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1191 文化人類学事典 縮刷版 石川 栄吉／ほか編集 弘文堂 5 (学習室)

1192 いな吉江戸暦 大江戸神仙伝 石川 英輔／著 講談社 20 (９ 小説)

1193
宗教に入るひとの心が分かりますか？ 新新宗教と精神療
法

石川 元／著 景山 民夫／著 弓立社 16 (５ 宗教 歴史)

1194
辞典占星学入門 星の言葉を聞こう 新しい占星学の時代で
の

石川 源晃／著 平河出版社 17 (６ 総記 社会科学)

1195 冬の詩１００選 漢詩をよむ ＮＨＫライブラリー ４９ 石川 忠久／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1196 秋の詩１００選 漢詩をよむ ＮＨＫライブラリー ３８ 石川 忠久／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1197 夏の詩１００選 漢詩をよむ ＮＨＫライブラリー ３７ 石川 忠久／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1198 春の詩１００選 漢詩をよむ ＮＨＫライブラリー ２５ 石川 忠久／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1199 日本文学全集 ３４ 石川 達三 新潮社 24 (１３ 全集)

1200 日本に民主主義は育たない 日本近代史にその萠芽を追う 石川 直源／著 講談社出版サービスセンター 17 (６ 総記 社会科学)

1201
コレステロールＨｏｗ ｔｏ食品選び 高脂血症の人のため
に

石川 俊次／著 宗像 伸子／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1202 ゾウさんのたいこ 石川 信子／作 絵 いしかわ のぶこ／作 絵 新風舎 62 (２４ 絵本 西)

1203 英語で読むこどもの本 石川 晴子／編 武田 雅子／編 創元社 19 (８ 美術 芸術)

1204 南北縦断２３００キロ ベトナム 世界・わが心の旅 石川 文洋／著 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

1205 これが沖縄の米軍だ 基地の島に生きる人々
石川 真生／写真 国吉 和夫／写真 長元 朝浩
／解説

高文研 17 (６ 総記 社会科学)

1206 図解廃棄物・リサイクル関係法令早わかり 石川 禎昭／編著 オーム社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1207
１９９７香港・中国大衝突 返還後の香港に未来はあるの
か

石川 羅生／著 超予測研究会／著 総合法令出版 17 (６ 総記 社会科学)

1208 昭和文学全集 第15巻 石川淳、三島由紀夫、武田泰淳、安部公房 小学館 24 (１３ 全集)

1209 石川県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ１７ 石川県の歴史散歩研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

1210 日本文学全集 ５２ 石川淳 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1211 日本文学全集 第６９巻 石川淳集 石川淳 集英社 24 (１３ 全集)

1212 ちくま日本文学全集 ０１１ 石川淳 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1213 ちくま日本文学全集 ０３０ 石川啄木 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1214 日本文学全集 ４８ 石川達三 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1215 日本文学全集 第６４巻 石川達三集 石川達三 集英社 24 (１３ 全集)

1216
炎に包まれた映画の夢 まんが子ども太平洋戦争物語（長
岡空襲物語）

石川森彦/画 総務省
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1217 盲導犬クイールの一生 石黒謙吾文 秋元良平写真 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

1218 奇跡の夢ノート 石黒由美子著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)



1219
こんにちは六歳臼歯の６ちゃん まいごの６ちゃん はたら
きものの６ちゃん

石黒 幸司／ほか作 砂書房 61 (２３ 絵本 北)

1220 だごだごころころ 日本傑作絵本シリーズ
石黒 なみ子／再話 梶山 俊夫／再話 梶山 俊
夫／絵

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

1221 やさしいくすりの歴史 石坂 哲夫／著 南山堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1222 日本文学全集 ３３ 石坂 洋次郎 新潮社 24 (１３ 全集)

1223 日本文学全集 第５８巻 石坂洋次郎集 石坂洋次郎 集英社 24 (１３ 全集)

1224
黒魔女さんのクリスマス 黒魔女さんが通る！！スペシャ
ル

石崎洋司作 藤田香絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1225 なぞなぞギャング団 だじゃれモン次郎 １ 石崎洋司作 村上勉絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1226
世界を変えた日本の技術 ４ 速さに挑戦する新幹線 科学
読み物

石崎洋司文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1227 退職刑事官 長編推理小説 石沢 英太郎 光文社 20 (９ 小説)

1228 ミーノのおつかい みんなで絵本 ８ 石津 ちひろ／文 広瀬 弦／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1229 しりとりあそびえほん 石津 ちひろ／文 荒井 良二／絵 のら書店 62 (２４ 絵本 西)

1230 尻屋埼 石津保正著 文芸社 20 (９ 小説)

1231 「死」をまねく睡眠時無呼吸症候群 石塚洋一著 ハート出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1232 寄物 石月正広著 幻冬舎 20 (９ 小説)

1233 ＰＲＩＤＥ 池袋ウエストゲートパーク  １０ 石田 衣良／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

1234 親指の恋人 石田衣良著 小学館 20 (９ 小説)

1235 夜を守る 石田衣良著 双葉社 20 (９ 小説)

1236 ４０翼ふたたび 石田衣良著 講談社 20 (９ 小説)

1237 Ｉ ＬＯＶＥモーツァルト 石田衣良著 「熱狂の日」音楽祭著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

1238 ブルータワー 石田衣良著 徳間書店 20 (９ 小説)



1239 約束 石田衣良著 角川書店 20 (９ 小説)

1240 １ポンドの悲しみ 石田衣良著 集英社 20 (９ 小説)

1241 ４ＴＥＥＮ 石田衣良著 新潮社 20 (９ 小説)

1242
カンタン基本フレーズで韓国語がしゃべれる本 難しい文
法は知らなくてもこれだけ話せる！

石田美智代著 永岡書店 19 (８ 美術 芸術)

1243 生きる原点 心のはたらきを科学する 改訂第３版 石田 勝正／著 愛光出版 17 (６ 総記 社会科学)

1244 かならず咲くシンビディウム ビジュアル園芸ブックス ９ 石田 源次郎／著 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

1245 奪われた自由 学徒動員の一年余り 石田 輝雄／著 近代文芸社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1246 不老不死と薬 薬を求めた人間の歴史 石田 行雄／著 築地書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1247 文化人類学入門 石田英一郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1248 桃太郎の母 石田英一郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1249 冤罪司法の砦（ある医師の挑戦） 石田文之祐 現代人文社 17 (６ 総記 社会科学)

1250 アナザー・スウィート・フィールド Ｈｉｒｏｍａｓａ Ｉｊｉｃｈｉ〔著〕 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

1251 戦国疾風録 毛利の野望 歴史群像新書 石飛卓美著 学研 20 (９ 小説)

1252 愛が引き裂かれたとき 追跡ルポ・結婚差別 石飛 仁／著 高橋 幸春／著 解放出版社 17 (６ 総記 社会科学)

1253 パターンで覚えるフランス基本熟語 石野 好一／著 白水社 19 (８ 美術 芸術)

1254 古代大和へ、考古学の旅人 石野 博信／著 雄山閣出版 13 (２ 県一般書)

1255 古墳時代の研究 第8巻 古墳Ⅱ副葬品 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1256 古墳時代の研究 ５生産と流通Ⅱ 石野   博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1257 総論・研究史 第Ⅰ巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1258 生活と祭祀 第３巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



1259 生産と流通Ⅰ 第４巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1260 集落と豪族居館 第2巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1261 東アジアの中の古墳文化 第１３巻 古墳時代の中の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1262 古墳の造られた時代 第12巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1263 地域の古墳Ⅱ 東日本 第11巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1264 地域の古墳Ⅰ 西日本 第１０巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1265 土師器と須恵器 第６巻 古墳時代の研究 石野 博信 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1266 古墳時代の研究 ７古墳Ⅰ 墳丘と内部構造
石野  博信
石野 博信

雄山閣
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1267 古墳Ⅲ 埴輪 第９巻 古墳時代の研究 石野 博信ほか編 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1268 マンガ日本の歴史 現代篇 １ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1269 マンガ日本の歴史 現代篇 ２ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1270 マンガ日本の歴史 現代篇 ３ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1271 マンガ日本の歴史 現代篇 ４ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1272 マンガ日本の歴史 現代篇 ５ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1273 マンガ日本の歴史 現代篇 ６ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1274 マンガ日本の歴史 現代篇 ７ 石ノ森 章太郎／著 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1275 マンガ 日本の歴史１ 石ノ森章太郎 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1276 マンガ 日本の歴史２ 石ノ森章太郎 中央公論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1277 あの戦争のなかにぼくもいた ベスト・セレクション １ 石浜 みかる／著 国土社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1278 天才 石原慎太郎著 幻冬舎



1279 オンリー・イエスタディ 石原慎太郎著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1280 人生への恋文 石原慎太郎著 瀬戸内寂聴著 世界文化社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1281 老いてこそ人生 石原慎太郎著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1282 太陽の季節 石原慎太郎著 幻冬舎 20 (９ 小説)

1283 マンガ法律の抜け穴スペシャル しのびよる法の悪夢
石原豊昭監修 飯野たから〔ほか〕原作 あおき
てつお作画

自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)

1284 ウンチをしたのはだーれ？ かがくだいすき 石原誠ぶん・しゃしん 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1285
体を温め、病気を治す症状別３５の処方箋 薬はイラナ
イ！ 速効図解！

石原結実著 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1286
宣戦布告「ＮＯ」と言える日本経済 アメリカの金融奴隷
からの解放

石原 慎太郎／著 一橋総合研究所／著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

1287 国家なる幻影 わが政治への反回想 石原 慎太郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

1288 肉体の天使 石原 慎太郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

1289 わが人生の時の会話 石原 慎太郎／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1290
楽しく踊れるダンス入門 １日１レッスン 基本のステップ
がひと目で

石原 久嗣／著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

1291 弟 石原 慎太郎 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1292 昭和文学全集 第２９巻
石原慎太郎、古山高麗雄、筒井康隆、中上健
次、森敦、城山三郎、小田実、富岡多恵子、津
島佑子

小学館 24 (１３ 全集)

1293 「告白の記」 逢いたい 夫・石原裕次郎と生きて・・・ 石原まき子 主婦と生活社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1294 贈りものにしたい本 石村 博子／著 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

1295 苦海浄土 全三部 石牟礼道子著 藤原書店

1296 人面屋敷の惨劇 講談社ノベルス  イＲ－０１ 石持 浅海／著 講談社 33 (２２ 文庫本)

1297 四字熟語活用辞典 言いたい内容から逆引きできる 石本 道明／編 創拓社 5 (学習室)

1298 シオンの花 日本児童文学名作選８ 石森 延男著 鈴木 義治画 あかね書房 25 (１４ 児童書)



1299 ブリザード 維住 玲子／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1300 ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石 伊集院 静 講談社 20 (９ 小説)

1301 大人の流儀 伊集院 静／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1302 とんぼ 伊集院 静／著 講談社 20 (９ 小説)

1303 宙ぶらん 伊集院静著 集英社 20 (９ 小説)

1304 白い声 上巻 伊集院静著 新潮社 20 (９ 小説)

1305 白い声 下巻 伊集院静著 新潮社 20 (９ 小説)

1306 三年坂 伊集院静 講談社 20 (９ 小説)

1307 白秋 伊集院静 講談社 20 (９ 小説)

1308 空の画廊 伊集院 静／著 集英社 20 (９ 小説)

1309 昨日スケッチ 伊集院 静／著 講談社 20 (９ 小説)

1310 でく 伊集院 静／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1311 半人前が残されて 伊集院 静／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1312 ジゴロ 伊集院 静／著 角川書店 20 (９ 小説)

1313 水の手帳 伊集院 静／著 集英社 20 (９ 小説)

1314 希望 石渡 浩一郎／著 近代文芸社 20 (９ 小説)

1315 蘇我大王家と飛鳥 飛鳥京と新益京の秘密 石渡信一郎著 三一書房 13 (２ 県一般書)

1316 日本列島いきものたちの物語 フォトストーリーブック
出田恵三文 久保嶋江実文 岩合光昭〔ほか〕撮
影

ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1317
帽子からはじめるオシャレ ＴＯＫＹＯＤＯ ＯＳＨＡＲＥ
ＳＥＲＩＥＳ

伊豆原月絵著本文イラスト 東京堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1318 家庭の事情 泉 麻人／著 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1319 給水塔の町 泉 麻人／著 角川書店 20 (９ 小説)

1320 東京タワーの見える島 泉 麻人／著 講談社 20 (９ 小説)

1321 ぼくらのピカピカ星 どうわほのぼのシリーズ
泉 啓子／作 狩野 富貴子／絵 狩野 ふきこ／
絵

佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1322
エレクトロニクスを支える半導体の仲間たち 入門エレク
トロニクス １０

泉 弘志／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1323
不思議な石ころ電子セラミックス 入門エレクトロニクス
９

泉 弘志／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1324 ちくま日本文学全集 ０１７ 泉鏡花 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1325 おヨメちゃんがほしい 童心社のジョイブックス いずみだ まきこ／文 深津 千鶴／絵 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1326 縄文土器出現 泉 拓良 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1327 遺物が語る 大和の古墳時代 六興出版 泉森 こう ・伊藤 勇輔 賀來壽一 13 (２ 県一般書)

1328 大和古代遺跡案内 泉森皎著 吉川弘文館 13 (２ 県一般書)

1329 大和の古墳を語る 臨川選書 泉森 皎／ほか著 臨川書店 13 (２ 県一般書)

1330 ルリユールおじさん 講談社の創作絵本 いせひでこ作 講談社

1331 しあわせないえで ちいさなしろくまおうじ ３ 礒 みゆき／作・絵 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

1332 ボロ えほんとなかよし ５７ 礒 みゆき／作 長 新太／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1333
もも＆ピーマンのきょうからヒミツの名探偵！ だいすき
ＢＯＯＫＳ ４

礒 みゆき／作 おかべ りか／絵 いそ みゆき
／作

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1334 ちっちゃいさん イソール作 宇野和美訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

1335 無私の日本人 文春文庫  い８７－３ 磯田道史著 文藝春秋

1336
昭和文学全集 別巻 唱和文学史論、昭和文学史、昭和文学
大年表

磯田光一他 小学館 24 (１３ 全集)

1337
イソップ寓話集 １９のおはなしとイソップにまつわる伝
説と歴史

イソップ バーバラ・ベイダー アーサー・ガイ
サート

セーラー出版 62 (２４ 絵本 西)

1338 うさぎとかめ イソップものがたり イソップ ジェリー・ピンクニー さくまゆみこ 光村教育図書 62 (２４ 絵本 西)



1339
いなかのねずみとまちのねずみ 偕成社世界のどうわ １６
完訳イソップど うわ

アイソポス／作 シャンブリ／編 箕浦 万里子
／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1340
北かぜとお日さま 偕成社世界のどうわ １５ 完訳イソッ
プど うわ

アイソポス／作 シャンブリ／編 箕浦 万里子
／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1341 イソップ寓話集 世界の名作全集 ２９ イソップ／原作 亀山 竜樹／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

1342 魚 小学館の図鑑ＮＥＯ ４
井田斉監修・執筆 松浦啓一監修・執筆 藍沢正
宏〔ほか〕指導・執筆

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1343
アイデアいっぱい おやつ大好き Ｃｏｏｋｉｎｇ ｂｏｏ
ｋ Ｎｏ．３

井田 和子／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

1344 いつまでもとれない免許 非情のライセンス 井田 真木子／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1345 「田中真紀子」という生き方 ワニの選書 板垣 英憲／著 ベストセラーズ
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1346 弁護士渥美雅子 こんな生き方がしたい 板倉久子著 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1347 日本史たのしく学ぶ法 おもしろ日本史入門 ８ 板倉 聖宣／ほか著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1348 おうちで、薬膳。 板倉 啓子／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1349 続 考える技術・書く技術 板坂元 講談社 19 (８ 美術 芸術)

1350 アフリカを知る事典 伊谷純一郎他４名/監修 平凡社 5 (学習室)

1351 生きがい療法の証明 もう一つのガン治療 伊丹 仁朗／著 海竜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1352 ガンを予防し克服する生きがい療法 図解 伊丹 仁朗／著 産能大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1353 お祭りにいけなかったもみの木 市川 里美／作 角野 栄子／訳 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

1354 ぼくの手はきみのために 市川 拓司／著 角川書店 20 (９ 小説)

1355
アンモナイトの森で 少女チヨとヒグマの物語 ティーンズ
文学館

市川 洋介／作 水野 ぷりん／絵 学研教育出版  学研マーケティング（発売）
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1356 よるの美容院 市川朔久子著 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1357 市川染五郎と歌舞伎へ行こう！ 旬報社まんぼうシリーズ 市川染五郎〔著〕 旬報社 19 (８ 美術 芸術)

1358 おばけのおーちゃん 福音館創作童話シリーズ 市川宣子さく さとうあやえ 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



1359
思春期のこころの病気 不登校、いじめ、キレる、ひきこ
もりなどに、どう対処すればよいか

市川宏伸著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1360
住まいの新しいカビ・ダニ退治法 だれでも簡単にできる
テクニックを大公開

市川幸充著 吉川翠著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

1361 心理学から学習をみなおす 岩波高校生セミナー ２ 市川 伸一／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

1362 森と木のある生活 新装版 市川 健夫／著 白水社 19 (８ 美術 芸術)

1363 幕末維新の城 一坂太郎 中央公論新社 13 (２ 県一般書)

1364
両親・親族・新郎新婦の謝辞とあいさつ 行き届いた感謝
の言葉 結婚披露宴・二次会 主婦の友マナーＢＯＯＫＳ

市田 ひろみ／監修 主婦の友社／編 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

1365 八方美人で生きなはれ 講談社ニューハードカバー 市田 ひろみ／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1366 日本の名峰２ 大雪・石狩・十勝 市根井 孝悦 山と渓谷社 7 (大型本)

1367 くらべてみよう！はたらくじどう車 １ しょうぼう車 市瀬義雄監修・写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1368
くらべてみよう！はたらくじどう車 ５ せいそう車・じょ
せつ車

市瀬義雄監修・写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1369 くらべてみよう！はたらくじどう車 ４ バス・トラック 市瀬義雄監修・写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1370
くらべてみよう！はたらくじどう車 ２ パトロールカー・
きゅうきゅう車

市瀬義雄監修・写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1371
くらべてみよう！はたらくじどう車 ３ ブルドーザー・パ
ワーショベル

市瀬義雄監修・写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1372 語りによる日本の民話 ４ 徳島 阿波 池田の民話 市原麟一郎/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1373 地域に福祉を築く 福祉を創る本 １ 一番ケ瀬 康子／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

1374 図説  日本の古典 第13巻 御伽草子 御伽草子 市古貞次/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

1375
女性のための老後の幸せ・安心ガイド あなたを守る年
金・税金・法律の知識

市吉 澄枝／ほか著 生活思想社 17 (６ 総記 社会科学)

1376 親鸞 上 五木 寛之／著 講談社 20 (９ 小説)

1377 親鸞 下 五木 寛之／著 講談社 20 (９ 小説)

1378 不安の力 五木 寛之／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1379 天命 五木寛之著 東京書籍
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1380 風の王国 改訂新版 １ 翔ぶ女 五木寛之著 アメーバブックス 20 (９ 小説)

1381 風の王国 改訂新版 ３ 浪の魂 五木寛之著 アメーバブックス 20 (９ 小説)

1382 風の王国 改訂新版 ２ 幻の族 五木寛之著 アメーバブックス 20 (９ 小説)

1383 みみずくの日々好日 五木寛之著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1384 元気 人はみな元気に生まれ元気の海へ還る 五木寛之著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1385 旅のヒント 五木寛之著 東京書籍 21 (１０ 小説)

1386 百の旅千の旅 五木寛之著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1387 生きる言葉 五木寛之のパワートーク 五木寛之著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1388 こころの羅針盤（コンパス） 五木寛之選 日本ペンクラブ編 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1389 四季・亜紀子 上 五木寛之〔著〕 集英社 20 (９ 小説)

1390 四季・亜紀子 下 五木寛之〔著〕 集英社 20 (９ 小説)

1391 他力 大乱世を生きる一〇〇のヒント 五木 寛之／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1392 夜明けを待ちながら 五木 寛之／著 東京書籍
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1393 世界漂流 五木寛之／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1394 こころ・と・からだ 五木 寛之／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1395 デビューのころ 五木 寛之／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1396 無力 五木寛之 新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1397 風の王国 五木寛之 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1398 にっぽん漂流 五木寛之 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1399 青春の門 第一部 筑豊篇 上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1400 青春の門 第一部 筑豊篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1401 青春の門 第二部 自立篇 上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1402 青春の門 第二部 自立篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1403 青春の門 第三部 放浪篇  上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1404 青春の門 第三部 放浪篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1405 青春の門 第四部 堕落篇 上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1406 青春の門 第四部 堕落篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1407 青春の門 第六部 再起篇 上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1408 青春の門 第六部 再起篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1409 青春の門 第五部 望郷篇 上 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1410 青春の門 第五部 望郷篇 下 五木寛之 講談社 5 (学習室)

1411
八月十五日ぼくはナイフをすてた 戦争の中のぼくの中学
時代 新・のびのび人生論 １１

井出 孫六／著 ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1412 島崎藤村 群像日本の作家 ４ 井出 孫六／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

1413
専門医がやさしく教える自律神経失調症 人にわかっても
らえない“つらい症状”もこ

井出 雅弘／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1414 ルポニッポン絶望工場 講談社＋α新書  ７３７－１Ｃ 出井康博〔著〕 講談社

1415 薬局のしくみ イラスト図解 井手口直子編著 木村憲洋編著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1416
マヨネーズ屋さんが書いたマヨネーズ・ドレ ッシングの
本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ

井土 貴司／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1417 学研まんが 日本の歴史 １ 日本のあけぼの 伊東 彰夫／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1418 くろうまブランキー こどものとも傑作集 １７ 伊東 三郎／再話 堀内 誠一／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



1419 ルラルさんのバイオリン 伊東 寛／作 ほるぷ出版 61 (２３ 絵本 北)

1420 これあのあれ いとう ひろし／作・絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

1421 おさんぽさえこちゃん 伊東 美貴／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

1422 子どもに語るロシアの昔話 伊東一郎訳・再話 茨木啓子再話 こぐま社 25 (１４ 児童書)

1423 おめでとう たいせつなあなたへ からだとこころのえほん いとうえみこ 伊藤泰寛 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

1424
おめでとう たいせつなあなたへ からだとこころのえほん
１５

いとうえみこ文 伊藤泰寛写真 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1425 南京城外にて 伊藤桂一著 光人社 20 (９ 小説)

1426 天下人の茶 伊東潤著 文藝春秋

1427 決戦！本能寺
伊東潤著 矢野隆著 天野純希著  宮本昌孝著
木下昌輝著  葉室麟著  冲方丁著

講談社

1428 決戦！関ケ原
伊東潤著 吉川永青著 天野純希著  上田秀人著
矢野隆著  冲方丁著  葉室麟著

講談社

1429
沈黙の殺人者（サイレント・キラー）・Ｃ型肝炎 ２５０
万人の日本人に巣喰う「発がんウイルス」の恐怖

伊藤精介著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1430
ジョンはかせといたずら子ゾウ あかねおはなし図書館 ３
０

伊東久子作 高畠純絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

1431 名残の雪 伊藤博夫著 健友館 20 (９ 小説)

1432 ごきげんなすてご いとうひろしさく 徳間書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1433 日本ノ霊異（フシギ）ナ話 伊藤比呂美著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

1434
日本の中世寺院 忘れられた自由都市 歴史文化ライブラ
リー ８６

伊藤正敏著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1435 世界地図で読むグローバル経済 旬報社ブックス 伊藤正直編 旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

1436 アヤカシ薬局閉店セ～ル 偕成社おはなしポケット 伊藤充子作 いづのかじ絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1437
デジタル時代の写真術 写真の未来ものがたり テクノライ
フ選書

伊藤美露共著 小野隆彦共著 市川泰憲共著 オーム社 19 (８ 美術 芸術)

1438 子どもへの最良の贈りものとは 父親の役割を問う 伊藤隆二著 樹心社 17 (６ 総記 社会科学)



1439
１００円グッズで水耕菜園 土がいらない、野菜４７種類
の育て方  レタス、トマト、本格野菜が育つ！

伊藤龍三著 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

1440 韓国 暮らしがわかるアジア読本 伊藤 亜人／著 河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

1441 地震はなぜおこる 新版かんさつシリーズ １１ 伊藤 和明／文 帆足 次郎／絵 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1442 男性学入門 伊藤 公雄／著 作品社 17 (６ 総記 社会科学)

1443 月夜駕篭 風車の浜吉捕物綴 伊藤 桂一／著 新潮社 20 (９ 小説)

1444 新しい俳句の作り方 中級篇 伊藤 敬子／著 リバティ書房 19 (８ 美術 芸術)

1445 花と風の丘 美瑛・上富良野の四季 伊東 剛／著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

1446 提言・都市創造 伊藤 滋／著 晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1447 自然 一語の辞典 伊東 俊太郎／著 三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

1448 日本文学全集 ３５ 伊藤 整 新潮社 24 (１３ 全集)

1449 １７歳のヒット・パレード（Ｂ面） 伊藤 たかみ／著 河出書房新社

1450 助手席にて、グルグル・ダンスを踊って 伊藤 たかみ／著 河出書房新社

1451 中世寺院と鎌倉彫刻 原色日本の美術９ 伊藤 延男 松島 健 小学館 7 (大型本)

1452 鉄道マニアの常識 イカロスＭＯＯＫ マニアの王道 伊藤 久巳／著 イカロス出版 19 (８ 美術 芸術)

1453 おさるのおうさま どうわがいっぱい ４１ いとう ひろし／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1454 アイスクリームでかんぱい いとう ひろし／さく ほるぷ出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

1455 だいじょうぶだいじょうぶ りとる １３ いとう ひろし／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

1456 やっかいなおくりもの ごきげんなすてご ２ いとう ひろし／さく 徳間書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

1457 ルラルさんのごちそう いとう ひろし／さく ほるぷ出版 61 (２３ 絵本 北)

1458 おさるになるひ どうわがいっぱい ３６ いとう ひろし／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)



1459 おさるのまいにち どうわがいっぱい ２２ いとう ひろし／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1460 おさるはおさる どうわがいっぱい ２５ いとう ひろし／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1461
マンホールからこんにちは Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅ
ｔｉｔ〉

いとう ひろし／さく 福武書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

1462 おさるがおよぐ どうわがいっぱい ３１ いとう ひろし／作・絵 講談社

1463 ハヤブサの四季 科学のアルバム ８９ 伊藤 正清／写真 松田 忠徳／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1464 国民法律百科大辞典 １ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1465 国民法律百科大辞典 ２ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1466 国民法律百科大辞典 ３ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1467 国民法律百科大辞典 ４ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1468 国民法律百科大辞典 ５ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1469 国民法律百科大辞典 ６ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1470 国民法律百科大辞典 ７ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1471 国民法律百科大辞典 ８ 伊藤 正己／編集代表 ぎょうせい 5 (学習室)

1472
草刈り十字軍 足立原貫先生と、わかものたち いきいき人
間ノンフィクション ９

伊藤 真智子／作 金子 健治／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1473
チューリップが咲いた メルヘンの花を咲かせた水野豊造
いきいき人間ノンフィクション ３

伊藤 真智子／作 井口 文秀／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1474 日本経済事典 伊藤 元重／ほか編集 日本経済新聞社 5 (学習室)

1475 鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 伊藤 遊／作 太田 大八／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1476
糖尿病Ｈｏｗ ｔｏエネルギーコントロール 血糖値の高い
人のために

伊藤 幸義／著 荒牧 麻子／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1477
消費者トラブルＱ＆Ａ くらしの相談室 有斐閣選書 １９
５

伊東 良徳／著 紀藤 正樹／著 山口 広／著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

1478
間違いだらけのリサイクル 空き缶・牛乳パックのリサイ
クルは何のため

伊藤 吉徳／著 日本経済通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



1479
「人望」とはスキルである。 惹きつけ、動かし、成功を
収める ５大心理技術

伊東明 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

1480 日本文学全集 第６２巻 伊東整集 伊東整 集英社 24 (１３ 全集)

1481 東欧を知る事典 伊藤孝之他３名/監修 平凡社 5 (学習室)

1482 すずのへいたい チャイルド絵本館４アンデルセン童話 伊藤悌夫 チャイルド本社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1483 悲運の南朝皇胤並自天王祭祀について 伊藤 獨 檜 書店 13 (２ 県一般書)

1484 古代の日本 ８ 東北 伊藤信雄・高橋富雄/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1485 図説 日本の古典 第2巻 万葉集 万葉集 伊藤博/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

1486
動き出すＡＳＥＡＮ経済圏 ２００８年への展望 アジアの
経済圏シリーズ ６

糸賀 滋／編 アジア経済研究所 17 (６ 総記 社会科学)

1487
バーツ経済圏の展望 ひとつの東南アジアへの躍動 アジア
の経済圏シリーズ ４

糸賀 滋／編 アジア経済研究所 17 (６ 総記 社会科学)

1488 ハッピーバースデイケーキ！ 草炎社新ともだち文庫 １６ 糸川京子作 今井弓子絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1489
ぼくんちただいまトイレバトル！ 草炎社新ともだち文庫
３

糸川 京子／作 ふりや かよこ／絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1490 全国町おこしイベント成功事例集 井戸川 隆充／編 ＷＡＶＥ出版 19 (８ 美術 芸術)

1491
人類は２１世紀に滅亡する！？ 「真の豊かさ」への超発
想

糸川 英夫／著 徳間書店 17 (６ 総記 社会科学)

1492 沖で待つ 糸山秋子著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1493 逆境のあなたへ 稲尾 和久／ほか著 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1494
はじめてみんなとかえった日 はるなちゃんと１年３組の
１年間

いながきようこ文 ふじたひおこ絵 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1495 神社と霊廟 原色日本の美術１６ 稲垣 栄三 小学館 7 (大型本)

1496
毛利元就 きりのなかの忍者合戦 テレビドラマシリーズ
３０

稲垣 純／著 後藤 長男／画 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1497 ちくま日本文学全集 ０１５ 稲垣足穂 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1498 日本文学全集 現代名作集 ６５ 稲垣足穂・深田久弥・坪田譲治・石坂洋次郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)



1499 あやとユキ いながきふさこ/作 青井芳美/絵 ＰＬ出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

1500 障害を知る本 １ 子どものためのバリアフリーブック 稲沢 潤子／文 オノ ビン／絵 田村 孝／絵 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1501 子どもに語る日本の昔話 1 稲田和子 筒井悦子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

1502 子どもに語る日本の昔話 3 稲田和子 筒井悦子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

1503 子どもに語る日本の昔話 2 稲田和子 筒井悦子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

1504 くわずにょうぼう 《こどものとも》傑作集 稲田 和子／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1505 しょうとのおにたいじ 日本の昔話 こどものとも絵本 稲田和子再話 川端健生画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1506
図説・日本刀大全 決定版 古代の飾剣・中世の太刀から侍
の大小に至るまで徹底網羅！！ 歴史群像シリーズ

稲田 和彦／監修・文 学研 19 (８ 美術 芸術)

1507 なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 稲田 務／え 宮武 頼夫／ぶん 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1508 方丈記・徒然草 新潮古典文学アルバム １２ 稲田 利徳／編集・執筆 山崎 正和／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

1509 あしたはうれしいうんどうかい こどものくに傑作絵本 いなつぐ かつら／作 むかい ながまさ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

1510 からすのゆうびんきょく こどものくに傑作絵本 いなつぐ かつら／作 むかい ながまさ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

1511 よくわかるＩＳＯ 実務入門 稲永 弘／編著 白潟 敏朗／編著 日本能率協会マネジメントセンタ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1512 午後の蜜箱 稲葉真弓著 講談社 20 (９ 小説)

1513 ガーデン・ガーデン 稲葉真弓著 講談社 20 (９ 小説)

1514 氷はなぜ水に浮かぶのか 科学の眼で見る日常の疑問 稲場 秀明／著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1515 ガラスの愛 稲葉 真弓／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

1516 声の娼婦 稲葉 真弓／著 講談社 20 (９ 小説)

1517 繭は緑 稲葉 真弓／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1518 吐蕃風（とばんのかぜ）異聞 稲葉 稔／著 講談社 20 (９ 小説)



1519 薬草 新装版 山渓フィールドブックス １２ 井波 一雄／解説 会田 民雄／写真 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1520 リーダーの資質 混迷の時代にどう決断するか 稲盛和夫責任編集 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

1521
イヌの気持ちが１００％わかる本 幸せな飼い主になるた
めのつき合い方〓徹底 Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏ
ｏｋｓ

イヌ大好きネットワーク／著 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

1522 イニシエーション・ラブ 文春文庫  い６６－１ 乾くるみ著 文藝春秋

1523 ながいながいペンギンの話 新・名作の愛蔵版 いぬい とみこ／作 山田 三郎／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1524 川とノリオ 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ／作 長谷川集平／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1525 ながいながいペンギンの話 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ／作 山田 三郎／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1526
白鳥のふたごものがたり １ いぬいとみこものがたりの本
１

いぬい とみこ／作 伊勢 英子／絵 いせ ひで
こ／絵

理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1527
白鳥のふたごものがたり ２ いぬいとみこものがたりの本
２

いぬい とみこ／作 伊勢 英子／絵 いせ ひで
こ／絵

理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1528
白鳥のふたごものがたり ３ いぬいとみこものがたりの本
３

いぬい とみこ／作 いせひでこ／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1529 くらやみの谷の小人たち 創作童話シリーズ いぬい とみこ／作 吉井 忠／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1530 木かげの家の小人たち 創作童話シリーズ いぬい とみこ／作 吉井 忠／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1531 山んばと空とぶ白い馬 創作童話シリーズ いぬい とみこ／著 堀内誠一／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1532 北極のムーシカミーシカ フォア文庫愛蔵版 いぬい とみこ／作 理論社 25 (１４ 児童書)

1533 トビウオのぼうやはびょうきです いぬい とみこ／作 津田 櫓冬／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

1534 子どものための続・大和の伝説 乾健治 奈良新聞社 12 (１ 郷土資料)

1535 くらしと地球環境 犬飼英吉著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1536 ひとりで元気暮らし 犬養 智子／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

1537 一億の地雷ひとりの私 犬養 道子／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1538 えんとつ 犬丸 らん／作 栗山 邦正／作 講談社 61 (２３ 絵本 北)



1539 ＮＨＫおじゃる丸 牛見合いする ＮＨＫシリーズ
犬丸りんさく 吉田玲子ぶん スタジオ・ぎゃ
ろっぷえ

日本放送出版協会
30 (１９ 読み物 中学
年)

1540 ＮＨＫおじゃる丸 おはなし本 犬丸りん 日本放送出版協会
30 (１９ 読み物 中学
年)

1541
伊能忠敬を歩く 江戸から蝦夷へ四百里の旅ガイド ウォー
キングＢＯＯＫ ３

「伊能忠敬の道」発掘調査隊 ... 広済堂出版 13 (２ 県一般書)

1542 飛鳥 井上 直夫 奈良文化財研究所 飛鳥資料館 12 (１ 郷土資料)

1543 みんな はらぺこ えほん・ドリームランド ２２ 井上 正治／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

1544
のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 「生きてます、１
５歳。」より

井上 美由紀／文 狩野 富貴子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1545 切羽へ 井上荒野著 新潮社 20 (９ 小説)

1546 夜を着る 井上荒野著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1547
介護者のゆとりをつくる介護サービス利用の手引き ホー
ム・メディカ安心ガイド

井上千津子監修 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

1548
ホームヘルパーまるごとガイド 資格のとり方・しごとの
すべて まるごとガイドシリーズ ３

井上千津子監修 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

1549 ひょっこりひょうたん島 ものがたり絵本
井上ひさし原作 山元護久原作 武井博文 高瀬
省三絵

日本放送出版協会
31 (２０ 読み物 高学
年)

1550 太鼓たたいて笛ふいて 井上ひさし著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

1551 学術情報サービス ２１世紀への展望 情報学シリーズ １ 井上如〔ほか〕著 丸善 12 (１ 郷土資料)

1552 どうしてむしばになるの？ げんきがいちばん １ 井上裕子作 夏目洋一郎絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1553 朱唇 井上祐美子著 中央公論新社 20 (９ 小説)

1554 海東青 摂政王ドルゴン 井上祐美子著 中央公論新社 20 (９ 小説)

1555 オルファクトグラム 井上夢人著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

1556 ３人のパパとぼくたちの夏 講談社文学の扉 井上林子著 宮尾和孝絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1557 クラシック音楽作品名辞典 改訂版 井上 和男／編著 三省堂 5 (学習室)

1558
もし「右」や「左」がなかったら 言語人類学への招待 ド
ルフィンブックス

井上 京子／著 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)



1559 官僚（キャリア）支配の断末魔 井上 憲一／著 Ｂｏｏｋ 17 (６ 総記 社会科学)

1560 わたしたちのクジラ学校
井上 こみち／文 柿崎町立上下浜小学校４年生
／絵 柿崎町立上下浜小学校４年生 ...

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1561 ゆかいな魚大集合 井上慎也写真集 井上 慎也／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

1562 水中考古学への招待 海底からのメッセージ 井上 たかひこ／著 成山堂書店 16 (５ 宗教 歴史)

1563 想像力 ヒュームへの誘い 井上 治子／著 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

1564 ニホン語日記 ２ 井上 ひさし／著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

1565 火の壁 伊野上 裕伸／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1566 日本列島方言叢書 １６ 復刻 井上 史雄／ほか編 ゆまに書房 13 (２ 県一般書)

1567 やさしくわかるカオスと複雑系の科学 井上 政義／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1568 紙粘土人形をつくる シリーズ子どもとつくる １０ 井上 美紀子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

1569 百人一首 新潮古典文学アルバム １１ 井上 宗雄／編集・執筆 村松 友視／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

1570 城と城下町の旅情 城下町を訪ねるガイドブック 日本の旅 井上 宗和／執筆・カメラ 日地出版 13 (２ 県一般書)

1571 日本の名城 知識と鑑賞の旅 井上 宗和／著 雄山閣出版 13 (２ 県一般書)

1572 日本名城の旅 上巻 旅の本
井上 宗和／執筆 カメラ 日本旅行作家協会／
編

日地出版 13 (２ 県一般書)

1573 日本名城の旅 下巻 旅の本
井上 宗和／執筆 カメラ 日本旅行作家協会／
編

日地出版 13 (２ 県一般書)

1574
ビタミンがわかる本 元気なからだをつくる Ａｉ ｂｏｏ
ｋｓ

井上 八重子／著 日本文芸社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1575 日本文学全集 ４７ 井上 靖 新潮社 24 (１３ 全集)

1576
夢とロマンの四千年 中国小説集 時代小説ベスト・セレク
ション １２

井上 靖／ほか著 講談社 21 (１０ 小説)

1577 カンヴァス世界の名画 １ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1578 カンヴァス世界の名画 ２ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)



1579 カンヴァス世界の名画 ３ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1580 カンヴァス世界の名画 ４ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1581 カンヴァス世界の名画 ５ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1582 カンヴァス世界の名画 ６ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1583 カンヴァス世界の名画 ７ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1584 カンヴァス世界の名画 ８ 井上 靖／編 高階 秀爾／編 中央公論社 7 (大型本)

1585 カンヴァス世界の名画 ９ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1586 カンヴァス世界の名画 １０ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1587 カンヴァス世界の名画 １１ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1588 カンヴァス世界の名画 １２ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1589 カンヴァス世界の名画 １３ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1590 カンヴァス世界の名画 １４ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1591 カンヴァス世界の名画 １５ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1592 カンヴァス世界の名画 １６ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1593 カンヴァス世界の名画 １７ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1594 カンヴァス世界の名画 １８ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1595 カンヴァス世界の名画 １９ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1596 カンヴァス世界の名画 ２０ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1597 カンヴァス世界の名画 ２１ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1598 カンヴァス世界の名画 ２２ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)



1599 カンヴァス世界の名画 ２３ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1600 カンヴァス世界の名画 ２４ 井上 靖／編集委員 高階 秀爾／編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1601 カンヴァス日本の名画 ４ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1602 カンヴァス日本の名画 ５ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1603 カンヴァス日本の名画 ６ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1604 カンヴァス日本の名画 ７ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1605 カンヴァス日本の名画 ８ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1606 カンヴァス日本の名画 ９ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1607 カンヴァス日本の名画 １０ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1608 カンヴァス日本の名画 １１ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1609 カンヴァス日本の名画 １２ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1610 カンヴァス日本の名画 １３ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1611 カンヴァス日本の名画 １４ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1612 カンヴァス日本の名画 １５ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1613 カンヴァス日本の名画 １６ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1614 カンヴァス日本の名画 １７ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1615 カンヴァス日本の名画 １８ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1616 カンヴァス日本の名画 １９ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1617 カンヴァス日本の名画 ２０ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1618 カンヴァス日本の名画 ２１ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)



1619 カンヴァス日本の名画 ２２ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1620 カンヴァス日本の名画 ２３ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1621 カンヴァス日本の名画 ２４ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1622 カンヴァス日本の名画 ２５ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1623 カンヴァス日本の名画 ２６ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1624 カンヴァス日本の名画 １ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1625 カンヴァス日本の名画 ３ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1626 カンヴァス日本の名画 ２ 井上 靖／ほか編集委員 中央公論社 7 (大型本)

1627 星空のシロ 井上 夕香／文 葉 祥明／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

1628 もつれっぱなし 井上 夢人／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1629 パワー・オフ 井上 夢人／著 集英社 20 (９ 小説)

1630 イソップものがたり ３ 世界名作ファンタジー 井上智/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

1631 おおかみと７ひきのこやぎ １ 世界名作ファンタジー 井上智/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

1632
トヨタ愚直なる人づくり 知られざる究極の「強み」を探
る

井上久男 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

1633 腹鼓記 井上 ひさし 新潮社 20 (９ 小説)

1634 不忠臣蔵 井上 ひさし 集英社 20 (９ 小説)

1635 少年少女日本文学館２２ 汚点・春は夜汽車の窓から 井上ひさし  三浦哲郎 講談社 25 (１４ 児童書)

1636 韓国の歴史散歩 アジア歴史散歩シリーズ 井上秀雄 井坂輝彌 山口修 山川出版社 13 (２ 県一般書)

1637 日本文学全集 ６０ 井上靖 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1638 日本文学全集 第８３巻 井上靖集 井上靖 集英社 24 (１３ 全集)



1639 天平の夢 井上靖 中央公論社 20 (９ 小説)

1640 少年少女日本文学館１８ しろばんば 井上靖 講談社 25 (１４ 児童書)

1641 現代語訳 日本の古典 ９ 西行・山家集 井上靖 学研 24 (１３ 全集)

1642 幻の桜蘭・黒水城 シルクロード絲綢之路 井上 靖・岡崎 敬  NHｋ取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

1643 敦煌 砂漠の大画廊 シルクロード絲綢之路綢 井上 靖  ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

1644
ＩＳＤＮルーター徹底活用ガイド 日経ＢＰ ＳＯＨＯブッ
クス ２

猪口 修道／著 日経ＢＰ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1645 政治学のすすめ ２１世紀学問のすすめ ２ 猪口 邦子／編 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

1646 むらと原発 窪川原発計画をもみ消した四万十の人びと 猪瀬浩平著 農山漁村文化協会

1647 意外な世界史 歴史を楽しむ発想法 井野瀬 久美恵／著 井野瀬 久美惠／著 ＰＨＰ研究所 16 (５ 宗教 歴史)

1648
ことばの訓練教室 書く技術 [悪文から素直な文章へのマ
ニュアル]

一ノ坪俊一 日本経済新聞社 19 (８ 美術 芸術)

1649
アジア流儀 旅する人と暮らす人のために Ａｒｉａｄｎｅ
ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ

猪原 英雄／文 アリアドネ企画 17 (６ 総記 社会科学)

1650 一乗谷炎上 信長と朝倉義景 井ノ部 康之／著 幻冬舎 20 (９ 小説)

1651 旅のことば 認知症とともによりよく生きるためのヒント
井庭崇編著 岡田誠編著 慶應義塾大学井庭崇研
究室著  認知症フレンドリージャパン・イニシ
アチブ著

丸善出版

1652 尼僧ヨアンナ 他ｑ謔S版 東欧の文学
Ｊ・イヴァシュキェヴィッチ／著 福岡 星児／
訳

恒文社 24 (１３ 全集)

1653
おはなし会ガイドブック 小学生向きのプログラムを中心
に

茨木啓子編・著 平田美恵子編・著 湯沢朱実
編・著

こぐま社 17 (６ 総記 社会科学)

1654 汲む 詩画集 茨木 のり子／詩 宇野 亜喜良／絵 ザイロ 19 (８ 美術 芸術)

1655 竜馬にであった少年 文研じゅべにーる いぶき彰吾作 小林葉子絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

1656 四十九日のレシピ ポプラ文庫  い４－２ 伊吹有喜〔著〕 ポプラ社

1657
とっさの判断ができる人 仕事をレベルアップさせる
「勘」の磨き方

伊吹 卓／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

1658 日本文学全集 第４１巻 井伏鱒二集 井伏鱒二 集英社 24 (１３ 全集)



1659 日本文学全集 ２２ 井伏 鱒二 新潮社 24 (１３ 全集)

1660 徴用中のこと 井伏 鱒二／著 講談社 20 (９ 小説)

1661 日本文学全集 ４３ 井伏鱒二 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1662 昭和文学全集 第１０巻 井伏鱒二、宇野千代、永井龍男、井上靖 小学館 24 (１３ 全集)

1663 子ぎつねヘレンの１０のおくりもの いまい まさこ／作 田中 伸介／画 文芸社 62 (２４ 絵本 西)

1664 こちら第三社会部
今井詔二著 吉田弥生著 〔白石まみノベライ
ズ〕

ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

1665 高度１万メートルから見た雲たち 今井正子写真・文 綾一解説 成山堂書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1666 こぐまのともちゃん 日本傑作絵本シリーズ いまいみこ作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1667
おりがみで春夏秋冬切り絵かざり はさみだけでだれでも
かんたんにつくれちゃう！

いまいみさ著 毎日新聞出版

1668 てづくりおもちゃの本 こどもがほんとによろこんだ！ いまいみさ著 もうりみき絵 毎日新聞社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1669 日本経済の反撃 今井 澂／著 ＴＢＳブリタニカ 17 (６ 総記 社会科学)

1670 ユリのふしぎ 科学のアルバム ９４ 今井 国勝／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1671
ちょっとしたリハビリのためのレクリエーションゲーム１
２ヵ月 高齢者ケアのためのゲーム＆遊びシリーズ ４

今井 弘雄／著 黎明書房 19 (８ 美術 芸術)

1672 テンはロッジのお客さん あかねノンフィクション ３
今井 万岐子／文 今井 国勝／写真 藤岡 奈保
子／画

あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1673 影響力を解剖する 依頼と説得の心理学 今井 芳昭／著 福村出版 17 (６ 総記 社会科学)

1674 そうげんの どうぶつ １ フローラル
今泉 吉典／監修 サンドロ・ナルディーニ／絵
神沢 利子／文

学研 5 (学習室)

1675 ペット と かちく フローラル
今泉 吉典／監修 サンドロ・ナルディーニ／絵
神戸 淳吉／文

学研 5 (学習室)

1676 みずべや うみの どうぶつ フローラル
今泉 吉典／監修 サンドロ・ナルディーニ／絵
内山 洋子／文

学研 5 (学習室)

1677 もりの どうぶつ フローラル
今泉 吉典／監修 サンドロ・ナルディーニ／絵
永田 洋平／文

学研 5 (学習室)

1678 学校犬クロの一生 みんなに愛され石像になった 今泉耕介作 日高康志画 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



1679 いちばん！の図鑑 ニューワイド学研の図鑑ｉ 今泉忠明〔ほか〕監修 学研教育出版  学研マーケティング（発売）

1680 世界珍獣図鑑 オリクテロプス自然博物館シリーズ 今泉忠明著 人類文化社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1681 特選わが家の鍋料理 今泉 久美／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1682 はっけんずかんどうぶつ はじめてのしぜん絵本
今泉 忠明／監修 山口 正義／絵 山口 まさよ
し／絵

学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1683 なぜ小学生が“荒れる”のか 学級解体の危機を超えて 今泉 博／著 山崎 隆夫／著 太郎次郎社 17 (６ 総記 社会科学)

1684 そうげんの どうぶつ ２ フローラル
今泉 吉典監修 サンドロ・ナルディーニ絵 永
田 洋平文

学研 5 (学習室)

1685 図説・昭和の歴史 第6巻 大戦への道 今井清一/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1686 でんでんだいこいのち 今江 祥智／文 片山 健／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1687 そよ風とわたし おはなし名作絵本２３ 今江 祥智／文 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1688 小さな青い馬 おはなし名作絵本６ 今江 祥倶／文 宇野 亜喜良／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1689 ちからたろう むかしむかし絵本 ５
今江 祥智／文 田島 征三／絵 いまえ よしと
も／ぶん

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1690 日なたぼっこねこ おはなしランドくじらの部屋 ３ 今江 祥智／作 荒井 良二／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1691 しもやけぐま 今江 祥智／ぶん あべ 弘士／え 草土文化
30 (１９ 読み物 中学
年)

1692 猫の足あと 今江 祥智／著 長 新太／絵 小学館
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1693 あさごはんひるごはんばんごはん 今江 祥智／作 長 新太／絵 福武書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

1694 ぽけっとにいっぱい フォア文庫愛蔵版 今江 祥智／作 理論社 25 (１４ 児童書)

1695 やさしいハーブ生活への招待 香りと癒しにつつまれて 今川 加代子／著 今川 香代子／著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

1696 新・日本侠客１００選 新１００選シリーズ 今川 徳三／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1697 型抜き版画の技法 楽しいステンシル 今津 次朗／著 エム・ピー・シー 19 (８ 美術 芸術)

1698 とおかおくれのぼんおどり 今関 信子／作 おぼ まこと／絵 朔北社 61 (２３ 絵本 北)



1699 クマの子太郎 いのちのゆりかごシリーズ 今関 信子／作 岡本 順／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

1700 行きたいところへ行ける汽車 風の文学館 ２－３ 今関信子作 福田岩緒絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1701 七日間のウォーキング・ラリー 童心社・新創作シリーズ 今関 信子／作 おぼ まこと／画 童心社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1702 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ ４ 今関 信子／作 おぼ まこと／絵 国土社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1703 小犬の裁判はじめます 童心社・新創作シリーズ 今関 信子／作 おぼ まこと／画 童心社 20 (９ 小説)

1704 標準原色図鑑全集 菌類（きのこ・かび） １４ 今関六也/他二名/共著 保育社 5 (学習室)

1705 美しくなるフルーツ菓子 講談社のお料理ＢＯＯＫ 今田美奈子著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

1706 おかしなお菓子 ３ 今田 美奈子／著 文渓堂 19 (８ 美術 芸術)

1707 おかしなお菓子 １ 今田 美奈子／著 文渓堂

1708 クリスマスのお菓子 お菓子の絵本 今田 美奈子／著 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1709 健康に生き健康に病み健康に死ぬ 今中孝信著 天理教道友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1710 むささび星 おはなし名作絵本１１ 今西 祐行／文 斎藤 博之／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1711
犬たちをおくる日 この命、灰になるために生まれてきた
んじゃない ノンフィクション知られざる世界

今西乃子著 浜田一男写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1712 小さないのち まほうをかけられた犬たち 今西乃子文 浜田一男写真 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1713 犬たちの命を救え 麻酔４５分の壁 今西乃子著 浜田一男写真 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1714
ドッグ・シェルター 犬と少年たちの再出航 ノンフィク
ション知られざる世界

今西乃子著 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1715
世界を変えた日本の技術 ８ 人間の目をこえたカメラ 科
学読み物

今西乃子文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1716
ぼくの夢は学校へ行くこと バングラデシュ～紅茶畑の軒
下教室から～ 感動ノンフィクション

今西乃子文 浜田一男写真 佼成出版社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1717 一つの花 おはなし名作絵本 ２１ 今西 祐行／文 鈴木 義治／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1718 ヒロシマの歌 フォア文庫愛蔵版 今西 祐行／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)



1719
むしばくんにはまけないよ〓 ママといっしょによむえほ
ん 子どもの健康を考える絵本 ２

今西 孝博／構成・文 藤本 四郎／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

1720
むしばちゃんをやっつけろ！ ママといっしょによむえほ
ん 子どもの健康を考える絵本 １

今西 孝博／著 藤本 四郎／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

1721 ひとりたりない おはなしルネッサンス 今村 葦子／作 堀川 理万子／絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1722 おきなぐさ えほんのもり ２９ 今村 葦子／作 長谷川 知子／絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

1723 ぶな森のなかまたち 絵本・ちいさななかまたち 今村 葦子／作 遠藤 てるよ／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1724
くんくまくんとおやすみなさい こぐまのちいさなおはな
し ４

いまむらあしこ作 きくちきょうこ絵 あすなろ書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

1725 なきむし 文研の創作えどうわ 今村葦子作 菊池恭子絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

1726 冤罪弁護士 今村核著 旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

1727 富本銭と謎の銀銭 貨幣誕生の真相 今村啓爾著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

1728 ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子／作 山野辺 進／画 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

1729 こもり森のわすれなぐさ わくわくどうわかん 今村 葦子／文 神山 ますみ／絵 ほるぷ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

1730 いたずらっこうみにでる 新しい日本の幼年童話 今村 葦子／作 西巻 茅子／絵 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

1731 おじいちゃんのタイム・マシン 今村 葦子／著 岩淵 慶造／絵 あすなろ書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

1732 さよならクックー 心にのこる文学 ９ 今村 葦子／作 中釜 浩一郎／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1733 ポイポイ鳥のうたう日 文研ブックランド 今村 葦子／著 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

1734 なつかげの丘 あかね創作読物シリーズ １９ 今村 葦子／作 浜田 洋子／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1735 つきまとわれて 今邑 彩／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1736 鋏の記憶 今邑 彩／著 角川書店 20 (９ 小説)

1737 盗まれて 今邑 彩／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1738 物理と関数論 新装 物理と数学シリーズ ２ 今村 勤／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



1739 物理と行列 物理と数学シリーズ １ 今村 勤／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1740 物理とグリーン関数 新装 物理と数学シリーズ ４ 今村 勤／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1741 物理とフーリエ変換 新装 物理と数学シリーズ ３ 今村 勤／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1742 語りによる日本の民話 ９ 熊本 天草 ・本渡の民話 今村義孝・泰子/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1743
ドラッカ－とトヨタ式経営 成功する企業には変わらぬ基
本原則がある

今村龍之助 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

1744 今森光彦昆虫記 今森光彦 福音館書店 6 (あのね文庫)

1745 だれかさん 今森光彦切り絵 内田麟太郎文 アリス館

1746 ダンゴムシ やあ！出会えたね １ 今森光彦文・写真 アリス館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1747 カブトムシクワガタムシずかん ものしりスーパー図鑑 今森 光彦／写真・文 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1748
だれだかわかるかい？ むしのかお かがくのとも傑作集
どきどきしぜん

今森 光彦／ぶん・写真 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1749 森の小さなアーティスト たくさんのふしぎ傑作集 今森 光彦／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1750 わたしの庭 今森光彦 クレヨンハウス
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1751 いっしょがいいね！ えほん・おかあさんといっしょ いもと ようこ／作 リーブル 61 (２３ 絵本 北)

1752 おはよう 国際版絵本 いもと ようこ／絵・文 至光社 61 (２３ 絵本 北)

1753 ましろのあさ いもと ようこ／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

1754 すきになりそう… いもとようこ絵と文 至光社 61 (２３ 絵本 北)

1755 子どもとお母さんのためのお話 日本のお話 いもと ようこ／絵 西本 鶏介／文 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1756 子どもとお母さんのためのお話 世界のお話 いもと ようこ／絵 西本 鶏介／文 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1757 あいうえお（あ～そ） あかちゃんのためのえほん いもとようこ/絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)

1758 あいうえお（た～ほ） あかちゃんのためのえほん いもとようこ/絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)



1759 あいうえお（ま～ん） あかちゃんのためのえほん いもとようこ/絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)

1760 あいうえおのえほん いもとようこ/え よこたきよし/ぶん 金の星社 62 (２４ 絵本 西)

1761 どうぶつ（１） あかちゃんのためのえほん いもとようこ/絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)

1762 日本文学全集 現代詩集 ６７ 伊良子清白・蒲原有明・山村暮鳥・富永太郎等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1763
イリインの人間のあゆみ 第2巻 ヒトの誕生から原始社会
へ（１）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1764
イリインの人間のあゆみ 第2巻 ヒトの誕生から原始社会
へ（２）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1765
イリインの人間のあゆみ 第3巻 ヒトの誕生から原始社会
へ（３）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1766 イリインの人間のあゆみ 第4巻 古代の人びと（１） イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1767 イリインの人間のあゆみ 第5巻 古代の人びと（２） イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1768 イリインの人間のあゆみ 第6巻 古代の人びと（３） イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1769
イリインの人間のあゆみ 第７巻 中世と科学の夜明け
（１）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1770
イリインの人間のあゆみ 第８巻 中世と科学の夜明け
（２）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1771
イリインの人間のあゆみ 第９巻 中世と科学の夜明け
（３）

イリイン・セガ－ル 樹下節/訳 理論社 7 (大型本)

1772 入江泰吉写真集 奈良大和路 入江 泰吉 日本カメラ社 13 (２ 県一般書)

1773 入江泰吉の大和路 ５ 入江 泰吉／著 小学館 13 (２ 県一般書)

1774 入江泰吉の大和路 ４ 入江 泰吉／著 小学館 13 (２ 県一般書)

1775 入江泰吉の大和路 １ 入江 泰吉／著 小学館 13 (２ 県一般書)

1776 入江泰吉自伝 「大和路」に魅せられて 入江泰吉／著 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

1777 花大和 入江 泰吉／撮影 保育社 12 (１ 郷土資料)

1778 邂逅 入江泰吉仏像写真の世界 入江 泰吉／著 近畿日本ツーリスト 12 (１ 郷土資料)



1779 入江泰吉 大和路巡礼/平城京 １ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1780 入江泰吉 大和路巡礼/飛鳥・葛城古道 ２ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1781 入江泰吉 大和路巡礼/斑鳩の里 ６ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1782 入江泰吉 大和路巡礼/佐保路 ４ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1783 入江泰吉 大和路巡礼/西ノ京 ５ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1784 入江泰吉 大和路巡礼/山の辺古道・室生 ３ 入江 泰吉／著 集英社 12 (１ 郷土資料)

1785 秘籍 江戸文学選 第５巻 春情妓談水揚帳 他 入江智英/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)

1786 入江泰吉 大和路巡礼/飛鳥・葛城古道 ２ 入江 泰吉 集英社 12 (１ 郷土資料)

1787 漢詩入門 漢詩・漢文入門選書 １ 入谷 仙介／著 日中出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1788 世界ユ－モア文学全集 第6巻 十二の椅子 イリフ、ぺトロフ 江川 卓／訳 筑摩書房 5 (学習室)

1789 パンダともだちたいそう 講談社の幼児えほん いりやまさとし作 講談社

1790 パンダなりきりたいそう 講談社の幼児えほん いりやまさとし作 講談社

1791 なんでもただ会社 世界の子どもライブラリー
ニコラ＝ド＝イルシング／作 末松 氷海子／訳
垂石 真子／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1792 図説・昭和の歴史 第11巻 経済大国 色川大吉/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1793 明治大正図誌 第7巻 関東 色川大吉・新井勝紘/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1794 明治大正図誌 第6巻 東北 色川大吉・逸見英夫・佐藤憲一/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1795 ちくま日本文学全集 ００８ 色川武大 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1796 引越貧乏 新潮社 色川武大 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1797 ちか１００かいだてのいえ 岩井 俊雄／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

1798 ちか１００かいだてのいえ 岩井 俊雄／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)



1799 花月夜綺譚 怪談集 岩井志麻子〔ほか〕著 ホーム社 22 (１１ 小説)

1800 淫らな罰 岩井志麻子著 光文社 20 (９ 小説)

1801 私小説 岩井志麻子著 講談社 20 (９ 小説)

1802 痴情小説 岩井志麻子著 新潮社 20 (９ 小説)

1803 薄暗い花園 岩井志麻子著 双葉社 20 (９ 小説)

1804 チャイ・コイ 岩井志麻子著 中央公論新社 20 (９ 小説)

1805 がふいしんぢゆう 合意情死 岩井志麻子著 角川書店 20 (９ 小説)

1806 自由恋愛 岩井志麻子著 中央公論新社 20 (９ 小説)

1807 邪悪な花鳥風月 岩井志麻子著 集英社 20 (９ 小説)

1808 夜啼きの森 岩井志麻子著 角川書店 20 (９ 小説)

1809 一所懸命 岩井三四二著 講談社 20 (９ 小説)

1810 浪々を選びて候 岩井三四二著 講談社 20 (９ 小説)

1811 月ノ浦惣庄公事置書 岩井三四二著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1812 旬の魚はなぜうまい 岩井保 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

1813
日本の年中行事百科 １ 正月  --民具で見る日本人のくら
しＱ＆Ａ

岩井宏實/監修 河出書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1814
日本の年中行事百科 ２ 春--民具で見る日本人のくらしＱ
＆Ａ

岩井宏實/監修 河出書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1815
日本の年中行事百科 ３ 夏--民具で見る日本のくらしＱ＆
Ａ

岩井宏實/監修 河出書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1816
日本の年中行事百科 ４ 秋・冬--民具で見る日本のくらし
Ｑ＆Ａ

岩井宏實/監修 河出書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1817
日本の年中行事百科 ５ 民具小事典 索引--民具で見る日
本人のくらしＱ＆Ａ

岩井宏實/監修 河出書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1818 江戸時代図誌 第18巻 畿内 二 岩井宏美/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



1819 明治大正図誌 第12巻 近畿 岩井宏美・西川幸治・森谷尅久/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1820 日本十進分類法新訂８版－９版本表対照表 巌 礼吉 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

1821 日本十進分類法新訂８版－９版本表対照表 巌 礼吉／編著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

1822 宇宙・地球 サイエンスコミック ５
岩上 直幹／責任編集 羽絵 かげひこ／シナリ
オ 熊谷 さとし／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1823 すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城 範枝／作 松村 公嗣／絵 福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1824 火をつくる シリーズ子どもとつくる ２ 岩城 正夫／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

1825 郷土史事典 奈良県 ２８ 岩城隆利編 昌平社 13 (２ 県一般書)

1826
「勇」なきリーダーが国を滅ぼす 経済改革なくして日本
再生なし

岩国 哲人／著 ハローケイエンターテインメント 17 (６ 総記 社会科学)

1827 次代を創る あなたにも日本が変えられる 岩国 哲人／著 学研 17 (６ 総記 社会科学)

1828 湖を読む 自然景観の読み方 １０ 岩熊 敏夫／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1829 空気がなくなる日 おはなし名作絵本２４ 岩倉 政治／文 二俣 英五郎／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1830 野生ゾウの世界 科学のアルバム １７ 岩合 徳光／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1831
わたしはクジラ岬にすむクジラといいます 偕成社おはな
しポケット

岩佐めぐみ作 高畠純絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1832 木のなまえノート 知ってそうなの？会えてなるほど いわさゆうこ作 文化学園文化出版局
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1833 これ食べていいの？ 恐るべき食品汚染 いわさ 恵美／著 新日本出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1834 こどもウィンドウズ９５マニュアル 岩佐 澄男／著 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1835 黄砂 その謎を追う 岩坂泰信著 紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1836 分解博物館 英和ビジュアルディクショナリー 岩坂 彰／ほか訳 同朋舎出版 5 (学習室)

1837 たにし長者 日本の民話えほん 岩崎 京子／文 長野 ヒデ子／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

1838 ねずみのよめいり 日本の民話えほん 岩崎 京子／文 二俣 英五郎／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)



1839 かさこじぞう むかしむかし絵本 ３
岩崎 京子／文 新井 五郎／絵 いわさき きょ
うこ／ぶん

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

1840 みつけたよ ちひろ美術館コレクション絵本 ６ いわさき ちひろ／絵 結城 昌子／文・構成 小学館 61 (２３ 絵本 北)

1841 うみぼうず 日本の民話えほん 岩崎京子文 村上豊画 教育画劇

1842
園児のためのはじめてのおべんとう 子どものハートを
ばっちりつかむ失敗なしのおべんとう作り レディブ
ティックシリーズ ２３８７ 料理

岩崎啓子〔著〕 ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

1843
太陽系を旅する スペースアートへの招待 講談社カル
チャーブックス １０７

岩崎 一彰／著 講談社

1844 まぼろし城のがんこひめ ＰＨＰ創作シリーズ 岩崎 京子／作 田代 三善／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

1845
犬もあるけば夢しばい 新いろはことわざ童話集 ことわざ
童話館 ７

岩崎 京子／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

1846 古墳時代の知識 考古学シリーズ ６ 岩崎 卓也／著 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1847 日本の意匠事典 岩崎 治子／著 岩崎美術社 5 (学習室)

1848 日本の名峰６ 飯豊・朝日連峰 岩沢 正平 山と渓谷社 7 (大型本)

1849 日本の名峰７ 磐梯・吾妻・那須 岩沢 正平 山と渓谷社 7 (大型本)

1850
お父さんのための入門アウトドア 手軽なハイキングから
本格キャンプまで 何

岩沢 亮／著 かんき出版 19 (８ 美術 芸術)

1851 どうぶつふうせん 岩瀬 成子／作 ささめや ゆき／絵 ほるぷ出版 61 (２３ 絵本 北)

1852 金色の象 岩瀬成子作 北見葉胡絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1853 イタチ帽子 おはなしメリーゴーランド 岩瀬 成子／作 長 新太／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1854 子どもたちの森 あかねおはなし図書館 ２１
岩瀬 成子／作 伊勢 英子／絵 いせ ひでこ／
絵

あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

1855
「うそじゃないよ」と谷川くんはいった ＰＨＰ創作シ
リーズ

岩瀬 成子／作 味戸 ケイコ／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

1856 新聞が面白くない理由 岩瀬 達哉／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

1857 新校庭の雑草 ３版 野外観察ハンドブック 岩瀬 徹／ほか共著 全国農村教育協会 17 (６ 総記 社会科学)

1858 自然と友だちになる法-④ 森の野草 岩瀬徹 他３名 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



1859 でてくるでてくる 岩田明子作・絵 ひかりのくに

1860 世界の歴史 １０ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1861 世界の歴史 １１ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1862 世界の歴史 １３ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1863 世界の歴史 １４ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1864 世界の歴史 １５ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1865 世界の歴史 １６ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1866 世界の歴史 ２ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案・構成 三上 修平シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1867 世界の歴史 ３ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案・構成 三上 修平シナリオ 久松
文雄漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1868 世界の歴史 ４ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案・構成 三上 修平シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1869 世界の歴史 ５ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案・構成 三上 修平シナリオ 久松
文雄漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1870 世界の歴史 ６ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 三上 修平シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1871 世界の歴史 ７ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案／構成 柳川 創造シナリオ 久松
文雄漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1872 世界の歴史 ９ 学習漫画 世界の歴史
岩田 一彦立案・構成 三上 修平シナリオ 古城
武司漫画

学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1873 世界なぞ！ふしぎ！事典 遺跡編１
岩田 一彦／文 理論社／編 理論社・ふしぎ事
典編集室／編

理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1874 世界なぞ！ふしぎ！事典 遺跡編２
岩田 一彦／文 理論社／編 理論社・ふしぎ事
典編集室／編

理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1875 世界なぞ！ふしぎ！事典 遺跡編３
岩田 一彦／文 理論社／編 理論社・ふしぎ事
典編集室／編

理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1876 わたしたちの学校 １ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1877 わたしたちの学校 ２ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1878 わたしたちの学校 ３ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



1879 わたしたちの学校 ４ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1880 わたしたちの学校 ５ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1881 わたしたちの学校 ６ 版画作品集 岩田 健／編著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1882
世界の歴史１２ 集英社版・学習漫画 ヨ－ロツパのアジア
進出

岩田一彦 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1883 世界の歴史 人物事典 岩田 一彦 柳川 創作シナリオ 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1884 世界の歴史 できごと事典 学習漫画 世界の歴史 岩田 一彦 柳川創造シナリオ 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1885 痔と上手につきあう本 健康ライブラリー 岩垂 純一／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1886
雲の大研究 大自然の贈りもの 気象の不思議がよくわか
る！

岩槻秀明著 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1887 岩手県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ３ 岩手県高等学校教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

1888 金属器登場 岩永 省三 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

1889 これからどうなる２１ 予測・主張・夢 岩波書店編集部編 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

1890 定年後 「もうひとつの人生」への案内 岩波書店／編 岩波書店編集部／編 岩波書店

1891 逆引き広辞苑 岩波書店／編 岩波書店辞典編集部／編 岩波書店 5 (学習室)

1892 岩波科学百科 岩波書店／編 岩波書店編集部／編 岩波書店 5 (学習室)

1893 一切語るなかれ ★ 東条英機一族の戦後★ 岩波由布子/著者 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

1894 月の光 岩橋邦枝著 講談社 20 (９ 小説)

1895 泡沫の秋 岩橋 邦枝／著 新潮社 20 (９ 小説)

1896 樋口一葉 群像日本の作家 ３ 岩橋 邦枝／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

1897 空を失くした日 岩橋 昌美／著 中央公論社 20 (９ 小説)

1898 わたしの古典 ２２ 岩橋邦枝の誹風柳多留 岩橋邦枝 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



1899 レモンたんていおきなさい！ おもしろ童話館 ８ 岩間 久美子／作 加藤 晃／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

1900 メダカのたんじょう 子どもたのしいかがく 岩松 鷹司／さく 森上 義孝／え 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1901 風の草原 トガリ山のぼうけん  １ いわむら かずお／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1902 雲の上の村 トガリ山のぼうけん⑦ いわむら かずお／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1903 空飛ぶウロロ トガリ山のぼうけん  ４ いわむら かずお／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1904 ゆうだちの森 トガリ山のぼうけん  ２ いわむら かずお／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1905 よーくかんがえるカエルくん いわむら かずお／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1906 もっとかんがえるカエルくん いわむら かずお／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1907 １４ひきのとんぼいけ 岩村 和明／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1908 まだかんがえるカエルくん 岩村 和朗／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

1909 あいつのすず トガリ山のぼうけん ６ 岩村 和朗／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1910 かんがえるカエルくん 岩村 和朗／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

1911 ウロロのひみつ トガリ山のぼうけん ５ 岩村 和朗／文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1912 １４ひきのあさごはん 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1913 １４ひきのこもりうた 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1914 １４ひきのさむいふゆ 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1915 １４ひきのひっこし 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1916 １４ひきのぴくにっく 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1917 １４ひきのやまいも 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1918 １４ひきのあきまつり 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)



1919 １４ひきのせんたく 岩村 和朗／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1920 月夜のキノコ トガリ山のぼうけん  ３ いわむらかずお文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1921 てっぺんの湖 トガリ山のぼうけん  ８ いわむらかずお文・絵 理論社 25 (１４ 児童書)

1922 月夜の子うさぎ 岩村 和朗／作 いわむら かずお／作 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

1923 １４ひきのおつきみ 岩村 和朗／さく いわむら かずお／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

1924 目で見る社会保障法教材 岩村 正彦／編著 菊池 馨実／編著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

1925 みんなで家族 ＰＨＰ創作シリーズ 岩本 敏男／作 おがわ まさこ／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

1926
｢稼ぐ人｣だけが知っている！ １３の気づき 人生と会社を
急上昇させる実践的ノウハウ

岩元 貴久 フォレスト出版株式会社 17 (６ 総記 社会科学)

1927 あまつぶさん くもさん なにを みた フローラル イワン・ガンチェフ作／絵 高田 敏子文 学研 5 (学習室)

1928 いろ いろ いろ にじのくに フローラル イワン・ガンチェフ作／絵 間所 ひさこ文 学研 5 (学習室)

1929 ふしぎな きしゃの おくりもの」 イワン・ガンチェフ/作・絵 岡本一郎/文 学習研究社 63 (２５ 絵本 南)

1930 キッパーところころハムスター ミック・インクペン作 角野栄子訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

1931 日本の古道 歴史を歩く インターナショナル・ワークス編著 幻冬舎 13 (２ 県一般書)

1932 気の養生法 于 永昌／著 春秋社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1933
中国 静かなる革命 官製資本主義の終焉と民主化へのグラ
ンドビジョン

呉軍華 日本経済新聞出版社 17 (６ 総記 社会科学)

1934 夢はワールドカップ あかね・新えほんシリーズ １０ ティム・ヴァイナー作 川平慈英訳 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

1935
子うさぎヌップのふわふわふとん あかね・新えほんシ
リーズ ４

タルリーサ・ヴァルスタ作絵 稲垣美晴訳 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

1936 名前のない人 Ｃ・Ｖ・オールズバーグ 村上春樹 河出書房新社 62 (２４ 絵本 西)

1937 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ絵と文 村上春樹訳 あすなろ書房

1938
ハリス・バーディック年代記 １４のものすごいものがた
り

Ｃ．Ｖ．オールズバーグほか著 村上春樹ほか
訳

河出書房新社



1939 魔法のホウキ
Ｃ・Ｖ・オールズバーグ／絵・文 村上 春樹／
訳

河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

1940 いまいましい石
Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵・文 村上 春樹／
訳

河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

1941 日本の水はよみがえるか ＮＨＫライブラリー ３６ 宇井 純／著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1942 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

1943 かようびのよる
デヴィッド・ウィーズナー／作・絵 当麻 ゆか
／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

1944 ３びきのぶたたち デイヴィッド・ウィーズナー作 江国香織訳 ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

1945 フランダースの犬 ウィーダ／原作 いもと ようこ／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

1946 フランダースの犬 母をたずねて 世界の名作 ２
ウィーダ原作 神沢利子文 中谷千代子絵 デ・
アミーチス原作 清水たみ子文 水沢泱絵

世界文化社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1947 地球環境の事典 宇井純/他２名/監修 三省堂 5 (学習室)

1948 雨ごいの少年ピック 古代マヤのお話 デイビッド・ウィズネスキー／作 寺岡 襄／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

1949 ベータ･カロチン がんを防ぎ健康を守る ウィ－タ－ 著 四童子 好広 他 訳 東京化学同人
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1950 視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック作 林田康一訳 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

1951 ひとしずくの水 ウォルター・ウィック／作 林田 康一／訳 あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1952
日本の伝統を伝える仕事 茶道講師 華道講師 和装師 マン
ガ 知りたい！なりたい！職業ガイド

ヴィットインターナショナル企画室編集 ほるぷ出版 19 (８ 美術 芸術)

1953
スノー・ベアー フラヴィアのお話 評論社の児童図書館・
絵本の部屋 ドリーム ・メイカー・スト ...

フラヴィア・ウィードゥン／絵 リサ・Ｗ・ギ
ルバート／文 とき ありえ／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

1954
ぞうの王子 北欧の昔話より 評論社の児童図書館・絵本の
部屋 ドリーム ・メイカー・スト ...

フラヴィア・ウィードゥン／絵 リサ・Ｗ・ギ
ルバート／文 とき ありえ／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

1955
月の娘 日本の民話より 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ドリーム ・メイカー・スト ...

フラヴィア・ウィードゥン／絵 リサ・Ｗ・ギ
ルバート／文 とき ありえ／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

1956
ドリーム・メイカー アラブの伝承より 評論社の児童図書
館・絵本の部屋 ドリーム ・メイカー・スト ...

フラヴィア・ウィードゥン／絵 リサ・Ｗ・ギ
ルバート／文 とき ありえ／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

1957 世界文学全集 １８ ヴィニー・ミュッセ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

1958 少年少女世界文学館３ ロミオとジュリエット ウィリアム＝シェイクスピア 講談社 25 (１４ 児童書)



1959 ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ 作 せた ていじ 訳 評論社 6 (あのね文庫)

1960
しあわせいっぱい荘にやってきたワニ 世界傑作童話シ
リーズ

アーシュラ・ウィリアムズさく 吉上恭太やく
堀川理万子え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1961 ベンジャミンのたからもの ガース・ウイリアムズ作 こだまともこ訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

1962 あいのうた 講談社の翻訳絵本 ピュア・セレクション
サム・ウィリアムズ文 ミク・モリウチ絵 中川
ひろたか訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

1963 かあさんのいす あかねせかいの本  ８
ベラ Ｂ．ウィリアムズ／作・絵 佐野 洋子／
訳

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

1964 しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ
ガース・ウイリアムズ／ぶん・え 松岡 享子／
やく まつおか きょうこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

1965 生物はなぜ進化するのか サイエンス・マスターズ ９
ジョージ・ウィリアムズ／著 長谷川 真理子／
訳

草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1966 ママったらわたしのなまえをしらないの
スーザン・ウィリアムズ／さく アンド
リュー・シャケット／え 石井 睦美／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

1967 ペンギン大百科
トニー・Ｄ．ウィリアムズ／ ... ペンギン会
議／訳

平凡社 5 (学習室)

1968 スクーターでジャンプ！ ジョイ・ストリート
ベラ・Ｂ・ウィリアムズ／作 絵 斉藤 倫子／
訳 斎藤 倫子／訳

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1969 スーザンはね…… 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジーン・ウィリスぶん トニー・ロスえ もりか
わみわやく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

1970 モンスター・ストーム あらしがきたぞ！
ジェニー・ウィリス／文 スーザン・バーレイ
／絵 前沢 明枝／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

1971
二人の小さな家 世界傑作童話シリーズ  クワイナー一家
の物語  ７

シーリア・ウィルキンズ／作 ダン・アンドレ
イアセン／画 土屋 京子／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1972 十字路の小さな町 世界傑作童話シリーズ
マリア・Ｄ．ウィルクス作 ダン・アンドレイ
アセン画 土屋京子訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1973 おとぎばなしはだいきらい チア・ブックス ９
ジャクリーン・ウィルソン作 ニック・シャ
ラット絵 稲岡和美訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1974 交通の歴史 目で見る歴史年表 写真でたどる人類の創造
アンソニー・ウィルソン／著 インターカル
チュラル・グル ...

学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

1975 生き物たちの神秘生活
エドワード・Ｏ・ウィルソン／著 広野 喜幸／
訳

徳間書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1976 ナチュラリスト 上 Ｅ．Ｏ．ウィルソン／著 荒木 正純／訳 法政大学出版局
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1977 ナチュラリスト 下 Ｅ．Ｏ．ウィルソン／著 荒木 正純／訳 法政大学出版局
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

1978
プレイリードッグの罠 Ｋノベルス ０７７ トムとリズの
事件ノー ト

エリック・ウィルソン／作 神鳥 統夫／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



1979 みそっかすなんていわせない チア・ブックス ２
ジャクリーン・ウィルソン／作 ニック・シャ
ラット／絵 小竹 由美子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1980 番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ
リチャード・ウィルバー／さく 松岡 享子／や
く 大社 玲子／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1981 フェルメール ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
アーサー・Ｋ．ウィーロック ... 黒江 光彦／
訳

美術出版社 7 (大型本)

1982
あらしのくれたおくりもの Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅ
ｔｉｔ〉

エリザベス・ウィンスロップ ... ウェン
ディ・ワトソン／え 村岡 美枝／やく

福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1983
ママ ほんとうにあったおはなし つなみでママをなくした
カバのあかちゃんがあたらしいママをみつけるまで

ジャネット・ウィンター作 福本友美子訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

1984 カイウスはばかだ 岩波少年文庫 ヘンリー・ウィンターフェルト 関楠生 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

1985 チョッキー ジョン・ウインダム／著 金 利光／訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1986 困った子供の育て方 ジェイムズ・ウィンデル／著 村山 寿美子／訳 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

1987 ブルーバック
ティム・ウィントン作 小竹由美子訳 橋本礼奈
画

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1988 障害を理解しよう ２ 耳の不自由な人たち マギー・ウーリー文 茂木俊彦監訳 京兼玲子訳 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

1989 山びとの動物誌 紀州・果無山脈の春秋 宇江敏勝の本 ３ 宇江 敏勝／著 新宿書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

1990 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス作 菱木晃子訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

1991 為吉 北町奉行所ものがたり 宇江佐真理著 実業之日本社

1992 日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐真理著 講談社 20 (９ 小説)

1993 我、言挙げす 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1994 卵のふわふわ 八丁堀喰い物草紙・江戸前でもなし 宇江佐真理著 講談社 20 (９ 小説)

1995 桜花（さくら）を見た 宇江佐真理著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1996 黒く塗れ 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著 文芸春秋 20 (９ 小説)

1997 神田堀八つ下がり 河岸の夕映え 宇江佐真理著 徳間書店 20 (９ 小説)

1998 玄冶店の女 宇江佐真理著 幻冬舎 20 (９ 小説)



1999 あやめ横丁の人々 宇江佐真理著 講談社 20 (９ 小説)

2000 斬られ権佐 宇江佐真理著 集英社 20 (９ 小説)

2001 涙堂 琴女癸酉日記 宇江佐真理著 講談社 20 (９ 小説)

2002 おぅねぇすてぃ 明治浪漫 宇江佐真理著 祥伝社 20 (９ 小説)

2003 甘露梅 お針子おとせ吉原春秋 宇江佐真理著 光文社 20 (９ 小説)

2004 余寒の雪 宇江佐真理著 実業之日本社 20 (９ 小説)

2005 さらば深川 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2006
世界を変えた日本の技術 ６ 世界の食生活を変えた奇跡の
めん 科学読み物

上坂和美文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2007 こびとのおくりもの こどものとも傑作集 １０ 上沢 謙二／再話 荻 太郎／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2008 時代別 奈良を歩く 歩く旅シリーズ 植条 則夫 山と渓谷社 13 (２ 県一般書)

2009 セカンドムーン 上杉那郎〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

2010 魔導師さまの弟子なのだ。 ソロモンの封印 上杉光/作 むっちりむうにい/絵 ポブラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2011 クリスマスの幽霊 Ｗｅｓｔａｌｌ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
ロバート・ウェストール作 ジョン・ロレンス
絵 坂崎麻子訳  光野多惠子訳

徳間書店

2012
ブラッカムの爆撃機 チャス・マッギルの幽霊 ぼくを作っ
たもの

ロバート・ウェストール作 宮崎駿編 金原瑞人
訳

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2013 “機関銃要塞”の少年たち 児童図書館・文学の部屋 ロバート・ウェストール作 越智道雄訳 評論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2014 ゴーストアビー ＹＡ Ｄａｒｋ ロバート・ウェストール著 金原瑞人訳 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2015 猫の帰還 ＷＥＳＴＡＬＬ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ロバート・ウェストール作 坂崎麻子訳 徳間書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2016 遠い日の呼び声 ウェストール短編集 WESTALL COLLECTION ロバート・ウェストール 野沢佳織 徳間書店 62 (２４ 絵本 西)

2017
手作りのリース リース、ガーランド、スワッグ、リング
四

パメラ・ウェストランド／著 奥本 裕昭／訳 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

2018 弟の戦争 ロバート・ウェストール／作 原田 勝／訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



2019
かかし 今－、やつらがやってくる Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃ
ｅ

ロバート・ウェストール／作 金原 瑞人／訳 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2020 スタ－トレック指揮官の条件 ウェス･ロバ－ツ／ビル・ロス 著 岸川 靖 訳 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

2021 この街の夜 上田 英津子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

2022 大和の三角鮎を尋ねて （下巻） 上田 倖弘 ぶよお堂 13 (２ 県一般書)

2023 大和の三角點を尋ねて （上巻） 上田 倖弘 ぶよお堂 13 (２ 県一般書)

2024 デジタル一眼基本＆撮影ワザ 写真が上手くなる 上田晃司著 インプレスジャパン  インプレスコミュニケーションズ（発売）

2025
デジタル一眼構図テクニック事典１０１ 写真がもっと上
手くなる  写真表現に効く構図の技術を完全解説。

上田晃司監修 岡本洋子監修 ＧＯＴＯＡＫＩ監
修  関谷浩監修  たかはしうみ監修  ミゾタユ
キ監修

インプレスジャパン  インプレスコミュニケーションズ（発売）09 (新刊書)

2026 「ゲノム」の衝撃 Ｂ＆Ｔブックス 上田昇著 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2027
お菓子のレシピがどんどん広がる５つの基本 オレンジ
ページＣＯＯＫＩＮＧ

上田 悦子／著 オレンジページ 19 (８ 美術 芸術)

2028 講談社新大字典 普及版 上田 万年／ほか共編 講談社 12 (１ 郷土資料)

2029 日本型システムの終焉 自分自身を生きるために 上田 紀行／著 法蔵館 17 (６ 総記 社会科学)

2030 探訪古代の道 第１巻 上田 正昭／編 法蔵館 13 (２ 県一般書)

2031 探訪古代の道 第２巻 上田 正昭／編 法蔵館 13 (２ 県一般書)

2032 探訪古代の道 第３巻 上田 正昭／編 法蔵館 13 (２ 県一般書)

2033
まほうつかいのでし ゲーテのバラードによる 日本傑作絵
本シリーズ

上田 真而子／文 斎藤 隆夫／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2034
からだによく効くお風呂の入り方 美容と健康にお役立
ち！こんなにすごい、お

植田 理彦／著 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2035
咲く花の奈良 21世紀をめざし世界に開く奈良・大和路 ２
１世紀をめざし世界に開く奈良・大和路

上田 繁潔 ぎょうせい 13 (２ 県一般書)

2036 かさどろぼう
シビル・ウェッタシンハ作・絵 いのくまよう
こ訳

徳間書店

2037 きつねのホイティ 世界傑作絵本シリーズ
シビル・ウェッタシンハ／さく 松岡 享子／や
く まつおか きょうこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2038 ねこのくにのおきゃくさま 世界傑作絵本シリーズ
シビル・ウェッタシンハ／さく 松岡 享子／や
く まつおか きょうこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



2039 お髷番承り候 寵臣の真 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2040 お髷番承り候 鳴動の徴 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2041 お髷番承り候 流動の渦 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2042 お髷番承り候 奸闘の緒 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2043 お髷番承り候 君臣の想 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2044 お髷番承り候 傾国の策 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2045 お髷番承り候 血族の澱 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2046 お髷番承り候 潜謀の影 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2047 お髷番承り候 騒擾の発 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2048 お髷番承り候 登竜の標 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2049 斬馬衆お止め記 破矛 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2050 斬馬衆お止め記 御盾 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2051 将軍家見分役元八郎 風雅剣 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2052 将軍家見分役元八郎 蜻蛉剣 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2053 将軍家見分役元八郎 孤狼剣 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2054 将軍家見分役元八郎 波濤剣 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2055 将軍家見分役元八郎 無影剣 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2056 将軍家見分役元八郎 竜門の衛 上田秀人 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2057 妾屋昼兵衛女帳面  遊郭狂奔 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2058 妾屋昼兵衛女帳面 寵姫裏表 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



2059 妾屋昼兵衛女帳面  女城暗闘 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2060 妾屋昼兵衛女帳面 色里攻防 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2061 妾屋昼兵衛女帳面  側室顛末 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2062 妾屋昼兵衛女帳面  旦那背信 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2063 妾屋昼兵衛女帳面  拝領品次第 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2064 妾屋昼兵衛女帳面  閨之陰謀 上田秀人 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2065 表御番医師診療禄1 切開 上田秀人 角川文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2066 表御番医師診療禄2縫合 上田秀人 角川文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2067 表御番医師診療禄3解毒 上田秀人 角川文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2068 表御番医師診療禄4悪血 上田秀人 角川文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2069 表御番医師診療禄5摘出 上田秀人 角川文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2070 コラボ   －フランス・ジャンヌの時－ 上田 康宏 星雲社 20 (９ 小説)

2071
「折れない心」をつくるたった１つの習慣 青春新書ＰＬ
ＡＹ ＢＯＯＫＳ  Ｐ－９１９

植西 聰 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

2072 サヨナラ、学校化社会 上野千鶴子著 太郎次郎社 17 (６ 総記 社会科学)

2073
さりげなく思いやりが伝わる大和言葉 常識として知って
おきたい美しい日本語

上野誠著 幻冬舎

2074 ぼくらのジャングルクルーズ 理論社ライブラリー うえの あきお／作 出雲 公三／画 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2075 ただいま故障中 わたしの晩年学 上野 瞭／著 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2076 もしもし、こちらメガネ病院 キッズパラダイス 上野 瞭／作 古川 タク／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2077 グフグフグフフ グリーンフィールド 上野 瞭／作 青井 芳美／画 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2078 恋人といっしょになるでしょう 上野 歩／著 集英社 20 (９ 小説)



2079 チャコールグレイ 上野 歩／著 集英社 20 (９ 小説)

2080 上昇気流 上野 景子編 ビレッジプレス 19 (８ 美術 芸術)

2081
どっこい小沢一郎は生きている 全発言で探る、この男の
次の一手 ワニの選書

上之 二郎／著 ベストセラーズ
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2082 写真用語事典 上野 千鶴子／ほか共著 日本カメラ社 5 (学習室)

2083 トップランキング事典 上野 富美夫／編 東京堂出版 5 (学習室)

2084 ねずみくんのチョッキ 上野紀子/絵 なかえよしお/作 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2085
みんなのためのエイズ手帳 これだけは知っておきたいエ
イズに関する基

ジョナサン・ウェーバー／共著 アナベル・
フェリマン／共著 山本 俊一／共訳

西村書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2086
ワニのライル、おかあさんをみつける ワニのライルのお
はなし ５

バーナード・ウェーバー／さく 小杉 佐恵子／
やく

大日本図書 63 (２５ 絵本 南)

2087 ネズミなんていないでしょ？ あかねせかいの本
バーナード・ウェーバー／さく 長滝谷 富貴子
／やく ながたきや ふきこ／やく

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

2088
ワニのライルとどろぼうじけん ワニのライルのおはなし
６

バーナード・ウェーバー／さく 小杉 佐恵子／
やく

大日本図書 63 (２５ 絵本 南)

2089
ワニのライルは会社のにんきもの ワニのライルのおはな
し ７

バーナード・ウェーバー／さく 小杉 佐恵子／
やく

大日本図書 63 (２５ 絵本 南)

2090 獣の奏者 外伝 刹那 上橋 菜穂子／著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2091 鹿の王 上 生き残った者 上橋菜穂子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2092 鹿の王 下 還って行く者 上橋菜穂子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2093 獣の奏者 ４ 完結編 上橋菜穂子著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2094 獣の奏者 １ 闘蛇編 上橋菜穂子作 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2095 獣の奏者 ２ 王獣編 上橋菜穂子作 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2096 獣の奏者 ３ 探求編 上橋菜穂子著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2097 昭和文学全集 第14巻
上林暁、野口冨士男、八木義徳、壇一雄、和田
芳恵、川崎長太郎、木山提平、外村繁

小学館 24 (１３ 全集)

2098
現代中国の変革 社会主義システムの形成と変容 Ｓｅｋａ
ｉｓｈｉｓｏ ｓｅｍｉｎａｒ

上原 一慶／編 世界思想社 17 (６ 総記 社会科学)



2099 瓦を読む 上原 真人 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2100 赤いおおかみ
フリードリッヒ カール ヴェヒター／作 小沢
俊夫／訳

古今社 63 (２５ 絵本 南)

2101 読むクスリ ２５ 上前 淳一郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

2102 読むクスリ ２６ 上前 淳一郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

2103 読むクスリ ２４ 上前 淳一郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

2104 読むクスリ ２３ 上前 淳一郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

2105 読むクスリ ２２ 上前 淳一郎／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

2106 桑港にて 植松三十里著 新人物往来社 20 (９ 小説)

2107
本と人のための空間 図書館建築の新しい風 ＳＤ別冊 ３
１号

植松 貞夫／編 鹿島出版会／編 ＳＤ編集部／
編

鹿島出版会 17 (６ 総記 社会科学)

2108 アトピーを治して妊娠する本 植松光子 植松未来 農林漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2109 クリスマス・みんなで飾る ステキなアイデア９９種 上村 浩子／編著 星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2110 色紙百人一首 植村 和堂／著 二玄社 19 (８ 美術 芸術)

2111
2008年版 目で見る食品カロリ－事典（おかず・素材） カ
ロリ－＆塩分がひと目で」分かる！

上村素子/監修 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2112
日本の思想 土着と欧化の系譜 同時代ライブラリー ３４
２

上山 春平／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

2113
超かんたん家庭薬膳レシピ１３８ 症例別食べて効く健康
法

植山 美保／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2114 シンポジウム 伊勢神宮 上山 春平 人文書院 16 (５ 宗教 歴史)

2115 かえるくんどうしたの 改訂版 マックス・ベルジュイス文と絵 清水奈緒子訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

2116 かえるくんたびにでる マックス・ベルジュイス文と絵 清水奈緒子訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

2117
恐怖の透明人間 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １４ イ
ギ リス編

ウェルズ／原作 瀬川 昌男／訳・文 レオ・沢
鬼／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2118 タイムマシン フォア文庫愛蔵版 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／作 塩谷 太郎／訳 岩崎書店 25 (１４ 児童書)



2119
「介護保険」施設ガイド 病院から特別養護老人ホームま
で 関東編

ウェルネス医療情報センター編・著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

2120 屋敷の中のとらわれびと メニム一家の物語
シルヴィア・ウォー／作 小玉 知子／訳 佐竹
美保／絵

講談社 25 (１４ 児童書)

2121 荒野のコーマス屋敷 メニム一家の物語
シルヴィア・ウォー／作 小玉 知子／訳 佐竹
美保／絵

講談社 25 (１４ 児童書)

2122
ブロックルハースト・グローブの謎の屋敷 メニム一家の
物語

シルヴィア・ウォー／作 小玉 知子／訳 佐竹
美保／絵

講談社 25 (１４ 児童書)

2123
世界木材図鑑 世界中で最もよく使用されている用途の広
い木材１５０種を厳選

エイダン・ウォーカー総編集 ニック・ギブス
ほか共著 乙須敏紀訳

産調出版 19 (８ 美術 芸術)

2124 動物園のなぞ ボックスカー・チルドレン ２６ ガートルード・ウォーナー原作 中村妙子訳 日向房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2125 遊園地のなぞ ボックスカー・チルドレン ２５ ガートルード・ウォーナー原作 中村妙子訳 日向房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2126 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォーラ 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2127 ターナー ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ジョン・ウォーカー／著 千足 伸行／訳 美術出版社 7 (大型本)

2128 神話・伝承事典 失われた女神たちの復権
バーバラ・ウォーカー／著 山下 主一郎／ほか
共訳

大修館書店 5 (学習室)

2129
うえきやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵
本

フィービ・ウォージントン／ ... ジョーン・
ウォージントン／ ... 間崎 ルリ子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2130
せきたんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの
絵本

フィービ・ウォージントン／ ... セルビ・
ウォージントン／さ ... 石井 桃子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2131 パンやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本
フィービ・ウォージントン／ ... セルビ・
ウォージントン／さ ... 間崎 ルリ子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2132
ゆうびんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの
絵本

フィービ・ウォージントン／ ... セルビ・
ウォージントン／さ ... 間崎 ルリ子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2133
クマのあたりまえ ｔｅｅｎｓ’ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔ
ｉｏｎｓ  ３０

魚住 直子／著 植田 真／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2134 オレンジソース きらきらジュニアライブシリーズ 魚住直子著 西田多希絵 佼成出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2135 非・バランス 魚住 直子／著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2136 動く箱 魚住 陽子／著 新潮社 20 (９ 小説)

2137
一年間１０万円つくる、食べる、もてなす３６５日全記録
Ｋｏｄａｎｓｈａ ｓｏｐｈｉａ ｂｏｏｋｓ

魚柄仁之助著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

2138 ハネスうさぎのクリスマス 世界の絵本 バーナデット・ワッツ作 森山京訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)



2139 よるのおるすばん 評論社の児童図書館・絵本の部屋
マーティン・ワッデル／ぶん パトリック・ベ
ンソン／え 山口 文生／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

2140 マディソン郡の橋終楽章 ロバート・ジェームズ・ウォラー著 村松潔訳 ソニー・マガジンズ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2141 スローワルツの川 ロバート・ジェームズ・ウォラー 村松 潔／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2142
あしたもいっしょにあそんでくれる 評論社の児童図書
館・絵本の部屋

ジョン・ウォーラス／えとぶん 松川 真弓／や
く まつかわ まゆみ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

2143 ちいちゃなまあちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジョン・ウォーラス／えとぶん 松川 真弓／や
く まつかわ まゆみ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

2144
野ねずみハツラツ六つのぼうけん 子どもの文学・青い海
シリーズ ５

ジャン・ウォール／作 ピーター・パーナル／
絵 山下 明生／訳

童話館出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2145 くまとハンフリー
ジャン・ウォール／文 ウィリアム・ジョイス
／絵 山内 智恵子／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

2146 おばあちゃんがいったのよ
ジル・ペイトン・ウォルシュ ... ソフィー・
ウィリアムズ／え 遠藤 育枝／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

2147 鉄の枷 ミネット・ウォルターズ／著 成川 裕子／訳 東京創元社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2148 タイ料理 ウィークエンド・クッキング ２１
ヒレア・ウォルデン／著 野間 けい子／訳 Ｄ
ａｖｉｄ Ｇｉｌｌ／撮影

ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2149 怒れ！日本の中流階級 カレル・ヴァン・ウォルフレン著 鈴木主税訳 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

2150 水のゆくえ 宇神 幸男／著 角川書店 20 (９ 小説)

2151
ディズニープリンセスニュー・ストーリー ４ シンデレ
ラ・リトル・マーメイド・白雪姫・眠れる森の美女・美女
と野獣

うさぎ出版編集 うさぎ出版 63 (２５ 絵本 南)

2152 十歳の戦慄 第一作品集 宇佐美游著 講談社 20 (９ 小説)

2153
基本とコツがきちんとわかる おせち料理とほめられレシ
ピ

牛尾理恵 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2154 ２年３組にんじゃクラス 元気がでる童話 ２年生 牛嶋浩美本文絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2155 遊ＹＯＵキッズベースボール 牛島 和彦／著 ベースボール・マガジン社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2156 歴史から学ぶ 奈良の災害史 牛山 素行 奈良県総務部知事公室 防災統括室 12 (１ 郷土資料)

2157 身近な気象・気候調査の基礎 牛山素行編 古今書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2158 夕海子 薄井ゆうじ著 アートン 20 (９ 小説)



2159 湖底 薄井ゆうじ著 双葉社 20 (９ 小説)

2160 テレビが夢を見る日 碓井 広義／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

2161 環境ジャパン１９９９ 地球環境と日本の明日を読む 碓氷 尊／編著 グレン・パオレット／編著 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2162 神々のパラドックス 薄井 ゆうじ／著 講談社 20 (９ 小説)

2163 枕時計の女 薄井 ゆうじ／著 実業之日本社 20 (９ 小説)

2164 台風娘 薄井 ゆうじ／著 講談社 20 (９ 小説)

2165 青の時間 Ｂｕｎｓｈｕｎ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ 薄井 ゆうじ／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2166 透明な方舟 薄井 ゆうじ／著 講談社 20 (９ 小説)

2167 北陸幻夢譚 異界の恋人たち 薄井 ゆうじ／著 講談社

2168 誘蛾灯 宇田博著 朝日新聞出版サービス（制作） 20 (９ 小説)

2169
フランス語ライブ教室 「発信」できるフランス文法参考
書

宇田川 博／著 駿河台出版社 19 (８ 美術 芸術)

2170
反則先生 ５年２組のレッドカード白書 Ｆｏｒ ｂｏｙｓ
ａｎｄ ｇｉｒｌｓ ８

宇田川 優子／作 佐藤 真紀子／絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2171 標準原色図鑑全集 飼鳥 家畜 １８ 宇田川竜男/著者 保育社 5 (学習室)

2172 標準原色図鑑全集 海岸動物 １６ 内海富士夫/監修 西村三郎・鈴木克美/共著 保育社 5 (学習室)

2173
地球温暖化とその影響 生態系・農業・人間社会 ポピュ
ラーサイエンス

内嶋 善兵衛／著 裳華房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2174
ゆらぐ地球環境 地球・生物・ヒトの持続的共生をめざし
て

内嶋 善兵衛／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2175 日本の名峰１１ 妙高・戸隠・志賀 内田 修 山と渓谷社 7 (大型本)

2176 日本の名峰２３ 穂高連峰と乗鞍岳 内田 修 山と渓谷社 7 (大型本)

2177 たんていロンロン 内田 かずひろ／著 主婦と生活社 62 (２４ 絵本 西)

2178 フィナーレのない殺人 内田 康夫 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



2179 不知火海 内田 康夫 講談社 20 (９ 小説)

2180 中央構造帯 内田 康夫 講談社 20 (９ 小説)

2181 萩殺人事件 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2182 汚れちまった道 内田 康夫 祥伝社 20 (９ 小説)

2183 砂冥宮 内田 康夫 実業之日本社

2184 北の街物語 内田 康夫 中央公論社 20 (９ 小説)

2185 神苦楽島 上 内田 康夫／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

2186 神苦楽島 下 内田 康夫／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

2187 日光殺人事件 カッパ・ノベルス 内田 康夫／著 光文社 20 (９ 小説)

2188 若狭殺人事件 カッパ・ノベルス 内田 康夫／著 光文社 20 (９ 小説)

2189 がたごとがたごと 絵本・こどものひろば 内田 麟太郎／文 西村 繁男／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

2190 ともだちや 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2191 とってもいいこと 内田 麟太郎／文 荒井 良二／絵 クレヨンハウス 61 (２３ 絵本 北)

2192 ワニぼうのやまのぼり 内田 麟太郎／文 高畠 純／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

2193 あいつもともだち 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2194 こんにちはおにさん 内田 麟太郎／作 広野 多珂子／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

2195 あしたもともだち 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2196 ありがとうともだち 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2197 ごめんねともだち 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2198 ともだちくるかな 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)



2199 ともだちひきとりや 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2200 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎／文 高畠 純／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

2201 たか～いたか～い こどものくに傑作絵本 内田 麟太郎／作 本信 公久／絵 金の星社 62 (２４ 絵本 西)

2202 あしたもともだち 内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2203 なつはうみ 内田 麟太郎／文 村上 康成／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2204 うそつきのつき 内田 麟太郎／作 荒井 良二／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

2205 つぎは３丁目 絵本・ちいさななかまたち 内田 麟太郎／作 長野 ヒデ子／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

2206 そらとぶアヒル 絵本・ちいさななかまたち 内田 麟太郎／文 長 新太／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

2207 いつの日か旅に出よう 内田春菊著 中央公論新社 20 (９ 小説)

2208 カソウケンへようこそ おうちの中の非実用？サイエンス 内田麻理香著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2209 操縦不能 Ｐｉｌｏｔ ｉｎ ｃｏｍｍａｎｄ ３ 内田幹樹著 原書房 20 (９ 小説)

2210
機体消失 タイフーン・トラップ Ｐｉｌｏｔ ｉｎ ｃｏｍ
ｍａｎｄ ２

内田モトキ著 原書房 20 (９ 小説)

2211 遺譜 上 浅見光彦最後の事件 〔浅見光彦シリーズ〕 内田康夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20 (９ 小説)

2212 遺譜 下 浅見光彦最後の事件 〔浅見光彦シリーズ〕 内田康夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20 (９ 小説)

2213 地の日天の海 上 内田康夫著 角川書店 20 (９ 小説)

2214 地の日天の海 下 内田康夫著 角川書店 20 (９ 小説)

2215 中央構造帯 講談社ノベルス 内田康夫著 講談社 33 (２２ 文庫本)

2216 上海迷宮 内田康夫著 徳間書店 20 (９ 小説)

2217
他殺の効用 内田康夫ミステリー・ワールド Ｊｏｙ ｎｏ
ｖｅｌｓ

内田康夫著 有楽出版社 20 (９ 小説)

2218 イタリア幻想曲 貴賓室の怪人 ２ 内田康夫著 角川書店 20 (９ 小説)



2219 十三の冥府 内田康夫著 実業之日本社 20 (９ 小説)

2220
竜神の女（ひと） 内田康夫と５人の名探偵 Ｊｏｙ ｎｏ
ｖｅｌｓ

内田康夫著 有楽出版社 20 (９ 小説)

2221 Ｅｓｃａｐｅ 消えた美食家 内田康夫著 徳間書店 20 (９ 小説)

2222 化生の海 内田康夫著 新潮社 20 (９ 小説)

2223 贄門島 上 内田康夫著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2224 贄門島 下 内田康夫著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2225 不知火海 講談社ノベルス 内田康夫著 講談社 20 (９ 小説)

2226 秋田殺人事件 カッパ・ノベルス 内田康夫著 光文社 20 (９ 小説)

2227 ユタが愛した探偵 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 内田康夫著 徳間書店 20 (９ 小説)

2228 氷雪の殺人 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 内田康夫著 実業之日本社 20 (９ 小説)

2229 箸墓幻想 内田康夫著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

2230 鯨の哭く海 内田康夫著 祥伝社 20 (９ 小説)

2231 貴賓室の怪人 「飛鳥」編 内田康夫著 角川書店 20 (９ 小説)

2232 いつだってともだち おれたち、ともだち！  〔１２〕 内田麟太郎作 降矢なな絵 偕成社

2233 ともだちごっこ おれたち、ともだち！  〔１０〕 内田麟太郎作 降矢なな絵 偕成社

2234 よろしくともだち おれたち、ともだち！  〔１１〕 内田麟太郎作 降矢なな絵 偕成社

2235 さみしがりやのサンタさん カラフルえほん  １ 内田麟太郎作 沢田としき絵 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

2236 えんまとおっかさん カラフルえほん  ９ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2237 お正月さんありがとう えほんのぼうけん  ２３ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2238 ぎゅっとだっこ七五三 キラキラえほん  ９ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)



2239 わたしのおひなさま カラフルえほん  ２ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2240 おばけの花見 キラキラえほん  １ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2241 カミさま全員集合！ レインボーえほん  ４ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2242 たぬきのおつきみ えほんのマーチ  ７ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2243 ねがいぼしかなえぼし えほんのマーチ  １４ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2244 ねこの手かします わくわくえどうわ 内田麟太郎作 川端理絵絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

2245 おかあさんになるってどんなこと わたしのえほん 内田麟太郎文 中村悦子絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

2246 ふくはうちおにもうち えほんのマーチ １０ 内田麟太郎作 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2247 ともだちや 内田麟太郎作 降矢なな絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2248 十二支のおはなし えほんのマーチ １ 内田麟太郎文 山本孝絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2249 いただきますおいしいね こぐまのくーくん絵本 内田麟太郎作 みやざきひろかず絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

2250 ウミガメの海岸 森の新聞 ５ 内田 至／著 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2251 彼が泣いた夜 内田 春菊／著 角川書店 20 (９ 小説)

2252 おさかな話 内田 春菊／著 ぶんか社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2253 あたしが海に還るまで 内田 春菊／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2254 リウマチハンドブック 内田 詔爾／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2255 タイムトラベル さまよえる少年兵 創作児童文学館 １３ 内田 庶／作 鴇田 幹／絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2256 生命医療を求めて 続 内田 久子／著 日本教文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2257 にんげんのたまご いわさき創作童話 １９ 内田 浩示／作 古味 正康／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

2258 「奇」の発想 みんな『少年マガジン』が教えてくれた 内田 勝／著 三五館 17 (６ 総記 社会科学)



2259 藍色回廊殺人事件 内田 康夫／著 講談社 20 (９ 小説)

2260 赤い雲伝説殺人事件 内田 康夫／著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

2261 蜃気楼 内田 康夫／著 講談社 20 (９ 小説)

2262 後鳥羽伝説殺人事件 内田 康夫／著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

2263 怪談の道 内田康夫 角川書店 20 (９ 小説)

2264 箱庭 内田康夫 講談社 20 (９ 小説)

2265 イーハトーブの幽霊 内田 康夫／著 中央公論社 20 (９ 小説)

2266 記憶の中の殺人 内田 康夫／著 講談社 20 (９ 小説)

2267 口臭バイバイ！！ お口のさわやかエステ 知恵の本 内田 安信／著 出版芸術社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2268
便秘・下痢・痔の人の食事 器質性便秘・常習性便秘・急
性下痢・慢性下 新健康になるシリーズ １４

内田 雄三／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2269 おおきなかぶ こどものとも傑作集 ２６ 内田 莉莎子／再話 佐藤 忠良／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2270 おおきなかぶ こどものとも傑作集 ２６ 内田 莉莎子／再話 佐藤 忠良／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2271
くった のんだ わらった ポーランド民話 こどものとも傑
作集 ５８

内田 莉莎子／再話 佐々木 マキ／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2272
パンのかけらとちいさなあくま リトワニア民話 こどもの
とも傑作集 １０

内田 莉莎子／再話 堀内 誠一／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2273 ゆきむすめ こどものとも傑作集 ３５ 内田 莉莎子／再話 佐藤 忠良／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2274 すぐ役立つ新・山の写真の撮り方 内田 良平／著 東京新聞出版局 19 (８ 美術 芸術)

2275 はるまでおあずけ ベネッセのえほん 内田 麟太郎／文 村上 康成／絵 ベネッセコーポレーション 63 (２５ 絵本 南)

2276 おいでおいでおいで ほっぺっぺえほん
内田 麟太郎／作 長野 ヒデ子／作 うちだ り
んたろう／作

童心社 62 (２４ 絵本 西)

2277 こちょこちょこちょ ほっぺっぺえほん
内田 麟太郎／作 長野 ヒデ子／作 うちだ り
んたろう／作

童心社 62 (２４ 絵本 西)

2278 ほっぺほっぺほっぺ ほっぺっぺえほん
内田 麟太郎／作 長野 ヒデ子／作 うちだ り
んたろう／作

童心社 62 (２４ 絵本 西)



2279 だじゃれことわざ変事件 おはなしメリーゴーランド 内田 麟太郎／作 長 新太／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2280
医薬品業界 外資ＶＳ国内メ－カ－の攻防 攻める外資の戦
略と迎え撃つ国内メ－カ－の対応策

内田 伸一 ぱる出版 17 (６ 総記 社会科学)

2281 死線上のアリア カッパ・ノベル 内田康夫 光文社 20 (９ 小説)

2282 終わった人 内館牧子著 講談社

2283 転がしお銀 内館牧子著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2284 忘れないでね、わたしのこと 内館牧子著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2285 女は三角男は四角 内館 牧子／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2286 必要のない人 内館 牧子／著 角川書店 20 (９ 小説)

2287 朝ごはん食べた？ 内館 牧子／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2288 ちくま日本文学全集 ００５ 内田百聞 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2289 伊香保殺人事件 長編推理小説 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2290 小樽殺人事件 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2291 神戸殺人事件 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2292 札幌殺人事件 下 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2293 札幌殺人事件 上 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2294 長崎殺人事件 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2295 博多殺人事件 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2296 姫島殺人事件 長編推理小説 書下ろし 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2297 沃野の伝説 下 長編推理小説 内田 康夫 光文社 20 (９ 小説)

2298 軽井沢殺人事件 角川文庫 内田 康夫 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



2299 倉敷殺人事件 光文社文庫 内田 康夫 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2300 津和野殺人事件 光文社文庫 内田 康夫 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2301 夏泊殺人岬 徳間文庫 内田 康夫 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2302 沃野の伝説 上 カッパ・ノベルス 内田康夫 光文社 20 (９ 小説)

2303 鬼首殺人事件 カッパ・ノベルス 内田康夫 光文社 20 (９ 小説)

2304 地球環境大事典（特装版） 今「地球」を救う本 内田安茂/編集人 ＵＴＡＮ編集部編 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2305 飛翔--私のハ－ドル 内田玲子 玄同社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2306 悲しみの前に 内田玲子 内田玲子事務局出版部
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2307 内田玲子の育児のＱ＆Ａ 困っている人へアドバイス 内田 玲子 玄同社 19 (８ 美術 芸術)

2308 竹細工の絵本 つくってあそぼう １７
うちむら えつぞう・こんどう ゆきお へん つ
ちはし えつこ え

農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2309 時宗立つ 内村幹子著 新人物往来社 20 (９ 小説)

2310 ミーアキャットの家族 そうえんしゃ・写真のえほん  ９ 内山 晟／写真 江口 絵理／文 そうえん社 61 (２３ 絵本 北)

2311 ライオン いきものスーパー百科 ３ 内山 晟／写真・文 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2312 子どもたちの時間 山村から教育をみる 子どもと教育 内山 節／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

2313 樹海旅団 内山 安雄／著 新潮社 20 (９ 小説)

2314 マニラ・パラダイス 内山 安雄／著 集英社 20 (９ 小説)

2315
世界を変えた日本の技術 ２ ネット社会を彩るカラー液晶
科学読み物

宇津木聡史文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2316 安徳天皇漂海記 宇月原晴明著 中央公論新社 20 (９ 小説)

2317 かあさんをまつふゆ
ジャクリーン・ウッドソン／文 Ｅ．Ｂ．ルイ
ス／絵 さくま ゆみこ／訳

光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

2318
わたしは、わたし 鈴木出版の海外児童文学  この地球を
生きる子どもたち

ジャクリーン・ウッドソン／作 さくま ゆみこ
／訳

鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



2319 世界ユ－モア文学全集 第４巻 マリナ－氏ご紹介 他1件 ウッドハウス 井上 一夫／訳 筑摩書房 5 (学習室)

2320 ブッシュの戦争 ボブ・ウッドワード著 伏見威蕃訳 日本経済新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2321 犬の大研究 未知へのとびら 宇都宮直子著 茨木祥之画 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2322 その夏ぼくらがしたこと ＰＨＰ創作シリーズ 内海隆一郎作 狩野富貴子絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

2323 朝の音 内海隆一郎著 朝日新聞社 20 (９ 小説)

2324 大づち小づち 内海隆一郎著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2325 家族ホテル 内海 隆一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

2326 居酒屋志願 内海 隆一郎／著 小学館 20 (９ 小説)

2327 北のジム 内海 隆一郎／著 集英社 20 (９ 小説)

2328 街の匂い 内海 隆一郎／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2329 みんなの木かげ ＰＨＰ創作シリーズ 内海 隆一郎／作 茨木 祥之／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2330 翼ある船は 内海 隆一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

2331 百面相 内海 隆一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

2332 紙芝居をつくる シリーズ子どもとつくる ２６ 右手 和子／ほか著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

2333 ヒツジのおくりもの たくさんのふしぎ傑作集 宇土 巻子／文 沼野 正子／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2334
農は過去と未来をつなぐ 田んぼから考えたこと 岩波ジュ
ニア新書  ６６２

宇根豊著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2335 田んぼの忘れもの 宇根 豊／著 葦書房 19 (８ 美術 芸術)

2336 百歳ゆきゆきて 宇野 千代／著 世界文化社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2337 女医の贖罪 鵜野峻著 新生出版 20 (９ 小説)

2338 できる！スポーツテクニック ３ サッカー 宇野勝監修 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



2339 幸福人生まっしぐら 新装版 宇野 千代／著 大和書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2340 不思議な事があるものだ 宇野 千代／著 中央公論社 20 (９ 小説)

2341
私何だか死なないような気がするんですよ 心とからだに
ついての２８２の知恵

宇野 千代／著 海竜社

2342 現代商業・流通辞典 宇野 政雄／ほか編著 中央経済社 5 (学習室)

2343 日本文学全集 第30巻 宇野浩二集 宇野浩二 集英社 24 (１３ 全集)

2344 日本文学全集 ２９ 宇野浩二・葛西善三・牧野信一 筑摩書房 24 (１３ 全集)

2345 私のしあわせ人生 宇野千代 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2346 日本文学全集 第４９巻 宇野千代・中里恒子集 宇野千代・中里恒子 集英社 24 (１３ 全集)

2347 宇宙の法則 前編 逆説の真理が運命を拓く 宇場 稔 セルフ・ヒーリング実践研究会 17 (６ 総記 社会科学)

2348 わたしの古典 ５ 生方たつゑの 蜻蛉日記・和泉式部日記 生方たつゑ 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2349 天地明察 冲方 丁／著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

2350 子盗り 海月ルイ著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2351 うみにん - うみ やま たにの 物語 うみにん研究会 栗原幹夫/発行者 ＫＫベストセラ－ズ 62 (２４ 絵本 西)

2352
おりづるの旅 さだこの祈りをのせて ＰＨＰにこにこえほ
ん

うみのしほ作 狩野富貴子絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

2353
折り鶴は世界にはばたいた 平和への祈り・折り鶴をめぐ
る人びとの物語 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション

うみの しほ／作 高田 三郎／絵 ＰＨＰ研究所
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2354 じいちゃんさま 梅佳代 リトルモア 62 (２４ 絵本 西)

2355 男子 梅佳代 リトル・モア 62 (２４ 絵本 西)

2356
自分らしく生き、自分らしく死ぬための哲学入門 ニー
チェからギリシャへ遡る人生哲学

梅香 彰／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

2357 日本の未来へ 司馬遼太郎との対話 梅棹忠夫編著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

2358 明治大正図誌 第10巻 京都 梅棹忠夫・森谷尅久/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



2359 ちくま日本文学全集 ０４４ 梅崎春生 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2360 昭和文学全集 第20巻 梅崎春生、安岡章太郎、島尾敏雄、吉行淳之介 小学館 24 (１３ 全集)

2361 日本の名峰３ 日高・夕張・増毛 梅沢 俊 山と渓谷社 7 (大型本)

2362 カッコーすず風とうげみち 絵本の泉 ４ 梅田 俊作／作・絵 梅田 佳子／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2363 十三夜はおそろしい 絵本・ちいさななかまたち 梅田 俊作／作 梅田 佳子／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

2364 がまんだがまんだうんちっち えほん・ドリームランド ９ 梅田 俊作・佳子・海緒／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2365
おやつがほーいどっさりほい 新日本出版社の絵本 ふれあ
いシリーズ ３

梅田 俊作・ 梅田 佳子／作 新日本出版社 61 (２３ 絵本 北)

2366 月の学校 梅田俊作作・絵 梅田佳子作・絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2367 しらんぷり 梅田 俊作／作・絵 梅田 佳子／作・絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2368 ぼくはエッチになりました 梅田 俊作／作・画 梅田 佳子／作・画 草土文化
30 (１９ 読み物 中学
年)

2369 三井の晩鐘 梅原 猛／文 池田 一憲／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

2370 哲学の創造 ２１世紀の新しい人間観を求めて 梅原 猛／著 福井 謙一／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2371 海の回廊 梅原 稜子／著 新潮社 20 (９ 小説)

2372 現代語訳 日本の古典 １ 古事記 梅原猛 学研 24 (１３ 全集)

2373 人間の美術 第1巻 縄文の神秘 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2374 人間の美術 第2巻 稲と権力 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2375 人間の美術 第3巻 仏教の幻惑 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2376 人間の美術 第4巻 平城の爛熟 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2377 人間の美術 第5巻 浄土の彼方へ 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2378 人間の美術 第6巻 末世の絵模様 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)



2379 人間の美術 第7巻 バサラと幽玄 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2380 人間の美術 第8巻 黄金とクルス 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2381 人間の美術 第9巻 伝統と再生 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2382 人間の美術 第10巻 浮世と情念 梅原猛/監修者 学習研究社 7 (大型本)

2383
こどものことばは暮らしから生まれる ことばの遅いこど
もの育ち

梅村浄著 晶文社 17 (６ 総記 社会科学)

2384 自然の中の人間シリーズ 昆虫と人間編 １ 梅谷 献二／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2385 自然の中の人間シリーズ 昆虫と人間編 ７ 梅谷 献二／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2386
支え合う人と人 セレクシヨン社会心理学－８ ソ－シヤ
ル・サポ－トの社会心理学

浦光博 サイエンス社 17 (６ 総記 社会科学)

2387 田舎暮らし日記 上 浦瀬さなみ グループわいふ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2388 田舎暮らし 下 浦瀬さなみ グループわいふ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2389 死ぬに時あり 浦瀬さなみ 株式会社 径書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2390 電話の応答が３時間でマスターできる 浦野 啓子／著 明日香出版社 17 (６ 総記 社会科学)

2391 みんなの地球 環境問題がよくわかる本 浦野 紘平／著 オーム社

2392 ピロの極意を一挙公開「ことば上手」 は仕事上手 浦野啓子 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

2393 コロー ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 マドレーヌ・ウール／著 田中 淳一／訳 美術出版社 7 (大型本)

2394 童話読んだり書いたり楽しもう 漆原 智良／著 ＫＴＣ中央出版 19 (８ 美術 芸術)

2395 おはなしのもうふ
フェリーダ・ウルフ文 ハリエット・メイ・サ
ヴィッツ文 エレナ・オドリオゾーラ絵  さく
まゆみこ訳

光村教育図書

2396 ぶらんこのすきなワニくん 世界の絵本
エミーリオ・ウルベルアーガ／絵 カトリン・
キッス／文 那須田 淳／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

2397 友情 フレッド・ウルマン著 清水徹訳 清水美智子訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2398 こうもりのルーファス 世界の絵本 １９
トミー・ウンゲラー／さく・え 萩谷 琴子／や
く はぎたに ことこ／やく

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)



2399 すてきな三にんぐみ アンゲラーの絵本 トミー＝アンゲラー いまえよしとも 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

2400 アデレード そらとぶカンガルーのおはなし トミー・ウンゲラー作 池内紀訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

2401 セラルダと人喰い 原本ほるぷ世界の絵本 トミー・ウンゲラー／絵 Doubleday 5 (学習室)

2402 江戸妖かし草子 海野弘著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2403 林と虫たちの一年 絵本図鑑シリーズ ４ 海野 和男／文・写真 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2404 江戸ふしぎ草子 海野 弘／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2405 だじゃれ しょくぶつえん 絵・高畠 純 文・中川・ひろたか 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

2406 だじゃれ すいぞくかん 絵・高畠 純 文・中川 ひろたか 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

2407 だじゃれどうぶつえん 絵・高畠 純 文・中川 ひろたか 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

2408 レオナルド
ヴォルフ・エァルブルッフ／さく 上野 陽子／
やく うえの ようこ／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

2409 あの世の妻へのラブレター 永六輔著 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2410 大往生 岩波新書 新赤版 ３２９ 永 六輔／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2411
インテリアコーディネーターになるには なるにはＢＯＯ
ＫＳ ５９

エイ・アイ・ケイ／編著 エイ・アイ・ケイ教
育情報部 ...

ぺりかん社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2412
ウィロビー・チェースのオオカミ 「ダイドーの冒険」シ
リーズ

ジョーン・エイキン作 こだまともこ訳 パッ
ト・マリオット画

冨山房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2413 しずくの首飾り
ジョーン・エイキン作 ヤン・ピアンコフス
キー絵 猪熊葉子訳

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2414 月のしかえし
ジョーン・エイキン／文 アラン・リー／絵 猪
熊 葉子／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

2415
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようにな
るすごい方法

Ｅｉｋｏ著 サンマーク出版

2416
庭木図鑑４５０ 永久保存版 プラントフォトガイドシリー
ズ

英国王立園芸協会／編 英国王立園芸協会／訳
英国王立園芸協会日本支部／訳

日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

2417
エネルギーを下げる料理のしかた早わかり 栄養と料理
フーズデータ ４

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2418
食品「いつも食べる量」のエネルギー・塩分 早わかり
「栄養と料理」フーズデータ ７

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2419 食品のエネルギー早わかり 栄養と料理フーズデータ ２
栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2420
スポーツする人の食品選び早わかり 「栄養と料理」フー
ズデータ ６

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2421
ダイエットのための食品選び早わかり 栄養と料理フーズ
データ ３

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2422
ミスのためのダイエットパターン早わかり 「栄養と料
理」フーズデータ １０

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2423
ミセスのためのダイエットパターン早わかり 「栄養と料
理」フーズデータ ９

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2424
野菜１日３００グラムのとり方早わかり 「栄養と料理」
フーズデータ ５

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2425
料理「いつも食べる量」のエネルギー・塩分 早わかり
「栄養と料理」フーズデータ ８

栄養と料理／編 女子栄養大学出版部『栄養と
...

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2426
初めての手作りお菓子とパン Ｃｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｔ
ｗｏ 基本の基本シリーズ ５

『栄養と料理』家庭料理研究 ... 女子栄養大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

2427
初めての料理魚と豆腐 Ｃｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｔｗｏ 基
本の基本シリーズ ２

『栄養と料理』家庭料理研究 ... 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2428
初めての料理ご飯とめん Ｃｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｔｗｏ
基本の基本シリーズ ４

『栄養と料理』家庭料理研究 ... 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2429 初めての料理肉と卵 基本の基本シリーズ １ 『栄養と料理』家庭料理研究 ... 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2430
初めての料理野菜と芋 Ｃｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｔｗｏ 基
本の基本シリーズ ３

『栄養と料理』家庭料理研究 ... 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2431 あかいはっぱきいろいはっぱ 福音館のかがくのほん ロイス・エイラトさく 阿部日奈子やく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2432 大往生 永 六輔 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

2433 きかんしゃホブ・ノブ こどものとも絵本
ルース・エインズワース作 上條由美子訳 安徳
瑛画

福音館書店

2434 ちいさなろば こどものとも傑作集
ルース・エインズワース作 石井桃子訳 酒井信
義画

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2435 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ
ルース・エインズワース作 荒このみ訳 山内ふ
じ江絵

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2436 チャールズのおはなし 世界傑作童話シリーズ
ルース・エインズワースさく 上条由美子やく
菊池恭子え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2437 グッディさんとしあわせの国 ルース・エインワース／作 河本 祥子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2438 こすずめのぼうけん こどものとも傑作集 ５７
ルース・エインワース／さく 堀内 誠一／え
石井 桃子／やく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



2439 ゆうびんやさんはだれ？ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインワース／作 河本 祥子／訳 絵 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2440 ゆかいな農場 世界傑作童話シリーズ
マルセル・エーメ／作 さとう あや／画 さく
ま ゆみこ／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2441 少年少女世界文学館１５ 飛ぶ教室 エーリッヒ＝ケストナー 講談社 25 (１４ 児童書)

2442 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 作 高橋健二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

2443 我、弁明せず。 江上剛著 ＰＨＰ研究所 20 (９ 小説)

2444 異端王道 江上剛著 東洋経済新報社 20 (９ 小説)

2445 騎馬民族は来た？来ない？ 江上 波夫 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2446
小学生のための自由研究・宿題アイディアブック １ 家庭
学習

江川 多喜雄／著 草土文化
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2447
小学生のための自由研究・宿題アイディアブック ２ 家庭
学習

江川 多喜雄／著 草土文化
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2448
小学生のための自由研究・宿題アイディアブック ３ 家庭
学習

江川 多喜雄／著 草土文化
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2449 新潮世界文学辞典 増補改訂 江川 卓／ほか編集 新潮社 5 (学習室)

2450 紙でつくる１２カ月 シリーズ子どもとつくる ３２ エキグチ クニオ／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

2451 ぼくとちびちゃん 江口 夏実／作・絵 新風舎 61 (２３ 絵本 北)

2452 部下の哲学 成功するビジネスマン２０の要諦 江口 克彦／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

2453 ミツビシトンボ 江口 学／文 村上 康成／絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)

2454
チリ・ペルー・ボリビア酒紀行！ Ａｒｉａｄｎｅ ｅｎｔ
ｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ

江口 まゆみ／文 小の もとこ／絵 アリアドネ企画 13 (２ 県一般書)

2455 赤い長靴 江国香織著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2456 思いわずらうことなく愉しく生きよ 江国香織著 光文社 20 (９ 小説)

2457 雨はコーラがのめない 江国香織著 大和書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2458 スイートリトルライズ 江国香織著 幻冬舎 20 (９ 小説)



2459 号泣する準備はできていた 江国香織著 新潮社 20 (９ 小説)

2460 とるにたらないものもの 江国香織著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2461 東京タワー 江国香織著 マガジンハウス 20 (９ 小説)

2462 ナナイロノコイ 恋愛小説 江国香織〔ほか著〕6名 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

2463 落下する夕方 江国 香織／著 角川書店 20 (９ 小説)

2464 なつのひかり 江国 香織／著 集英社 20 (９ 小説)

2465 慶弔俳句日録 ’９４ ... 人生春夏秋冬 江国 滋／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

2466 ちょうちんそで 江國香織 新潮社 20 (９ 小説)

2467 冷静と情熱のあいだ 江國香織 角川書店 20 (９ 小説)

2468 くまのプーさんのクリスマス えくにかおり/訳者 ブルース＝トーキントン 講談社 63 (２５ 絵本 南)

2469 環境問題を考える自由研究ガイド エコ実験研究会編 東京書籍
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2470 考古学の知識 考古学シリーズ １ 江坂 輝弥／著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

2471 金のりす 江崎 雪子／作 永田 治子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2472
こねこムーとふしぎなたね ポプラ社の新・小さな童話 １
４６ 江崎雪 子のこねこムーシ ...

江崎 雪子／さく 橋本 淳子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2473
こねこムーとミミィのぼうけん ポプラ社の新・小さな童
話 １１２ 江崎雪 子のこねこムーシ ...

江崎 雪子／さく 橋本 淳子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2474 １２歳、ぼくの夏 ジュニア文学館 ８
江崎 雪子／作 伊勢 英子／絵 いせ ひでこ／
絵

ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2475 想造力の育て方・鍛え方 江崎 玲於奈 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

2476 現代物理学 江沢 洋／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2477 園芸なんでも相談 ＮＨＫ趣味の園芸 江尻 光一／ほか著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

2478 百まいのドレス
エレナー・エスティス／作 石井 桃子／訳 ル
イス・スロボドキン／絵

岩波書店
30 (１９ 読み物 中学
年)



2479 神々の島マムダ 福音館創作童話シリーズ 江副 信子／作 スズキ コージ／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2480
かんたん・きれい絵あそび・おもちゃ・部屋かざり 高齢
者のレクリエーションシリーズ ２

枝常弘著 黎明書房 19 (８ 美術 芸術)

2481 歴史時代の知識 考古学シリーズ ７ 江谷 寛／著 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2482 薬の効き方・飲み方・使い方 越前宏俊著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2483 ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ作 たなべいすずやく 富山房 63 (２５ 絵本 南)

2484 ペニーさん マリー・ホール・エッツ作・絵 松岡享子訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

2485 もりのなか 世界傑作絵本シリーズ
マリー・ホール・エッツ／ぶ ... まさき るり
こ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2486 わたしとあそんで 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
マリー・ホール・エッツ／ぶ ... 与田 準一／
やく よだ じゅんいち／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2487
ポンペイ・奇跡の町 甦る古代ローマ文明 「知の再発見」
双書 １０

ロベール・エティエンヌ／著 阪田 由美子／訳
片岡 純子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

2488 古代ギリシア発掘史 「知の再発見」双書 ４６
ロラン・エティエンヌ／著 フランソワ・エ
ティエンヌ／著 松田 廸子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

2489 妻と私 江藤 淳 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2490 遠藤周作 群像日本の作家 ２２ 江藤 淳／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

2491 マネキン・フーガはぐるぐる回る ぶんけい童話館 １０ 江藤 初生／作 古川 タク／画 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

2492 戦国もぐら組 えとう 乱星／著 中央公論社 20 (９ 小説)

2493 占領史録 第④巻 日本本土進駐 江藤淳/責任編集 波多野澄雄/史料解題 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2494 占領史録 第①巻 降伏文書調印経緯 江藤淳/責任編集 波多野澄雄/史料解題 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2495 占領史録 第②巻 停戦と外交権停止 江藤淳/責任編集 波多野澄雄/史料解題 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2496 占領史録 第③巻 憲法制定経過 江藤淳/責任編集 波多野澄雄/史料解題 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2497 少年少女世界文学館１３ 黒猫・黄金虫 エドガー＝アラン＝ポー 講談社 25 (１４ 児童書)

2498 少年探偵 ７ 怪奇四十面相 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)



2499 少年探偵 ８ 地底の魔術王 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2500 少年探偵１ 怪人二十面相 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2501 少年探偵１０ 宇宙怪人 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2502 少年探偵１１ 奇面城の秘密 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2503 少年探偵１２ 黄金豹 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2504 少年探偵１３ サーカスの怪人 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2505 少年探偵１４ 夜光人間 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2506 少年探偵１５ 塔上の奇術師 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2507 少年探偵１６ 仮面の恐怖王 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2508 少年探偵１７ 鉄人Q 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2509 少年探偵１８ 魔王博士 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2510 少年探偵１９ 灰色の巨人 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2511 少年探偵２ 妖怪博士 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2512 少年探偵２０ 魔人ゴング 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2513 少年探偵２１ 海底の魔術師 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2514 少年探偵２２ 空飛ぶ二十面相 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2515 少年探偵２３ 悪魔人形 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2516 少年探偵２４ 鉄塔王国の恐怖 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2517 少年探偵２５ 黄金の怪獣 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2518 少年探偵２６ 二十面相の呪い 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)



2519 少年探偵２７ 黄金仮面 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2520 少年探偵２８ 呪いの指紋 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2521 少年探偵２９ 魔術師 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2522 少年探偵３ 少年探偵団 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2523 少年探偵３０ 大暗室 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2524 少年探偵３１ 赤い妖虫 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2525 少年探偵３２ 地獄の仮面 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2526 少年探偵３３ 黒い魔女 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2527 少年探偵３４ 緑衣の鬼 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2528 少年探偵３５ 地獄の道化師 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2529 少年探偵３６ 影男 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2530 少年探偵３７ 暗黒星 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2531 少年探偵３８ 白い羽根の謎 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2532 少年探偵３９ 死の十字路 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2533 少年探偵４ 青銅の魔人 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2534 少年探偵４０ 恐怖の魔人王 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2535 少年探偵４１ 一寸法師 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2536 少年探偵４２ 蜘蛛男 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2537 少年探偵４３ 幽鬼の塔 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2538 少年探偵４４ 人間豹 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)



2539 少年探偵４５ 時計塔の秘密 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2540 少年探偵４６ 三角館の恐怖 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2541 少年探偵５ 大金塊 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2542 少年探偵 ６ 透明怪人 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2543 少年探偵 ９ 電人Ｍ 江戸川乱歩全集 江戸川 乱歩／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

2544 ちくま日本文学全集 ０１９ 江戸川乱歩 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2545 最後の授業 フェリット・エドギュ／著 木原 興平／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2546
そこが知りたい！宇宙の不思議 図解 宇宙のビッグバンか
ら銀河の謎まで

エトヴァス／編 かんき出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2547 大きな火なわじゅう 世界こどもの文学
ウォルター・エドモンズ／著 白木 茂／訳 中
山正美／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2548 少年少女世界文学館２２ クオレ エドモンド＝デ＝アミーチス 講談社 25 (１４ 児童書)

2549
きかんぼのちいちゃいいもうと その１ ぐらぐらの歯 世
界傑作童話シリーズ

ドロシー・エドワーズさく 渡辺茂男やく 酒井
駒子え

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2550
NHK地球大紀行 １ 水の惑星 奇跡の旅立ち 引き裂かれる
大地 （アフリカ大地溝帯）

NHK取材班 NHK取材班 13 (２ 県一般書)

2551 NHK 地球大紀行 別巻１ 写真集 地球大紀行 地球を旅する NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

2552 NHK 地球大紀行 ４ 恐竜の谷の大異変 氷河期襲来 NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

2553
NHK 地球大紀行 ６ 多重バリアーが守る生命の星 太陽系
第三惑星 他

NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

2554
NHK 地球大紀行 ２ 残されていた原始の海 （オーストラ
リヤ西海岸）他

NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

2555
NHK 地球大紀行 ３ 巨大山脈の誕生 巨木の森、大地を覆
う

NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

2556 マーシャと くま 学研ワールド絵本３ Ｎ．Ａ．ウスチノフ／作・絵 川又一英／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

2557 偉大なる王 世界の冒険文学 ８
Ｎ・Ａ・バイコフ／原作 齊籐 洋／文 田中 豊
美／絵

講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2558
NHK 地球大紀行 ５ 移動する大砂漠 資源を産んだマグマ
噴出

NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)



2559
未知なる｢海」を科学する マリンバイオテクノロジーの挑
戦

ＮＴＴサイエンスフォーラム ＮＴＴ出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2560 写真集 紀州熊野 NPO紀州熊野応援団 株式会社陽幸社 19 (８ 美術 芸術)

2561 水と緑と光の大地 榎木 孝明／著 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

2562 おもちゃ文庫をつくる シリーズ親と子でつくる １８ 榎 強志／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

2563
ＮＨＫやってみようなんでも実験 第４集４ スイスイ推
進！ペットボトル船 理論社版

榎田政隆構成・文 後藤道夫監修 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2564 ＮＨＫやってみようなんでも実験 ２ 理論社版 榎田 政隆／構成・文 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2565 ＮＨＫやってみようなんでも実験 １ 理論社版 榎田 政隆／構成・文 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2566 桔梗屋の陰謀 時代小説集 榎本久水著 文芸社 20 (９ 小説)

2567 現代の日本陶芸 北陸・ ... 榎本 徹／ほか編集 塚原 康元／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2568 現代の日本陶芸 関東 １ 榎本 徹／ほか編集 草木 勝／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2569 現代の日本陶芸 関東 ２ 榎本 徹／ほか編集 斎藤 光治／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2570 現代の日本陶芸 東海 榎本 徹／ほか編集 横山 健蔵／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2571 現代の日本陶芸 近畿 １
榎本 徹／ほか編集 山本 建三／写真 塚原 康
元／写真

淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2572 現代の日本陶芸 近畿 ２ 榎本 徹／ほか編集 塚原 康元／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2573 現代の日本陶芸 山陽・四国 榎本 徹／ほか編集 草木 勝／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2574 現代の日本陶芸 山陰 榎本 徹／ほか編集 村上 明秀／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2575 現代の日本陶芸 九州 １ 榎本 徹／ほか編集 前隈 邦彦／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2576 現代の日本陶芸 九州 ２ 榎本 徹／ほか編集 山口 睦夫／写真 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

2577 文学するコンピュータ 榎本 正樹／著 彩流社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2578 世界軍事ウオッチング 江畑 謙介／著 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2579 最新ひと目でわかる全国方言一覧辞典 江端 義夫／ほか編 学研 5 (学習室)

2580
最新・アメリカの軍事力 変貌する国防戦略と兵器システ
ム

江畑謙介 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2581 部長漂流 江波戸哲夫著 角川書店 20 (９ 小説)

2582
納得いく仕事、納得できる人生 幸せのモノサシを見直し
てみませんか？

江波戸哲夫著 プレジデント社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2583 偽薬 江波戸 哲夫／著 講談社 20 (９ 小説)

2584 夜行虫 小説・商社の犯罪 江波戸 哲夫／著 ダイヤモンド社 20 (９ 小説)

2585 オーケイ。 海老沢泰久著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2586 かつお・まぐろと日本人 うまい刺身が食べたい 海老沢 志朗／著 成山堂書店 19 (８ 美術 芸術)

2587 星と月の夜 海老沢 泰久／著 集英社 20 (９ 小説)

2588 満月空に満月 海老沢 泰久／著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

2589 科学まんが宇宙論 ２ 赤い満月の秘密 えびなみつる著 渡部潤一監修 旬報社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2590 うしろの正面だあれ フォア文庫愛蔵版 海老名 香葉子／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

2591 星を見に行く 続 えびな みつる／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2592 電車なんでも百科 新・ニューパーフェクト １３ 海老原美宜男写真・構成・文 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2593 自動車 新・ニューパーフェクト ４ 海老原 美宜男／写真・構成・文 講談社

2594 愛媛県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ３８ 愛媛県高等学校教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

2595 宋慶齢 上 中国の良心・その全生涯
イスラエル・エプシュタイン／著 久保田 博子
／訳

サイマル出版会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2596 宋慶齢 下 中国の良心・その全生涯
イスラエル・エプシュタイン／著 久保田 博子
／訳

サイマル出版会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2597 ルエラン コメと日本人 F ルエラン 大見堂 13 (２ 県一般書)

2598 糖尿病が良くなるごちそうレシピ 糖質制限食の実践法 江部康二著 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2599 ひみつのさんぽ えほんおおかみ さく・え リーブル出版

2600 おねえちゃんとわたし
ミッシェル・エマート／文 ゲイル・オーウェ
ン／絵 岡田 なおこ／訳

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2601
おかたづけ育、はじめました。 ＯＵＲＨＯＭＥ  子ども
と一緒にたのしく

Ｅｍｉ著 大和書房 19 (８ 美術 芸術)

2602 「老いるショック」は３度来る！ 人生９０年の時代 江見康一著 かんき出版 17 (６ 総記 社会科学)

2603 キッチンドアー 女と男の幸福物語 絵美 きみお／著 東洋出版 20 (９ 小説)

2604 母ちゃん オンマ 江宮隆之著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2605 カネゴンの日だまり ものがたりうむ 江宮 隆之／著 竹内 美紀／画 河出書房新社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2606 はじめましてアリーナ 盲導犬アリーナ物語 ２
エム・ナマエ／文 夏目 尚吾／え エムナマエ
／文

アリス館
31 (２０ 読み物 高学
年)

2607 すぐに使えるかわいいイラストカット集４０００ ＭＳ企画 株式会社ナツメ社 19 (８ 美術 芸術)

2608 四季のイラスト パーティコミュニケーション ＭＰＣ／企画編集 ＭＰＣ編集部／企画編集 エム・ピー・シー 19 (８ 美術 芸術)

2609 夫のかわりはおりまへん 前高槻市長の介護奮戦記 江村利雄著 徳間書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2610 話し上手５０章 ◎人間関係がよくなる本 江本武彦/監修 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

2611 解説字体辞典 普及版 江守 賢治／著 三省堂 5 (学習室)

2612 森の娘マリア・シャプドレーヌ 大型絵本
ルイ・エモン原作 ライカ・クペイジック画 小
池昌代訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

2613 日本傑作推理小説１２選 （Ⅱ） 第２集 エラリー・クイーン編 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2614
日本傑作推理１２選 第１集エラり－クイ－ン編 光文社文
庫

エラリークィン 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2615 妖精たちの夜 １ ミルチャ・エリアーデ／著 住谷 春也／訳 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2616 妖精たちの夜 ２ ミルチャ・エリアーデ／著 住谷 春也／訳 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2617
パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 生命の泉 竹書
房文庫  ディズニー

テッド・エリオット脚本 テリー・ロッシオ脚
本 鈴木玲子ノヴェライズ

竹書房 33 (２２ 文庫本)

2618 いじめをやっつける本 ミッシェル・エリオット著 桜内篤子訳 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



2619
げんきだしてヘリーモンスター セサミストリートえほん
６

ダン・エリオット／ぶん ジョー・マシュー／
え 野中 しぎ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

2620
オスカーのたんじょうパーティ セサミストリートえほん
３

ダン・エリオット／文 ノルマン・シャルティ
エ／絵 野中 しぎ／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

2621
火よう日のごちそうはひきがえる てのり文庫  ５６６Ｂ
００１

ラッセル・Ｅ・エリクソン／作 ローレンス・
Ｄ・フィオリ／絵 佐藤 涼子／訳

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2622 でてこいミルク！ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジェニファー・Ａ・エリクソ ... オラ・アイ
タン／え 内田 莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2623 Ｘのアーチ スティーヴ・エリクソン／著 柴田 元幸／訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2624 はらぺこあおむし エリック＝カール/さく もりひさし/やく 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

2625 マローンおばさん
エリナー・ファージョン エドワード・アー
ディゾーニ 阿部公子 訳

こぐま社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2626
ケルト人 蘇るヨーロッパ〈幻の民〉 「知の再発見」双書
３５

クリスチアーヌ・エリュエー ... 田辺 希久子
／ほか訳

創元社 24 (１３ 全集)

2627 黒い島のひみつ タンタンの冒険 エルジェ作 川口恵子訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2628 ビーカー教授事件 タンタンの冒険旅行 １５ エルジェ／作 川口 恵子／訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2629 あいたかったよ エルズビエタ／作 こやま 峰子／訳 朔北社 63 (２５ 絵本 南)

2630 とむらう女
ロレッタ・エルスワース／著 代田 亜香子／訳
金原 瑞人／選

作品社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2631 でておいで森のようせい タルレーナと友だち
エルナ・カルヤライネン／作 クリステル・レ
ンス／絵 稲垣 美晴／訳

学研教育出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2632 ハ－バ－ド医学校 わたしが選んだ道 エレン･ロスマン 宮坂勝之／訳 西村書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2633 心はマインド・・・やわらかく〃生きるために エレン・ランガ ホォ－・ユ－ 17 (６ 総記 社会科学)

2634 国性爺合戦  近松物語 平凡社名作文庫 １８ 円地文子 平凡社 25 (１４ 児童書)

2635 わたしの古典 ７  円地文子の源氏物語 巻二 円地文子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2636 わたしの古典 ８ 円地文子の源氏物語 巻三 円地文子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2637 現代語訳 日本の古典 ５ 源氏物語 円地文子 学研 24 (１３ 全集)

2638 魔法の学校 エンデのメルヒェン集 ミヒャエル・エンデ／作 矢川 澄子／ほか訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)



2639 ジム・ボタンと１３人の海賊 ジム・ボタンの冒険 ２ ミヒャエル・エンデ／作 上田 真而子／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

2640 ジム・ボタンの機関車大旅行 ジム・ボタンの冒険 １ ミヒャエル・エンデ／作 上田 真而子／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

2641 はてしない物語
ミヒャエル・エンデ／作 上田 真而子／訳 佐
藤 真理子／訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

2642 魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ／作 川西 芙沙／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

2643 テディベアとどうぶつたち 大型絵本
ミヒャエル・エンデ／文 ベルンハルト・オー
バーディ ... 佐々木 田鶴子／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

2644 サンタ・クルスへの長い旅
ミヒャエル・エンデ／文 レギーナ・ケーン／
絵 佐々木 田鶴子／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2645 モモ ミヒャエル・エンデ／作 大島 かおり／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

2646 キッチン・ブルー 遠藤彩見著 新潮社

2647
ひとのこころをもったいぬ やけんのボスからかいいぬへ
えほん

えんどうはつえさく ひだかやすしが ハート出版 61 (２３ 絵本 北)

2648 富山のセールスマンシップ 薬売り成功の知恵 遠藤 和子／著 サイマル出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2649 最後の花時計 遠藤 周作／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2650 なつかしき人々 ２ こころの風景 遠藤 周作／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2651 なつかしき人々 １ こころの風景 遠藤 周作／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2652 風の十字路 こころの風景 遠藤 周作／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2653 戦国夜話 こころの風景 遠藤 周作／著 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2654 ぐうたら生活入門 新装版 遠藤 周作／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2655 狐狸庵先生のこう打てば碁が下手になる 遠藤周作対局集 遠藤 周作／ほか著 ＴＢＳブリタニカ 19 (８ 美術 芸術)

2656 地図をつくろう 新版かんさつシリーズ ８ 遠藤 豊吉／文 福与 篤／絵 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2657
ロッククライミング・タクティクス５０ Ｈｏｗ ｔｏ ｅ
ｎｊｏｙ ｍｏｕｎｔａｉ ｎｅｅｒｉｎｇ ｓ ...

遠藤 由加／著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

2658 ユ－モア小説集 遠藤周作 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



2659 王妃  マリ－・アントワネット 遠藤 周作 朝日新聞社 20 (９ 小説)

2660 深い河（ディ－プ・リバ－） 遠藤 周作 講談社 20 (９ 小説)

2661 怪奇小説集 講談社文庫 遠藤 周作 講談社 33 (２２ 文庫本)

2662 妖女のごとく 講談社文庫 遠藤 周作 講談社 33 (２２ 文庫本)

2663 医薬品業界激変地図 遠藤隆 ぱる出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2664
のりものかけちゃうよ エンバリーおじさんの絵かきえほ
ん

エド・エンバリーさく 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2665 いのちは見えるよ いのちのえほん １１ 及川 和男／作 長野 ヒデ子／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

2666 テル、ごめんね 創作児童文学館 ２６ 及川 和男／作 岡本 美子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

2667 白い森のふるさと 創作児童文学館 １５ 及川 和男／作 高田 雄太／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

2668 また来てマック 童話だいすき ３ 及川 和男／作 岡本 美子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

2669 やさしい行政と官僚のはなし 老川 祥一／編 法学書院 17 (６ 総記 社会科学)

2670 奈良文化と唐文化 東アジアのなかの日本歴史２ 王。金林 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2671 少年少女世界伝記伝集 ７ナイチンゲ－ル※福沢諭吉 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2672 少年少女世界伝記伝集 ８エジソン※ダ－ウィン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2673 少年少女世界伝記伝集 ９ベ－ブ・ル－ス※コロンブス 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2674 少年少女世界伝記伝集 １０リビングストン※ 鑑真 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2675
少年少女世界伝記伝集 １１マ－ク・トウェイン※アン
ネ・フランク

相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2676 少年少女世界伝記全集 １２良寛※ガリレオ 相賀 徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2677 少年少女世界伝記全集 １３ファ－ブル※ライト兄弟 相賀 徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2678 少年少女世界伝記全集丨 キュリ－夫人※ マルコ・ポ－ロ 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



2679 少年少女世界伝記全集 ２ ダ・ビンチ※シュバイツア－ 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2680 少年少女世界伝記伝集 ３ リンカ－ン※ベ－ト－ベン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2681 少年少女世界伝記伝集 ４ 野口英世※ アムンデン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2682 少年少女世界伝記伝集 ５ スチ－ブンソン※ゴッホ 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2683 少年少女世界伝記伝集 ６ アンデルセン※シュリ－アン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2684 少年少女世界伝記全集 １４ モ－ツァルト ※ レセップス 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2685 少年少女世界伝記全集 １５ トルストイ ※ 平賀源内 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2686 少年少女世界伝記全集 １６ ナポレオン ※ ノ－ベル 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2687
少年少女世界伝記全集 １７ クララ・シュ－マン ※ 豊臣
秀吉

相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2688 少年少女世界伝記全集 １８ シ－トン ※ デュナン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2689 少年少女世界伝記全集 １９ マゼラン ※ 魯迅 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2690 少年少女世界伝記全集 ２０ シュ－ベルト ※ ヘディン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2691
少年少女世界伝記全集 ２１ パスツ－ル ※ ヘレン・ケラ
－

相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2692 少年少女世界伝記全集 ２２ 宮沢賢治 ※ ミケランジェロ 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2693 少年少女世界伝記全集 ワシントン ※ ツェッペリン 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2694 少年少女世界伝記全集 ２４ オルコット ※ 田中正造 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2695 少年少女世界伝記全集 ２５ チャップリン ※ フォ－ド 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2696 少年少女世界伝記全集 別巻 世界の五十人 相賀徹夫 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2697 名宝日本の美術 第1巻 原史美術 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2698 名宝日本の美術 第4巻 正倉院 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)



2699 名宝日本の美術 第6巻 薬師寺 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2700 名宝日本の美術 第9巻 平等院と中尊寺 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2701 名宝日本の美術 第11巻 信貴山縁起絵巻 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2702 名宝日本の美術 第13巻 五山と禅院 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2703 名宝日本の美術 第16巻 利休・織部・遠州 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2704 名宝日本の美術 第17巻 永徳・等伯 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2705 名宝日本の美術 第18巻 伊勢と日光 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2706 名宝日本の美術 第19巻 光悦・宗達 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2707 名宝日本の美術 第21巻 桂離宮 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2708 名宝日本の美術 第23巻 北斎・広重 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2709 名宝日本の美術 第25巻 民家と町並 相賀徹夫/発行者 小学館 7 (大型本)

2710 名宝日本の美術 第2巻 法隆寺 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2711 名宝日本の美術 第3巻 東大寺 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2712 名宝日本の美術 第5巻 興福寺 相賀徹夫/編集著者 小学館 7 (大型本)

2713 名宝日本の美術 第7巻 唐招提寺 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2714 名宝日本の美術 第8巻 東寺と高野山 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2715 日中儒学の比較 東アジアのなかの日本歴史５ 王家・ 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2716 名宝日本の美術 第12巻 古瀬戸と古備前 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2717 名宝日本の美術 第14巻 雪舟 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2718 名宝日本の美術 第15巻 姫路城と二條城 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)



2719 名宝日本の美術 第20巻 光琳・乾山 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2720 名宝日本の美術 第22巻 歌麿 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2721 名宝日本の美術 第24巻 大雅・応挙 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2722 名宝日本の美術 第26巻 染付と色絵磁器 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

2723 平蔵狩り 逢坂剛著 文藝春秋 20 (９ 小説)

2724 砕かれた鍵  改訂新版 集英社文庫  お１６－１７ 逢坂剛著 集英社 33 (２２ 文庫本)

2725 幻の翼  改訂新版 集英社文庫  お１６－１６ 逢坂剛著 集英社 33 (２２ 文庫本)

2726 百舌の叫ぶ夜  改訂新版 集英社文庫  お１６－１５ 逢坂剛著 集英社 33 (２２ 文庫本)

2727 恩はあだで返せ 逢坂剛著 集英社 20 (９ 小説)

2728 猿曳遁兵衛 重蔵始末 ３ 逢坂剛著 講談社 20 (９ 小説)

2729 【ノスリ】の巣 逢坂剛著 集英社 20 (９ 小説)

2730 アリゾナ無宿 逢坂剛〔著〕 新潮社 20 (９ 小説)

2731 遠ざかる祖国 逢坂剛著 講談社 20 (９ 小説)

2732 重蔵始末 逢坂剛著 講談社 20 (９ 小説)

2733 配達される女 逢坂剛著 集英社 20 (９ 小説)

2734 カプグラの悪夢 逢坂 剛／著 講談社 20 (９ 小説)

2735 よみがえる百舌 逢坂 剛／著 集英社 20 (９ 小説)

2736 成語林 故事ことわざ慣用句 旺文社／編 旺文社 5 (学習室)

2737 図書館に行ってくるよ シニア世代のライフワーク探し 近江哲史著 日外アソシエーツ 17 (６ 総記 社会科学)

2738
保険はＷ共済＋ガン保険に変えなさい！ 全労済＋県民共
済

近江 七実／著 ＷＡＶＥ出版 17 (６ 総記 社会科学)



2739
秘籍 江戸文学選 第２巻 痿陰隠逸傳自叙-なえまらいんい
つでん 他

大村沙華/校注 日輪閣 7 (大型本)

2740 完全無欠のＯＬマニュアル 初級編 ＯＬネットワーク／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

2741 大人らしさって何だろう。 大網理紗著 文響社 17 (６ 総記 社会科学)

2742 失われ行く森の自然誌 熱帯林の記憶 大井 徹／著 東海大学出版会 19 (８ 美術 芸術)

2743 わにのバンポ おはなし名作絵本１０ 大石 真／文 長 新太／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2744 人は生きるために生まれてきたのだから 大石邦子著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2745 愛才 大石静著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2746 爆弾魔 カッパ・ノベルス 大石直紀著 光文社 20 (９ 小説)

2747 死者の体温 大石 圭／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2748 さとるのじてんしゃ 創作幼年童話選 ７ 大石 真／著 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

2749 チョコレート戦争 理論社名作の愛蔵版 大石 真／作 北田 卓史／え 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2750 チョコレート戦争 フォア文庫愛蔵版 大石 真／作 理論社 25 (１４ 児童書)

2751 魔女のいる教室 フォア文庫愛蔵版 大石 真／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

2752 標準原色図鑑全集 植物 Ⅰ ９ 大井次三郎/著者 保育社 5 (学習室)

2753 標準原色図鑑全集 植物 Ⅱ １０ 大井次三郎/著者 保育社 5 (学習室)

2754 大泉エッセイ 僕が綴った１６年 角川文庫  お７１－１ 大泉洋〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2755
実践サバイバルのすすめ 日本の自然は食材の宝庫！災害
時にもスグに役に立つ飢えない生活術が身につく本 ひと
目でわかる！図解

大海淳著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

2756 四季の手作り果実酒 体にいい！あふれる野趣！ 大海 淳／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

2757 さようなら、私の本よ！ 大江健三郎著 講談社 20 (９ 小説)

2758 二百年の子供 大江健三郎著 中央公論新社 20 (９ 小説)



2759 言い難き嘆きもて 大江健三郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2760 鎖国してはならない 大江健三郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2761 「自分の木」の下で 大江健三郎著 大江ゆかり画 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2762 取り替え子（チェンジリング） 大江健三郎著 講談社 20 (９ 小説)

2763 私という小説家の作り方 大江 健三郎／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

2764 日本語と日本人の心 大江 健三郎／ほか著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

2765 ゆるやかな絆 大江 健三郎／文 大江 ゆかり／画 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2766 恢復する家族 大江 健三郎／文 大江 ゆかり／画 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2767 大いなる日に 燃えあがる緑の木 第３部 大江 健三郎／著 新潮社 20 (９ 小説)

2768 東アジア史としての日清戦争 大江 志乃夫／著 立風書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2769 図説・昭和の歴史 第5巻 「非常時」日本 大江志乃夫/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2770 明治大正図誌 第14巻 瀬戸内 大江志乃夫/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

2771 月の満ちかけ絵本 大枝史郎 文 佐藤みき 絵 あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2772 八月がくるたびに おおえひで 株式会社 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2773
科学史から消された女性たち ノ－ベル賞から見放された
女性科学者の逸話

大江秀房 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2774 ねぇ、ここ、なおして 大岡 玲／著 講談社 20 (９ 小説)

2775 日本文学全集 ４５ 大岡 昇平 新潮社 24 (１３ 全集)

2776 日本文学全集 第８０巻 大岡昇平集 大岡昇平 集英社 24 (１３ 全集)

2777 日本文学全集 ５９ 大岡昇平 筑摩書房 24 (１３ 全集)

2778 ちくま日本文学全集 ０３４ 大岡昇平 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



2779 少年少女日本文学館１９ 母六夜・おじさんの話 大岡昇平  中野重治 講談社 25 (１４ 児童書)

2780 昭和文学全集 第16巻 大岡昇平、野間宏、埴谷雄高、大江健三郎 小学館 24 (１３ 全集)

2781 鬼と姫君物語 お伽草子 平凡社名作文庫 １１ 大岡信 平凡社 25 (１４ 児童書)

2782 少年少女日本文学館８ 明治・大正・昭和詩歌選 大岡信 講談社 25 (１４ 児童書)

2783 現代語訳 日本の古典 ３ 古今集・新古今集 大岡信 学研 24 (１３ 全集)

2784 フレア 大鋸 一正／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2785 ジャマイカが好きだ！ 大賀 玉之輔／著 ベストセラーズ 13 (２ 県一般書)

2786 伝承おもちゃをつくる シリーズ子どもとつくる ６ 大賀 弘章／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

2787 おじいちゃんがおばけになったわけ
キム・フォップス・オーカソン エヴァ・エリ
クソン 菱木晃子

あすなろ書房 62 (２４ 絵本 西)

2788 とにかくよくわかる日本の経済 通勤快読 大勝 文仁／編著 成美堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

2789 患者を生かす医者、死なす医者 大鐘 稔彦／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2790 数学のできる人できない人 教科書の「解読」は難しい 大上丈彦著 荒地出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2791 えすがた あねさま おはなし名作絵本２５ 大川 悦生／文 梅田 俊作／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2792 つるのあねさ おはなし名作絵本２６ 大川 悦生／文 石倉 欣二／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2793 へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本１７ 大川 悦生／文 太田 大八／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

2794 おかあさんの木 ポプラ社の創作童話 １５ 大川 悦生／作 箕田 源二郎／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2795 へっこきじっさま一代記 改訂 新選創作どうわ 大川 悦生／さく 赤羽末吉／え 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2796 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木聖子著 溝口真幸イラスト 東京堂出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2797
名犬チロリ 日本初のセラピードッグになった捨て犬の物
語 ノンフィクション・生きるチカラ  ９

大木トオル著 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2798
脳と心の健康を守りたい人へ やさしい医学と健康のシ
リーズ

大木 幸介／共著 朝倉 哲彦／共著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2799 沖縄の心の原点 大木田 守／著 東京書籍 17 (６ 総記 社会科学)

2800
たったひと言で相手を動かすアサ-ティブ営業力 年間２７
７日「研修女王」が教える

大串亜由美 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

2801 徳川時代の社会史 大口勇次郎著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2802 毎日が豆腐主義 大久保恵子著 高橋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2803 江戸群炎記 大久保 智弘／著 講談社 20 (９ 小説)

2804 水の砦 福島正則最後の闘い 大久保 智弘／著 講談社 20 (９ 小説)

2805 日本書紀歌謡  全訳注 講談社学術文庫 大久保 正 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2806 万葉集歌人事典 新装版 大久間 喜一郎／ほか編集 雄山閣出版 19 (８ 美術 芸術)

2807
源義経 平氏追討の戦い 学研まんが人物日本史 鎌倉時代
前期

大倉 元則／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2808 野焼きでつくるやきもの シリーズ子どもとつくる １１ 大河内 信雄／著 大河内 栄子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

2809
自然に勉強する気になる子の育て方 「心」「体」「頭」
を鍛える大越メソッド

大越俊夫著 幻冬舎 17 (６ 総記 社会科学)

2810 は・を・へ つくばシリーズ はじめてのこくご ６ 大越 和孝／作 竹野 栄／作 大久保 宏昭／絵 太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

2811 あいさつ つくばシリーズ はじめてのこくご １ 大越 和孝／作 竹野 栄／作 山本 まつ子／絵 太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

2812 酒屋さんが書いた酒の本 新訂版 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 大越 貴史／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2813 豊かな生を求めて 子供たちはなぜ登校拒否をするのか 大越 俊夫／著 柏樹社 17 (６ 総記 社会科学)

2814 医薬品要覧 平成５年新薬収載分 第５版追補 大阪府病院薬剤師会／編 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2815 大阪府の歴史散歩（下） 大阪府の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

2816 大阪府の歴史散歩(上） 大阪府の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

2817 歩いてしか行けない秘湯 大崎 紀夫／著 マガジンハウス 13 (２ 県一般書)

2818 絆回廊 新宿鮫  １０ 大沢 在昌／著 光文社 20 (９ 小説)



2819 極悪専用 大沢在昌著 文藝春秋

2820 魔女の盟約 大沢在昌著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2821 パンドラ・アイランド 大沢在昌著 徳間書店 20 (９ 小説)

2822 帰ってきたアルバイト探偵（アイ） 大沢在昌著 講談社 20 (９ 小説)

2823 天使の爪 上 大沢在昌著 小学館 20 (９ 小説)

2824 天使の爪 下 大沢在昌著 小学館 20 (９ 小説)

2825 秋に墓標を 大沢在昌著 角川書店 20 (９ 小説)

2826 ザ・ジョーカー 大沢在昌著 講談社 20 (９ 小説)

2827 闇先案内人 大沢在昌著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2828 灰夜 新宿鮫 ７ カッパ・ノベルス 大沢在昌著 光文社 20 (９ 小説)

2829 新宿鮫風化水脈 大沢在昌著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

2830 米村伝治郎のおもしろ科学館 Ｒｏｂｏ ｂｏｏｋｓ 大沢幸子著 米村伝治郎監修 オーム社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2831
米村傳治郎のおもしろ科学ミュージアム Ｒｏｂｏ ｂｏｏ
ｋｓ

大沢幸子著 米村傳治郎監修 オーム社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2832
米村傳治郎のおもしろ科学ライブラリー ＲｏｂｏＢｏｏ
ｋｓ

大沢幸子著 米村傳治郎監修 オーム社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2833 森の中は診療所 大沢剛著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2834
ガーデニング木工 女性にもできるやさしい木工入門 レ
ディブティックシリーズ １６８３

大沢まりこ著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2835 雪蛍 大沢 在昌／著 講談社 20 (９ 小説)

2836 天使の牙 大沢 在昌／著 小学館

2837 図集・植物バイテクの基礎知識 大沢 勝次／著 農山漁村文化協会 19 (８ 美術 芸術)

2838 宇宙のシナリオ 観測による宇宙像の変遷 大沢 清輝／著 地人書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2839 中国怪奇物語 ３ 大沢 昇／作 汐文社 25 (１４ 児童書)

2840 中国怪奇物語 ４ 大沢 昇／作 汐文社 25 (１４ 児童書)

2841 中国怪奇物語 ５ 大沢 昇／作 汐文社 25 (１４ 児童書)

2842 社会学のすすめ ２１世紀学問のすすめ ３ 大沢 真幸／編 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

2843
最新アマチュア無線百科 免許の取り方から開局・運用ま
で

大沢 幸夫／著 山海堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2844 相続人TOMOKO 大沢在昌 大陸書房 20 (９ 小説)

2845 氷舞 新宿鮫 Ⅵ 長編刑事小説 大沢 在昌 光文社 20 (９ 小説)

2846 屍蘭 新宿鮫 長編刑事小説 大沢 在昌 光文社 20 (９ 小説)

2847 新宿鮫 長編推理小説 書下ろし 大沢 在昌 光文社 20 (９ 小説)

2848 無間人形 新宿鮫 Ⅳ 長編刑事小説 大沢 在昌 光文社 20 (９ 小説)

2849 毒猿 新宿鮫11 カッパ・ノベルス 大沢 在昌 光文社 20 (９ 小説)

2850 経営者の条件 大沢 武志 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

2851 とりになったきょうりゅうのはなし かがくのとも絵本 大島 英太郎／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2852 ジローとぼく 大島 妙子／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

2853 モノ忘れに負けない本！ 大島清著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2854 チョコリエッタ 大島真寿美著 角川書店 20 (９ 小説)

2855 水の繭 大島真寿美著 角川書店 20 (９ 小説)

2856 そろばん武士道 新潮書下ろし時代小説 大島 昌宏／著 新潮社 20 (９ 小説)

2857 魯西亜（ロシア）から来た日本人 漂流民善六物語 大島 幹雄／著 広済堂出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2858 かがやける荒野 大城 立裕／著 新潮社 20 (９ 小説)



2859 二十日夜 大城 立裕／著 中央公論社 20 (９ 小説)

2860 アニメ絵本 対馬丸 さようなら沖縄 大城立裕/原作 理論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2861 世界文学全集 １４ オースティン・ギャスケル 筑摩書房 24 (１３ 全集)

2862 日本架空伝承人名事典 大隅 和雄／ほか編集 平凡社 5 (学習室)

2863
これで身につく山歩き１００の基本 入門から中級まで る
るぶＤｏ！

大関義明著 ＪＴＢパブリッシング

2864 と・も・だ・ちって、大すき！ 草炎社新こども文庫 ３０ 太田京子作 宮本忠夫絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2865 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 ２３ 太田京子作 宮本忠夫絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2866 おじいちゃん、大すき！ 草炎社新こども文庫 ２７ 太田京子作 宮本忠夫絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2867 おばあちゃん、大すき！ 草炎社新こども文庫 ２６ 太田京子作 宮本忠夫絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2868 アウトドアクッキング大事典 太田潤著 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

2869 月読 Ｈｏｎｋａｋｕ ｍｙｓｔｅｒｙ ｍａｓｔｅｒｓ 太田忠司著 文芸春秋 20 (９ 小説)

2870
介護保険１００％活用ガイド 決定版 サービス内容・手続
き・費用のすべて サービスごとの「介護報酬単価」まで
バッチリ収録！ ＣＫ ｂｏｏｋｓ

太田哲二著 竹本善次著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

2871 草葉の陰で見つけたもの 大田十折著 光文社 20 (９ 小説)

2872
東京スカイツリーを撮影している人を撮影した本 = BOOK
THAT FEATURES PEOPLE TAKING PICTURES OF TOKYO
SKYTREE

太田友嗣 産業編集センター 62 (２４ 絵本 西)

2873 星空のおくりもの 太田治子著 新潮社 20 (９ 小説)

2874 青い絵葉書 太田治子著 新潮社 20 (９ 小説)

2875 ママ、だいだい大すき！ 草炎社新こども文庫 １８ 太田 京子／作 宮崎 耕平／絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2876 青眉の女 英泉秘画 太田 経子／著 講談社 20 (９ 小説)

2877 花うらない おおた 慶文／絵 俵 万智／短歌 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

2878 だいちゃんとうみ こどものとも傑作集 ３８ 太田 大八／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



2879 ブナの森は緑のダム 森林の研究 太田 威／文・写真 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2880 古文書解読事典 文書館へいこう 太田 尚宏／編 中村 大介／編 東京堂出版 5 (学習室)

2881 落語と歌舞伎粋な仲 ちょっと落語通 太田 博／著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

2882 禅寺と石庭 原色日本の美術１０ 太田 博太郎 松下 隆章 小学館 7 (大型本)

2883 拒絶する沖縄 日本復帰と沖縄の心 新装版 大田 昌秀／著 近代文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

2884 楽しいなわとび遊び 遊ぶスポーツ 太田 昌秀／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

2885
胃腸炎・潰瘍の人の食事 胃炎・胃潰瘍・腸炎 十二指腸潰
瘍・クロー 新健康になるシリーズ ５

太田 康幸／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2886 チェコとドイツ 愛と憎しみの関係 大鷹 節子／著 読売新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

2887
バリアフリー住宅〈居心地の良い家〉のつくり方 図解で
わかる！プロが教える上手なリフォームのポイント

大滝雅寛著 岩崎みどり著 ぱる出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2888 龍詩集 大滝 清雄編 沖積社 19 (８ 美術 芸術)

2889 星を観察しよう 実験はかせの理科の目・科学の芽 １８ 大竹 三郎／著 野崎 加代子／絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2890 天気をしらべよう 実験はかせの理科の目・科学の芽 １７ 大竹 三郎／著 野崎 加代子／絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2891 ジャリおじさん
大竹 伸朗／えとぶん おおたけ しんろう／え
とぶん

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2892 プーテルとぼく 福音館創作童話シリーズ 大岳 洋子／さく 垂石 真子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

2893 色を染める 藍と紅 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2894 エレキテルびっくり記 電気の発見 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2895 金属をさがす 鉱山の発見 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2896 食べものとくらし 料理のはじまり 大竹 三郎 大日本印刷
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2897 道具をつかう 手のはたらきと機械の誕生 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2898 橋をかける 川と水とくらし 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



2899 病気とからだ くらしのなかの医学 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2900 塩づくりとくらし 海の塩 日本の科学・技術史ものがたり 大竹 三郎 大日本図書（（株）
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2901 鉄をつくる 出雲のたたら 日本の科学・技術史ものがたり 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2902 火は はたらく 科学と技術の誕生 科学と技術の誕生 大竹 三郎 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2903 かさ 太田大八 作・絵 太洋社 61 (２３ 絵本 北)

2904
日本警察の正体 恐るべき腐敗の構図と組織再生への道 事
件の隠蔽、捜査ミス、不祥事はなぜ起こる？

大谷昭宏著 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

2905 わくわくロボットワールド 集英社版・学習漫画 大谷卓史構成・文 松原仁監修 吉住純漫画 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2906 なくむし 育てて、しらべる日本の生きものずかん １１ 大谷剛監修 安東浩撮影 Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ絵 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2907
アミノ酸できれいになる、元気になる ダイエットだけ
じゃない！２１世紀注目の健康栄養素 ホーム・メディ
カ・ブックス

大谷勝監修 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2908
雑穀つぶつぶクッキング Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｈｏｍｅ ｍ
ａｄｅ

大谷ゆみこ著 創森社 19 (８ 美術 芸術)

2909 三河伊良湖殺意の岬 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 大谷羊太郎著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

2910 伊勢・鳥羽殺人事件 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 大谷羊太郎著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

2911
おなかの悩み 過敏性腸症候群・腸閉塞・大腸がん・胃
炎・痔など、自覚症状から心配される病気をわかりやすく
解説！ 専門医が解決！

大谷剛正著 ナツメ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2912 日の影絵 大谷 典麻呂／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2913 殺人猟域 山岳旅情推理小説 書下ろし 太田 蘭三 光文社 20 (９ 小説)

2914 虫も殺さぬ 長編推理小説 書下ろし 太田 蘭三 光文社 20 (９ 小説)

2915 夜叉神峠死の起点 カッパ・ノベルス 太田 蘭三 光文社 20 (９ 小説)

2916 殺人理想郷 カッパ・ノベルス 太田蘭三 光文社 20 (９ 小説)

2917 片腕のキャッチ Ｍ．Ｊ．アウク／作 日当 陽子／訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

2918 プンクマインチャ ネパールの昔話 こどものとも絵本 大塚勇三再話 秋野亥左牟画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



2919 うみのいえ 大塚幸彦 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

2920 夏電車がとおる ＰＨＰ創作シリーズ 大塚 篤子／作 中村 悦子／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

2921 赤ちゃんのつぶやき 大塚 昭二／著 赤ちゃんとママ社 19 (８ 美術 芸術)

2922 ザリガニ いきものスーパー百科 ２ 大塚 高雄／写真・文 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2923 必携古代史ハンドブック 大塚 初重／編 吉村 武彦／編 新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2924 日本古墳大辞典 大塚 初重／ほか編 東京堂出版 5 (学習室)

2925 漢方と薬のはなし 大塚 恭男／著 思文閣出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2926 スーホの白い馬 モンゴル民話 日本傑作絵本シリーズ 大塚 勇三／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2927
石のししのものがたり チベットの民話による こどものと
も傑作集 ９２

大塚 勇三／再話 秋野 亥左牟／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2928
プンクマインチャ ネパール民話 新版 こどものとも傑作
集 ３１

大塚 勇三／再話 秋野 亥左牟／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

2929 ホタルの川 おおつき ひとみ／作 ひろい のりこ／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

2930 あ こどものとも絵本 大槻あかね作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

2931

はじめてのＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ ２００７ 基本編 Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ版 ｔｈｅ ２００７ Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ｓｙｓｔｅｍ ＢＡＳＩＣ ＭＡＳＴ
ＥＲ ＳＥＲＩＥＳ ２５３

大槻有一郎著 秀和システム 17 (６ 総記 社会科学)

2932
なるほどなっとく！！木炭パワーのすべて 今日からあな
たも木炭博士

大槻 彰／著 秋月 克文／著 青竜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2933
木酢液で自然派（ナチュラル）ガーデニング 農薬が半
減！！安全・安心な庭づくり

大槻 彰／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

2934 「漢方」はなぜこんなに効くのか！ 知的生きかた文庫 大槻 彰／著 三笠書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2935
ポケモンの魔力 子どもたちを魅了した「ポケモン」とは
何か

大月 隆寛／編著 大月隆寛＋ポケモン事件緊急
...

毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

2936 フェイス 大鶴 義丹／著 新潮社 20 (９ 小説)

2937 ファルス 大鶴 義丹／著 角川書店 20 (９ 小説)

2938 ふしぎなたんじょうび おはなしカーニバル １８ 大友 康夫／作・絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)



2939 くいしんぼうせんちょう 大友 康夫／作・絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2940 あらいぐまとねずみたち こどものとも傑作集 ５２ 大友 康夫／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2941 ざりがにのおうさままっかちん 福音館創作童話シリーズ 大友 康夫／さく おおとも やすお／さく 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

2942 海の倭人伝 海事史で解く邪馬台国 大友 幸男／著 三一書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2943 アルパカパカパカやってきて おおなり修司 丸山誠司 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

2944 ぶた にく 大西 暢夫／写真・文 幻冬舎エデュケーション  幻冬舎（発売） 61 (２３ 絵本 北)

2945
ラグビー より強くなるためのスキル 大西一平の情熱 ス
テップアップスポーツ

大西 一平／著 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

2946 五里霧 大西 巨人／著 講談社 20 (９ 小説)

2947 笑たらええがな 大西 浩仁／著 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

2948 海のまつり
大西 伝一郎／作 狩野 富貴子／絵 狩野 ふき
こ／絵

文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

2949 サワコのひとり旅
大西 伝一郎／作 狩野 富貴子／絵 狩野 ふき
こ／絵

文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

2950 ニホンカワウソの願い 大西 伝一郎／作 こさか しげる／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

2951
どんな草でも紙になる 植物せんいのふしぎ 子ども科学図
書館

大西 秀夫／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2952 鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西 広／文 梶山 俊夫／ほか絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2953 ぐうたら道をはじめます 大西ひろみ 絵 たきしたえいこ 作 ＢＬ出版株式会社
30 (１９ 読み物 中学
年)

2954 全国花の寺花の社１００ たびよみカラーＭＯＯＫ 大貫 茂／写真・文 旅行読売出版社 13 (２ 県一般書)

2955 ライオンは寝ている 大貫 妙子／著 新潮社 13 (２ 県一般書)

2956 ラテン・アメリカを知る事典 大貫良夫 他４名/監修 平凡社 5 (学習室)

2957 真夜中のパン屋さん 大沼 紀子 ポプラ社 33 (２２ 文庫本)

2958 かあさんのうた 大野 允子／文 山中 冬児／絵 光明社 61 (２３ 絵本 北)



2959 こころのふしぎなぜ？どうして？ 大野正人原案・執筆 村山哲哉監修 高橋書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

2960 しまなみ海道沈黙の殺人 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 大野優凛子著 有楽出版社 20 (９ 小説)

2961
京都嵯峨野・月の殺人 Ｋｏｓａｉｄｏ ｂｌｕｅ ｂｏｏ
ｋｓ

大野優凛子著 広済堂出版 33 (２２ 文庫本)

2962 絶海密室 大野 芳／著 新潮社 20 (９ 小説)

2963 山本五十六自決セリ 大野 芳／著 新潮社 20 (９ 小説)

2964 白狐 岡倉天心・愛の彷徨 大野 芳／著 講談社 20 (９ 小説)

2965
虹をみた日 ヒロシマ、少女あきの物語 心にのこる文学
１７

大野 允子／作 永田 治子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

2966 死に神 少年少女名作落語③ 大野桂 偕成社 25 (１４ 児童書)

2967 化けもの使い 少年少女名作落語⑨ 大野桂 偕成社 25 (１４ 児童書)

2968 岩波  古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎/編者 岩波書店 5 (学習室)

2969 アラジンとまほうのランプ ３８ 世界名作ファンタジー 大野豊/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

2970 はだかの王さま ３７ 世界名作ファンタジー 大野豊/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

2971 わらしべちょうじゃ ５９ 世界名作ファンタジー 大野豊/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

2972 赤ずきん １５ 世界名作ファンタジー 大野豊/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

2973 ひとり暮らしのかんたんレシピ 野菜もたっぷり！ 大庭英子著 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2974 年金生活これで安心 ホームロイヤーシリーズ 大庭惠三子監修 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

2975 間違いだらけの交通標識 おおば のぼる／著 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2976 サケの旅 新版かんさつシリーズ １０ おおば 比呂司／文・絵 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2977 せんせい かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 大場 牧夫／ぶん 長 新太／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

2978 おむぶう号漂流記 大庭 みな子／著 岩波書店 20 (９ 小説)



2979 もってのほか 大庭 みな子／著 中央公論社 20 (９ 小説)

2980 わらべ唄夢譚 大庭 みな子／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

2981 古代の日本 ６ 中部 大場磐雄・下出積興/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

2982 ゆかたでうきうき 大橋 歩／著 マガジンハウス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2983 見て折る本 折り紙の造形シリーズ １ 大橋 晧也／著 星の環会 19 (８ 美術 芸術)

2984 見て創る本 折り紙の造形シリーズ ２ 大橋 晧也／著 星の環会 19 (８ 美術 芸術)

2985
ぽかぽか子どもセーター ９０・１００・１２０ｃｍサイ
ズ

大橋 好子／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2986 からゆきさん  おキクの生涯 大場昇 明石書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2987
宇宙を支配する暗黒物質（ダークマター）とは何か！？
人類起源から量子論まで、解かれざる謎に最 ＰＨＰ ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ ｌｉｂｒａｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ

大浜 一之／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2988 科学雑学事典 おもしろくてためになる 新版 大浜 一之／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2989 わたしの古典 １９ 大庭みな子の雨月物語 大庭みな子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2990 コンビニのひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ ９ 大林 かおる／漫画 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

2991 東と西 海と山 日本の文化領域 小学館ライブラリー ９２ 大林 太良／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2992 世界を掘る 大林 太良／編 学生社 16 (５ 宗教 歴史)

2993
マヌケ先生 新・のびのび人生論 １２ ぼくの活動写真 ・
少年記 １

大林 宣彦／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

2994 神話の話 大林太良 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

2995 日本民俗文化大系 第七巻 演者と観客＝生活の中の遊び＝ 大林太良/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2996 日本民俗文化大系 別巻 総索引 大林太良/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2997
日本民俗文化大系 第五巻 山民と海人＝非平地民の生活と
伝承＝

大林太良/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

2998
少ないモノでゆたかに暮らす ゆったりシンプルライフの
すすめ

大原照子著 大和書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



2999 明日では遅すぎる 日本が甦える日 大原 一三／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

3000 精神科領域における漢方療法の実際 大原 健士郎／編著 新興医学出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3001 おれたちにできなかったこと ＰＨＰ創作シリーズ
大原 興三郎／作 木暮 健二郎／絵 こぐれ け
んじろう／絵

ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3002 マンモスの夏 創作のメロディ ３ 大原 興三郎／作 山野辺 進／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3003 ０マンクジラの海をいく 新創作ブックス ７ 大原 興三郎／作 多田 ヒロシ／絵 国土社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3004 手話の知恵 その語源を中心に 改訂版 大原 省三／著 全日本ろうあ連盟 17 (６ 総記 社会科学)

3005 原阿佐緒 大原 富枝／著 講談社 20 (９ 小説)

3006 わたしの古典 １２ 大原富枝の平家物語 大原富枝 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3007 応援します、あなたの旅立ち 大平流「独学」のすすめ 大平光代著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

3008 あなたはひとりじゃない 悩める母たちへ子供たちへ 大平光代著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

3009 悲しみよさようならストレスもさようなら 大平 健／著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

3010 だから、あなたも 生きぬいて 大平 光代 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3011 サラリーマン・サバイバル 大前 研一／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

3012 アジア連邦の世紀 日本がアジアで成功する１０の法則 大前 研一／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

3013 「知」のネットワーク 時代を動かす力 大前 研一／著 イースト・プレス 17 (６ 総記 社会科学)

3014 親が反対しても、子どもはやる 新・家族論 大前 研一／著 ジャパンタイムズ 17 (６ 総記 社会科学)

3015 生活民法入門 暮らしを支える法 大村敦志著 東京大学出版会 17 (６ 総記 社会科学)

3016 なんのぎょうれつ? 絵本・いつでもいっしょ オームラトモコ ポプラ社 6 (あのね文庫)

3017 三省堂小学漢和辞典 第６版 大村 はま／編 長沢 規矩也／編 三省堂 5 (学習室)

3018 数学公式のはなし 楽しく学ぶ先人の知恵 大村 平／著 日科技連出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



3019 秘本江戸文学選 第７巻 末摘花評釈 大村沙華/校注 日輪閣 7 (大型本)

3020 秘本江戸文学選 第６巻 男色山路露 大村沙華/訳解説 日輪閣 7 (大型本)

3021 あなたの人生案内 大森一樹著 平凡社 17 (６ 総記 社会科学)

3022 シャクシャイン戦記 大森光章著 新人物往来社 20 (９ 小説)

3023
はじめての介護 実践介護から介護保険まで ローカスなる
ほどシリーズ

大森英雄著 奥田朋彦著 ローカス 17 (６ 総記 社会科学)

3024 手芸イラスト図案集 大森 郁子／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

3025 太平記 新潮古典文学アルバム １４ 大森 北義／編集・執筆 島田 雅彦／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

3026 中高年のための登山医学 山のドクターがアドヴァイス 大森 薫雄／著 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

3027 奥州藤原氏五代 みちのくが一つになった時代 大矢邦宣著 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3028 産地別日本の化石８００選 本でみる化石博物館 大八木和久著 築地書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3029 挑戦者（チャレンジャー） 大薮春彦著 徳間書店 20 (９ 小説)

3030 野獣は、死なず カッパ・ノベルス 大藪晴彦 20 (９ 小説)

3031 なぜ？どうして？かがくのお話 １年生
大山光晴総合監修 渡辺利江文 入澤宣幸文  甲
斐望文

学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3032 なぜ？どうして？科学のお話 ２年生
大山光晴総合監修 渡辺利江文 入澤宣幸文  甲
斐望文

学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3033 なぜ？どうして？科学のお話 ３年生
大山光晴総合監修 渡辺利江文 入澤宣幸文  甲
斐望文

学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3034 なぜ？どうして？科学のお話 ４年生 大山光晴総合監修 学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3035 なぜ？どうして？科学のお話 ５年生 大山光晴総合監修 学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3036 なぜ？どうして？科学のお話 ６年生 大山光晴総合監修 学研教育出版  学研マーケティング（発売）

3037 取締役総務部長奈良坂竜平 大山 真人／著 読売新聞社 20 (９ 小説)

3038 愛ひとすじに--大山光 伝 大山朝常 ニライ社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



3039 きかんしゃトーマス魔法の線路 劇場版 ８～１０歳向け ブリット・オールクロフト作 まだらめ三保文 ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3040 まさ夢いちじく
クリス・ヴァン・オールズバーグ／絵・文 村
上 春樹／訳

河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

3041 ２１世紀の男女平等法 有斐閣選書 １７８ 大脇 雅子／ほか編 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

3042 がんばれモモ子 どうわほのぼのシリーズ 丘 修三／作 おぼ まこと／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3043 なくなよモモ子 どうわほのぼのシリーズ 丘 修三／作 おぼ まこと／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3044 リーンローンたぬきバス えほん・ドリームランド ６ 岡 信子／作 渡辺 有一／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

3045 イスラム原理主義 神は恐ろしい教えを下したのか 岡倉徹志著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

3046 アフリカ史を学ぶ人のために 岡倉 登志／編 世界思想社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3047 茶の本 Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ ｂｏｏｋｓ ２８ 岡倉 天心／著 浅野 晃／訳 講談社インターナショナル 19 (８ 美術 芸術)

3048 東洋の理想 岡倉天心 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3049 荷抜け 岡崎ひでたか著 新日本出版社 20 (９ 小説)

3050 インターネットＳＯＨＯ入門 岡崎 桂子／著 ＮＥＣクリエイティブ 17 (６ 総記 社会科学)

3051 岡崎純詩集 日本現代詩文庫 岡崎 純 土曜美術社 19 (８ 美術 芸術)

3052 古代の日本 ９ 研究資料 岡崎敬・平野邦雄/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3053 見返り仏の女 小笠原京著 新人物往来社 20 (９ 小説)

3054 旗本絵師藤村新三郎 小笠原 京／著 講談社 20 (９ 小説)

3055 「がん」を生きる人々 小笠原 信之／著 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3056 冬をすごす昆虫 なんでもウォッチング 小笠原 英明／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3057 身近な昆虫 なんでもウォッチング 小笠原 英明／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3058 道元の世界 仏典を知る 小笠原 由紀夫／解説文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)



3059 瑠璃菊の女  旗本絵師描留め帳 小笠原京 ベネッセコ－ポレ－ション 20 (９ 小説)

3060 やさしく読める 王寺町の歴史 岡島 永昌 明新社 12 (１ 郷土資料)

3061 聖徳太子と愛犬雪丸のものがたり 岡島 永昌 明新社 12 (１ 郷土資料)

3062 日本ふしぎ探検隊 ミステリーファイル ３ 岡島 康治／著 くもん出版 5 (学習室)

3063 基本薬事典 ポケット版 岡島 重孝／編集 野口 実／編集 照林社 5 (学習室)

3064
おとしぶみ ゆりかごをつくるちいさなむし かがくのとも
傑作集 どきどきしぜん

岡島 秀治／ぶん 吉谷 昭憲／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3065 チエと和男 丘 修三／作 長谷川 修平／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3066 こども電車 岡田 潤／作・挿画 金の星社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3067 日本の名峰１ 利尻・知床・阿寒 岡田 昇 山と渓谷社 7 (大型本)

3068 ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田淳作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3069 竜退治の騎士になる方法 岡田淳作・絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3070 ぼくたちＪ２スペシャル！ シリーズじーんドキドキ 岡田なおこ作 岡本順画 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3071 魔将軍 室町の改革児足利義教の生涯 岡田秀文著 双葉社 20 (９ 小説)

3072 落ちた花は西へ奔れ 岡田秀文著 光文社 20 (９ 小説)

3073 見知らぬ侍 岡田秀文著 双葉社 20 (９ 小説)

3074 影ぼうし 岡田秀文著 双葉社 20 (９ 小説)

3075 本能寺六夜物語 岡田秀文著 双葉社 20 (９ 小説)

3076
遥かなる縄文の声 三内丸山を掘る ＮＨＫブックス ８４
４

岡田康博著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3077 恋セヨ乙女 連続ドラマ 岡田惠和作 蒔田陽平ノベライズ 日本放送出版協会 20 (９ 小説)

3078 ちゅらさん ３ 小説版 ＮＨＫ連続テレビ小説 岡田惠和原作 蒔田陽平ノベライズ 双葉社 20 (９ 小説)



3079 ちゅらさん ２ 小説版 ＮＨＫ連続テレビ小説 岡田惠和原作 蒔田陽平ノベライズ 双葉社 20 (９ 小説)

3080 ちゅらさん １ 小説版 ＮＨＫ連続テレビ小説 岡田惠和原作 蒔田陽平ノベライズ 双葉社 20 (９ 小説)

3081 天気予報の恋人 岡田惠和〔脚本〕 〔蒔田陽平ノベライズ〕 角川書店 20 (９ 小説)

3082 新しい学校劇 １ 岡田 陽／編 落合 聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3083 新しい学校劇 ２ 岡田 陽／編 落合 聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3084 新しい学校劇 ３ 岡田 陽／編 落合聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3085 新しい学校劇 ４ 岡田 陽／編 落合聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3086 新しい学校劇 ５ 岡田 陽／編 落合聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3087 新しい学校劇 ６ 岡田 陽／編 落合聡三郎／編 玉川大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

3088 怪盗クロネコ団のあまい罠 キッズパラダイス ４ 岡田 貴久子／作 スズキ コージ／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3089 怪盗クロネコ団あらわる！ キッズパラダイス ３ 岡田 貴久子／作 スズキ コージ／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3090 ワニがうたえば雨がふる ジョイ・ストリート 岡田 貴久子／作 広瀬 弦／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3091 わたしのちゃめウサギをさがして！ 岡田 貴久子／作 鈴木 まもる／絵 リブロポート
30 (１９ 読み物 中学
年)

3092 女の子と男の子の本 １ 小形 桜子／ほか文 おかべりか／絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3093 女の子と男の子の本 ２ 小形 桜子／ほか文 おかべりか／絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3094 女の子と男の子の本 ３ 小形 桜子／ほか文 おかべりか／絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3095 女の子と男の子の本 ４ 小形 桜子／ほか文 おかべりか／絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3096 女の子と男の子の本 ５ 小形 桜子／ほか文 おかべりか／絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3097 ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語 ４ 岡田 淳／著 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3098 ネコとクラリネットふき 岡田 淳／作 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)



3099 学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ １６ 岡田 淳／さく・え 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3100 びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田 淳／作・絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3101 二分間の冒険 偕成社の創作 岡田 淳／著 太田 大八／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3102 岡田武史の考えるサッカー 小学館基本攻略シリーズ 岡田 武史／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3103 生物学個人授業 岡田 節人／著 南 伸坊／著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3104 ノートにかいたながれ星 岡田 なおこ／作 久住 卓也／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3105 ふたりっ子 創作児童文学館 ８ 岡田 なおこ／作 桑原 良江／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

3106 たった一人の老い支度 実践編 岡田 信子／著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

3107 凍風 震える野生の記憶 岡田 昇／著 ダイヤモンド社 19 (８ 美術 芸術)

3108 ドク 岡田 恵和／著 岡田 惠和／著 角川書店 20 (９ 小説)

3109
秘籍 江戸文学選 第１巻 阿奈遠加之（上巻）-あなおかし
他

岡田甫/訳・解説者 日輪閣 7 (大型本)

3110
水とたたかった戦国の武将たち 土木の絵本シリ－ズ 武田
信玄・豊臣秀吉・加藤清正

緒方 英樹／文 加古 里子/画 （財）全国建設研修センタ－
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3111 秘籍 江戸文学選 逸著聞集 他 岡田甫/訳・解説者 日輪閣 7 (大型本)

3112
森のネズミのさがしもの ポプラ社のなかよし童話 ７９
森のネズミシリーズ

岡野薫子作 上条滝子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3113 ふしぎな森のしゃしんやさん うさぎのおみせやさん ９ 岡野薫子作 若山雪江絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3114 月のうさぎのおかしやさん うさぎのおみせやさん ８ 岡野薫子作 若山雪江絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3115 森のネズミのたんけん隊 ポプラ社のなかよし童話 ７８ 岡野薫子作 上条滝子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3116 森のネズミとお月さま ポプラ社のなかよし童話 ７７ 岡野薫子作 上条滝子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3117 森のネズミの雪あそび ポプラ社のなかよし童話 ７６ 岡野薫子作 上条滝子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3118 森のおいしいジャムやさん うさぎのおみせやさん ５ 岡野薫子作 若山雪江絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)



3119 森のネズミのゆうびんや ポプラ社のなかよし童話 ７５ 岡野薫子作 上条滝子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3120 しんかんせん のりもの  １ 小賀野実写真・文 ＪＴＢパブリッシング 62 (２４ 絵本 西)

3121 日本を走る列車１９５ 超はっけん大図鑑 ５ 小賀野実監修 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3122 私鉄特急 知識フォトえほん １０ 小賀野実写真・文 ひかりのくに 62 (２４ 絵本 西)

3123 ブルートレイン 知識フォトえほん ９ 小賀野実写真・文 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3124 村いちばんのパンやさん うさぎのおみせやさん ３ 岡野 薫子／作 若山 雪江／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3125
森のネズミとまほうの木 ポプラ社のなかよし童話 ７２
森のネズミ シリーズ

岡野 薫子／作 上条 滝子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3126 森のネズミの冬ごもり ポプラ社のなかよし童話 ６８ 岡野 薫子／作 上条 滝子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3127 森のネズミの舟のたび ポプラ社のなかよし童話 ６７ 岡野 薫子／作 上条 滝子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3128 森のネズミのおわかれ会 ポプラ社のなかよし童話 ６５ 岡野 薫子／作 上条 滝子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3129 豆本をつくる シリーズ親と子でつくる ５ 岡野 暢夫／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

3130 新保育学 岡野 雅子／ほか著 南山堂 17 (６ 総記 社会科学)

3131 経済ナゾ解き隊 お金のホントを知る 岡野進 朝日学生新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

3132 文様の事典 新装普及版 岡登 貞治／編 東京堂出版 5 (学習室)

3133 のりものだいすき ポプラ社ののりものずかん１２ おがのみのる/しゃしん ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

3134 思春期からのアトピーを治す本 岡部 俊一／著 法研

3135 水平へのあこがれ 岡部伊都子 明石書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3136
奇跡のホルモン「アディポネクチン」 メタボリックシン
ドロ－ム、がんも撃退する！

岡部 正／医師 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3137 絵と文「岡村幸右エ門」 絵かきのそぞろ歩き 岡村 幸右エ門／著 岡村幸右エ門 5 (学習室)

3138 全国訪ねてみたい古代遺跡１００ 日本古代遺跡監察図鑑 岡村道雄監修 成美堂出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



3139 びょういんの木 岡村 理／作・絵 汐文社 61 (２３ 絵本 北)

3140
漢方ダイエット 安心！ヤセながらもっと健康になれる！
Ｋｏｓａｉｄｏ ｂｏｏｋｓ

岡村 章二／著 広済堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3141 科学者の良心 科学には限界がある 岡村 誠三／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3142 ここまでわかった日本の先史時代 岡村 道雄 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3143 絵かきのそぞろ歩き 朝日新聞 奈良支局 岡村 幸右ｴ門 岡村 幸右ｴ門 13 (２ 県一般書)

3144 ちくま日本文学全集 ０５７ ちくま日本文学全集 岡本 綺堂／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3145 ふしぎなじどうはんばいき わたしのえほん 岡本 颯子／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

3146 高齢者のリハビリＱ＆Ａ 新版 健康ライブラリー 岡本五十雄著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3147
岡本信人の野草の楽しみ方 気軽に歩けばすぐに見つかる
身近な野草たち ブティックムック Ｎｏ．２８６

岡本信人〔著〕 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3148 もったいない生活大事典 １ もったいないを見つけよう 岡本正志監修 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3149 日本文学全集 ２７ 岡本 かの子 壷井 栄 新潮社 24 (１３ 全集)

3150 あそんであそんで どうぶつえほん ２ 岡本 順／作・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3151 さわってさわって どうぶつえほん １ 岡本 順／作・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3152 植村直己・地球冒険６２万キロ フォア文庫愛蔵版 岡本 文良／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

3153 つうしんぼのない学校 フォア文庫愛蔵版 岡本 淑子／作 おかもと よしこ／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

3154 日本文学全集 第７４巻 岡本かの子集 岡本かの子 集英社 24 (１３ 全集)

3155 ちくま日本文学全集 ０２６ 岡本かの子 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3156 日本文学全集 ４１ 岡本かの子・林芙美子・宇野千代 筑摩書房 24 (１３ 全集)

3157 標準原色図鑑全集 樹木 ８ 岡本省吾/著者 保育社 5 (学習室)

3158 太子道を往く ー飛鳥・斑鳩そして磯町長へー 岡本 精一 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)



3159 太子道を往く ー飛鳥・斑鳩そして磯長へー 岡本 精一 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

3160 江戸時代図誌 大阪 岡本良一/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3161 明治大正図誌 第11巻 大阪 岡本良一・守屋毅/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3162
岡山恭崇の楽しいバスケットボール ジュニア・スポー
ツ・セレクション ４

岡山 恭崇／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3163 つるかめ助産院 小川 糸／著 集英社 20 (９ 小説)

3164 日本の名峰１０ 谷川連峰・越後三山 小川 清美 山と渓谷社 7 (大型本)

3165 ツバキ文具店 小川糸著 幻冬舎

3166 サーカスの夜に 小川糸著 新潮社 20 (９ 小説)

3167 サクラチル 小川竜生〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

3168 言わぬが花 万屋に嫁ぎ、獅童を育てて－ 小川陽子著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

3169 博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社 20 (９ 小説)

3170 ヤマトンチュの大罪 日米安保の死角を撃つ！！ 小川 和久／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

3171 サラリーマン心理分析室 臨床心理士による悩み相談 小川 捷之／著 早川書房 17 (６ 総記 社会科学)

3172 経営分析辞典 小川 洌／編 中央経済社 5 (学習室)

3173 マグレブ、誘惑として 小川 国夫／著 講談社 20 (９ 小説)

3174 ピアニャン わくわくライブラリー 小川 英子／作 上田 三根子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3175 アシナガバチ 科学のアルバム ４３ 小川 宏／著 あかね書房

3176 やわらかな記号 小川 みなみ／著 矢吹 申彦／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3177 赤いろうそくと人魚 日本児童文学名作選１ 小川 未明著 堀内 誠一画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

3178 刺繍する少女 小川 洋子／著 角川書店 20 (９ 小説)



3179 やさしい訴え 小川 洋子／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3180 薬指の標本 小川 洋子／著 新潮社 20 (９ 小説)

3181 食堂かたつむり 小川糸 ポプラ社 20 (９ 小説)

3182 うちへかえろう 小川内初枝著 小学館 20 (９ 小説)

3183 大和の原像 知られざる古代太陽の道 小川 光三 大和書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3184 少年少女日本文学館１４ 赤いろうそくと人魚 小川未明  坪田譲治  浜田広介 講談社 25 (１４ 児童書)

3185 幸せの器 おぎ ぜんた／作 坂田 泉／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3186
子どもとの日々の暮らしを豊かにしたい わくわく子育て
８８の知恵

尾木直樹著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

3187 元気がでる子育て論 尾木 直樹／著 新日本出版社 17 (６ 総記 社会科学)

3188 明治大正図誌 第1巻 東京 （一） 小木新造・前田愛/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3189 ロールケーキの本 荻田 尚子／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

3190 みすゞ 荻田芳久著 河出書房新社 20 (９ 小説)

3191 沖縄県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ４７ 沖縄歴史研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

3192 けなげ 荻野アンナ著 岩波書店 20 (９ 小説)

3193 半死半生 荻野 アンナ／著 角川書店 20 (９ 小説)

3194 百万長者と結婚する教 荻野 アンナ／著 講談社 20 (９ 小説)

3195 古事記への旅 ＮＨＫブックス 荻原 浅男 藤根井 和夫 13 (２ 県一般書)

3196 夫婦という幸福｜夫婦という不幸 沖藤典子著 集英社 17 (６ 総記 社会科学)

3197 これで大丈夫禅語百科 沖本 克己／著 竹貫 元勝／著 淡交社 5 (学習室)

3198 海の見える理髪店 荻原浩著 集英社



3199 ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原浩著 文藝春秋

3200 花のさくら通り 集英社文庫  お５２－５ 荻原浩著 集英社

3201 神様からひと言 光文社文庫 荻原浩著 光文社

3202 さよならバースディ 荻原浩著 集英社 20 (９ 小説)

3203
肉・卵・豆腐のおかず おなじみ素材を工夫ひとつでおい
しい味にす レッスンシリーズ

荻原 悦子／料理 パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3204 竹でつくる シリーズ子どもとつくる ８ 荻原 克明／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

3205 次に晴れればそれでいい 地球スポーツライブラリー 荻原 次晴／著 ＦＭ出版 19 (８ 美術 芸術)

3206 薄紅天女 荻原 規子／作 徳間書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3207 空色勾玉 Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ 荻原 規子／作 福武書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3208
みんなおなじでもみんなちがう かがくのとも傑作集  ど
きどきしぜん

奥井 一満／文 得能 通弘／写真 小西 啓介／
ＡＤ

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3209 坊ちゃん忍者幕末見聞録 奥泉光著 中央公論新社 20 (９ 小説)

3210 『吾輩は猫である』殺人事件 奥泉 光／著 新潮社 20 (９ 小説)

3211 初めての電気教室 図解電気電子入門シリーズ 奥沢 煕／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3212 毒きのこ今昔 －中毒症例を中心にして－ 奥沢 康正 他２名／共編著 松下 裕恵 ／挿画 思文閣出版 19 (８ 美術 芸術)

3213 ケーキがやけたら、ね 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ヘレン・オクセンバリー／さく せな あいこ／
やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3214 ブタのおはなし 原本ほるぷ世界の絵本 ヘレン・オクセンバリー／絵 Heinemann 5 (学習室)

3215 奥薗寿子の子どもの朝ごはん 毎日簡単！元気レシピ 奥薗寿子著 金の星社 19 (８ 美術 芸術)

3216 空中ブランコ 奥田 英朗 文芸春秋 5 (学習室)

3217 町長選挙 奥田 英朗 文芸春秋 20 (９ 小説)

3218 叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本 奥田健次著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)



3219 空中ブランコ 奥田英朗著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3220 イン・ザ・プール 奥田英朗著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3221 紀行「赤毛のアン」 プリンス・エドワード島の人々 奥田 実紀／著 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3222 奥田誠亮会顧録 派に頼らず、義を忘れず 奥田誠亮 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

3223 海辺の生きもの 山渓フィールドブックス ８ 奥谷 喬司／編著 楚山 勇／写真 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3224 サンゴ礁の生きもの 山渓フィールドブックス ９ 奥谷 喬司／編著 楚山 勇／写真 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3225
スケッチブックをもって旅に出よう はじめての水彩風景
画 Ｔｈｅ ｎｅｗ ｆｉｆｔｉｅｓ

奥津国道著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

3226
奥寺康彦の楽しいサッカー ジュニア・スポーツ・セレク
ション ３

奥寺 康彦／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3227 時頼と時宗 奥富敬之著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3228 玩具の記憶 奥野 信太郎／著 須田 正一／編 論創社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3229 ４５歳からの保険の本 Ｔｈｅ ｎｅｗ ｆｉｆｔｉｅｓ 奥宮 雄志／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

3230
きょうふのうらないやしき ようせいチョコチップのぼう
けん ３

小熊 康司／さく ほりえ いくよ／え おぐま
こうじ／さく

小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

3231
非常識娘のお料理修業 料理オンチ女子大生の１０時限集
中講座

奥村 彪生／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3232
春の妖精たち スプリング・エフェメラル たくさんのふし
ぎ傑作集

奥山多恵子文・絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3233 つよいぞ！セイヨウタンポポ 子どもたのしいかがく
奥山 ひさし／ぶん・え おくやま ひさし／ぶ
ん・え

大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3234
ウィークエンド野遊び 秋編 Ｂｅ‐ｐａｌ ｏｕｔｉｎｇ
ｍｏｏｋ Ｎ ａｔｕｒｉｎｇ ｓ ...

奥山 ひさし／著 おくやま ひさし／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

3235 慣用表現辞典 日本語の言い回し 奥山 益朗／編 東京堂出版 5 (学習室)

3236 消えた日本語辞典 奥山 益朗／編 東京堂出版 5 (学習室)

3237 組み木絵をつくる シリーズ・親と子でつくる ２３ 小黒 三郎／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

3238 動物組み木をつくる シリーズ子どもとつくる １ 小黒 三郎／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)



3239 カッパのクー アイルランド伝説集 岩波少年文庫復刻版 オケリー／ほか編 片山 広子／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

3240 犬どろぼう完全計画
バーバラ・オコーナー／作 かみや しん／絵
三辺 律子／訳

文溪堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3241 小学生のための「正しい日本語」トレーニング １ 初級編 生越嘉治著 あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3242 平家物語 ５ 生越 嘉治／文 佐藤 やゑ子／絵 あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

3243 平家物語 ６ 生越 嘉治／文 佐藤 やゑ子／絵 あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

3244 平家物語 １ 生越 嘉治／文 佐藤 やゑ子／絵 あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

3245 平家物語 ２ 生越 嘉治／文 佐藤 やゑ子／絵 あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

3246 日本文学全集 １５ 尾崎 一雄 上村 暁 坪田 譲治 新潮社 24 (１３ 全集)

3247 与謝野晶子 群像日本の作家 ６ 尾崎 左永子／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

3248 万葉集辞典 尾崎 暢殃／ほか編修 武蔵野書院 19 (８ 美術 芸術)

3249
誰にも負けない幹部６つの基本 これを実践すれば“ダメ
幹部”とは言われな こんな基本書がほしかった！Ｓｅｒ
ｉｅｓ－ ＢＵＳＩＮＥＳ ...

尾崎 三昌／著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

3250 甲冑と刀剣 原色日本の美術２５ 尾崎 元春 佐藤 寒山 小学館 7 (大型本)

3251 角川大字源 尾崎 雄二郎／ほか編 角川書店 5 (学習室)

3252 思案せり我が暗号 カドカワ・エンタテインメント 尾崎 諒馬／著 角川書店 20 (９ 小説)

3253 昭和文学全集 第11巻 尾崎一雄、石川達雄、丹羽文雄、伊藤整 小学館 24 (１３ 全集)

3254 日本文学全集 ２ 尾崎紅葉・泉鏡花 筑摩書房 24 (１３ 全集)

3255 わたしの古典 ４ 尾崎左永子の古今和歌集・新古今和歌集 尾崎左永子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3256 日本文学全集 第５６巻 尾崎士郎・坪田譲治集 尾崎士郎・坪田譲治 集英社 24 (１３ 全集)

3257 日本文学全集 ４５ 尾崎士郎・火野葦平 筑摩書房 24 (１３ 全集)

3258 ちくま日本文学全集 ０２０ 尾崎翠 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



3259 現代語訳 日本の古典 ８ 今昔物語 尾崎秀樹 学研 24 (１３ 全集)

3260 日本文学全集 第2巻 尾崎紅葉・泉 鏡花集 尾崎紅葉・泉鏡花 集英社 24 (１３ 全集)

3261 子どもたちの日本 長田弘著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3262 浦島太郎の謎 長田ふみと著 文芸社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3263 わたしがちいさかったときに フォア文庫愛蔵版 長田 新／編 童心社 25 (１４ 児童書)

3264 いつ産むか 女のココロとカラダシリーズ 長田 渚左／著 ネスコ 17 (６ 総記 社会科学)

3265 ねこのき 長田 弘／さく 大橋 歩／え クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

3266 小道の収集 長田 弘／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3267 昭和文学全集 第１８巻 大佛次郎、松本清張、山本周五郎、司馬遼太郎 小学館 24 (１３ 全集)

3268 二人の始発駅 長部 日出雄／著 新潮社 20 (９ 小説)

3269 太宰治 群像日本の作家 １７ 長部 日出雄／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

3270 日本文学全集 ２９ 大佛 次郎 新潮社 24 (１３ 全集)

3271 帰郷 大佛次郎 毎日新聞社 20 (９ 小説)

3272 ちくま日本文学全集 ０３８ 大佛次郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3273 えほんとべないほたる ２ ほたるたちのふしぎなよる 小沢 昭巳／原作 関 重信／画 掘 慶子／英訳 ハート出版 61 (２３ 絵本 北)

3274 まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢 正／文 飯野 和好／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

3275 たのきゅう 日本の民話えほん 小沢 正／文 太田 大八／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

3276 かちかちやま 日本傑作絵本シリーズ
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3277 みるなのくら 日本傑作絵本シリーズ
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3278 『グリム童話』を読む 岩波セミナーブックス ６２ 小沢 俊夫／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



3279 政権交代のシナリオ 「新しい日本」をつくるために 小沢一郎著 菅直人著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

3280 かっぱのすもう 日本の民話えほん 小沢正文 太田大八画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

3281 三まいのおふだ 子どもとよむ日本の昔ばなし  ９
おざわとしおぶん まつもとなおこぶん たけと
みまさええ

くもん出版

3282 いっすんぼうし 子どもとよむ日本の昔ばなし  ２
おざわとしおぶん もちづきみどりぶん たしろ
さんぜんえ

くもん出版

3283 うりひめこ 子どもとよむ日本の昔ばなし  １５
おざわとしおさいわ やまぐちさちこさいわ お
おたかいくこえ

くもん出版

3284 えんまさまのしっぱい 子どもとよむ日本の昔ばなし  ８
おざわとしおぶん こばやししょうきぶん ささ
めやゆきえ

くもん出版

3285 おむすびまてまて 子どもとよむ日本の昔ばなし  ４
おざわとしおぶん まつむらまさこぶん せきや
としたかえ

くもん出版

3286 おやゆびたろう 子どもとよむ日本の昔ばなし  ２２
おざわとしおさいわ たかはしやすこさいわ お
のかおるえ

くもん出版

3287 かにかにではれ 子どもとよむ日本の昔ばなし  ５
おざわとしおぶん ふじいいづみぶん なつめ
しょうごえ

くもん出版

3288
がまとうさぎのもちあらそい 子どもとよむ日本の昔ばな
し  ２１

おざわとしおさいわ いとうあけみさいわ まさ
たかもとこえ

くもん出版

3289 こぶとりじい 子どもとよむ日本の昔ばなし  ７
おざわとしおぶん きくちあやこぶん くまだい
さむえ

くもん出版

3290 さるかにかっせん 子どもとよむ日本の昔ばなし  １１
おざわとしおぶん むとうきよこぶん くすはら
じゅんこえ

くもん出版

3291 したきりすずめ 子どもとよむ日本の昔ばなし  ６
おざわとしおぶん おのよしこぶん たいらきょ
うこえ

くもん出版

3292 しりなりべら 子どもとよむ日本の昔ばなし  １４
おざわとしおさいわ うえもりなかこさいわ よ
もぎだやすひろえ

くもん出版

3293 たにしむすこ 子どもとよむ日本の昔ばなし  １７
おざわとしおさいわ まつむらゆうこさいわ つ
だろとうえ

くもん出版

3294 ねずみのむこさがし 子どもとよむ日本の昔ばなし  １８
おざわとしおさいわ おおふねめぐみさいわ お
ぼまことえ

くもん出版

3295 花さかじい 子どもとよむ日本の昔ばなし  ３
おざわとしおぶん なかむらともこぶん ふくだ
いわおえ

くもん出版

3296 はなたかおうぎ 子どもとよむ日本の昔ばなし  ２３
おざわとしおさいわ かとうこうぎさいわ こみ
まさやすえ

くもん出版

3297 ぴぴんぴよどり 子どもとよむ日本の昔ばなし  １９
おざわとしおさいわ こんどうようこさいわ な
がのひでこえ

くもん出版

3298 へっこきよめさん 子どもとよむ日本の昔ばなし  １０
おざわとしおぶん からさわかおりぶん はなの
うちまさよしえ

くもん出版



3299 わらしべ三本 子どもとよむ日本の昔ばなし  ２０
おざわとしおさいわ いまにししげこさいわ や
まぐちみねやすえ

くもん出版

3300 うらしまたろう 子どもとよむ日本の昔ばなし  ２４
おざわとしおさいわ まみやふみこさいわ あべ
はじめえ

くもん出版

3301 かさじぞう 子どもとよむ日本の昔ばなし  １
おざわとしおぶん むらたみちこぶん しのざき
みつおえ

くもん出版

3302 ねずみのすもう 子どもとよむ日本の昔ばなし  １２ おざわとしおぶん ふじもとしろうえ くもん出版

3303 ぶんぶくちゃがま 子どもとよむ日本の昔ばなし  １６
おざわとしおさいわ しむらゆきこさいわ はせ
がわともこえ

くもん出版

3304 ももたろう 子どもとよむ日本の昔ばなし  １３
おざわとしおさいわ ながさきももこさいわ こ
ばやしゆたかえ

くもん出版

3305
おいしく作れる！専門店のシフォンケーキ しっとり、ふ
わふわ。とびきりおいしいケーキレシピ２７

小沢のり子著 大泉書店 19 (８ 美術 芸術)

3306 闇の大納言 小沢 章友／著 集英社 20 (９ 小説)

3307 運命の環 Ｂｕｎｓｈｕｎ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ 小沢 章友／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3308 曼陀羅華 小沢 章友／著 講談社 20 (９ 小説)

3309 とべないホタル １０ 小沢 昭巳／作 伴 和子／作 高橋 貞二／画 ハート出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

3310 とべないホタル ８ 小沢 昭巳／作 三浦 千恵／作 高尾 博子／画 ハート出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

3311 きつねのぱんとねこのぱん 絵本といっしょ ２ 小沢 正／文 藤枝 リュウジ／絵 国土社 62 (２４ 絵本 西)

3312 目をさませトラゴロウ フォア文庫愛蔵版 小沢 正／作 理論社 25 (１４ 児童書)

3313 うまかたやまんば 日本傑作絵本シリーズ
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3314 日本の昔話 １
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 25 (１４ 児童書)

3315 日本の昔話 ２
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 25 (１４ 児童書)

3316 日本の昔話 ３
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 25 (１４ 児童書)

3317 日本の昔話 ４
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 25 (１４ 児童書)

3318 日本の昔話 ５
小沢 俊夫／再話 赤羽 末吉／画 おざわ とし
お／再話

福音館書店 25 (１４ 児童書)



3319 気持ちのいい雑貨たち Ｓｉｍｐｌｅ ａｎｄ ｗａｒｍ 小沢 典代／スタイリング・文 リブロポート
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3320
子どもの権利・親の権利 「子どもの権利条約」をよむ 日
外教養選書

小沢 牧子／著 日外アソシエーツ 17 (６ 総記 社会科学)

3321 家訓 今に生きる処世の極意 講談社 小澤富夫 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3322
とっておきのやさしいハーブ生活 ３６５日、すぐにでき
るプチガーデニング

押尾洋子監修 プチガーデニングクラブ著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

3323 辻斬り 押川国秋著 講談社 20 (９ 小説)

3324 人斬り忠臣蔵 押川国秋著 幻冬舎 20 (９ 小説)

3325
プランの すてきな つなわたり ねずみの ぼうけん フ
ローラル

オスカー・グリロ作／絵 高田 敏子文 学研 5 (学習室)

3326
自然の摂理 エコロジーの歴史 農政研究センター国際部会
リポート Ｎｏ． ３１

ドナルド・ウォスター／著 小倉 武一／訳 食
料・農業政策研究センター ...

食料・農業政策研究センター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3327 ジジのエジプト旅行 文研じゅべにーる
ラッシェル・オスファテール／作 ダニエル遠
藤 みのり／訳 風川 恭子／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3328
マジック・ツリーハウス１３ 愛と友情のゴリラ マジッ
ク・ツリーハウス  １３

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3329
マジック・ツリーハウス３ アマゾン大脱出 マジック・ツ
リーハウス  ３

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3330
マジック・ツリーハウス２８ 嵐の夜の幽霊海賊 マジッ
ク・ツリーハウス  ２８

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3331
マジック・ツリーハウス２０ アラビアの空飛ぶ魔法 マ
ジック・ツリーハウス  ２０

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3332
マジック・ツリーハウス５ ＳＯＳ！海底探険 マジック・
ツリーハウス  ５

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3333
マジック・ツリーハウス２３ 江戸の大火と伝説の龍 マ
ジック・ツリーハウス  ２３

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3334
マジック・ツリーハウス１８ オオカミと氷の魔法使い マ
ジック・ツリーハウス  １８

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3335
マジック・ツリーハウス１ 恐竜の谷の大冒険 マジック・
ツリーハウス  １

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3336
マジック・ツリーハウス２５ 巨大ダコと海の神秘 マジッ
ク・ツリーハウス  ２５

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3337
マジック・ツリーハウス８ 古代オリンピックの奇跡 マ
ジック・ツリーハウス  ８

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3338
マジック・ツリーハウス６ サバンナ決死の横断 マジッ
ク・ツリーハウス  ６

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)



3339
マジック・ツリーハウス１０ ジャングルの掟 マジック・
ツリーハウス  １０

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3340
マジック・ツリーハウス２ 女王フュテピのなぞ マジッ
ク・ツリーハウス  ２

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3341
マジック・ツリーハウス１７ 聖剣と海の大蛇 マジック・
ツリーハウス  １７

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3342
マジック・ツリーハウス１１ 戦場にひびく歌声 マジッ
ク・ツリーハウス  １１

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3343
マジック・ツリーハウス９ タイタニック号の悲劇 マジッ
ク・ツリーハウス  ９

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3344
マジック・ツリーハウス２４ ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マ
ジック・ツリーハウス  ２４

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3345
マジック・ツリーハウス１５ ドラゴンと魔法の水 マジッ
ク・ツリーハウス  １５

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3346
マジック・ツリーハウス２６ 南極のペンギン王国 マジッ
ク・ツリーハウス  ２６

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3347
マジック・ツリーハウス１４ ハワイ、伝説の大津波 マ
ジック・ツリーハウス  １４

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3348
マジック・ツリーハウス２１ パリと四人の魔術師 マジッ
ク・ツリーハウス  ２１

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3349
マジック・ツリーハウス２９ ふしぎの国の誘拐事件 マ
ジック・ツリーハウス  ２９

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3350
マジック・ツリーハウス１９ ベネチアと金のライオン マ
ジック・ツリーハウス  １９

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3351
マジック・ツリーハウス７ ポンペイ最後の日 マジック・
ツリーハウス  ７

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3352
マジック・ツリーハウス４ マンモスとなぞの原始人 マ
ジック・ツリーハウス  ４

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3353
マジック・ツリーハウス２７ モーツァルトの魔法の笛 マ
ジック・ツリーハウス  ２７

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3354
マジック・ツリーハウス１６ 幽霊城の秘宝 マジック・ツ
リーハウス  １６

メアリー・ポープ・オズボーン／著 食野 雅子
／訳

メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3355
マジック・ツリーハウス２２ ユニコーン奇跡の救出 マ
ジック・ツリーハウス  ２２

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3356
マジック・ツリーハウス１２ 夜明けの巨大地震 マジッ
ク・ツリーハウス  １２

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3357
マジック・ツリーハウス３０ ロンドンのゴースト マジッ
ク・ツリーハウス  ３０

メアリー・ポープ・オズボーン著 食野雅子訳 メディアファクトリー 25 (１４ 児童書)

3358 障害者の地球旅行案内 おそど まさこ／著 晶文社 13 (２ 県一般書)



3359 くつしたあみのおばあさん わたしのえほん 小薗江 圭子／作 鈴木 康司／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

3360 あなたが生まれて 小田ゆり著 ポプラ社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3361
アフリカ ニュースを現代史から理解する 国際情勢ベー
シックシリーズ ４

小田 英郎／ほか著 自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)

3362 わたしたちの地球を守ろう １ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3363 わたしたちの地球を守ろう ２ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3364 わたしたちの地球を守ろう ３ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3365 わたしたちの地球を守ろう ４ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3366 わたしたちの地球を守ろう ５ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3367 わたしたちの地球を守ろう ７ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3368 わたしたちの地球を守ろう ８ 小田 英智／訳・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3369 倭国を掘る 地中からのメッセージ 小田 富士雄／著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3370
絶対おいしいローカロリーのお菓子 おいしいホームメイ
ド

小田 真規子／著 雄鶏社 19 (８ 美術 芸術)

3371 玉砕 小田 実／著 新潮社 20 (９ 小説)

3372 激動の世界で私が考えて来たこと 小田 実／著 近代文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

3373 玄 小田 実／著 講談社 20 (９ 小説)

3374
山登りってもっと素敵 ワンランク上の楽しみ方教えます
Ｙａｍａ ｂｏｏｋｓ ３３

小田 由理／文 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

3375
イスタンブールが面白い 東西文明の交流点を歩く 講談社
カルチャーブックス １１２

小田 陽一／文・写真 増島 実／写真 講談社 13 (２ 県一般書)

3376
家庭用殺虫剤のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ
１８

おだぎみを 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3377 ビスケトのひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ ７ おだぎみを 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3378 お肉のひみつ やさしい科学 小竹千香子著 永井泰子絵 さ・え・ら書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



3379 おイモのひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹 千香子／著 永井 泰子／絵 さ・え・ら書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3380 ちくま日本文学全集 ０５４ 織田作之助 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3381 昭和文学全集 第13巻
織田作之助、阿部知二、火野葦平、武田麟太
郎、尾崎士郎、中山義秀

小学館 24 (１３ 全集)

3382 駄ジャレの流儀 Ｔｈｅ ｎｅｗ ｆｉｆｔｉｅｓ 小田島雄志著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

3383
お好み焼き免許皆伝 Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｏｕｔｄｏｏｒ
遊び 尽くし

オタフクソース株式会社／編 お好み焼研修セ
ンター／編

創森社 19 (８ 美術 芸術)

3384 おばあちゃんのさがしもの いのちのえほん ８ 越智 登代子／文 東 菜奈／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

3385 料理図鑑 『生きる底力』をつけよう おちとよこ文 平野恵理子絵 福音館書店

3386 あなたの小さかったとき 越智登代子文 藤枝つう絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3387 ここにも、こけが… たくさんのふしぎ傑作集 越智典子文 伊沢正名写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3388 はるさんがきた ひまわりえほんシリーズ 越智のりこ作 出久根育絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

3389 てりふり山の染めものや 偕成社ワンダーランド １２
越智 典子／作 まさい けい／絵 おち のりこ
／作

偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3390 絵本だいすき！ 子どもと、かつて子どもであった人へ 落合恵子著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

3391 午後の居場所で 落合恵子著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3392 わたし三昧 …眠れない夜のために 落合恵子著 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3393
お酢のパワーを使いきる！１０７の便利帳 料理だけじゃ
もったいない キッチンの汚れ落とし、消臭、殺菌から、
美容まで Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

落合敏監修 知的生活研究所著 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

3394 名もなき勇者たちへ 落合信彦著 集英社 20 (９ 小説)

3395 今がどん底這い上がるしかないじゃないか 落合信彦著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

3396 どしゃぶりの時代魂の磨き方 落合信彦著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3397 騙し人 落合信彦著 集英社 20 (９ 小説)

3398 されど、わが祖国 夢－挫折－希望－行動そして２１世紀 落合信彦著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)



3399 ジョークでさらば２０世紀 落合信彦著 青春出版社 16 (５ 宗教 歴史)

3400
福岡市・北九州市はいま 二大１００万都市がめざす「ア
ジアの時代」

落合 英秋／著 森脇 喜一／著 オーエス出版 17 (６ 総記 社会科学)

3401 江戸時代入門 おもしろ日本史入門 ７ 落合 大海／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3402
税金でさぐる日本史 付・算数むかし話 おもしろ日本史入
門 ３

落合 大海／著 松崎 重広／著 原島 サブロー
／画

国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3403 パパのはらっぱママのしま 落合 恵子／文 和田 誠／絵 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

3404 スニーカーズ 落合 恵子／著 講談社 20 (９ 小説)

3405 ママのせなかにめがあった？ りとる ７ 落合 恵子／作 林 幸／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

3406 ぞうをだいた女の子 おはなしパレード ２ 落合 恵子／作 長 新太／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3407 よい歯つよい歯かわいい歯 子どもたのしいかがく 落合 靖一／ぶん 川上 三智子／え 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3408 テーブルコーディネート 落合 なお子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3409 烈炎に舞う 下 落合 信彦／著 集英社 20 (９ 小説)

3410 烈炎に舞う 上 落合 信彦／著 集英社 20 (９ 小説)

3411 太陽の馬 上 落合 信彦／著 集英社 20 (９ 小説)

3412 太陽の馬 下 落合 信彦／著 集英社 20 (９ 小説)

3413 野球人 落合 博満／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

3414
中学１年生の心理 心とからだのめざめ Ｎｅｗ心理学ブッ
クス

落合 良行／編著 大日本図書 17 (６ 総記 社会科学)

3415
中学３年生の心理 自分の人生のはじまり Ｎｅｗ心理学
ブックス

落合 良行／編著 大日本図書 17 (６ 総記 社会科学)

3416 中学２年生の心理 自分との出会い Ｎｅｗ心理学ブックス 落合 良行／編著 大日本図書 17 (６ 総記 社会科学)

3417 愛について 落合恵子 童心社 19 (８ 美術 芸術)

3418 パパのはらっぱママのしま 落合 恵子 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)



3419 ＺＯＯ 乙一著 集英社 20 (９ 小説)

3420 ＧＯＴＨ リストカット事件 乙一著 角川書店 20 (９ 小説)

3421 ズボラな奥さんの花マル冠婚葬祭ガイド
おつきあい上手な若奥サマの集い編 岩下宣子
監修 造事務所編・著

情報センター出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3422 キルトに綴る愛 ホイットニー・オットー／著 中野 恵津子／訳 講談社

3423
ポインセチアはまほうの花 メキシコのクリスマスのおは
なし

ジョアンヌ・オッペンハイム／文 ファビア
ン・ネグリン／絵 宇野 和美／訳

光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

3424
自然と遊ぼう！アウトドア入門 キャンプ場で遊べるアウ
トドア大百科

ＯＤエクスプレス／編 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

3425 メディカルハーブ 薬用ハーブ完全図解ガイド
ペネラピ・オディ／著 英国ハーブソサエティ
／編 近藤 修／訳

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3426 小川は川へ、川は海へ Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ スコット・オデール／作 柳井 薫／訳 小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3427 太陽は気を失う 乙川優三郎著 文藝春秋 20 (９ 小説)

3428 芥火 乙川優三郎著 講談社 20 (９ 小説)

3429 武家用心集 乙川優三郎著 集英社 20 (９ 小説)

3430 冬の標 乙川優三郎著 中央公論新社 20 (９ 小説)

3431 生きる 乙川優三郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3432 かずら野 乙川優三郎著 幻冬舎 20 (９ 小説)

3433
ほんね。 Ｏｔｏｔａｋｅ ｄｉａｒｙ ２０００～２００
１

乙武洋匡著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3434 五体不満足 乙武 洋匡／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3435 汽車のえほん １
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3436 汽車のえほん ２
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3437 汽車のえほん ３
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3438 汽車のえほん ５
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



3439 汽車のえほん ６
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3440 汽車のえほん ７
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3441 汽車のえほん ８
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3442 汽車のえほん １０
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3443 汽車のえほん １１
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3444 汽車のえほん １２
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3445 汽車のえほん １３
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3446 汽車のえほん １４
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3447 汽車のえほん １５
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3448 汽車のえほん １７
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3449 汽車のえほん １８
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3450 汽車のえほん １９
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3451 汽車のえほん ２０
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3452 汽車のえほん ２１
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3453 汽車のえほん ２２
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3454 汽車のえほん ２３
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3455 汽車のえほん ２４
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3456 汽車のえほん ２５
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3457 汽車のえほん ２６
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3458 汽車のえほん ４
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社



3459 汽車のえほん ９
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社

3460 汽車のえほん １６
ウィルバート・オードリー／作 桑原 三郎／訳
清水 周裕／訳

ポプラ社

3461 二十世紀 第１巻 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3462 二十世紀 第２巻 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3463 二十世紀 第３巻 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3464 二十世紀 第４巻 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3465 二十世紀 ５ 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3466 二十世紀 ６ 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3467 二十世紀 ７ 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3468 二十世紀 ８ 尾鍋 輝彦／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

3469
井戸の中のコンピューター 鳥／虫／魚・人の心・植物の
ことわざ童話集 ことわざ童話館 ５

鬼塚 りつ子／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3470
赤いくつをはいた女の子 野口雨情と私の心の歌物語 いき
いき人間ノンフィクション ２

鬼塚 りつ子／作 中釜 浩一郎／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3471
「フランダースの犬」だい好き 私の心の宝物ネロとパト
ラッシュ いきいき人間ノンフィクション １０

鬼塚 りつ子／作 奥村 ユズル／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3472 井伏鱒二 群像日本の作家 １６ 小沼 丹／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

3473 人形の檻 ゴーストハント２ 小野 不由美／著 メディアファクトリー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3474 かってなんだ？ 小野 靖子／作 あべまれこ／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

3475 なかよしこぐままんなかに 絵本の時間 ２１ おの りえん／作 はた こうしろう／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3476 営繕かるかや怪異譚 幽ＢＯＯＫＳ 小野不由美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

3477 鬼談百景 角川文庫  お７２－１ 小野不由美〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

3478 にぎやかな湾に背負われた船 小野正嗣著 朝日新聞社 20 (９ 小説)



3479
１００人が感動した１００冊の絵本 １９７８－９７年 別
冊太陽 日本のこころ １０４

小野 明／選 平凡社 17 (６ 総記 社会科学)

3480 オンロックがやってくる 日本傑作絵本シリーズ 小野 かおる／文・絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3481
やねはぼくらのひるねするばしょ たくさんのふしぎ傑作
集

小野 かおる／さく 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3482 アサガオ そだててみよう ２ 小野 隆／構成・文 香取正樹／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3483 ヒマワリ そだててみよう ６ 小野 隆／構成・文 安久津和巳／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3484 ブリガドーンの朝 理論社ライブラリー 小野 裕康／作 影山 徹／画 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3485 島への旅 自然をみつける物語 ４ 小野 有五／著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3486 山のひみつ 自然をみつける物語 ３ 小野 有五／著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3487 川との出会い 自然をみつける物語 １ 小野 有五／著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3488 森の時間 自然をみつける物語 ２ 小野 有五／著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3489 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋 ２ おの りえん／作 伊藤 英一／絵 理論社

3490 だって、生きてるんだもん 子どもの本 小納 弘／作 今井 弓子／絵 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

3491 なんだか気になるんだもん 子どもの本 小納 弘／作 今井 弓子／絵 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

3492 優雅なリボン刺しゅう ヴィクトリアン・スタイル 尾上 雅野／著 尾上 恵美／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3493 かたあし だちょう の エルフ おはなし名作絵本９ 小野木 学／ 文・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3494 かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 ９
小野木 学／ ぶん・え おのき がく／ ぶん・
え

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3495 基礎マレーシア語 小野沢 純／著 大学書林 19 (８ 美術 芸術)

3496 近代日本の版画 小野忠重 三彩社 19 (８ 美術 芸術)

3497
るるぶ 楽らくらく楽 京都 徹底紹介観て歩いて古都を満
喫

小野田哲郎/編集 るるぶ社 13 (２ 県一般書)

3498 なぞなぞだいすき １年生 なぞなぞ＆ゲーム王国 １ 小野寺ぴりり紳作 伊東ぢゅん子絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



3499 なぞなぞだいすき ３年生 なぞなぞ＆ゲーム王国 ３ 小野寺ぴりり紳作 伊東ぢゅん子絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3500 なぞなぞだいすき １年生 なぞなぞ＆ゲーム王国 １ 小野寺ぴりり紳作 伊東ぢゅん子絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3501 残穢 小野不由美 新潮社 20 (９ 小説)

3502 乙女ノ祈リ ゴーストハント３ 小野不由美 メディアファクトリー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3503 旧校舎怪談 ゴーストハント１ 小野不由美 メディアファクトリー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3504 死霊遊戯 ゴーストハント４ 小野不由美 メディアファクトリー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3505 原色高山植物図鑑Ⅰ １１ コンパクト版 １１ 小野幹雄/監修 林弥栄/監修 北隆館 5 (学習室)

3506 原色高山植物図鑑Ⅱ コンパクト版 １２ 小野幹雄/監修 林弥栄/監修 北隆館 5 (学習室)

3507 恐竜の大常識 これだけは知っておきたい ５
小畠郁生監修 西川寛文 高岡昌江文 三品隆司
文

ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3508 きょうりゅう 科学のアルバム ６ 小畠 郁生／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3509 くびながりゅうの発見 新版かんさつシリーズ ７ 小畠 郁生／文 平沢 茂太郎／絵 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3510
肝臓病が気になる人へ 肝炎、肝硬変、肝ガン、アルコー
ル性肝障害 やさしい医学と健康のシリーズ

小幡 裕／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3511 思いどおりに使えるイラスト・カット５０００ 小畑さとみ 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

3512
エネルギーの未来を考える ４ 地熱・バイオエネルギー
総合学習に役立つシリーズ

小浜杳訳 イアン・グラハム著 棚橋祐治日本語
版監修 山極隆日本語版監修 塚田庸子日本語版
校閲

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3513 源氏物語はこんなにおもしろい 小原喜代子著 かもがわ出版 19 (８ 美術 芸術)

3514 玉川児童百科大辞典 １ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3515 玉川児童百科大辞典 ２ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3516 玉川児童百科大辞典 ３ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3517 玉川児童百科大辞典 ４ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3518 玉川児童百科大辞典 ５ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)



3519 玉川児童百科大辞典 ６ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3520 玉川児童百科大辞典 ７ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3521 玉川児童百科大辞典 ８ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3522 玉川児童百科大辞典 ９ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3523 玉川児童百科大辞典 １０ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3524 玉川児童百科大辞典 １１ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3525 玉川児童百科大辞典 １２ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3526 玉川児童百科大辞典 １３ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3527 玉川児童百科大辞典 １４ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3528 玉川児童百科大辞典 １５ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3529 玉川児童百科大辞典 １６ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3530 玉川児童百科大辞典 １７ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3531 玉川児童百科大辞典 １８ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3532 玉川児童百科大辞典 １９ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3533 玉川児童百科大辞典 ２０ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3534 玉川児童百科大辞典 ２１ 改訂第７版 小原 哲郎／編集総括 玉川大学出版部／編集 誠文堂新光社 5 (学習室)

3535 たのしい印の年賀状 小原 俊樹／編 木耳社 19 (８ 美術 芸術)

3536 医療用医薬品市場の競争構造 増補改訂 小原 久治／著 高文堂出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3537 ぼくは野生動物の弁護人 新・のびのび人生論 ９ 小原 秀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3538 人間は野生動物を守れるか 小原 秀雄／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



3539 微熱 小原 美治／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

3540 アザラシの赤ちゃんに出会う旅 小原 玲／文・写真 東京書籍
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3541 いつだってイルカがそばにいる 小原田 泰久／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

3542
ｉモードの挑戦 モバイル・インターネットが世界を変え
る・日本を強くする

小尾敏夫著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

3543
ＮＨＫその時歴史が動いた ２ 女たちの関ケ原・戦国編
２ コミック版

帯ひろ志作画 本山一城作画 井上大助作画 Ｎ
ＨＫ「その時歴史が動いた」取材班編

ホーム社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3544
ＮＨＫその時歴史が動いた １ 天下統一・戦国編 １ コ
ミック版

帯ひろ志作画 本山一城作画 狩那匠作画 ＮＨ
Ｋ「その時歴史が動いた」取材班編

ホーム社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3545 がんばれプーチン おぼ まこと／作・絵 河合楽器製作所・出版事業部 61 (２３ 絵本 北)

3546 とってもふしぎなよるでした 絵本・ちいさななかまたち 於保 誠／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3547 ぼうしのすきなこぶた
マーティン・オーボーン／文 アクセル・シェ
フラー／絵 ふじさき なおこ／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

3548 あながいっぱい！ えほん、よんで！ ７ 宮本 忠夫／作 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

3549 ヒトはいかにして生まれたか ゲノムから進化を考える ５ 尾本 恵市／著 尾本 惠市／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3550
日本の開国 エミール・ギメあるフランス人の見た明治
「知の再発見」双書 ５４

尾本 圭子／著 フランシス・マクワン／著 尾
本 圭子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

3551 はちみつのタネ 尾山理津子作 新野めぐみ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3552 「いじめ」の実態と予防教育 小山田 勢津子／著 学苑社 17 (６ 総記 社会科学)

3553
そしてふたりでにっこりしたの 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

ハーウィン・オラムぶん メアリー・リースえ
まつかわまゆみやく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3554
アナグマさんはごきげんななめ 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

ハーウィン・オラム／ぶん スーザン・バーレ
イ／え 小川 仁央／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3555 ぼくはおこった 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ハーウィン・オラム／文 きたむら さとし／
絵・訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3556 やねうら 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ハーウィン・オラム／文 きたむら さとし／
絵・訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3557 アナグマのもちよりパーティ 児童図書館・絵本の部屋
ハーウィン・オラム／文 スーザン・バーレイ
／絵 小川 仁央／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

3558 サンタさんへのてがみ
ハイアウィン・オラム／文 トニー・ロス／絵
ゆあさ ふみえ／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)



3559 森のこえ かたつむり文庫 トルコ
フェリドゥン・オラール／文・絵 遠山 博文／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

3560 ネポス・ナポス リモのたからもの チームネポス作 城哲也絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

3561 ネポス・ナポスまよいぐものおくりもの チームネポス作 城哲也絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

3562 ちくま日本文学全集 ０５９ ちくま日本文学全集 折口信夫／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3563

患者が決めた！いい病院 患者１１万人アンケート 全１８
４５病院を１００点満点でランキング！ 大阪・京都・兵
庫・奈良・滋賀・和歌山 愛知・三重・岐阜・静岡〈近
畿・東海版〉

オリコン・メディカル株式会社編著 オリコン・メディカル
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3564 あるのかな チューリップえほんシリーズ 織田道代 飯野和好 鈴木出版 62 (２４ 絵本 西)

3565
ここんぷいぷい 創作ことばあそび絵本 かがくのとも傑作
集 わいわいあそび

織田 道代／作 木葉井 悦子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3566 あるある ことばあそびえほん りとる １９ 織田 道代／作 古川 タク／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

3567
ｉＭａｃ１２０％活用ガイド フルカラーで解るもっと使
える 日経ＭＡＣ Ｂｏｏｋ

折中良樹著 日経ＭＡＣ編集部監修 日経ＢＰ社 17 (６ 総記 社会科学)

3568 黙の部屋 折原一著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3569 被告Ａ ハヤカワ・ミステリワールド 折原一著 早川書房 20 (９ 小説)

3570 沈黙者 Ｎｏｃｔｕｒｎｅ ｐｏｕｒ ａｓｓａｓｓｉｎ 折原一著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3571 １０１号室の女 折原 一／著 講談社 20 (９ 小説)

3572 漂流者 折原 一／著 角川書店 20 (９ 小説)

3573 幸福荘の秘密 新・天井裏の散歩者 折原 一／著 角川書店 20 (９ 小説)

3574 ファンレター 折原 一／著 講談社 20 (９ 小説)

3575 緑の森の神話 心にのこる文学 ２５ 折原 みと／作絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3576 大好きなあなただから、真実を話しておきたくて オリビア・モンツチ 才村眞理/訳者 帝塚山大学出版会 17 (６ 総記 社会科学)

3577 はらぺこぺっこん あかね創作えほん ３５ 織茂 恭子／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

3578 へんてこ美術館 日本傑作絵本シリーズ 織茂 恭子／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



3579
ストップ・ザ・骨粗しょう症 食事・生活・運動で予防 や
さしい手の本

折茂 肇／編 宗像 伸子／編 婦人生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3580 ソフィーのねがいごと
ウェンディー・オルー／文 ゆあさ ふみえ／訳
むかい ながまさ／絵

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3581 もうひとりの息子 ドリット・オルガッド作 樋口範子訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3582 故郷の人びと 世界の名作全集 １０
ルイザ・メイ・オルコット／原作 中山 知子／
訳

国土社 25 (１４ 児童書)

3583 月の坊や 原本ほるぷ世界の絵本 イブ・スバング・オルセン／絵 ICBS 5 (学習室)

3584 イースター島の謎 「知の再発見」双書 ５２
カテリーヌ・オルリアック／著 ミッシェル・
オルリアック／著 藤崎 京子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

3585 壁のむこうから来た男 ウーリー・オルレブ／作 母袋 夏生／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3586 日本史人物５５人のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 小和田哲男監修 甲斐謙二まんが 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3587 ジュニア音楽百科 １ 音楽之友社／編 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3588 ジュニア音楽百科 ２ 音楽之友社／編 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3589 ジュニア音楽百科 ３ 音楽之友社／編 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3590 炭やき教本 簡単窯から本格窯まで 恩方一村逸品研究所／編 創森社 19 (８ 美術 芸術)

3591 ユージニア 恩田 陸／著 角川書店 20 (９ 小説)

3592 夜のピクニック 恩田 陸／著 新潮社 20 (９ 小説)

3593 クレオパトラの夢 恩田 陸／著 双葉社 20 (９ 小説)

3594 まひるの月を追いかけて 恩田 陸／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3595 夢違 恩田陸著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

3596 猫と針 恩田陸著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

3597 ネバーランド 恩田陸著 集英社 20 (９ 小説)

3598 イギリス人の患者 新潮・現代世界の文学 Ｍ・オンダーチェ／著 土屋 政雄／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



3599 中学スーパー理科事典 恩藤 知典／編著 増進堂・受験研究社 5 (学習室)

3600 金田一少年の事件簿 １ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3601 日本と中国楽しい民俗学 増補改訂版 賈 〓萱／共著 春日 嘉一／共著 社会評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3602 １００まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ ワンダ・ガアグ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3603 ナルニア国物語オフィシャルガイド Ｅ．Ｊ．カーク著 唐沢則幸訳 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3604 へんなどうつぶ ワンダ・ガアグ／文・絵 渡辺 茂男／訳 瑞雲舎 63 (２５ 絵本 南)

3605
１００まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ  アメリカ
の絵本

ワンダ・ガアグ／文・絵 いしい ももこ／訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

3606 失われた森 レイチェル・カーソン遺稿集
レイチェル・カーソン著 リンダ・リア編 古草
秀子訳

集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3607
スッキリきれいに暮らしたい！ 気持ちいいおそうじ＆せ
んたくＢＯＯＫ

ガーデン編 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

3608 世界を動かした塩の物語
マーク・カーランスキー文 Ｓ．Ｄ．シンド
ラー絵 遠藤育枝訳

ＢＬ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3609 エディのやさいばたけ サラ・ ガーランド／作 真木 文絵／訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

3610 スミス先生と海のぼうけん マイケル・ガーランド／作 斉藤 規／訳 新日本出版社 63 (２５ 絵本 南)

3611 できるかな？ あたまからつまさきまで エリック・カールさく くどうなおこやく 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3612 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ エリック・カール／作 佐野 洋子／訳 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3613 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ エリック・カールさく さのようこやく 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3614 ミツバチとみつどろぼう 原本ほるぷ世界の絵本 エリック・カール／絵 ほるぷ 5 (学習室)

3615
小さいことにくよくよするな！ ３ 仕事はこんなに、楽し
める

リチャード・カールソン著 小沢瑞穂訳 サンマーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

3616 小学新漢字辞典  改訂版 甲斐睦朗監修 光村教育図書 5 (学習室)

3617 小学新国語辞典  改訂版 甲斐睦朗監修 光村教育図書 5 (学習室)

3618 つくし かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 甲斐 信枝／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



3619 ざっそう かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 甲斐 信枝／ぶん・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3620 たねがとぶ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 甲斐 信枝／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3621 精神病はおばけの仕業だ！ 甲斐 睦興／著 東京経済 17 (６ 総記 社会科学)

3622
トクをする年金と保険のすべてがわかる本 ２００４年版
別冊主婦と生活

海江田万里監修 主婦と生活社 17 (６ 総記 社会科学)

3623 いちばんわかりやすいペイオフ１００問１００答 海江田万里著 アーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

3624 武将列伝 海音寺 潮五郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3625 武将列伝 ４ 文藝春秋 海音寺潮五郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3626 文藝春秋 １ 武将列伝 海音寺潮五郎 文藝春秋 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3627 武将列伝 六 文春文庫 海音寺 潮五郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3628 ちくま日本文学全集 ０４８ 海音寺潮五郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3629 ちくま日本文学全集 ０１０ 開高健 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3630
クラス全員がひとつになる学級ゲーム＆アクティビティ１
００ ナツメ社教育書ブックス

甲斐崎博史著 ナツメ社

3631 ふわふわブイブイ気球旅行
アーサー・ガイサート／作 たかはし けいすけ
／訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

3632 介助犬 社会でかつやくするイヌたち 介助犬協会監修 こどもくらぶ編・著 鈴木出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3633 人類の知的遺産 ９ 孟子 貝塚茂樹 講談社 24 (１３ 全集)

3634 モルフェウスの領域 海堂 尊／著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）20 (９ 小説)

3635 アクアマリンの神殿 海堂尊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20 (９ 小説)

3636 玉村警部補の災難 〔田口・白鳥シリーズ〕 海堂尊著 宝島社 20 (９ 小説)

3637 医学のたまご ミステリーＹＡ！ 海堂尊作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3638 トンガル殺人紀行 海庭良和著 郁朋社 20 (９ 小説)



3639 しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー Ｓ．Ｄ．シンドラー
黒宮純子

セーラー出版 62 (２４ 絵本 西)

3640
クジラとイルカの図鑑 完璧版 オールカラー世界のすべて
の鯨類 地球自然ハンドブック

マーク・カーワディーン／著 日本ヴォーグ社 5 (学習室)

3641
ＫＥＩＫＯカウチのスカーフレシピ これからの魅力的な
装い方

ケイコ・カウチ／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3642 少女作家は12歳 ナル子、天災画家に出会う 薫くみこ/作 西宮さき/絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

3643 夕映えの人 加賀乙彦著 小学館 20 (９ 小説)

3644 炎都 下巻 加賀 乙彦／著 新潮社 20 (９ 小説)

3645 炎都 上巻 加賀 乙彦／著 新潮社 20 (９ 小説)

3646 夏目漱石 群像日本の作家 １ 加賀 乙彦／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

3647 だるまさんが かがくいひろしのファーストブック １ かがくい ひろし／作 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

3648 だるまさんと かがくいひろしのファーストブック  ３ かがくい ひろし／作 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

3649 だるまさんの② かがくいひろしのファーストブック かがくい ひろし／作 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

3650 ふしぎなでまえ 講談社の創作絵本 かがくい ひろし／作 講談社 61 (２３ 絵本 北)

3651 おもちのきもち 講談社の創作絵本 かがくいひろし作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

3652 手づくりパン教室 講師養成講座 加賀田 昭枝／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

3653 生き方の鍵を見つける 加賀美幸子著 東京書籍
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3654
心身の健康をつくる歯の矯正 疑問と不安のすべてに答え
ます

各務 肇／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3655 しりとり つくばシリーズ はじめてのこくご ７
加賀美 久男／作 高木 あきこ／作 平埜 哲雄
／絵

太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

3656 ことばあつめ つくばシリーズ はじめてのこくご ８
加賀美 久男／作 岡田 ゆたか／作 宮崎 耕平
／絵

太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

3657 古代の日本 ３ 九州 鏡山猛・田村圓澄/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3658 ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう ４７ かがわあきらへん いしくらひろゆきえ 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



3659
環境ホルモンがよくわかる本 忍び寄る「生活環境病」か
ら生命と健康を守 名医登場シリーズ

香川 順／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3660
正しい「食事」でスリムになった 女子栄養大学クリニッ
クのカルテから

香川 芳子／監修 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3661 香川県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 香川県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

3662 写真撮影大事典 内容優良・初心者歓迎 柿島達郎著 エムディエヌコーポレーション  インプレス（発売）09 (新刊書)

3663 神谷美恵子人として美しく いくつもの生ただひとつの愛 柿木 ヒデ／著 大和書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3664 老後の資金がありません 垣谷美雨著 中央公論新社

3665 非常の才 肥後熊本藩六代藩主細川重賢藩政再建の知略 加来耕三著 講談社 20 (９ 小説)

3666 剣侠 新選組武勇列伝 岳真也著 学研 20 (９ 小説)

3667 勝海舟行蔵は我にあり 加来 耕三／著 日本実業出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3668 我に策あり 小説・坂本竜馬 加来 耕三／著 日本経済新聞社 20 (９ 小説)

3669 寛永の楔 小説・天草四郎の乱 加来 耕三／著 講談社 20 (９ 小説)

3670 補佐役の研究 歴史にみる組織人間学 加来 耕三／著 光人社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3671 遺言 歴史人物たちの最期の言葉 加来 耕三／著 ＰＨＰ研究所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3672 北越の竜河井継之助 岳 真也／著 角川書店 20 (９ 小説)

3673 １００まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ
ワンダ・ガアグ／ぶん・え 石井 桃子／やく
いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

3674 しらゆきひめと七人の小人たち 世界傑作童話シリーズ
ワンダ・ガアグ／再話・え 内田 莉莎子／やく
うちだ りさこ／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3675
すんだことはすんだこと または家のしごとがしたくなっ
たおやじさん 世界傑作童話シリーズ

ワンダ・ガアグ／再話・え 佐々木 マキ／やく 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3676 ヘンゼルとグレーテル 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ／再話 佐々木 マキ／やく・絵 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3677
新ルアーフィッシング入門 いろんな場所で、いろんな魚
が、よく釣れる

学習研究社／編 オフィスＴｉ‐Ｐｉ／編 つり
トップ編集部／編

学研 19 (８ 美術 芸術)

3678 蘭丸`夢の途中－真相・本能寺の変 創作児童文学館 ２５ 角田茉瑳子 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



3679 紙の月 角田 光代 角川書店 20 (９ 小説)

3680 地上八階の海 角田 光代／著 新潮社 20 (９ 小説)

3681 八日目の蝉 中公文庫  か６１－３ 角田光代著 中央公論新社 33 (２２ 文庫本)

3682 福袋 角田光代著 河出書房新社 20 (９ 小説)

3683
恋をしよう。夢をみよう。旅にでよう。 ブルームブック
ス

角田光代著 ソニー・マガジンズ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3684 対岸の彼女 角田光代著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3685 愛がなんだ ダ・ヴィンチブックス 角田光代著 メディアファクトリーダ・ヴィンチ編集部 20 (９ 小説)

3686 野の花ベロニカ 新こみね創作児童文学 角田 光男／作 こさか しげる／絵 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3687 ハナミズキへのまわり道 創作のメロディ ２ 角田 光男／作 中釜 浩一郎／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3688 ぼくはきみのおにいさん ものがたりうむ 角田 光代／著 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

3689 学校の青空 角田 光代／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

3690
富士号と太郎のすてきな家族 富士号救出から７年間の命
の記録 ポプラ・ノンフィクション ６２

角谷 智恵子／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3691
掛布雅之の楽しい野球 打撃・守備編 ジュニア・スポー
ツ・セレクション １

掛布 雅之／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3692 陰山メソッド家族の学習奮闘記 ３０家族の成功例 陰山英男著 エクスナレッジ 17 (６ 総記 社会科学)

3693 学力をつける１００のメソッド 陰山英男著 和田秀樹著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

3694 「空虚な自己」の時代 ＮＨＫブックス ８５０ 影山 任佐／著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

3695 エル・ドラードの鷲 景山 民夫／著 中央公論社 20 (９ 小説)

3696 オンリー・イエスタデイ 景山 民夫／著 角川書店 20 (９ 小説)

3697 パンドラの選択 景山 民夫／著 中央公論社 20 (９ 小説)

3698 チュウチュウ・トレイン 景山 民夫／著 角川書店 20 (９ 小説)



3699 ハイランド幻想 景山 民夫／著 中央公論社 20 (９ 小説)

3700 かわ こどものとも傑作集 加古里子 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3701
からすのパンやさん  ２版 かこさとしおはなしのほん
７

加古 里子／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3702 だいこんだんめんれんこんざんねん かがくのとも絵本 加古 里子／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3703
はいはいのんのんどっちゃんこ かこさとしのちいさいこ
のえほん

加古 里子／作 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

3704 まさかりどんがさあたいへん 加古 里子／作・絵 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

3705 あかいありとくろいあり かこさとしおはなしのほん ５ 加古 里子／絵・文 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

3706
おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとしおはなしのほ
ん ６

加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3707
からたちばやしのてんとうむし かこさとしおはなしのほ
ん １０

加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3708 サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん ９ 加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3709 どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん ４ 加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3710
にんじんばたけのパピプペポ かこさとしおはなしのほん
８

加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3711
あおいめ くろいめ ちゃいろのめ かこさとしおはなしの
ほん １

加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3712 とんぼのうんどうかい かこさとしおはなしのほん ２ 加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3713
わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん かこさとしおはな
しのほん ３

加古 里子／絵・文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

3714 からすのおかしやさん かこさとしおはなしのほん  １１ かこさとし作・絵 偕成社

3715 からすのそばやさん かこさとしおはなしのほん  １４ かこさとし作・絵 偕成社

3716
からすのてんぷらやさん かこさとしおはなしのほん  １
３

かこさとし作・絵 偕成社

3717 からすのやおやさん かこさとしおはなしのほん  １２ かこさとし作・絵 偕成社

3718 万里の長城 加古里子文 加古里子絵 常嘉煌絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



3719 うたのすきなかえるくん 新装改訂版 とっておきのどうわ かこさとしさく・え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

3720 富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほん １ かこさとし作 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3721 大きな大きなせかい ヒトから惑星・銀河・宇宙まで 加古 里子／著 かこ さとし／著 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3722
小さな小さなせかい ヒトから原子・クォーク・量子宇宙
まで

加古 里子／著 かこ さとし／著 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3723 マトリョーシカちゃん こどものとも傑作集 ９０ 加古 里子／ぶん・え 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

3724 あか しろ あおいち かこさとし・からだの本 ４ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3725
あがりめ さがりめ だいじなめ かこさとし・からだの本
７

加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3726 あなたのおへそ かこさとし・からだの本 １ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3727 あまいみず からいみず 新版 かこ・さとしかがくの本 ５
加古 里子／著 和歌山 静子／絵 かこ さとし
／著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3728 あるくやま うごくやま 新版 かこ・さとしかがくの本 ４ 加古 里子／著 宮下 森／絵 かこ さとし／著 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3729 かわ こどものとも傑作集 ４１ 加古 里子／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3730 かわいいあかちゃん 新版 かこ・さとしかがくの本 ２
加古 里子／著 富永 秀夫／絵 かこ さとし／
著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3731 すってはいてよいくうき かこさとし・からだの本 ９ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3732 たねからめがでて 新版 かこ・さとしかがくの本 ３ 加古 里子／著 若山 憲／絵 かこ さとし／著 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3733 たべもののたび かこさとし・からだの本 ２ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3734 だるまちゃんとうさぎちゃん こどものとも傑作集 ４６ 加古 里子／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3735 だるまちゃんとかみなりちゃん こどものとも傑作集 ２８ 加古 里子／さく え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3736 だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも傑作集 ２７ 加古 里子／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3737 だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 ７３ 加古 里子／さく え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3738
ちえのあつまり くふうのちから 新版 かこ・さとしかが
くの本 １０

加古 里子／著 滝平 二郎／絵 かこ さとし／
著

童心社 61 (２３ 絵本 北)



3739 てとてとゆびと かこさとし・からだの本 ６ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3740
なんだかぼくにはわかったぞ 新版 かこ・さとしかがくの
本 ７

加古 里子／著 やべ みつのり／絵 かこ さと
し／著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3741 はしれますか とべますか かこさとし・からだの本 ５ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3742
ひかりとおとのかけくらべ 新版 かこ・さとしかがくの本
６

加古 里子／著 田畑 精一／絵 かこ さとし／
著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3743 ほねはおれます くだけます かこさとし・からだの本 ８ 加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3744 ぼくのいまいるところ 新版 かこ・さとしかがくの本 １
加古 里子／著 太田 大輔／絵 かこ さとし／
著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3745
むしばミュータンスのぼうけん かこさとし・からだの本
３

加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3746
よこにきったまるいごちそう 新版 かこ・さとしかがくの
本 ９

加古 里子／著 岡本 武紫／絵 かこ さとし／
著

童心社 61 (２３ 絵本 北)

3747
よわいかみ つよいかたち 新版 かこ・さとしかがくの本
８

加古 里子／著 絵 かこ さとし／著 絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3748
わたしののうとあなたのこころ かこさとし・からだの本
１０

加古 里子／作 かこ さとし／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

3749 自然科学の基礎としての微積分 すうがくぶっくす １ 加古 孝／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3750
甘い物は脳に悪い すぐに成果が出る食の新常識 幻冬舎新
書  か－１５－１

笠井 奈津子／著 幻冬舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3751 吹雪の山荘 赤い死の影の下に 創元クライム・クラブ
笠井潔著 岩崎正吾著 北村薫著 若竹七海著 法
月綸太郎著 巽昌章著

東京創元社 22 (１１ 小説)

3752 道 ジェルソミーナ 私立探偵飛鳥井の事件簿 笠井 潔／著 集英社 20 (９ 小説)

3753 群衆の悪魔 デュパン第四の事件 笠井 潔／著 講談社 20 (９ 小説)

3754 精説太極拳技法 新装版 笠尾 恭二／編著 東京書店 19 (８ 美術 芸術)

3755 ヘラジカの森で
メアリ・カサノヴァ／著 高田 裕子／訳 北川
健次／画

文渓堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3756
おもちの大研究 日本人とおもちのおいしい関係 ＰＨＰノ
ンフィクション

笠原秀著 木暮健二郎イラスト ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3757 学習漫画日本の歴史 １８ 集英社版 第３版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3758
学習漫画日本の歴史できごと事典 第２版         第２版
集英社版 第２版    ...

笠原 一男／責任編集・考証 笠原 一男／立
案・構成 小栗 純子／立案・構成

集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



3759 学習漫画日本の歴史 １ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3760 学習漫画日本の歴史 ２ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3761 学習漫画日本の歴史 ３ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3762 学習漫画日本の歴史 ４ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3763 学習漫画日本の歴史 ５ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3764 学習漫画日本の歴史 ９ 第２版        集英社版 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3765
学習漫画日本の歴史 １０ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3766
学習漫画日本の歴史 １１ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3767
学習漫画日本の歴史 １２ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3768
学習漫画日本の歴史 １３ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3769
学習漫画日本の歴史 １４ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3770
学習漫画日本の歴史 １５ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3771
学習漫画日本の歴史 １６ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3772
学習漫画日本の歴史 １７ 第２版        集英社版 第２
版

笠原 一男／責任編集・考証 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3773 日本の歴史年表 集英社版・学習漫画 笠原 一男／責任編集 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3774 学習漫画日本の歴史人物事典 第２版 笠原 一男／責任編集・考証 柳川 創造／文 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3775 うごかしてあそぼうおりがみのほん かがくのとも傑作集 笠原 邦彦／企画・作図 織茂 恭子／絵・文 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3776 影のドーベルマン 笠原 靖／著 講談社 20 (９ 小説)

3777 ハック！！ ハッカーと呼ばれた青年たち 笠原 利香／著 ジャストシステム 17 (６ 総記 社会科学)

3778 自分に自信がない時読む本 めきめき元気がわいてくる 笠巻 勝利／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)



3779 キリスト最後のこころみ ニコス・カザンザキス／著 児玉 操／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

3780 その男ゾルバ 東欧の文学 ニコス・カザンザキス／著 秋山 健／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

3781
かわいい子にはちょっとぼうけん 人のからだ・親子・友
だちのことわざ童話集 ことわざ童話館 １

かしの木／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3782 一朝の夢 梶よう子著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3783 ちくま日本文学全集 ０２４ 梶井基次郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3784 昭和文学全集 第７巻
梶井基次郎、中島敦、内田百閒、広津和郎、網
野菊、森茉莉、牧野信一、嘉村磯多、中勘助、
瀧井孝作、丸岡明

小学館 24 (１３ 全集)

3785 日本文学全集 ３５ 梶井基次郎・堀辰雄・中島敦 筑摩書房 24 (１３ 全集)

3786 この世のおわり
ラウラ・ガジェゴ・ガルシア／作 松下 直弘／
訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

3787
怨讐星域 １ ノアズ・アーク ハヤカワ文庫 ＪＡ  １１９
２

梶尾真治著 早川書房

3788 怨讐星域 ２ ニューエデン ハヤカワ文庫 ＪＡ  １１９３ 梶尾真治著 早川書房

3789 怨讐星域 ３ 約束の地 ハヤカワ文庫 ＪＡ  １１９４ 梶尾真治著 早川書房

3790 悲しき人形つかい 梶尾真治著 光文社 20 (９ 小説)

3791 図説  日本の古典 第11巻 太平記 太平記 梶尾正昭/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

3792 なでなにクイズ ６年生 楽しく読めて、勉強に強くなる 梶 竜雄／児童文学研究家 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3793 英国の挑戦/いかにして子どもを虐待から守るか 柏野健三/訳者代表 帝塚山大学出版会 17 (６ 総記 社会科学)

3794 弥生人の鳥獣戯画 香芝市二上山博物館／編 雄山閣出版 13 (２ 県一般書)

3795
極み・飛鳥 -ニッポンの故郷にご利益あり 橿原市・高取
町・明日香村

橿原・高市広域行政事務組合/発行 西日本出版者 13 (２ 県一般書)

3796 図解スパッとわかる現代史 ２０世紀の人類の歩みを総括 鹿島海馬著 米田均〔監修〕 村山良忠〔監修〕 ナツメ社 16 (５ 宗教 歴史)

3797
おじいちゃんとおばあちゃんとぼくと １ねん１くみ子ど
もの詩の本

鹿島 和夫／編 おぼ まこと／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3798 暇がないから読書ができる 鹿島 茂／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)



3799 シルクロ－ドの天皇家 ２１世紀の宗教 鹿島曻 新國民社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3800 すべての疲労は脳が原因 集英社新書  ０８２９ 梶本修身著 集英社

3801
てんぱたんてんぱたん ねずみのもちつき 日本傑作絵本シ
リーズ

梶山 俊夫／再話・絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3802 ぼくの空、蛙の空 福音館日曜日文庫 梶山 俊夫／著 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3803 黒の試走車 長編推理小説 梶山 季之 光文社 20 (９ 小説)

3804 非常階段 長編小説 梶山 季之 光文社 20 (９ 小説)

3805 ぴらめんねｴ 長編小説 梶山 季之 光文社 20 (９ 小説)

3806 青い旋律 集英社文庫 梶山 季之 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3807 てやんでェ カッパ・ノベルス 梶山季之 光文社 20 (９ 小説)

3808 びかたん カッパ・ノベルス 梶山季之 光文社 20 (９ 小説)

3809 ゴーギャン 私の中の野性 「知の再発見」双書 １３
フランソワーズ・カシャン／著 田辺 希久子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

3810 絶望読書 苦悩の時期、私を救った本 頭木弘樹著 飛鳥新社

3811 発達心理学への招待 こころの世界を開く３０の扉 柏木 恵子／ほか著 柏木 惠子／ほか著 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

3812 上海カタストロフ 柏木 智光／著 講談社 20 (９ 小説)

3813 「老い」はちっともこわくない 笑顔で生きるための妙薬 柏木 哲夫／著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

3814 かいとうドチドチびじゅつかんへいく 柏葉 幸子／作 神山 ますみ／絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

3815 かいとうドチドチ雪のよるのプレゼント 柏葉 幸子／作 神山 ますみ／絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

3816 おばけ美術館へいらっしゃい ポプラの木かげ  ２４ 柏葉幸子作 ひらいたかこ絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3817
ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリー
ズ １

柏葉幸子作 岡本順絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

3818 とぶキャベツのひみつ 黒うさぎ王国 旺文社創作児童文学 柏葉 幸子／作 めるへんめーかー／絵 旺文社
31 (２０ 読み物 高学
年)



3819 チカのふしぎなアルバイト どうわほのぼのシリーズ 柏葉 幸子／作 宮本 忠夫／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3820 霧のむこうのふしぎな町 子どもの文学傑作選 柏葉 幸子／著 竹川 功三郎／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3821 モンスター・ホテルでクリスマス どうわはともだち 柏葉 幸子／作 高畠 純／絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

3822 かくれ家は空の上 わくわくライブラリー 柏葉 幸子／作 ヒロナガ シンイチ／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

3823 わかりやすい仏像鑑賞のしかた 図解で特徴が一目瞭然 春日野 一男／編 有楽出版社 19 (８ 美術 芸術)

3824 ディープなロンドン カズコ・ホーキのまるごと案内 カズコ・ホーキ／著 フランク・チキンズ／著 ネスコ 13 (２ 県一般書)

3825
新・カスピ海ヨーグルトのすべて 豆乳カスピ等最新の食
べ方・作り方決定版

カスピ海ヨーグルト研究会編 双葉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3826 死写室 霞流一著 新潮社 20 (９ 小説)

3827 ミステリークラブ カドカワ・エンタテインメント 霞 流一／著 角川書店 20 (９ 小説)

3828 フォックスの死劇 霞 流一／著 角川書店 20 (９ 小説)

3829 テディベアをあなたに 粕谷 育代／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3830 薬屋さんが書いた薬の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 糟谷 五朗／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3831 メイシーちゃんのおいしゃさん ルーシー・カズンズ作 なぎともこ訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3832 メイシーちゃんのおかたづけ ルーシー・カズンズ作 なぎともこ訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3833 メイシーちゃんレモネードをつくります ルーシー・カズンズ作 なぎともこ訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3834 ポートリーのぼうし ルーシー・カズンズ／作 五味 太郎／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3835 ザザのちいさいおとうと ルーシー・カズンズ／作 五味 太郎／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3836 奈良大和路文学散歩 嘉瀬井 整夫／著 鳥影社 19 (８ 美術 芸術)

3837 ぷしゅ～ カラフルえほん 風木一人 石井聖岳 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

3838 メソポタミア文明 ニュートンムック 古代遺跡シリーズ サラ・カセッリ／著 林 直美／訳 教育社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



3839
品川恋模様殺人事件 書き下ろし時代小説 文春文庫  か４
６－２８  耳袋秘帖  〔殺人事件シリーズ〕  〔１８〕

風野真知雄著 文藝春秋

3840 ニコライ盗撮 風野真知雄著 新人物往来社 20 (９ 小説)

3841 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 上遠 恵子／訳 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3842
親子で楽しむ科学手品 やりかたかんたん！科学がよくわ
かる レディブティックシリーズ １５７０

片江安巳監修 ブティック社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3843 パンの絵本 つくってあそぼう １０ かたおか ふさこ へん やまふく あけみ え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3844 いま、子どもと本を楽しもう 感性と心育ての読書法 片岡徳雄著 北大路書房 17 (６ 総記 社会科学)

3845
クックとタマ次郎の情報大航海術 図書館からはじめる総
合学習・調べ学習

片岡則夫作 佐藤智子絵 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3846 夏の姉を撮る 写真をめぐる小説２０章 片岡義男著 恒文社２１ 20 (９ 小説)

3847
情報大航海術 テーマのつかみ方・情報の調べ方・情報の
ま

片岡 則夫／著 リブリオ出版 17 (６ 総記 社会科学)

3848 青い色の短篇集 片岡 義男／著 中央公論社 20 (９ 小説)

3849
京のオランダ人 阿蘭陀宿海老屋の実態 歴史文化ライブラ
リー ４０

片桐 一男／著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3850 伊勢物語・土佐日記 新潮古典文学アルバム ５ 片桐 洋一／編集・執筆 後藤 明生／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

3851 自然と友だちになる法-③ 森の昆虫 片桐一正・槇原寛 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3852
図説 日本の古典 第5巻 竹取物語・伊勢物語 竹取物語・
伊勢物語

片桐洋一/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

3853 台湾鉄路と日本人 線路に刻まれた日本の軌路 片倉 佳史 交通新聞社 19 (８ 美術 芸術)

3854 しろうとうなぎ 少年少女名作落語⑥ 加太こうじ 偕成社 25 (１４ 児童書)

3855 ナマズはどこで卵を産むのか 川魚たちの自然誌 片野 修／著 創樹社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3856 構造薬害 人間選書 １８１ 片平 洌彦／著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3857 砂漠の世界 科学のアルバム ８７ 片平 孝／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3858 塩 海からきた宝石 科学のアルバム ６６ 片平 孝／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



3859 雪の一生 科学のアルバム ４８ 片平 孝／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3860 おやすみなさいコッコさん 福音館の幼児絵本シリーズ 片山 健／作・絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3861 タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山 健／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3862 おなかのすくさんぽ こどものとも傑作集 ４８ 片山 健／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3863 ほーらねできたよ 主婦の友はじめてブックシリーズ 片山 令子／作 はた こうしろう／絵 主婦の友社 62 (２４ 絵本 西)

3864 たのしいふゆごもり 日本傑作絵本シリーズ 片山 令子／作 片山 健／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3865 縄文人と「弥生人」 古人骨の事件簿 片山一道著 昭和堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3866 遠ざかる家 片山恭一著 小学館 20 (９ 小説)

3867 雨の日のイルカたちは 片山恭一著 文芸春秋 20 (９ 小説)

3868 もしも私が、そこにいるならば 片山恭一著 小学館 20 (９ 小説)

3869 コッコさんとあめふり 福音館の幼児絵本 片山健さく・え 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3870 コッコさんのともだち 幼児絵本シリーズ 片山健さく・え 福音館書店

3871
くすりの事典 ２０１７年版 病院からもらった薬がよくわ
かる

片山志郎監修 成美堂出版

3872 コッコさんのかかし 日本傑作絵本シリーズ 片山 健／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3873 コッコさんのおみせ 福音館の幼児絵本 片山 健／さく・え 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

3874 草原の神々の黄昏 イスマイル・カダレ／著 桑原 透／訳 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3875 滑川の民俗・ 中 滑川の民俗編集委員会 滑川市教育委員会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3876 滑川の民俗・上 滑川の民俗編集委員会 滑川市教育委員会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3877
「ゆとり」のある学校をどうつくるか 学校パラダイム２
１ Ｎｏ．２

学校改革研究センター／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

3878 たのしい体育 １ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)



3879 たのしい体育 ２ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3880 たのしい体育 ３ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3881 たのしい体育 ４ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3882 たのしい体育 ５ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3883 たのしい体育 ６ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3884 たのしい体育 ７ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3885 たのしい体育 ８ 学校体育研究同志会／編 ベースボール・マガジン社 17 (６ 総記 社会科学)

3886 雪の結晶ノート
マーク・カッシーノ作 ジョン・ネルソン作 千
葉茂樹訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

3887 この病気にこの漢方 市販漢方薬の上手な利用の仕方 勝田 正泰／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3888 虹と海～古代史の旅～ 勝野泰審 かまくら春秋社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3889 古代の技 藤ノ木古墳の馬具は語る 勝部 明生／著 鈴木 勉／著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3890 ２１世紀の平和を考えるシリーズ １ 紛争
勝間靖文 青木美由紀文 福武慎太郎文 大貫美
佐子監修

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3891 イラクわが祖国に帰る日 反体制派の証言 勝又郁子著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

3892 宿曜師濃姫と信長 勝見秀雄著 東京新聞出版局 20 (９ 小説)

3893 恋情 勝目梓著 文芸社 20 (９ 小説)

3894 犯行（やま） カッパ・ノベルス 勝目梓著 光文社 20 (９ 小説)

3895 耽溺 勝目 梓／著 講談社 20 (９ 小説)

3896 えんぎかつぎのだんなさん 日本傑作絵本シリーズ 桂 文我／話 梶山 俊夫／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3897 エデンの果ての家 桂望実著 文藝春秋 20 (９ 小説)

3898 まんじゅうこわい きみにもなれる落語の達人 １ 桂文我著 東菜奈絵 岩崎書店 25 (１４ 児童書)



3899
イスラム幻想世界 怪物・英雄・魔術の物語 Ｔｒｕｔｈ
ｉｎ ｆａｎｔａｓｙ ３７

桂 令夫／著 新紀元社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3900 亜妖精物語 Ｐｉｘｙ ｇａｒｄｅｎ 葛城 稜／著 オプトコミュニケーションズ 20 (９ 小説)

3901 平成二十三年度 第十五回葛城歌壇作品集 葛城市教育委員会 葛城市立新庄図書館 12 (１ 郷土資料)

3902 第十二回 葛城歌壇作品集 葛城市新庄図書館 葛城市新庄図書館 12 (１ 郷土資料)

3903 葛城の行事と暮らし 葛城市民話編集委員会/編 葛城市立図書館 12 (１ 郷土資料)

3904 葛城のむかしばなし 葛城市民話編集委員会 葛城市立図書館 12 (１ 郷土資料)

3905 第１６回 葛城歌壇作品集 葛城市立新庄図書館 葛城市立新庄図書館 12 (１ 郷土資料)

3906 第十回  葛城歌壇作品集 葛城市立新庄図書館 葛城市立新庄図書館 12 (１ 郷土資料)

3907 第十一回 葛城歌壇作品集 葛城市立新庄図書館 葛城市立新庄図書館 12 (１ 郷土資料)

3908 第１９回 葛城歌壇作品集 葛城市立図書館 12 (１ 郷土資料)

3909 大和の城と城下 葛城市歴史博物館特別展図録   第六冊 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 13 (２ 県一般書)

3910 桂文福のふるさと落語紀行 桂文福 浪速社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3911 Ｑ＆Ａ子どものこころの癒し方 家庭問題情報センター／編著 日本評論社 17 (６ 総記 社会科学)

3912 決定版お茶の心 茶花 家庭画報編 世界文化社

3913 決定版お茶の心 茶道具 家庭画報編 世界文化社

3914 フォー・ウェディング リチャード・カーティス／著 真矢 みづき／訳 キネマ旬報社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3915 家康、江戸を建てる 門井慶喜著 祥伝社

3916 東京帝大叡古教授 門井慶喜著 小学館

3917 シュー・フィッターが書いた靴の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 加藤 一雄・山本 宏／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3918 日本の名峰５ 鳥海・蔵王・月山 加藤 久一 山と渓谷社 7 (大型本)



3919 くらべる図鑑 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす 加藤 由子〔ほか〕／監修・指導 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3920 もっとくらべる図鑑 小学館の図鑑ＮＥＯ＋
加藤 由子〔ほか〕監修・指導 池下 章裕〔ほ
か〕イラスト

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

3921
おいしい野菜づくり７０種 自分の庭で楽しむヘルシー野
菜の作り方 栽培手順のすべてを写真で解説！

加藤 義松／監修 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

3922 いまこそ知りたい自衛隊のしくみ 加藤健二郎著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3923
子どもがのびのび育つ叱り方ストレスになるほめ方 “身
体”で伝えたい豊かなしつけ

加藤諦三著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

3924 今日という日の使い方 加藤諦三著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

3925 心が満たされている人の考え方 加藤諦三著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

3926
先端技術と人間 ２１世紀の生命・情報・環境 ＮＨＫライ
ブラリー １３７

加藤尚武著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3927 水軍遥かなり 加藤廣著 文藝春秋 09 (新刊書)

3928
加藤美由紀の小さい子どもがよろこぶメニュー 何度も
作ってあげたいおかず

加藤美由紀著 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)

3929 大奥、群盗騒動記 江戸時代あれこれ話 加藤むつみ著 文芸社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

3930 夢の子供たち 加藤幸子著 講談社 20 (９ 小説)

3931 みてみて！ はじめてえほん  ２ かとうようこ作 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

3932
くらべる図鑑クイズブック 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ＰＯＣ
ＫＥＴ

加藤由子監修・指導 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3933 最澄の世界 仏典を知る 加藤 栄司／解説文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

3934 秦氏とその民 渡来氏族の実像 加藤 謙吉／著 白水社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

3935
モーツァルトの伝言 少年から大人への階段 青春と文学
２

加藤 純子／作 永田 治子／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3936
「建ててよかった」快適・健康住宅 これからの住宅の新
基準高断熱・高気密住宅

加藤 大志朗／著 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3937 まじめで得をする人、損をする人 加藤 諦三／著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

3938 「ふれあい探し」の心理 講談社ニューハードカバー 加藤 諦三／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)



3939 地震と活断層を学ぶ Ａｉｃｈｉ ｓｈｉｎｓｈｏ Ｅ・１ 加藤 碵一／著 香村 一夫／著 愛智出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3940 ０９９０深夜（ミッドナイト）パーティー 加藤 博子／著 講談社 20 (９ 小説)

3941 フランス＝鉄道旅物語 加藤 文夫／著 弘田 優子／絵 東京書籍 13 (２ 県一般書)

3942 ＣＯＯＫＢＯＯＫたまご 加藤 美由紀／著 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3943 ＣＯＯＫＢＯＯＫトマト 加藤 美由紀／著 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3944 ＣＯＯＫＢＯＯＫポテト 加藤 美由紀／著 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3945
「島」へ。 日本を縁取る別天地 講談社カルチャーブック
ス １１３

加藤 庸二／著 講談社 13 (２ 県一般書)

3946 どうぶつのあしがたずかん 絵本図鑑シリーズ ６ 加藤 由子／文 ヒサ クニヒコ／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

3947
猫なんでも相談室 愛猫の悩みをすべて解決する Ｑｕｅｓ
ｔｉ

加藤 由子／著 高橋書店 19 (８ 美術 芸術)

3948 愛の奇跡 ヒデが愛した子どもたちへ ロザンナ加藤／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

3949 日本人とは何か 加藤周一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3950 雑種文化 講談社 加藤 周一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3951
日本その心とかたち /ＮＨＫ特別シリ－ズ １ はじめに形
ありき

加藤周一/ＮＨＫ取材班 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

3952
日本その心とかたち/ＮＨＫ特別シリ－ズ ２ 神々と仏の
出会い

加藤周一/ＮＨＫ取材班 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

3953
日本その心とかたち/ＮＨＫ特別シリ－ズ ６ 手のひらの
なかの宇宙

加藤周一/ＮＨＫ取材班 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

3954
よくわかる最新ヒトの遺伝の基本と仕組み 図解入門 教養
としての身近な遺伝学入門

賀籐 一示 他3名/著 秀和システム
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

3955 もっと知りたい日本１００名城 古代・中世の城編 加藤理文 株式会社 学研パブリッシング 13 (２ 県一般書)

3956 爆発する地下ビジネス ＰＨＰ Ｐａｐｅｒｂａｃｋｓ 門倉貴史著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

3957 黒豹夢想剣 特命武装検事 黒木 豹介 門田 泰明 光文社 20 (９ 小説)

3958 刺らく 門田 泰明 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



3959 授戒 光文社文庫 門田 泰明 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

3960 おさんぽぽいぽい 角野 栄子／文 井上 洋介／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3961
チキチキチキチキいそいでいそいで あかね創作えほん ３
６

角野 栄子／文 荒井 良二／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

3962 おさんぽぽいぽい 角野 栄子／文 井上 洋介／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

3963 くまくんのおへそ ぴょんぴょんえほん １１ 角野 栄子／文 佐々木 洋子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3964 みんなでおみせやさん のびのびノンちゃん ３
角野 栄子／作 小堤 一明／絵 黒井 健／キャ
ラクター

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3965 おはいんなさい えりまきに 角野 栄子／作 牧野 鈴子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

3966 魔女の宅急便  新装版 〔１〕 角川文庫  か６１－１ 角野栄子〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 33 (２２ 文庫本)

3967
魔女の宅急便 その６ それぞれの旅立ち 福音館創作童話
シリーズ

角野栄子作 佐竹美保画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3968
魔女の宅急便 その５ 魔法のとまり木 福音館創作童話シ
リーズ

角野栄子作 佐竹美保画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3969 ひゅーどろどろかべにゅうどう おばけとなかよし 角野栄子作 はたこうしろう絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

3970 リンゴちゃんのおはな おはなしボンボン ９ 角野栄子作 長崎訓子絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3971 リンゴちゃん おはなしボンボン ２ 角野栄子作 長崎訓子絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3972 ナナさんのいい糸いろいろ 角野栄子作 高林麻里絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3973
かいじゅうトゲトゲとミルクちゃん ママとパパとわたし
の本 １１

かどのえいこさく にしまきかやこえ ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3974 とかいじゅうシーシー おはなしパレード ８ 角野 栄子／作 サンタママス＆パパス／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3975 くまくんのおさんぽ ぴょんぴょんえほん １２ 角野 栄子／ぶん 佐々木 洋子／え ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

3976
おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう ポプ
ラ社の新・小さな童話 １４９ 角野栄 子の小さなおばけ
...

角野 栄子／さく 佐々木 洋子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3977
ぷーらりさんとどろんここぶた ぴかぴか童話 ２０ おば
けのぷーらりさん

角野 栄子／さく ふくだ すぐる／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3978
おばけのアッチのおばけカレー ポプラ社の新・小さな童
話 １３９ 角野栄 子の小さなおばけ ...

角野 栄子／さく 佐々木 洋子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



3979
ぷーらりさんと１ねんせい ぴかぴか童話 １８ おばけの
ぷーらりさん

角野 栄子／さく ふくだ すぐる／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3980 だれかたすけて 絵本といっしょ １ 角野 栄子／文 宇野 亜喜良／絵 国土社 62 (２４ 絵本 西)

3981 ケンケンとびのけんちゃん あかね創作えほん ３７ 角野 栄子／作 大島 妙子／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

3982 もりのおばけのぷーらりさん ぴかぴか童話 １２ 角野 栄子／さく ふくだ すぐる／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3983 ライオンくんをごしょうたい 角野 栄子／作 松井 なつ代／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3984 ちびねこチョビ 新あかね幼年どうわ １ 角野 栄子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

3985 ひょうのぼんやりおやすみをとる どうわがいっぱい ４ 角野 栄子／作 いせ ひでこ／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

3986 ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子／作 西川 おさむ／絵 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

3987 クリスマス・クリスマス たくさんのふしぎ傑作集 角野 栄子／さく 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

3988 ズボン船長さんの話 新版 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子／作 鴨沢 祐仁／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3989 魔女の宅急便 その２ 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子／作 広野 多珂子／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3990 魔女の宅急便 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子／作 林 明子／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3991 切っても切れないわがババ介護 門野 晴子／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

3992 ネネコさんの動物写真館 角野栄子 高林麻里/絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

3993 いつか見た人 香取俊介著 双葉社 20 (９ 小説)

3994 リリーのおうち
ミシェル・カートリッジ／作 岡田 美代子／訳
おかだ みよこ／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

3995 史跡奈良 上 古代史を歩く 改訂版 門脇 禎二／編 一声社 13 (２ 県一般書)

3996 史跡奈良 下 古代史を歩く 改訂版 門脇 禎二／編 一声社 13 (２ 県一般書)

3997 〈大人〉の条件 「社会力」を問う 門脇厚司著 佐高信著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

3998 飛鳥古京 古代びとの舞台 門脇 禎二／著 吉川弘文館 13 (２ 県一般書)



3999 日本生活文化史 ７ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4000 日本生活文化史 ８ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4001 日本生活文化史 ９ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4002 日本生活文化史 １０ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4003 日本生活文化史 ５ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4004 日本生活文化史 ６ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4005 日本生活文化史 別巻 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4006 日本生活文化史 ４ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4007 日本生活文化史 ３ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4008 日本生活文化史 ２ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4009 日本生活文化史 １ 新版 門脇 禎二／ほか編集 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4010
とってもテレフォン 異性・恋 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生
日記 １８

金井 貴一／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

4011 地球、たいしたもんだね シゲさんの八十八カ国放浪記 金井 重／著 成星出版 13 (２ 県一般書)

4012 重箱のすみ 金井 美恵子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4013 恋愛太平記 １ 金井 美恵子／著 集英社 20 (９ 小説)

4014 恋愛太平記 ２ 金井 美恵子／著 集英社 20 (９ 小説)

4015 大岡昇平 群像日本の作家 １９ 金井 美恵子／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

4016 一遍語録を読む 金井 清光 法蔵館 16 (５ 宗教 歴史)

4017 会津・下北、郷愁の殺人ルート Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 金久保茂樹著 有楽出版社 33 (２２ 文庫本)

4018 越前・伊豆、惜別の殺人ルート Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 金久保茂樹著 有楽出版社 33 (２２ 文庫本)



4019
信玄街道影武者殺人事件 Ｋｏｓａｉｄｏ ｂｌｕｅ ｂｏ
ｏｋｓ

金久保茂樹著 広済堂出版 20 (９ 小説)

4020 長崎・京都、復讐の殺人ルート Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 金久保茂樹著 有楽出版社 20 (９ 小説)

4021 「奥の細道」殺人紀行 美食の罠 ウルフ・ノベルス 金久保茂樹著 学研 20 (９ 小説)

4022
寝台特急〈北陸〉５８分間の密室 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

金久保茂樹著 徳間書店 20 (９ 小説)

4023 福岡・富山、裏切りの殺人ルート Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 金久保茂樹著 有楽出版社 20 (９ 小説)

4024 特急〈北斗星〉５分間の空白 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 金久保茂樹著 徳間書店 20 (９ 小説)

4025
高血圧を下げるおいしいバランス献立 完全版  自由に選
んで組み合わせれば血圧が下がる安心レシピ 主婦の友新
実用ＢＯＯＫＳ  Ｃｌｉｎｉｃ

金澤 良枝／監修 主婦の友社編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4026 カニツンツン こどものとも傑作集 金関寿夫 元永定正 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4027
アメリカ・インディアンはうたう たくさんのふしぎ傑作
集

金関 寿夫／文・訳詩 堀内 誠一／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4028
たのしいまちがいさがし ２年生 なぞなぞ＆ゲーム王国
８

かなだたえ作 伊東ぢゅん子絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4029 いなくなった少女と小人 かたつむり文庫 ガーナ
ヤオ・ボアチ・ガナッタ／文・絵 若林 千鶴子
／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

4030
子どもに伝えたい本物の食 Ｌｅｔ’ｓ Ｅｎｊｏｙ Ｓｌ
ｏｗ Ｌｉｆｅ！

金丸弘美著 ＮＴＴ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4031
肝炎・肝硬変の人の食事 急性肝炎・慢性肝炎・脂肪肝・
肝硬変 新健康になるシリーズ ７

金丸 正泰／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4032 愛をたっぷりもらってごらん 金盛 浦子／著 ベストセラーズ 17 (６ 総記 社会科学)

4033 性の授業死の授業 輝く命との出会いが子どもを変えた 金森 俊朗／著 村井 淳志／著 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

4034 金田一少年の事件簿  ６ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4035 金田一少年の事件簿 ７ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4036 誰が「白雪姫」を誘惑したか 金成陽一 大和書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4037 金田一少年の事件簿 ４ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4038 金田一少年の事件簿  １９ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



4039 金田一少年の事件簿 22 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4040 金田一少年の事件簿 ２３ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4041 金田一少年の事件簿 ２４ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4042 金田一少年の事件簿 ２５ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4043 金田一少年の事件簿 ２６ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4044 金田一少年の事件簿 ２７ 金成陽三郎/原作 さとうふみや/漫画 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4045 ダイノトピア 恐竜国漂流記 ジェームス・ガーニー／作 沢近 十九一／訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4046 クローディアの秘密  新版 岩波少年文庫  ０５０ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ作 松永ふみ子訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4047 ティーパーティーの謎  改版 岩波少年文庫  ０５１
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ作 金原瑞人訳 小島希
里訳

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4048 対話できない教師・叱れない親 アメリカの失敗に学べ カニングハム久子編著 学研 17 (６ 総記 社会科学)

4049
もぐらのカモネと森のなかまたち 子どもの文学・青い海
シリーズ ３

ジュリア・カニンガム／作 シンディ・ゼッカ
レス／絵 神鳥 統夫／訳

童話館出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4050 法律学小辞典 第４版
金子宏編集代表 新堂幸司編集代表 平井宜雄編
集代表

有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

4051
スゴイお酢パワー 元気になる料理レシピＢＥＳＴ１００
血液サラサラ肩凝り解消疲労回復 メディアパルムック

金子ひろみ料理監修 マガジントップ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4052 補欠の逆転ホームラン 文研ブックランド かねこ かずこ／作 西村 達馬／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4053 ぼくらの空きカン回収作戦 文研ブックランド かねこ かずこ／作 末崎 茂樹／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4054 誰のためでもなく 「韓国系日本人」として生きる 金子 博／著 三一書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4055
貝塚の獣骨の知識 人と動物とのかかわり 考古学シリーズ
１０

金子 浩昌／著 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4056
日本の信仰遺跡 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財研修の
記録

金子 裕之／編 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4057 事例・判例でみるセクハラ対策 金子 雅臣／著 築地書館 17 (６ 総記 社会科学)

4058 学生と考える生命倫理 金子章道 金内雅夫 河野由美 株式会社 ナカニシヤ出版 17 (６ 総記 社会科学)



4059 木簡は語る 金子 裕之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4060 ちくま日本文学全集 ００９ 金子光晴 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4061 対話篇 金城一紀著 講談社 20 (９ 小説)

4062
摘んで野草クッキング Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｏｕｔｄｏｏ
ｒ 遊び 尽くし

金田 初代／著 創森社 19 (８ 美術 芸術)

4063
知ってなっとく日本語鑑定団 ことばの疑問Ｑ＆Ａ 小学館
ジェイブックス

金田 弘／編著 鈴木 丹士郎／編著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

4064 エルマーと１６ぴきのりゅう 新版 世界傑作童話シリーズ
ルース・スタイルス・ガネッ ... ルース・ク
リスマン・ガネッ ... 渡辺 茂男／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4065 エルマーとりゅう 新版
ルース・スタイルス・ガネッ ... ルース・ク
リスマン・ガネッ ... 渡辺 茂男／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4066 エルマーのぼうけん 新版
ルース・スタイルス・ガネッ ... ルース・ク
リスマン・ガネッ ... 渡辺 茂男／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4067 アッシュベイビー 金原ひとみ著 集英社

4068 蛇にピアス 金原ひとみ著 集英社 20 (９ 小説)

4069
八月の暑さのなかで 岩波少年文庫  ６０２  ホラー短編
集

金原瑞人編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4070 南から来た男 岩波少年文庫  ６０５  ホラー短編集  ２ 金原瑞人編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4071 仰木彬パ・リーグ魂 命をかけてプロ野球を救った男 金村義明著 世界文化社 19 (８ 美術 芸術)

4072 磐余 ･ 多武峰の道 金本 朝一 綜文館 13 (２ 県一般書)

4073 山辺の道 金本 朝一 綜文館 13 (２ 県一般書)

4074 飛鳥の道 万葉・歴史のふるさと 金本 朝一 綜文館 13 (２ 県一般書)

4075 考古学推理帖 兼康 保明／著 大巧社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4076 探偵沖田総司 加野厚志著 毎日新聞社 20 (９ 小説)

4077 桂の花 幕末純愛伝 加野厚志著 広済堂出版 20 (９ 小説)

4078 竜馬慕情 加野 厚／著 加野 厚志／著 集英社 20 (９ 小説)



4079 妊娠中の危ない薬がわかる本 加野 弘道／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4080 歴史を学ぶこと 岩波高校生セミナー １ 鹿野 政直／著 岩波書店 16 (５ 宗教 歴史)

4081 アラビアン・ナイト 世界の名作全集 ３０ かの りゅう／編訳 国土社 25 (１４ 児童書)

4082 無菌病棟より愛をこめて 加納朋子著 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4083 ガリレオの小部屋 香納諒一著 実業之日本社 20 (９ 小説)

4084 炎の影 香納諒一〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

4085
建てたい家がわかる本 迷っているあなたに最適！ ホーム
メイク

加納 敬二郎／著 ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4086 いちばん初めにあった海 加納 朋子／著 角川書店 20 (９ 小説)

4087 ただ去るが如く 香納 諒一／著 中央公論社 20 (９ 小説)

4088 梟の拳 香納 諒一／著 講談社 20 (９ 小説)

4089 日本文学全集 現代名作集 ６４ 加納作次郎・吉井勇・豊島與志雄・藤森成吉等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4090 ヒマワリのかんさつ 科学のアルバム ２５ 叶沢 進／写真 白子 森蔵／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4091 日本の野鳥 山渓ハンディ図鑑 ７ 叶内 拓哉／写真・解説 山と渓谷社 5 (学習室)

4092 野鳥 ２版 山渓フィールドブックス ４ 叶内 拓哉／写真 浜口 哲一／解説 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4093 幻の女 マボロシノオンナ 香納涼一 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4094 地名人名付用字用語辞典 改訂版 樺島 忠夫／著 【スギ】浦 勝／著 大修館書店 5 (学習室)

4095
ほねほねザウルス ６ ティラノ・ベビー、かいぞくにな
る！？

カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4096
ほねほねザウルス １０ ティラノ・ベビーと４人のまほう
つかい

カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4097 ほねほねザウルス ８ ティラノ・ベビーのオニたいじ！？
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4098 ほねほねザウルス ９ まぼろし山のほねほねキング
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



4099 ほねほねザウルス ７ すすめ！ちていのあべこべランド
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店

4100 ほねほねザウルス ３ ぐるぐるジャングルで大ピンチ！
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4101
ほねほねザウルス ４ たんけん！アバラさばくのピラミッ
ド

カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4102
ほねほねザウルス ５ ティラノ・ベビー、おおぞらをと
ぶ！

カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4103 ほねほねザウルスティラノ・ベビーのぼうけん
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4104 ほねほねザウルス ２ なぞのオオウミガメをさがせ！
カバヤ食品株式会社原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ作・絵

岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4105 世界を俯瞰する眼 比較社会史入門 樺山 紘一／著 新書館 16 (５ 宗教 歴史)

4106 裁くものは 世界の名作全集 ２３
フェルナン・カバリェーロ／原作 佐久間 正／
訳

国土社 25 (１４ 児童書)

4107 みにくいあひるのこ 国際版はじめての童話１８ カパルビほか/画 肥田美代子/文 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4108 シチリアの少年 岩波少年文庫復刻版 ルイジ・カプアーナ／作 清水 三郎治／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

4109 河出世界文学全集２０ 城・変身・水いらず・汚れた手 カフカ・サルトル 河出書房新社 24 (１３ 全集)

4110 世界文学全集 ５７ カフカ・ロート 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4111 パパとふたりで ポプラせかいの絵本 １５
アリサ・サテン・カプチーリぶん ティファ
ニー・ビークえ 片山令子やく

ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

4112 ママとふたりで ポプラせかいの絵本 １４
アリサ・サテン・カプチーリぶん ティファ
ニー・ビークえ 片山令子やく

ポプラ社

4113 杣人 鏑木隼人著 文芸社 20 (９ 小説)

4114 ゼロの博物誌 Ｋａｗａｄｅ ｎｅｗ ｓｃｉｅｎｃｅ ロバート・カプラン著 松浦俊輔訳 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4115
黄金のビザンティン帝国 文明の十字路の１１００年 「知
の再発見」双書 ２８

ミシェル・カプラン／著 田辺 希久子／訳 松
田 廸子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

4116 バルカンの亡霊たち 気球の本
ロバートＤ．カプラン／著 宮島 直機／共訳
門田 美鈴／共訳

ＮＴＴ出版
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4117 訪問者 遠い国からきた二人
ロザリンド・カーヴェン／著 若林 千鶴／訳
村田 収／画

文渓堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4118 真夜中の森で 新・文学の扉 １８
Ｒ・カーヴェン／作 若林 千鶴／訳 久保田 あ
つ子／画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



4119 なぜか友達ができる「話し方」 ドン・ガボール著 田中敦子訳 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

4120 超準的手法にもとづく確率解析入門 すうがくぶっくす ９ 釜江 哲朗／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4121 日本の考古学 Ⅱ 縄文時代 鎌木義昌/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4122 どこが違うの？お仏壇 鎌倉新書編集部編著 鎌倉新書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4123 ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋 ソフトバンククリエ一ブ株式会社

4124 ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋 ソフトバンククリエイティブ 19 (８ 美術 芸術)

4125 ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋 ＳＢクリエイティブ株式会社

4126 がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田実著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4127 いま、非情の町で 鎌田 慧／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4128
せめてあのとき一言でも いじめ自殺した子どもの親は訴
える

鎌田 慧／著 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

4129 揺れる夏追憶の橋 鎌田 敏夫／著 角川書店 20 (９ 小説)

4130 ２９歳のクリスマス 下 鎌田 敏夫／著 新潮社 20 (９ 小説)

4131 ２９歳のクリスマス 上 鎌田 敏夫／著 新潮社 20 (９ 小説)

4132 おうてくれ地蔵さん「石見」 蒲池清和 田村實 三宅町役場 61 (２３ 絵本 北)

4133
今すぐ始められる老化を防ぐとっておきの方法 シリー
ズ・男の健康

カマル社／編著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4134 世界ユ－モア文学全集 第１０巻 エッフェル搭の潜水夫 カミ 吉村 正一郎／訳 筑摩書店 5 (学習室)

4135
その気になれば家は建つ 一生、家なしでいいのか！ 体験
的「家」獲 Ｎｅｗ ｈｏｕｓｅ ｂｏｏｋｓ

上岡 幟／著 ニューハウス出版 17 (６ 総記 社会科学)

4136 森呼吸 生まれかわった流木たち 神岡 学／造型・詩 神岡 衣絵／撮影 ダイヤモンド社 19 (８ 美術 芸術)

4137 三つの祖国 満州に嫁いだ日系アメリカ人 上坂 冬子／著 中央公論社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4138 字幕仕掛人一代記 神島きみ自伝 神島 きみ／著 パンドラ



4139 アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条さなえ作 相沢るつ子絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

4140 峠の惨劇 神丈正著 文芸社 20 (９ 小説)

4141 ひみつの猫日記 ジュニア文学館 １８ 上条 さなえ／作 山中 冬児／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4142 合いことばはなんじゃ・もんじゃ 童話だいすき １ 上条 さなえ／作 山口 みねやす／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

4143
子どもを本好きにする読書指導５０のコツ ネットワーク
双書

上条 晴夫／著 学事出版 17 (６ 総記 社会科学)

4144 運動会-種目-おもしろアイデアブック 上条晴夫/編者 民衆社 19 (８ 美術 芸術)

4145 切るナビ！庭木の剪定がわかる本 NHK趣味の園芸 上条祐一郎 NHK出版 19 (８ 美術 芸術)

4146 オーロラのひみつ わたしの研究 ９ 上出洋介文 つだかつみ絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4147 地震学者の個人的な地震対策 治にいて乱を忘れずの法 神沼 克伊／著 三五館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4148 からだとアレルギーのしくみ 入門ビジュアルサイエンス 上野川 修一／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4149
鬼手 味わい鑑賞し、攻防の急所発見力を高める 上級を目
指す

上村 邦夫／著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

4150
森の水はうたうよ はじめはポツン！ のびのび・えほん
６

上矢 津／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

4151 テニス練習メニュー２００ 基本が身につく 神谷勝則監修 池田書店 09 (新刊書)

4152
キャンプ＆野外生活ワンダーランド 準備からテクニック
までだいじなことがよく 遊ブックス

神谷 明宏／編著 柴田 俊明／編著 いかだ社 19 (８ 美術 芸術)

4153 神谷美恵子著作集 ３ 神谷 美恵子／著 みすず書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4154 生きがいについて 神谷 美恵子／著 みすず書房 17 (６ 総記 社会科学)

4155 カタコンベ 神山裕右著 講談社 20 (９ 小説)

4156
自然科学とコンピュータ 自然界小説よりも奇々怪々 “３
分”プログラミング・シリーズ １２

神山 博／著 川添 良幸／著 共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4157 オンリー・ユー愛されて 神山 由美子／原作 由良 桂子／ノベライズ ベストセラーズ

4158 最初の人間 アルベール・カミュ／著 大久保 敏彦／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



4159
学校と勉強がたのしくなる本 ＬＤの子のためのガイド
ブック

ローダ・カミングス著 ゲーリー・フィッ
シャー著 上田勢子訳 上野一彦監修

大月書店 17 (６ 総記 社会科学)

4160
風をつかまえた少年 １４歳だったぼくはたったひとりで
風力発電をつくった

ウィリアム・カムクワンバ／著 ブライアン・
ミーラー／著 田口 俊樹／訳

文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4161 うみをわたったキリン 亀井一成のどうぶつえん日記 ５ 亀井 一成／文 福田 岩緒／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

4162 大和古寺風物誌 亀井 勝一郎 新潮社 13 (２ 県一般書)

4163 はるをさがしに 亀岡 亜希子／作・絵 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

4164 面と肖像 原色日本の美術２１ 亀田 孜 田辺 三郎助 永井 信一 小学館 7 (大型本)

4165 面と肖像原色日本の美術第２３巻 亀田孜 田辺三郞助 永井信一  宮 次男 小学館 7 (大型本)

4166 コピ－してそのまま使える-かわいいカットイラスト2000 亀山 利明 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

4167 気持ちを「ゆったり休ませる」私の方法 鴨下一郎著 新講社 17 (６ 総記 社会科学)

4168 蠱 加門 七海／著 集英社 20 (９ 小説)

4169 くぐつ小町 加門 七海／著 河出書房新社 20 (９ 小説)

4170
火の雨氷の雨 カムイユカラ・アイヌの神さまが話したこ
と

かやのしげる文 いしくらきんじ絵 小峰書店 62 (２４ 絵本 西)

4171 アイヌネノアンアイヌ たくさんのふしぎ傑作集 萱野 茂／文 飯島 俊一／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4172 桜井風土記 栢木 喜一 桜井市 12 (１ 郷土資料)

4173 桜井風土記 栢木 喜一 桜井市 12 (１ 郷土資料)

4174
ひとつぶのサツチポロ アイヌの昔話 平凡社名作文庫 １
６

萱野茂 平凡社 25 (１４ 児童書)

4175 オヤジの背中 加山 雄三／著 読売新聞社 19 (８ 美術 芸術)

4176 てんりの昔ばなし 萱間俊匡 マッシューＪ．アイナン/翻訳 天理市教育委員会 12 (１ 郷土資料)

4177 カラーコーディネート自由自在 カラー集団「トータリア」／編 講談社 19 (８ 美術 芸術)

4178 海ほおずき 唐 十郎／著 文芸春秋 20 (９ 小説)



4179 小さな小さなあなたを産んで 唐木 幸子／ほか著 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4180 昭和文学全集 第２８巻
唐木順三、亀井勝一郎、加藤周一、篠田一士、
山崎正和、安田興重郎、竹山道雄、佐伯彰一、
大岡信

小学館 24 (１３ 全集)

4181 薬の秘密 薬局のクスリ大研究 唐沢 俊一／著 翔泳社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4182 南アジアを知る事典 辛島昇 他９名/監修 平凡社 5 (学習室)

4183 ちきゅう Ｇ．ブライアン・カラス 庄司太一 海部宣男 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4184 むこう岸には マルタ・カラスコ／作 宇野 和美／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

4185 エペペ カリンティ・フェレンツ／著 池田 雅之／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

4186 ブダペストに春がきた 東欧の文学 カリンティ／著 上村 ユキ子／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

4187 ちいさなくも エリック・カール／作 森 比左志／訳 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

4188 くまさん くまさん なにみてるの？ エリック＝カール／え ビル＝マーチン／ぶん 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4189 やどかりのおひっこし
エリック＝カール／さく 森 比左志／やく も
り ひさし／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4190 巨人（ジャイアント）にきをつけろ！
エリック＝カール／さく 森 比左志／やく も
り ひさし／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4191 １，２，３どうぶつえんへ かずのほん 改訂新版 エリック＝カール／構成・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4192 うたが みえる きこえるよ エリック＝カール／さく もり ひさし／やく 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4193 ことりをすきになった山
エリック＝カール／絵 アリス＝マクレーラン
／文 ゆあさ ふみえ／訳

偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4194 だんまりこおろぎ 音のでる絵本
エリック＝カール／さく 工藤 直子／やく く
どう なおこ／やく

偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4195 ちいさいタネ エリック＝カール／さく ゆあさ ふみえ／やく 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4196 ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール／作 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4197 はらぺこあおむし 改訂新版
エリック＝カール／さく 森 比左志／やく も
り ひさし／やく

偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4198 おほしさまかいて！
エリック＝カール／さく 佐野 洋子／やく さ
の ようこ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)



4199 くもさんおへんじどうしたの
エリック＝カール／さく 森 比左志／やく も
り ひさし／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4200 ごきげんななめのてんとうむし エリック＝カール／さく もり ひさし／やく 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4201 しりたがりのこひつじ
エリック＝カール／え アーノルド＝サンド
ガード／ぶん 工藤 直子／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4202 しろくまくん なにがきこえる？
エリック＝カール／え ビル＝マーチン／ぶん
大附 瑞枝／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4203 たんじょうびの ふしぎな てがみ
エリック＝カール／さく・え 森 比左志／やく
もり ひさし／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4204 ぼくのねこみなかった？
エリック＝カール／さく 大附 瑞枝／やく お
おつき みずえ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4205 パパ、お月さまとって！ 改訂
エリック＝カール／さく 森 比左志／やく も
り ひさし／やく

偕成社 6 (あのね文庫)

4206 マルコヴァルドさんの四季 岩波少年文庫  １５８ イタロ・カルヴィーノ作 関口英子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

4207 愛その他の悪霊について 新潮・現代世界の文学 Ｇ・ガルシア＝マルケス／著 旦 敬介／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4208 結婚したらわかること ラーラ・カルデッラ／著 千種 堅／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4209 ３びきのくま ポール・ガルドン ただひろみ ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

4210 さるとわに  改訂新版 ジャータカ物語より ポール・ガルドンさく きたむらよりはるやく ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

4211 まほうのおなべ えほん・ドリームランド ３ ポール・ガルドン／再話・絵 田中 とき子／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

4212 クジラの歌が聞こえるよ
ギャリー・カルバー文 スティーブ・サンドラ
ム文 スティーブ・サンドラム絵 古藤ゆず訳

学研 63 (２５ 絵本 南)

4213 コゼット 上 レ・ミゼラブル続編 ローラ・カルパキアン／著 光野 多惠子／訳 三天書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4214 コゼット 下 レ・ミゼラブル続編 ローラ・カルパキアン／著 光野 多惠子／訳 三天書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4215 １２０歳まで若さを保つ法 革命科学シリーズ １ 軽部 征夫／著 朝日出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4216 地球環境にやさしいバイオ 軽部 征夫／著 ＮＴＴ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4217 独創力をつける 知のノウハウ 軽部 征夫 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4218 消えた化石事件 恐竜探偵フェントン ２
Ｂ．Ｂ．カルホーン／作 千葉 茂樹／訳 太田
大八／絵

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



4219
赤いぼうしのタルレーナ かわいい小人のお話 新しい世界
の幼年童話

エリナ・カルヤライネン／作 クリステル・レ
ンス／絵 稲垣 美晴／訳

学研教育出版  学研マーケティング（発売）
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4220
コケッコーさんとはらぺこひよこ コケッコーさんシリー
ズ ３

かろくこうぼう作 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

4221
コケッコーさんところりんたまご コケッコーさんシリー
ズ ２

かろくこうぼう作 フレーベル館 6 (あのね文庫)

4222 こころの処方箋 河合 隼雄 新潮社

4223 救済のゲーム 河合莞爾著 新潮社 20 (９ 小説)

4224 ココロの止まり木 河合隼雄著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4225 縦糸横糸 河合隼雄〔著〕 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

4226 「個人」の探求 日本文化のなかで 河合隼雄編著 日本放送出版協会

4227 いのちの対話 河合隼雄著 潮出版社 17 (６ 総記 社会科学)

4228 声の力 歌・語り・子ども 河合隼雄〔ほか〕著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

4229 宗教を知る人間を知る 河合隼雄〔ほか〕著 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

4230 物語を生きる 今は昔、昔は今 河合隼雄著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

4231 日本人の心 河合隼雄著 石毛直道〔ほか述〕 潮出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4232 日本文化のゆくえ 河合隼雄著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

4233 心にある癒す力治る力 心理療法の現場から 下 河合隼雄著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

4234 これからの日本 潮ライブラリー 河合隼雄著 潮出版社 17 (６ 総記 社会科学)

4235
素敵な色えんぴつ画入門 色えんぴつ画を楽しむための基
本技法と実作例 レッツトライ

河合ひとみ著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

4236 「日本人」という病 潮ライブラリー 河合 隼雄／著 潮出版社 17 (６ 総記 社会科学)

4237
大人になることのむずかしさ 青年期の問題 新装版 子ど
もと教育

河合 隼雄／著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4238 大人への児童文化の招待 上
河合 隼雄／著 工藤 左千夫／著 絵本児童文学
研究センター／編

エイデル研究所 19 (８ 美術 芸術)



4239
ぼけを救うこれだけの方法 ピッタリの療法がみつかる治
療介護最前線

河合 真／著 ハート出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4240 庭にできたウサギの国 たくさんのふしぎ傑作集 河合 雅雄／文 図子 光俊／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4241 福祉のしごと 川井 竜介／著 浜名 純／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

4242 デッドマン 河合莞爾 角川書店 20 (９ 小説)

4243 学問の鉄人が贈る１４歳と１７歳のＢＯＯＫガイド 河合塾／編 メディアファクトリー 17 (６ 総記 社会科学)

4244 まんが日本昔ばなし さるかに合戦 川内彩友美/編 講談社 61 (２３ 絵本 北)

4245 おはようミントくん 川上 隆子／文・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

4246 翼はいつまでも 川上健一著 集英社 20 (９ 小説)

4247 童謡画集 新・講談社の絵本 １９ 川上四郎画 千葉幹夫構成 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4248
最新地球史がよくわかる本 「生命の星」誕生から未来ま
で Ｈｏｗ‐ｎｕａｌ図解入門 Ｖｉｓｕａｌ Ｇｕｉｄｅ
Ｂｏｏｋ

川上紳一著 東条文治著 秀和システム
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4249 此処彼処 川上弘美著 日本経済新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4250 恋愛小説 川上弘美〔ほか〕著 新潮社 22 (１１ 小説)

4251 ニシノユキヒコの恋と冒険 川上弘美著 新潮社 20 (９ 小説)

4252 光ってみえるもの、あれは 川上弘美著 中央公論新社 20 (９ 小説)

4253 竜宮 川上弘美著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4254 パレード 川上弘美著 平凡社 20 (９ 小説)

4255 ゆっくりさよならをとなえる 川上弘美著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4256 センセイの鞄 川上弘美著 平凡社 20 (９ 小説)

4257 乳と卵 川上未映子著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4258 飛鳥学 第１巻 河上 邦彦／ほか編著 人文書院 13 (２ 県一般書)



4259 飛鳥学 第２巻 河上 邦彦／ほか編著 人文書院 13 (２ 県一般書)

4260 しょせん、女には勝てない 川上 源太郎／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4261 椰子・椰子 川上 弘美／著 山口 マオ／画 小学館 20 (９ 小説)

4262 蛇を踏む 川上 弘美／著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4263 物語が、始まる 川上 弘美／著 中央公論社 20 (９ 小説)

4264 桂離宮と茶室 原色日本の美術１５ 川上 貢 小学館 7 (大型本)

4265
気軽に楽しむ男の家事学入門 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ＆ ｌｉ
ｆｅ

川木 淳／著 中央経済社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4266 のんびり森のかいすいよく のびのび・えほん １５ 河北 亮司／作 宮崎 博和／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

4267
イギリスの歴史 世界に出会う各国＝地域史 帝国＝コモン
ウェルスのあゆみ 有斐閣アルマ

川北稔編 木畑洋一編 有斐閣
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4268
日本特撮映画図鑑 東宝編 Ｂｅｓｔ５４ Ｓｅｉｂｉｄｏ
ｍｏｏｋ

川北 紘一／特別監修 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

4269 近代の日本画 原色日本の美術３０ 河北 倫明 小学館 7 (大型本)

4270
人生、いまが一番いい 「しあわせ」が見つかる１００の
発想法

川北 義則／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4271 ふたごの魔法つかいガラスの城 フォア文庫 Ａ１２１ 川北 亮司／作 ふりや かよこ／画 童心社 25 (１４ 児童書)

4272 のんびり森のぞうさん えほん・ハートランド １３
川北 亮司／作 宮崎 博和／絵 かわきた りょ
うじ／作

岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

4273 きょうもきょうりゅう ぶんけい・ようねんどうわ ９ 川北 亮司／作 長谷川 芳一／絵 文渓堂
30 (１９ 読み物 中学
年)

4274 チーズの絵本 つくってあそぼう ７ かわぐち おさむ へん はやかわ じゅんこ え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4275 沈黙の艦隊 １ かわぐち かいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4276 大山康晴の晩節 河口俊彦著 飛鳥新社 19 (８ 美術 芸術)

4277 からくり夢時計  軽装版 川口雅幸〔著〕 アルファポリス  星雲社（発売）
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4278 虹色ほたる  軽装版 永遠の夏休み 川口雅幸〔著〕 アルファポリス  星雲社（発売）
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



4279 花のポエム粘土工芸 細工がしやすく、焼かずにできる 川口 紀子／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

4280 健食料理辞典 川口 はるみ／編 東京堂出版 5 (学習室)

4281 よるのどうぶつえん 子どもたのしいかがく 川口 幸男／ぶん 村田 エミコ／え 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4282 沈黙の艦隊 20 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4283 沈黙の艦隊 21 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4284 沈黙の艦隊 22 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4285 沈黙の艦隊 23 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4286 沈黙の艦隊 24 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4287 沈黙の艦隊 25 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4288 沈黙の艦隊 26 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4289 沈黙の艦隊 27 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4290 沈黙の艦隊 28 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4291 沈黙の艦隊 29 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4292 沈黙の艦隊 30 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4293 沈黙の艦隊 31 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4294 沈黙の艦隊 32 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4295 沈黙の艦隊 19 モ－ニングKC8 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4296 沈黙の艦隊 17 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4297 沈黙の艦隊 18 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4298 沈黙の艦隊 16    モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



4299 沈黙の艦隊 10 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4300 沈黙の艦隊 11 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4301 沈黙の艦隊 12 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4302 沈黙の艦隊 13 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4303 沈黙の艦隊 14 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4304 沈黙の艦隊 15 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4305 沈黙の艦隊 ４  モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4306 沈黙の艦隊 6 も-ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4307 沈黙の艦隊 7 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4308 沈黙の艦隊 8 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4309 沈黙の艦隊 ９ モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4310 沈黙の艦隊 5 モ－ニングKC かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4311 沈黙の艦隊 ２ かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4312 沈黙の艦隊 ３ かわぐちかいじ 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4313 かこちゃん 文研ブックランド 川越 文子／作 狩野 富貴子／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

4314
逆境を笑え 野球小僧の壁に立ち向かう方法 文春文庫  か
７０－１

川崎宗則著 文藝春秋

4315 しかられた神さま 川崎洋少年詩集 詩の散歩道 川崎 洋／著 杉浦 範茂／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4316
ほんものの食べものを求めて 産消提携が農をつくる ひば
り双書 持続可能な社会を求めて ３

川崎 洋子／著 スペースゆい 19 (８ 美術 芸術)

4317 １ねん１くみの１にち 川島 敏生／写真・文 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

4318 1ねん1くみの1にち 川島敏生 アリス館 6 (あのね文庫)



4319
ピョートル大帝の妃 洗濯女から女帝エカチェリーナ一世
へ

河島みどり著 草思社 20 (９ 小説)

4320
朝刊１０分の音読で「脳力」が育つ 脳科学の最先端研究
が明かす驚異の事実

川島隆太著 ＰＨＰエディターズ・グループ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4321 いそべの生物 科学のアルバム ３３ 川嶋 一成／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4322 ヤドカリ 科学のアルバム ９９ 川嶋 一成／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4323 新選 たのしい小学校劇 中学年 上 川島 吾朗／編集 牧 杜子尾／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4324 新選 たのしい小学校劇 中学年 下 川島 吾朗／編集 牧 杜子尾／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4325 しろいくまとくすのき おはなしメリーゴーランド 川島 誠／作 長 新太／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

4326
脳のなんでも小事典 脳をパワーアップしたい大人のため
の

川島 隆太 他 技術評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4327 うちゅうとこころがひびきあうとき 愛の絵本 川津 祐介／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

4328 だれが山を守るのか 河津 千代／著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4329 運命の人びと 暴君ネロと母と師 河津 千代／著 金井塚道栄／画 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4330 火垂（ほたる） 河瀬直美著 幻冬舎 20 (９ 小説)

4331 日本市場に続々参入するアジア企業ｉｎ ＪＡＰＡＮ 河添 恵子／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4332 しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 ; どきどきしぜん 川田健 薮内正幸 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4333 モダン東京の検屍官 銀座カフェ女給連続怪死事件 川田弥一郎著 双葉社 20 (９ 小説)

4334 しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 川田 健／ぶん 薮内 正幸／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4335 惨劇のアテナイ 川田 弥一郎／著 講談社 20 (９ 小説)

4336 戦慄の脳宇宙 川田 弥一郎／著 角川書店 20 (９ 小説)

4337 ぼくらが語りあった７日間 川田 竜平／著 Ｔｏｓｈｉ／著 七賢出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4338 竜平の現在（いま） 川田 竜平／著 三省堂
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



4339 おやじのせなか 河内 義勝 東京書籍
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4340
わかりやすいテニスのルール 〔２０１３〕 ＳＰＯＲＴＳ
ＳＥＲＩＥＳ

川廷尚弘監修 成美堂出版 09 (新刊書)

4341
家庭の医学  第３版 オールカラー版  専門医が分野ごと
にやさしく解説  最新

川名正敏総監修 成美堂出版

4342 茉莉花 サンパギータ 川中大樹 光文社 20 (９ 小説)

4343 曖昧の生態学 人間選書 １９１ 川那部 浩哉／著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4344 赤い革装の日記 川西 蘭／著 新潮社 20 (９ 小説)

4345 光る汗 川西 蘭／著 集英社 20 (９ 小説)

4346
やさしい雑学クイズ１５００問 頭をリフレッシュしよう
初級編

川根 勝男／著 文芸社 19 (８ 美術 芸術)

4347 「ゆっくり」の叛乱 河野秀忠著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

4348 源義経の大常識 これだけは知っておきたい １６ 河野美智子文 樋口州男監修 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4349 自分らしさを生きる心理学 女の自己実現・その方法 河野 貴代美／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

4350 アリのお花畑 森の新聞 ３ 河野 昭一／著 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4351 がんの痛み 治療と抑え方がわかる本 河野 友信／著 河野 通文／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4352 しまったぁ ゆめ編 障害児教育創作教材 河野 秀忠/著 西村 吉彦/絵 織田 努/写真 障害者問題総合誌 17 (６ 総記 社会科学)

4353 しまったぁ （風編） 障害児教育創作教材 河野 秀忠 他著 障害者問題総合誌 17 (６ 総記 社会科学)

4354 いちごです 川端 誠／作 文化出版局 62 (２４ 絵本 西)

4355 バナナです 川端 誠／作 文化出版局 62 (２４ 絵本 西)

4356 あっぱれアスパラ郎 野菜忍列伝 其の２ 川端 誠／作 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

4357 風来坊 川端 誠／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

4358 風来坊危機一髪 川端 誠／作・絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)



4359 サボテンたちのゆきあそび 川端 誠／作・絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)

4360 ちくま日本文学全集 ０４７ ちくま日本文学全集 川端 康成／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4361 少年少女日本文学館１１ 伊豆の踊子・泣虫小僧 川端 康成・林 芙美子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

4362 ゆうびん受けのうさぎ あかね・新読み物シリーズ １８ 河俣規世佳作 狩野富貴子絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

4363
この日本語の意味がわかりますか？ 知っているようで知
らない言葉、大集合！

川畑英毅著 加納喜光監修 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

4364 うえきばちです 川端誠作 ＢＬ出版

4365 宇治拾遺ものがたり  新版 岩波少年文庫  ５６９ 川端善明作 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4366 恐竜のおりがみ おりがみランド 川畑 文昭／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4367 はつてんじん 落語絵本 川端 誠／作 クレヨンハウス 61 (２３ 絵本 北)

4368 まんじゅうこわい 落語絵本 川端 誠／作 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

4369 日本文学全集 ２０ 川端 康成 新潮社 24 (１３ 全集)

4370 ロシア・ソ連を知る事典 増補版 川端香男里他３名/監修 平凡社 5 (学習室)

4371 日本文学全集 ３３ 川端康成 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4372 日本文学全集 第３９巻 川端康成 一集 川端康成 集英社 24 (１３ 全集)

4373 日本文学全集 第４０巻 川端康成 二集 川端康成 集英社 24 (１３ 全集)

4374 昭和文学全集 第５巻 川端康成、岡本かの子、横光利一、太宰治 小学館 24 (１３ 全集)

4375
さようなら、ありがとう、ぼくの友だち ペットを失った
あなたへ いのちのえほん ５

河原 まり子・利岡 裕子／作 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

4376 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー ４ 河原潤子作 本庄ひさ子絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4377 天皇家の隠し子 謎につつまれた悲劇の皇女 河原敏明著 ダイナミックセラーズ出版

4378 世界人名辞典 東洋編 新版 増補版 河部 利夫／編 中村 義／編 東京堂出版 5 (学習室)



4379 世界人名辞典 西洋編 新版 増補版 河部 利夫／編 保坂 栄一／編 東京堂出版 5 (学習室)

4380 ツバメの街 森の新聞 １３ 川道 美枝子／著 須川 恒／著 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4381 はなたれこぞうさま 日本の民話えほん 川村 たかし／文 梶山 俊夫／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

4382 サーカスのライオン おはなし名作絵本 １６ 川村 たかし／文 斎藤 博之／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4383 億男 川村元気著 マガジンハウス 20 (９ 小説)

4384
お昼ごはんにいらっしゃい おともだちとおいしい時間を
Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｍｅｎｕ 講談社のお料理ＢＯＯＫ

河村みち子著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4385
胃腸手術後の人の食事 食道 胃・十二指腸 大腸 直腸 肝
臓 胆 新健康になるシリーズ １５

河村 一太／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4386 初級クラウン英和辞典 第８版 河村 重治郎／編 三省堂 5 (学習室)

4387 初級クラウン和英辞典 第６版 河村 重治郎／編 三省堂 5 (学習室)

4388 おぶさりてい 日本の民話えほん 川村 たかし／文 関屋 敏隆／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

4389 六にんのごうけつ ひかりのくに名作・昔話絵本 川村 たかし／文 井江 栄／絵 ひかりのくに 63 (２５ 絵本 南)

4390 銀河鉄道からす座特急 こども童話館 ８３ 川村 たかし／編 篠崎 三朗／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4391 若がえりの水 日本の民話えほん 川村 たかし／文 梶山 俊夫／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

4392
うっかり魔女ばあさん 小梅童話賞受賞作品集 こども童話
館 ７９

川村 たかし／編 夏目 尚吾／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4393 ドンマイ、上むけ くもんのおもしろ文学クラブ ２２ 川村 たかし／作 長谷川 知子／絵 くもん出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4394 天の太鼓 創作のメロディ １ 川村 たかし／作 石倉 欣二／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4395 新十津川物語 １ 偕成社文庫 ４０７０ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4396 新十津川物語 ２ 偕成社文庫 ４０７１ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4397 新十津川物語 ４ 偕成社文庫 ４０７３ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4398 新十津川物語 ９ 偕成社文庫 ４０７８ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)



4399 新十津川物語 １０ 偕成社文庫 ４０７９ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4400 新十津川物語 ５ 偕成社文庫 ４０７４ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4401 新十津川物語 ６ 偕成社文庫 ４０７５ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4402 新十津川物語 ７ 偕成社文庫 ４０７６ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4403 新十津川物語 ８ 偕成社文庫 ４０７７ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4404 新十津川物語 ３ 偕成社文庫 ４０７２ 川村 たかし／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

4405 歴史街道遊び旅 伊勢から神戸まで３００キロ 河村 立司／著 ＰＨＰ研究所 13 (２ 県一般書)

4406 楽しい地方公務員 河村 朋子／著 近代文芸社 20 (９ 小説)

4407
新しい高齢者福祉 地域福祉への展望 ＭＩＮＥＲＶＡ福祉
ライブラリー ６

川村 匡由／著 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

4408 おいしい仕掛け 簡単だけど、こつがある。 河村 みち子／著 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)

4409 世界から猫が消えたなら 川村元気 マガジンハウス 20 (９ 小説)

4410 会社法辞典 河本 一郎／ほか編著 中央経済社 5 (学習室)

4411 講談社英和中辞典 川本 茂雄／ほか編 講談社 5 (学習室)

4412 本棚が見たい！ ２ 川本 武／文 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

4413 本棚が見たい！ 川本 武／文 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

4414 海外勤務の心得 台湾でのビジネス体験から 河本 恭男／著 サイマル出版会 17 (６ 総記 社会科学)

4415 世界ユ－モア文学全集 別巻 ふらんす小咄大全 河盛 好蔵／訳編 筑摩書房 5 (学習室)

4416
大成功する果樹の育て方 イラストでわかる人気果樹５５
種

川原田邦彦監修 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

4417 母 オモニ 姜 尚 中／著 集英社 20 (９ 小説)

4418 ホテリアー 下
カンウンギョン脚本/季康彦（リ－・カンオ
ン）/編訳 李康彦〔ノベライズ〕編訳

竹書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



4419 ホテリアー 上
カンウンギョン脚本/季康彦（リ－・カンオ
ン）/編訳 李康彦〔ノベライズ〕編訳

竹書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4420 新台所からの地球環境 環境総合研究所／編 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4421 台所からの地球環境 環境総合研究所／編 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4422 地球環境キーワード事典 改訂 環境庁／編集 環境庁地球環境部／編集 中央法規出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4423
ニッポンの二十四節気・七十二候 写真・和歌・前線図で
めぐる７２の季節

環境デザイン研究所編 横井隆和写真 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4424 中国に連行された朝鮮人慰安婦
韓国挺身隊問題対策協議会／編 挺身隊研究会
／編 山口 明子／訳

三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

4425 いい家は無垢の木と漆喰で建てる 神﨑隆洋 文春文庫 33 (２２ 文庫本)

4426 続いい家は無垢の木と漆喰で建てる 神﨑隆洋 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4427 続 いい家は無垢の木と漆喰で建てる 神崎 隆洋 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4428 たぬきのたんちゃん 神沢利子・和歌山静子の絵本 ２ 神沢 利子／作 和歌山 静子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4429 ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本８ 神沢 利子／文 赤羽 末吉／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4430 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 ７ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4431 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 ９ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4432 おかあさん おめでとう くまの子ウーフの絵本 １ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4433 おばあさんのすぷーん 《こどものとも》傑作集 １５ 神沢 利子／作 富山 妙子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4434 お日さま はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 ５ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4435 さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 ２ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4436 そりになったブナの木 国土社の創作えほん ５ 神沢 利子／文 田畑 精一／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

4437 ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 ３ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4438 ぽとんぽとんはなんのおと こどものとも傑作集 ７１ 神沢 利子／作 平山 英三／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



4439 まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 ８ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4440 もしも… 絵本・こどものひろば 神沢 利子／文 太田 大八／画 童心社 61 (２３ 絵本 北)

4441 お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 ４ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4442 たんたんぼうや ０．１．２．えほん かんざわとしこぶん やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店

4443 ねてるのだあれ 福音館の幼児絵本 神沢利子さく 山内ふじ江え 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4444 鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢利子作 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4445 ちいさなき 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 神沢利子 高森登志夫 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4446 いいことってどんなこと こどものとも傑作集 神沢利子さく 片山健え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4447 たまごのあかちゃん 幼児絵本シリーズ
神沢 利子／ぶん やぎゅう げんいちろう／え
かんざわ としこ／ぶん

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4448 おっとせいおんど こどものとも傑作集 １０４ 神沢 利子／文 あべ 弘士／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4449
えぞまつ うけつがれるいのちのひみつ かがくのとも傑作
集 どきどきしぜん

神沢 利子／ぶん 吉田 勝彦／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4450 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 ６ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4451 つかまらないつかまらない うさぎのモコのおはなし １ 神沢 利子／さく 渡辺 洋二／え 新日本出版社 61 (２３ 絵本 北)

4452 ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 １０ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4453 くまの子ウーフ ポプラ社の創作童話 １１ 神沢 利子／作 井上 洋介／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4454 タランの白鳥 福音館書店創作童話シリーズ 神沢 利子／作 大島 哲以／画 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

4455 ちびっこカムのぼうけん 〔改訂版〕 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子／作 山田 三郎／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4456 ちびっこカムのぼうけん フォア文庫愛蔵版 神沢 利子／作 理論社 25 (１４ 児童書)

4457 大人への児童文化の招待 下
神沢 利子／ほか著 絵本児童文学研究センター
／編

エイデル研究所 19 (８ 美術 芸術)

4458 ベラスケスの十字の謎 エリアセル・カンシーノ作 宇野和美訳 徳間書店



4459
手軽に楽しむ菊づくり 改訂版 Ｇａｒｄｅｎｉｎｇ ｍｏ
ｏｋ ｓｅｒｉｅ ｓ

神田 敬二／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

4460
大腸ガンにならない食生活 ガンは一日にしてならず 健康
家族シリーズ １４

神田 光悦／ほか共著 労働旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4461 図説 日本の古典 第1巻 古事記 古事記 神田秀夫/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

4462
ＳＡＲＳの衝撃 台頭する中国隔離論と破綻する「世界の
工場」

勧堂流著 実業之日本社 17 (６ 総記 社会科学)

4463 史跡探訪 関東１００選下 関東歴史教育研究協議会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

4464 史跡探訪 関東１００選上 関東歴史教育研究協議会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

4465 あくたれラルフ
ジャック・ガントス／作 ニコール・ルーベル
／絵 いしい ももこ／訳

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

4466 文章表現辞典 新版 神鳥 武彦／編 村松 定孝／編 東京堂出版 5 (学習室)

4467 北東アジア ２１世紀のフロンティア 北東アジア経済白 環日本海経済研究所／編 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4468 吉行淳之介 群像日本の作家 ２１ 菅野 昭正／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

4469
男のホントの気持ちがわかる心理学 絶対、後悔しない男
の選び方

樺 旦純／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

4470 騙される人騙されない人 「思い込み」の心理学 樺 旦純／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4471 りゅうおうさまのたからもの 世界傑作絵本シリーズ
イチンノロブ・ガンバートル文 バーサンスレ
ン・ボロルマー絵 津田紀子訳

福音館書店

4472 精選日本の名城 別冊歴史読本 歴史読本創刊50年記念出版 管春貴 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

4473 はしれクラウス 神戸 淳吉／文 藤沢 友一／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

4474
青春１８きっぷパーフェクト・ガイド ２００３－２００
４ イカロスＭＯＯＫ

神戸寧彦著 イカロス出版 13 (２ 県一般書)

4475 泡噺とことん笑都 かんべ むさし／著 岩波書店 20 (９ 小説)

4476 ねぼけちゃ だめだめ 学研ワールド絵本８
ギー・クネイ／作 マリー・ジョゼ・サクレ／
絵 片岡 輝／文

学研 63 (２５ 絵本 南)

4477 障害を理解しよう ４ 車いすの人たち ルイス・キース文 茂木俊彦監訳 京兼玲子訳 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4478 いきものくらべ！ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ きじまはじめ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)



4479 ピーターのてがみ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ きじまはじめ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4480 ピーターのめがね キーツ きじまはじめ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4481 ゆきのひ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ きじまはじめ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4482 いきものくらべ！ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ きじまはじめ 偕成社 6 (あのね文庫)

4483 ピーターのいす  改訂 キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ作・画 木島始訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4484 ピーターのくちぶえ キーツの絵本 エズラ=ジャック=キーツ／作 木島 始／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4485 ぼくのいぬがまいごです！
エズラ・ジャック・キーツ作・絵 パット・
シェール作・絵 さくまゆみこ訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

4486 クレメンチーナとサボテンの花 原本ほるぷ世界の絵本 エズラ・ジャック・キーツ／絵 ほるぷ社 5 (学習室)

4487
チャーリーとシャーロットと金のカナリア 原本ほるぷ世
界の絵本

チャールズ・キーピング／絵 Oxford University Press 5 (学習室)

4488 木工の鑑賞基礎知識 木内 武男／編著 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

4489 薬の支配者 儀我壮一郎著 新日本出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4490 ライフワークの見つけ方・楽しみ方 企業OＢペンクラブ 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

4491 漢方医療入門 保険診療の立場から 菊谷 豊彦／編 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4492 いちねんのりんご 菊地 清／作・絵 富山房 61 (２３ 絵本 北)

4493 竜馬暗殺完結篇 菊地明著 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4494 源平盛衰記 菊池寛著 勉誠出版 20 (９ 小説)

4495 しろねこくろねこ きくちちき〔作〕 学研プラス

4496 腹切り同心 幽剣抄 菊地秀行著 角川書店 20 (９ 小説)

4497
エネルギーの未来を考える ２ 水力エネルギー 総合学習
に役立つシリーズ

菊池美代子訳 イアン・グラハム著 棚橋祐治日
本語版監修 山極隆日本語版監修 塚田庸子日本
語版校閲

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4498 戊辰戦争全史 上 菊地 明／編 伊東 成郎／編 新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



4499 戊辰戦争全史 下 菊地 明／編 伊東 成郎／編 新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4500 青空にキックオフ！ “緑の風”読み物シリーズ ７ 菊地 澄子／作 江島 仁／絵 国土社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4501 ぼくらの、いきなり漂流記 わくわくライブラリー 菊池 俊／作 吉田 純／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4502 日蓮の世界 仏典を知る 菊池 武夫／解説文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

4503 オーレ！ぼくらのシンデレラ 草炎社新こども文庫 ４ 菊地 正／作 篠崎 三朗／絵 菊地 ただし／作 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4504 妖怪ポッコちゃん
菊地 正／ぶん 西村 緋禄司／え 菊地 ただし
／ぶん

草土文化
31 (２０ 読み物 高学
年)

4505 最澄を歩く 写真紀行日本の祖師 菊池 東太／写真 吉沢 健吉／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

4506 日本文学全集 ２８ 菊池寛・広津和郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4507 日本文学全集 第29巻 菊池寛・広津和郎集 菊池寛・広津和郎 集英社 24 (１３ 全集)

4508 ちくま日本文学全集 ０２１ 菊池寛 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4509 絵本・語りつぐ戦争 ２ 小さなポケット 菊畑茂久馬/文 働正/絵 葦書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4510 自然派志向のパンづくり ＮＨＫ趣味悠々 菊谷尚宏講師 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

4511 うみをわたったこぶた 木崎 さと子／文 黒井 健／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

4512 光る沼 木崎 さと子／著 新潮社 20 (９ 小説)

4513 昨夜のカレー、明日のパン 木皿泉著 河出書房新社 20 (９ 小説)

4514 サナギの見る夢 如月かずさ著 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4515 ぎんやんま 如月嘉継著 文芸社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4516 鍵のかかった部屋 貴志 祐介 角川書店 20 (９ 小説)

4517 悪の教典 上 貴志 祐介／著 文藝春秋 20 (９ 小説)

4518 悪の教典 下 貴志 祐介／著 文藝春秋 20 (９ 小説)



4519 新世界より 上 貴志 祐介／著 講談社 20 (９ 小説)

4520 風が見ていた 上 岸惠子〔著〕 新潮社 20 (９ 小説)

4521 風が見ていた 下 岸惠子〔著〕 新潮社 20 (９ 小説)

4522 虞美人草 岸伸洋著 東洋出版 20 (９ 小説)

4523 武士道 図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－ 岸祐二著 加来耕三監修 ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)

4524 狐火の家 貴志祐介著 角川書店 20 (９ 小説)

4525 新世界より 下 貴志祐介著 講談社 20 (９ 小説)

4526 ブナ林の天狗さま 新しいこどもの文学 岸 武雄／作 石倉 欣二／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

4527 小さなつめたい手 新日本ジュニア文学館 ７ 岸 武雄／作 末崎 茂樹／絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4528 あほろくの川だいこ ポプラ社の創作絵本 ６ 岸 武雄／ぶん 梶山 俊夫／え ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4529
さよなら、クーちゃん Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉

きし まり／さく・え 貴志 真理／さく・え 福武書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

4530 せんせい 岸川悦子作 岡本順絵 佼成出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4531 じんじろべえ キッズ童話館 岸川悦子作 狩野ふきこ絵 金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4532
さよならのむこうに明日があるよ ぼくは介助犬太郎 ＰＨ
Ｐ創作シリーズ

岸川悦子作 安永幸夫絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

4533
ママが風になれたら 重度障害者の私のねがい ポプラ元気
ノンフィクション ３

岸川悦子著 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4534 ぼくは、ジローです 新日本おはなしの本だな ２－９
岸川 悦子／作 土田 義晴／絵 つちだ よしは
る／絵

新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4535 走るんや！ 新日本おはなしの本だな ２－６ 岸川 悦子／作 末崎 茂樹／絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4536 ぼく、とうさんの足になる 子どもの本 岸川 悦子／作 安永 幸夫／絵 大日本図書
31 (２０ 読み物 高学
年)

4537 ずうっとおにいちゃん 新日本おはなしの本だな ２
岸川 悦子／作 土田 義晴／絵 つちだ よしは
る／絵

新日本出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4538
金色のクジラ ひくまの出版創作童話 つむじかぜシリーズ
９

岸川 悦子／作 狩野 富貴子／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)



4539
走れ！ひまわり号 ひくまの出版創作童話 つむじかぜシ
リーズ １２

岸川 悦子／作 狩野 富貴子／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4540 くまとりすのおやつ 福音館の幼児絵本
きしだ えりこ／文 ほりうち せいいち・もみ
こ／絵

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4541 ジオジオのかんむり こどものとも傑作集 １９ 岸田 衿子／作 中谷 千代子／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4542 ちょっとまって 日本傑作絵本シリーズ 岸田 今日子／作 佐野 洋子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4543 おいしいかぞえうた 岸田衿子ぶん 古矢一穂え 福音館書店

4544 ねこどけい こどものとも絵本 きしだえりこさく やまわきゆりこえ 福音館書店

4545 ほしがいっぱい 小さな子どもの心におくる絵本 ２ 岸田衿子ぶん 長新太え ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

4546 過去からの手紙 ミステリーＹＡ！ 岸田るり子作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4547 天使の眠り 岸田るり子著 徳間書店 20 (９ 小説)

4548 カイコ まゆからまゆまで 科学のアルバム ５５ 岸田 功／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4549 カブトムシ 〔改訂〕 科学のアルバム ９ 岸田 功／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4550 カミキリムシ 科学のアルバム ６５ 岸田 功／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4551 どこでおひるねしようかな 福音館の幼児絵本
岸田 衿子／さく 山脇 百合子／え きしだ え
りこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4552 かばくん こどものとも傑作集 ２９ 岸田 衿子／作 中谷 千代子／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4553 かばくんのふね こどものとも傑作集 ９ 岸田 衿子／さく 中谷 千代子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4554 現代税法の基礎知識 増補改訂 岸田 貞夫／ほか共著 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

4555 「日本人の不安」を精神分析する 唯幻論で読み解く現代 岸田 秀／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

4556 大和のことばー民俗と方言ー （下） 現代創造社 岸田 定雄 伊豆兵衛 13 (２ 県一般書)

4557 大和のことばー民俗と方言ー （上） 現在創造者社 岸田 定雄 伊豆兵衛 13 (２ 県一般書)

4558 あそびあいてはおばあさん 岩波少年文庫 １０５３ 木島 始／作 梶山 俊夫／画 岩波書店 25 (１４ 児童書)



4559 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 17 (６ 総記 社会科学)

4560 『罪と罰』を読まない
岸本佐知子著 三浦しをん著 吉田篤弘著  吉田
浩美著

文藝春秋

4561 ぼんやり生きてはもったいない 岸本葉子著 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4562 ノックアウトのその後で 童話パラダイス ２３ 岸本 進一／作 津々井 良／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4563 家庭でのばす「見えない学力」 岸本 裕史 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

4564
よくわかる- 子どもと大人の「歯の矯正」なるほどブック
抜かずに治る - 学校検診・咬合・顎関節について

岸本雅吉 海苑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4565 抜かずに治す「歯並び」 岸本雅吉 現代書林
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4566 チリメンモンスターをさがせ！
きしわだ自然資料館／監修 きしわだ自然友の
会／監修 日下部 敬之／監修

偕成社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4567 うそ・つき げんきわくわくえほん １９ 木曽 秀夫／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

4568 せかいいちのはなし 北 彰介／作 山口 晴温／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

4569 正伝野口英世 北篤著 毎日新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4570 白疾風（しろはやち） 北重人著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4571 夏の椿 北重人著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4572 マンボウ夢草紙 北杜夫著 実業之日本社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4573 佐治敬三と開高健 最強のふたり 北康利著 講談社

4574 日本語発掘図鑑 ことばの年輪と変容 紀田 順一郎／著 ジャストシステム 5 (学習室)

4575 にっぽん奇行・奇才逸話事典 紀田 順一郎／編 東京堂出版 5 (学習室)

4576 茂吉彷徨 「たかはら」～「小園」時代 北 杜夫／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

4577
トリックアートおばけやしき トリックアートアドベン
チャー  １

北岡明佳監修 グループ・コロンブス構成・文 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4578
トリックアートたからさがし トリックアートアドベン
チャー  ２

北岡明佳監修 グループ・コロンブス構成・文 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



4579 だまされる視覚 錯視の楽しみ方 ＤＯＪＩＮ選書 １ 北岡明佳著 化学同人 17 (６ 総記 社会科学)

4580 血涙 上 新楊家将 北方謙三著 ＰＨＰ研究所 20 (９ 小説)

4581 血涙 下 新楊家将 北方謙三著 ＰＨＰ研究所 20 (９ 小説)

4582 ただ風が冷たい日 北方謙三著 角川書店 20 (９ 小説)

4583 楊家将 上 北方謙三著 ＰＨＰ研究所 20 (９ 小説)

4584 楊家将 下 北方謙三著 ＰＨＰ研究所 20 (９ 小説)

4585 杖下に死す 北方謙三著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4586 鬼哭の剣 北方謙三著 新潮社 20 (９ 小説)

4587 コースアゲイン 北方謙三著 集英社 20 (９ 小説)

4588 擬態 北方謙三著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4589 されど君は微笑む 北方謙三著 角川書店 20 (９ 小説)

4590 降魔の剣 北方 謙三／著 新潮社 20 (９ 小説)

4591 波王の秋（とき） 北方 謙三／著 集英社 20 (９ 小説)

4592 余燼 下 北方 謙三／著 講談社 20 (９ 小説)

4593 余燼 上 北方 謙三／著 講談社 20 (９ 小説)

4594 明るい街へ 北方 謙三／著 集英社 20 (９ 小説)

4595 活路 北方 謙三／著 講談社 20 (９ 小説)

4596 彼が狼だった日 北方 謙三／著 集英社 20 (９ 小説)

4597 死がやさしく笑っても 北方 謙三／著 角川書店 20 (９ 小説)

4598 道誉なり 北方 謙三／著 中央公論社 20 (９ 小説)



4599 冬に光は満ちれど 北方 謙三／著 角川書店 20 (９ 小説)

4600 現場痕 北上秋彦著 実業之日本社 20 (９ 小説)

4601 君に話した言葉 北川悦吏子著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4602 空想サラリーマン読本 北河隆之法律監修 空想会社員研究所編 アスキー 19 (８ 美術 芸術)

4603 そらいろマフラー おはなし・ひろば ２ 北川チハル作 河原まり子絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

4604 朝令暮改でいいじゃないか 北川正恭の革命 北川正恭〔著〕 岩見隆夫著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4605 硝子のドレス 新潮ミステリー倶楽部 北川 歩実／著 新潮社 20 (９ 小説)

4606 僕を殺した女 新潮ミステリー倶楽部 北川 歩実／著 新潮社 20 (９ 小説)

4607
水族館のクジラ博士 海獣の友だち中島将行 いきいき人間
ノンフィクション １１

北川 幸比古／作 むかい ながまさ／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4608
小さなかわいい遊園地 花やしきとごらくや山田貞一 いき
いき人間ノンフィクション ６

北川 幸比古／作 山口 みねやす／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4609
うさぎのみみはなぜながい メキシコ民話 日本傑作絵本シ
リーズ

北川 民次／ぶんとえ 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4610 日本上代金石文字典 北川 博邦／編 雄山閣出版 5 (学習室)

4611 源氏の旗風 義経物語 平凡社名作文庫 １０ 北川忠彦 平凡社 25 (１４ 児童書)

4612 エイズの絵本
北沢 杏子／作 あんどう ゆき／絵 長谷川 瑞
吉／絵

アーニ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4613
国境の村の子どもたち 中国／朝鮮族、漢族、満族の子ど
もたちの生

北沢 杏子／文 高岩 仁／ほか写真 アーニ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4614
愛ってなんだろう 上 コミック版 語ろうよこころ・から
だ・いのち ４

北沢 杏子／作 木村 郁代／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4615
愛ってなんだろう 下 コミック版 語ろうよこころ・から
だ・いのち ５

北沢 杏子／作 木村 郁代／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4616 男の子のからだ 語ろうよこころ・からだ・いのち ２ 北沢 杏子／著 井上 正治／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4617 自立ってなんだろう 語ろうよこころ・からだ・いのち ３ 北沢 杏子／著 井上 正治／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4618
ある都市のれきし 横浜・３３０年 たくさんのふしぎ傑作
集

北沢 猛／文 内山 正／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



4619 喪失 講談社文庫 北沢 あかね 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4620 男の子 第6巻 こころ からだ いのちのえほん 北沢杏子 井上正治/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4621
こころ   からだ   いのちのえほん④（中～高学年向）
あかちゃんはどこからきたの

北沢杏子/著者 井上正治/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4622
こころ   からだ   いのちのえほん⑤（中～高学年向）
女の子

北沢杏子/著者 今井弓子/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4623
こころ   からだ   いのちのえほん③（低～中学年向）
あいしあう動物たち

北沢杏子/著者 津田櫓冬/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4624
こころ   からだ   いのちのえほん⑧（高学年向） 生き
ることと愛すること

北沢杏子/著者 井上正治/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4625
こころ からだ いのちのえほん② （幼児～低学年向） お
とうさん

北沢杏子/著者 井上正治/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4626
こころ からだ いのちのえほん ①（幼児～低学年向） お
かあさん

北沢杏子/著者 今井弓子/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4627
こころ   からだ   いのちのえほん⑦（高学年向） あな
たがうまれるまで

北沢杏子/著者 津田櫓冬/絵 岩崎書店 17 (６ 総記 社会科学)

4628 新選 たのしい小学校劇 高学年 上 北島 春信／編集 金平 正／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4629 新選 たのしい小学校劇 高学年 下 北島 春信／編集 金平 正／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4630 原 節子  あるがままに生きて 貴田 庄 朝日新聞出版 19 (８ 美術 芸術)

4631
新しい道徳 「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜ
か

北野武著 幻冬舎

4632 クラゲの海に浮かぶ舟 北野 勇作／著 角川書店 20 (９ 小説)

4633 赤まんま 慶次郎縁側日記 北原亜以子著 新潮社 20 (９ 小説)

4634 夜の明けるまで 深川澪通り木戸番小屋 北原亜以子著 講談社 20 (９ 小説)

4635 やさしい男 慶次郎縁側日記 北原亜以子著 新潮社 20 (９ 小説)

4636 脇役 慶次郎覚書 北原亜以子著 新潮社 20 (９ 小説)

4637 妻恋坂 北原亜以子著 文芸春秋 20 (９ 小説)

4638 隅田川 慶次郎縁側日記 北原亜以子著 新潮社 20 (９ 小説)



4639 妖恋 日本民話抄 北原亜以子著 集英社 20 (９ 小説)

4640 峠 慶次郎縁側日記 北原亜以子著 新潮社 20 (９ 小説)

4641 かなり役立つ日本語ドリル 問題な日本語 番外 北原保雄監修 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

4642
エネルギーの未来を考える ５ 化石燃料エネルギー 総合
学習に役立つシリーズ

北原由美子訳 イアン・グラハム著 棚橋祐治日
本語版監修 山極隆日本語版監修 塚田庸子日本
語版校閲

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4643 東京駅物語 北原 亜以子／著 新潮社 20 (９ 小説)

4644 深川澪通り灯（ひ）ともし頃 北原 亜以子／著 講談社 20 (９ 小説)

4645 北原照久のおもちゃコレクション 北原 照久／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

4646 日本語逆引き辞典 北原 保雄／編 大修館書店 5 (学習室)

4647 反対語対照語辞典 北原 保雄／編 東郷 吉男／編 東京堂出版 5 (学習室)

4648
アメリカ企業の人事戦略 強さを生むインセンティブシス
テム

北原 佳郎 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4649
日本文学全集 第１９巻 北原白秋・高村光太郎・萩原朔太
郎集

北原白秋・高村光太郎・萩原朔太郎 集英社 24 (１３ 全集)

4650 日本文学全集 １５ 北原白秋・高村光太郎・宮沢賢治 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4651 問題な日本語 どこがおかしい？ 何がおかしい？ 北原保雄/編 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

4652
らくらく年金・保険 「お金」と「法律」なんでも相談 お
金の不

北見 久美子／著 大泉書店 17 (６ 総記 社会科学)

4653 マジックをつくる シリーズ子どもとつくる ２８ 北海 マキ／著 北見 マキ／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

4654 中野のお父さん 北村薫著 文藝春秋 20 (９ 小説)

4655 八月の六日間 北村薫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20 (９ 小説)

4656 森に学校ができた 福音館創作童話シリーズ
北村 恵理／さく 片山 健／え きたむら えり
／さく

福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

4657 覆面作家の夢の家 北村 薫／著 角川書店 20 (９ 小説)

4658 スキップ 北村 薫／著 新潮社 20 (９ 小説)



4659 覆面作家の愛の歌 北村 薫／著 角川書店 20 (９ 小説)

4660 ふしぎなかくれんぼ 文研の創作えどうわ ５１ 北村 けんじ／作 遠藤 てるよ／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

4661 小さな小さな海うさぎ 新日本子ども図書館 ９ 北村 けんじ／作 ふりや かよこ／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4662 原色日本植物図鑑（草本編） ［Ⅲ］ 単子葉類 北村四郎・村田源・小山鐡夫/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4663 原色日本植物図鑑（草本編） ［Ⅰ］ 合弁花類 北村四郎・村田源・堀勝/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4664 原色日本植物図鑑（木本編） [Ⅱ] 北村四郎・村田源/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4665 原色日本植物図鑑（草本編） ［Ⅱ］ 離弁花類 北村四郎・村田源/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4666 原色日本植物図鑑（木本編） [Ⅰ] 北村四郎・村田源/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4667 蛍坂 北森鴻著 講談社 20 (９ 小説)

4668 支那そば館の謎 裏京都ミステリー 北森鴻著 光文社 20 (９ 小説)

4669 桜宵 北森鴻著 講談社 20 (９ 小説)

4670 父っちゃんは大変人 北杜夫 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4671 ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ  １ きたやま ようこ／作 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

4672 もしもぼくがいぬのがっこうにいったら 北山 葉子／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

4673
ともだちがきた じんぺいの絵日記 ２ ゆうたくんちのい
ばりいぬ 別巻

北山 葉子／作 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

4674 じんぺいの絵日記 ゆうたくんちのいばりいぬ 別巻 北山 葉子／作 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

4675
『瑠璃城』殺人事件 世界の果ての本格ミステリ 講談社ノ
ベルス

北山猛邦著 講談社 20 (９ 小説)

4676 犬のことば辞典 犬がおしえてくれた本 北山 葉子／作 きたやま ようこ／作 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4677 りっぱなうんち 北山 葉子／さく きたやま ようこ／さく あすなろ書房 62 (２４ 絵本 西)

4678
いぬうえくんがやってきた いぬうえくんとくまざわくん
１

北山 葉子／作 きたやま ようこ／作 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)



4679 ぼくのポチブルてき生活 北山 葉子／作 きたやま ようこ／作 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4680 イスとイヌの見分け方 犬がおしえてくれた本 北山 葉子／作 きたやま ようこ／作 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4681 りっぱな犬になる方法 おはなしパレード １ 北山 葉子／作 きたやま ようこ／作 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4682 あかたろうの１☆２☆３の３☆４☆５ 北山葉子 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4683 ピーターのいす 改訂 キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ／ ... 木島 始／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4684 わしと私と俺とぼく きっかわまちこ著 新風舎
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4685 いま、こころの育ちが危ない 吉川 武彦／著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4686 外交 上
ヘンリー・Ａ・キッシンジャ ... 岡崎 久彦／
監訳

日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4687 外交 下
ヘンリー・Ａ・キッシンジャ ... 岡崎 久彦／
監訳

日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4688 野蛮な図書目録 匿名書評の密かな愉しみ 狐／著 洋泉社 17 (６ 総記 社会科学)

4689 青猫屋 城戸 光子／著 新潮社 20 (９ 小説)

4690 ことしのサンタはひげがない 鬼藤 あかね／作・絵 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

4691 心は死なない ベッドサイドの医師の詩 鬼頭 清裕／著 三五館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4692 福祉カタカナ・ガイド
紀南福祉士会・福祉カタカナガイドブック編集
委員会編著

出版文化社 5 (学習室)

4693 きねごんの手づくりおもちゃ 杵淵 久美子／著 草土文化
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4694 かにむかし  改版 日本むかしばなし 岩波の子どもの本 木下 順二／文 清水 崑／絵 岩波書店 61 (２３ 絵本 北)

4695 白河殿の戦い 保元物語 平凡社名作文庫 １３ 木下順二 平凡社 25 (１４ 児童書)

4696 飛鳥 史跡事典 木下 正史 吉川弘文堂 13 (２ 県一般書)

4697 地方創生大全 木下斉著 東洋経済新報社

4698 飛鳥幻の寺、大官大寺の謎 角川選書 ３６９ 木下正史著 角川書店 13 (２ 県一般書)



4699 これだけは見ておきたいオペラ とんぼの本 木之下 晃／著 堀内 修／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

4700 なぜまるい？ たくさんのふしぎ傑作集 木下 是雄／文 今村 昌昭／ほか写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4701
子どものための漢方マニュアル 漢方薬・指圧・薬膳・民
間療法

木下 繁太朗／著 大月書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4702 飛鳥・藤原の都を掘る 地中からのメッセージ 木下 正史／著 吉川弘文館 13 (２ 県一般書)

4703 標準原色図鑑全集 岩石 鉱物 ６ 木下亀城/小川留太郎/共著 保育社 5 (学習室)

4704 たのしい書と絵の年賀状 新装版 木原 信／編 木耳社 19 (８ 美術 芸術)

4705 性の絵本 １ 木原 千春／画 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4706 性の絵本 ２ 木原 千春／画 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4707 性の絵本 ３ 木原 千春／画 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4708 性の絵本 ４ 木原 千春／画 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4709 山菜 山渓フィールドブックス ５ 木原 浩／著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

4710 高山植物 山渓フィールドブックス ７ 木原 浩／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4711
木原光知子の楽しい水泳 ジュニア・スポーツ・セレク
ション １２

木原 光知子／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4712 １１をさがして 文研じゅべにーる
パトリシア・ライリー・ギフ／作 佐竹 美保／
絵 岡本 さゆり／訳

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4713 ノリー・ライアンの歌
パトリシア・ライリー・ギフ作 もりうちすみ
こ訳

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4714 ゆかいなかえる 世界傑作絵本シリーズ
ジュリエット・キープス／文・絵 石井 桃子／
訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4715
狭心症・心筋梗塞が気になる人へ やさしい医学と健康の
シリーズ

木全 心一／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4716 たなばた こどものとも傑作集 ４９ 君島 久子／再話 初山 滋／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4717 ふえをふく岩 おはなし名作絵本２０ 君島 久子／文 丸木 俊／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4718 巨人グミヤーと太陽と月 中国のむかしばなし 君島久子文 小野かおる絵 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)



4719 ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 君島 久子／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4720 橋本左内 木宮 高彦／著 講談社 21 (１０ 小説)

4721 冬のソナタ 上 キムウニ著 ユンウンギョン著 宮本尚寛訳 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4722 冬のソナタ 下 キムウニ著 ユンウンギョン著 宮本尚寛訳 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4723 われ生きたり 金嬉老著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4724 地の影 金 石範／著 集英社 21 (１０ 小説)

4725 夢、草深し 金 石範／著 講談社 21 (１０ 小説)

4726 いくたびか死線を越えて わが人生、わが道 金 大中／著 金 淳鎬／訳 千早書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4727 朝鮮の美 民族の魂を求めて 金 漢文／著 雄山閣出版 19 (８ 美術 芸術)

4728 生きることのはじまり ちくまプリマーブックス １０３ 金 満里／著 筑摩書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4729 三韓昔がたり 金素雲 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4730 ９９９ひきの きょうだいのおひっこし 木村 研／文 村上 康成／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

4731 ひとりでおみまい そよかぜ絵本シリーズ ２ 木村 文子／作 木村 かほる／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

4732 どうするどうするあなのなか 日本傑作絵本シリーズ 木村 裕一／文 高畠 純／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4733 まんげつのよるに 大型版あらしのよるにシリーズ ７ きむら ゆういち／作 あべ 弘士／絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

4734 あめあがり えほん・こどもとともに 木村 裕一／文 梶山 俊夫／絵 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

4735 おててきゅっきゅっ ママとあそぼしかけブック ２ 木村 裕一／作 礒 みゆき／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4736 たからものはひみつ 新しいえほん 木村 裕一／作 礒 みゆき／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

4737 ぎょうざつくったの 日本傑作絵本シリーズ 木村 良雄／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4738
こまった時のクラスと行事のための手づくりグッズ 先生
と子どもで楽しむ工作べんり帳 遊ブックスワイド

木村研編著 いかだ社 17 (６ 総記 社会科学)



4739 ３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村セツ子作 相沢るつ子絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4740 青空の国・モンゴル 「帝国創立」８００年を迎える 木村毅著 新潟日報事業社 13 (２ 県一般書)

4741 知性を磨く文章の書き方 木村治美著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

4742 「つながり」の教育 木村浩則著 三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

4743
ポケモンマジックルーペでさがせ！ ルーペをあてると絵
が浮かぶ！ふしぎな絵本

木村 光雄／絵 小学館 63 (２５ 絵本 南)

4744 たんじょうびはきのうえで きむらゆういちさく・え 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4745
へんしんぶうたん！ぶたにへんしん！ ポプラちいさなお
はなし ２

きむらゆういち作 きたがわめぐみ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4746 ボクの犬 きむらゆういち作 わたなべようじ絵 白泉社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4747 はみがきはみがき ２才からのあそびえほん ４ きむらゆういちさく せべまさゆきえ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4748 あらしのよるに りとる ２ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4749 あるはれたひに りとる ２０ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4750 きりのなかで りとる ２５ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4751 くものきれまに りとる ２４ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4752 どしゃぶりのひに りとる ２６ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4753 ふぶきのあした りとる ２７ 木村裕一作 あべ弘士絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4754 こぞうのパウのたたかい こぞうのパウのものがたり ３ 木村裕一作 あべ弘士絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4755
こぞうのパウのだいぼうけん こぞうのパウのものがたり
２

木村裕一作 あべ弘士絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4756 きずだらけのリンゴ わくわくライブラリー きむらゆういち作 村上豊絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4757 ねこガム 幼児絵本シリーズ きむらよしお 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4758 介助犬シンシア 木村佳友著 毎日新聞阪神支局取材班著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)



4759 ワシントン発地球村ねっとわーく 木村 恵子／著 日本評論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4760 ワーム・ホールの夏休み 児童図書館・文学の部屋
木村 桂子／作 えのもと かなこ／絵 榎本 香
菜子／絵

評論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4761 中森明菜 哀しい性 木村 恵子／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

4762
室内遊び・ゲームワンダーランド いつだって楽しめちゃ
うベスト９２ バスレ 遊ブックス

木村 研／編著 いかだ社 17 (６ 総記 社会科学)

4763 わたしはおばあちゃんがすき 木村 昭平／さく 山崎 匠／え 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

4764 「坂岡」はぼくらの始発駅 文研ブックランド 木村 セツ子／作 福田 岩緒／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

4765 原小キッズただいま連戦連敗中 キッズパラダイス ８ 木村 大介／作 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4766 タムとトムのぼうけん ゴリラのジャングルジム 木村 大介／さく きむら だいすけ／さく ベネッセコーポレーション 63 (２５ 絵本 南)

4767 森のクリスマス 木村 大介／さく きむら だいすけ／さく 福武書店 63 (２５ 絵本 南)

4768 冠婚葬祭のきものビューティヘアメイクと着こなし 木村 孝／著 山野 寿子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4769 図解「少子高齢化」の恐怖を読む ２時間でわかる 木村 文勝／編著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

4770 日本の安全保障とは何か 木村 昌人／ほか著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

4771 白い町ヒロシマ 現代・創作児童文学 木村 靖子／作 梶鮎太／画 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4772 水曜日は、スーパースター いわさき創作童話 ３４ 木村 裕一／作 礒 みゆき／作・絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

4773 手作りおもちゃ箱 ２ 木村 裕一／作 ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4774 みてみてぴょんぴょん ママとあそぼしかけブック １
木村 裕一／さく 礒 みゆき／え きむら ゆう
いち／さく

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

4775
まるさんかくへんしんかいじゅう ポプラ社の新・小さな
童話 １４５

木村 裕一／さく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4776 そとであそべ！ どきどきとうさんえほん りとる １２ 木村 裕一／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4777 ごあいさつはすごいぞ えほん横町 ３
木村 裕一／作 礒 みゆき／絵 きむら ゆうい
ち／作

国土社 62 (２４ 絵本 西)

4778 原色日本薬用植物図鑑 （全改訂新版） 木村康一・木村孟淳/共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



4779 秘本 江戸文学選 第２巻 魂膽色遊懐男 木村沙華/校注 日輪閣 7 (大型本)

4780
図説 日本の古典 第6巻 蜻蛉日記・枕草子 蜻蛉日記・枕
草子

木村正中/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

4781
有機栽培もOK！プランター菜園のすべて NHK趣味の園芸や
さいの時間

木村正典 NHK出版 09 (新刊書)

4782 バルシューレ  子どものボールゲーム 木村真知子 創文企画 19 (８ 美術 芸術)

4783
ダンベルエクササイズ ダンベル・トレ－ニングを科学す
る

木村リミ 大泉書店 19 (８ 美術 芸術)

4784 神様のパズル 機本伸司〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

4785 水中犬 セス・キャスティール著 エートゥーゼット訳 サンマーク出版 19 (８ 美術 芸術)

4786 陰謀 スティーヴン・キャネル／著 日暮 雅通／訳 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4787 文化人類学がわかる事典 読みこなし使いこなし活用自在 木山 英明／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4788 ちくま日本文学全集 ０４０ 木山祥平 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4789 ウィークエンド ピーター・キャメロン／著 山際 淳司／訳 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4790 カット・イラスト２３００ コピーフリーそのまま使える キャラクターハウス／編 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

4791 なぜ遺伝子はらせんを巻くのか ＤＮＡの立体構造と機能
Ｃ．Ｒ．Ｃａｌｌａｄｉｎｅ／著 Ｈｏｒａｃ
ｅ Ｒ．Ｄｒｅｗ／著 ワット富士子／訳

共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4792 いくじなし！
キャロル・カーリック／作 ドナルド・カー
リック／絵 定松 正／訳

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4793 ベアーズソング フィオナ・ギャリック／作・絵 森 敬子／訳 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

4794 ふしぎの国のアリス
ルイス・キャロル／作 マルカム・アシュマン
／絵 宗方 あゆむ／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4795 ふしぎの国のアリス 世界の名作全集 ４ ルイス・キャロル／原作 原 昌／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

4796 ライオンと歩いた少年
エリック・キャンベル／作 さくま ゆみこ／訳
中村 和彦／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4797 人の集まる所に金が集まる 邱永漢ベスト・シリーズ ５０ 邱 永漢／著 実業之日本社 17 (６ 総記 社会科学)

4798
商売繁盛目のつけどころ 大不況の暗闇の中で勉強したこ
と

邱 永漢／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)



4799 こちら北京探題 邱 永漢／著 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

4800 おりおりに和暦のあるくらし 旧暦くらし研究会著 角川書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4801
教員になりたい人の本 採用から給与・仕事・生活・教育
問題まで

教育研究会／編 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

4802 鬼談 幽ＢＯＯＫＳ 京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

4803 豆腐小僧双六道中ふりだし 本朝妖怪盛衰録 京極夏彦著 講談社 21 (１０ 小説)

4804 どすこい（仮） 京極夏彦著 集英社 21 (１０ 小説)

4805 薬 大衆薬の上手な使い方 京極 三朗／著 光村推古書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4806 塗仏の宴 宴の支度 講談社ノベルス 京極 夏彦／著 講談社 20 (９ 小説)

4807 わたり鳥のひみつ 科学のアルバム ２９ 行田 哲夫／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4808 「円」はどこへ行くのか 体験的為替論 行天 豊雄／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

4809 京都・滋賀近郊の山を歩く
京都趣味登山会／編 京都趣味登山会『京都・
滋賀 ...

京都新聞社 13 (２ 県一般書)

4810 巨大地震の予知と防災 京都大学防災研究所／編 創元社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4811 家と女性の社会史 京都橘女子大学女性歴史文化 ... 日本エディタースクール出版部 17 (６ 総記 社会科学)

4812 ゴールド 響堂新著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

4813
日本の黎明 考古資料にみる日本文化の東と西昭和五十二
年

京都国立博物館 京都国立博物館 19 (８ 美術 芸術)

4814 対話で学び合う小学校古典 京都女子大学付属小学校 明治図書 17 (６ 総記 社会科学)

4815 文化財用語辞典 改訂増補 京都府文化財保護基金／編 淡交社 5 (学習室)

4816 太陽に酔う 清岡卓行著 講談社 21 (１０ 小説)

4817 昭和文学全集 第３０巻
清岡卓行、高橋たか子、日野啓三、高井有一、
阿部昭、上田三四二、竹西寛子、後藤昭生、坂
上弘

小学館 24 (１３ 全集)

4818
さあ、勇気を出してごらん 自分の「いいところ」を見つ
けるヒント

清川 妙／著 大和出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



4819 幸せな自分に出会うために いのち光らせて今を生きる 清川 妙／著 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4820 わたしの古典 ２ 清川妙の萬葉集 清川 妙 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4821
金持ち父さん貧乏父さん アメリカの金持ちが教えてくれ
るお金の哲学

ロバート・キヨサキ著 シャロン・レクター著
白根美保子訳

筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

4822
手づくり封筒 身近な紙をリサイクル！世界でたったひと
つの封筒をつくろう シリーズ・子どもとつくる ５５

清田延子著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

4823
小学校保護者会運営 年間のアイデアと展開例 明るい学級
づくり

清武 輝／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

4824 忍術忠臣蔵外伝 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 霧島那智著 有楽出版社 20 (９ 小説)

4825 武霊王 戦国騎馬軍団の始祖 桐谷正著 祥伝社 21 (１０ 小説)

4826 楚国簒奪 李園の野望 桐谷正著 祥伝社 21 (１０ 小説)

4827 竜の眠っている山 桐谷 正／著 沢田 摩耶／絵 大沢 満／絵 海越出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4828 だから荒野 桐野 夏生 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

4829 残虐記 桐野夏生著 新潮社 21 (１０ 小説)

4830 グロテスク 桐野夏生著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

4831 リアルワールド 桐野夏生著 集英社 21 (１０ 小説)

4832 玉蘭 桐野夏生著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

4833 ファイアボール・ブルース 逃亡 桐野 夏生／著 集英社 21 (１０ 小説)

4834
水の眠り灰の夢 Ｂｕｎｓｈｕｎ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅ
ｎ ｔ

桐野 夏生／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

4835 じゃじゃ馬真紀子が行く 田中真紀子激奮記 桐山 秀樹／著 徳間書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4836 千のプライド 桐生典子著 集英社 21 (１０ 小説)

4837
オゾンホールのなぞ 大気汚染がわかる本 わたしたちの生
きている地球－調べ学習にや くだつ環境の本－ ３

桐生 広人／著 山岡 寛人／著 多田 ヒロシ／
画

童心社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4838
天気がへんだ 地球温暖化がわかる本 わたしたちの生きて
いる地球－調べ学習にや くだつ環境の本－ ２

桐生 広人／著 山岡 寛人／著 多田 ヒロシ／
画

童心社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



4839 本当は恐ろしいグリム童話 桐生 操／著 ベストセラーズ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4840 騙しの天才 世界贋作物語 桐生 操／著 ＮＴＴ出版 16 (５ 宗教 歴史)

4841 世界文学全集 ２７ キルケゴール・ニーチェ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4842
おじいさんならできる 世界傑作絵本シリーズ カナダの絵
本

フィービ・ギルマン／作・絵 芦田 ルリ／訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4843 フラミンゴの長くつ下 世界こどもの文学
オラシオ・キローガ／作 やまかわ はな／訳
内海 博／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4844 越女剣 傑作武侠中篇集 金庸著 岡崎由美監修 林久之訳 伊藤未央訳 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4845 中国的 郷に入りて郷に従わず 金 佩華／著 白帝社 17 (６ 総記 社会科学)

4846 メソッド 金 真須美／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

4847 いざという時のお墓の建てかた移転のしかた 金園社企画編集部編 金園社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4848 フォト つぶやき 金勝男 写真集 金勝男 オノウエ印刷 19 (８ 美術 芸術)

4849 近畿日本鉄道 ８０年のあゆみ 近畿日本鉄道株式会社 7 (大型本)

4850 創業９０周年記念 最近１０年のあゆみ 近畿日本鉄道株式会社 株式会社メディアート 7 (大型本)

4851 ランゴリアーズ Ｆｏｕｒ ｐａｓｔ ｍｉｄｎｉｇｈｔ １ スティーヴン・キング／著 小尾 芙佐／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4852 ゴッドハンガーの森 ユースセレクション ディック・キング＝スミス／作 金原 瑞人／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4853 白い馬をさがせ 子どもの文学・青い海シリーズ １１
ディック・キング＝スミス／作 谷口 由美子／
訳 ラリー・ウィルクス／絵

童話館出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4854 ハリーのひみつのオウム 世界の子どもライブラリー
ディック・キング＝スミス／作 みむら みちこ
／訳 藤田 裕美／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4855 ベイブ 小さな子ブタの大活躍 映画版
ディック・キング＝スミス／原作 ロン・フォ
ンテス／文 ジャスティン・コーマン／文

文渓堂

4856
トラねこマーチンねずみをかう あかね世界の文学シリー
ズ

Ｄ．キング＝スミス／作 金原 瑞人／訳 つお
みちこ／画

あかね書房

4857 パディーの黄金のつぼ
ディック・キング＝スミス／作 みむら みちこ
／訳 三村 美智子／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4858 子ブタシープピッグ 児童図書館・文学の部屋
ディック・キング＝スミス／作 木原 悦子／訳
メアリー・レイナー／絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



4859 女王の鼻 児童図書館・文学の部屋
ディック・Ｋ＝スミス／作 宮下 嶺夫／訳 ジ
ル・ベネット／絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4860 飛んだ子ブタダッギィ 児童図書館・文学の部屋
ディック・キング＝スミス／作 木原 悦子／訳
メアリー・レイナー／絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4861
面白いほどよくわかる日露戦争 日本が初めて西欧に挑ん
で勝利した激戦の軌跡を詳報 学校で教えない教科書

近現代史編纂会編著 日本文芸社 12 (１ 郷土資料)

4862 スウィート・メモリーズ
ナタリー・キンシー＝ワーノック作 金原瑞人
訳 ささめやゆき画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4863 サヨナラ学歴 近代文芸社／編 近代文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

4864 例解学習国語辞典 第６版 金田一 京助／編 小学館 5 (学習室)

4865 世界のおまつり 世界の子どもたち
アナベル・キンダスリー／文 バーナバス・キ
ンダスリー／写真

ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4866 あかいほっぺた ヤン・デ・キンデル作 野坂悦子訳 光村教育図書

4867 鉄塔武蔵野線 銀林 みのる／著 新潮社 21 (１０ 小説)

4868 図説・昭和の歴史 第2巻 民本主義の時代 金原左門/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

4869 青の殺人 エラリー・クイーン著 門野集訳 原書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4870 猿の惑星 ティム・バートン版
ウィリアム・トーマス・クイック著 富永和子
訳

角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4871 ルピナスさん 小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー／作 掛川 恭子／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

4872 心はつながっている グェン・ドク著 グェン・ファン・ホン訳 幻冬舎

4873
世界のエリートがやっている最高の休息法 「脳科学×瞑
想」で集中力が高まる

久賀谷亮著 ダイヤモンド社

4874 ほほ笑めばブラジル 日下野 良武／著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4875 ハレー彗星 １９８５－８６ 草下 秀明 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4876 無痛 久坂部 羊 株式会社幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4877 悪医 久坂部羊著 朝日新聞出版 21 (１０ 小説)

4878 有用草木博物事典 草川 俊／著 東京堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



4879 野菜・山菜博物事典 草川 俊／著 東京堂出版 5 (学習室)

4880 六月のうさぎたち 草薙 渉／著 集英社 21 (１０ 小説)

4881 メダカ 草野慎二写真 栗林慧写真 日高敏隆総合監修 アスク
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4882 メダカのくらし 科学のアルバム ９３ 草野 慎二／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4883
地球を救う仕事 １ １４歳になったら考える 平和な世界
をつくりたい

くさばよしみ編著 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4884 ガロワと方程式 すうがくぶっくす ７ 草場 公邦／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4885 線型代数 増補版 すうがくぶっくす ２ 草場 公邦／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4886 現代フランス情報辞典 キ－ワ－ドで読むフランス社会 草場 安子／著 大修館書店 5 (学習室)

4887 日本人への遺言 絶筆 草柳大蔵著 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4888 トカゲのすむしま 串井 てつお／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

4889 まぼろし万国博覧会 串間 努／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

4890 アリスの見習い物語
カレン・クシュマン／著 柳井 薫／訳 中村 悦
子／絵

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4891 ＫＡＩＫＥＴＳＵ！赤頭巾侍 鯨統一郎著 徳間書店 21 (１０ 小説)

4892 ヒミコの夏 鯨統一郎著 ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

4893 九つの殺人メルヘン 連作推理小説 カッパ・ノベルス 鯨統一郎著 光文社 20 (９ 小説)

4894 橋がほしかったでん三郎 楠 ふき子／著 新風舎 61 (２３ 絵本 北)

4895 サンタの国の１２カ月 葛岡 博／絵 河野 次郎／絵 牧村 則村／文 アートデイズ 63 (２５ 絵本 南)

4896 サンタの博物誌 葛岡 博／絵 増田 竜治／文 アートデイズ
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4897 古代文字書道入門 楠木 美樹／著 芸術新聞社 19 (８ 美術 芸術)

4898 天平 完全復刻判 楠田 三郎 17 (６ 総記 社会科学)



4899 賎ケ岳の鬼神佐久間盛政 楠戸義昭著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

4900 関ケ原 戦国経済の大転換 楠戸義昭著 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4901 もぐらの サンデイ くすのき しげのり／文 清宮 哲／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

4902 おこだでませんように くすのきしげのり 石井聖岳 小学館 62 (２４ 絵本 西)

4903 お宝探偵団とあぶない魔王 エンタティーン倶楽部 楠木誠一郎作 睦月ムンク絵 学研
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4904 夢二殺人幻想 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 楠木誠一郎著 有楽出版社 20 (９ 小説)

4905 明治必殺！ ノン・ノベル 楠木誠一郎著 祥伝社 21 (１０ 小説)

4906
自然にやせる気功法-3分間棒ダイエット 棒1本で「超」ダ
イエット

葛原横道 曜曜社出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4907 マイクロソフトシークレット 上 勝ち続ける驚異の経営
マイケル・Ａ・クスマノ／著 リチャード・
Ｗ・セルビー／著 山岡 洋一／訳

日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4908 マイクロソフトシークレット 下 勝ち続ける驚異の経営
マイケル・Ａ・クスマノ／著 リチャード・
Ｗ・セルビー／著 山岡 洋一／訳

日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

4909 零歳の詩人 楠見朋彦著 集英社 21 (１０ 小説)

4910 有栖川の朝 久世光彦著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

4911 曠吉の恋 昭和人情馬鹿物語 久世光彦著 角川書店 21 (１０ 小説)

4912 雛の家 久世光彦著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

4913 聖なる春 久世 光彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

4914 陛下 久世 光彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

4915 早く昔になればいい 久世 光彦／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

4916 とびらをあければ魔法の時間 新・童話の海  ２ 朽木 祥／作 高橋 和枝／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4917 引き出しの中の家 ノベルズ・エクスプレス  ７ 朽木 祥／作 金子恵／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

4918
ディズニー知育百科 １歳 知恵遊び おはなし しつけ 歌
図鑑

クック 範子／監修・指導 講談社 63 (２５ 絵本 南)



4919
ディズニー知育百科 ２歳 知恵遊び おはなし しつけ 歌
図鑑 数 言葉

クック 範子／監修・指導 講談社 6 (あのね文庫)

4920
ディズニー知育百科 ３歳 知恵遊び おはなし しつけ 歌
図鑑 数 言葉 文字

クック 範子／監修・指導 講談社 6 (あのね文庫)

4921
ディズニー知育百科 ３歳 知恵遊び おはなし しつけ 歌
図鑑 数 言葉 文字

クック範子監修・指導 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4922 かしこいちいさなさかな 世界傑作絵本シリーズ
バーナディン・クックぶん クロケット・ジョ
ンソンえ こかぜさちやく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4923 いっぱいいっぱい
トリシュ・クック／作 ヘレン・オクセンバ
リー／絵 木島 始／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

4924 いたずらこねこ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
バーナディン・クック／ぶん レミイ・チャー
リップ／え 間崎 ルリ子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

4925 ファインマンさん，力学を語る
Ｄ．Ｌ．グッドスティーン／著 Ｊ．Ｒ．グッ
ドスティーン／著 砂川 重信／訳

岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4926 人生は、すべてが笑える アネット・グッドハート／著 井辻 朱美／訳 ヴォイス 17 (６ 総記 社会科学)

4927 リサとガスパールのであい
アン・グットマンぶん ゲオルグ・ハレンス
レーベンえ 石津ちひろやく

ブロンズ新社 63 (２５ 絵本 南)

4928 リサとガスパールのクリスマス
アン・グットマンぶん ゲオルグ・ハレンス
レーベンえ 石津ちひろやく

ブロンズ新社 63 (２５ 絵本 南)

4929 リサひこうきにのる
アン・グットマン／文 ゲオルグ・ハレンス
レーベン／絵 石津 ちひろ／訳

ブロンズ新社 63 (２５ 絵本 南)

4930 うまい！と言われる文章の技術 轡田 隆史／著 三笠書房 19 (８ 美術 芸術)

4931 かぜのこもりうた くどう なおこ／詩 あべ 弘士／絵 童話屋 61 (２３ 絵本 北)

4932 うたのてんらんかい 工藤 直子／詩 長 新太／絵 理論社 61 (２３ 絵本 北)

4933 地球パラダイス 工藤直子 石井聖岳 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

4934 カモシカの森から 白神・津軽 北の自然誌 工藤 樹一／著 ＮＴＴ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4935 出会いと物語 シリーズ生きる 工藤 直子／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4936 版画のはらうた ２
工藤 直子／詩 ほてはま たかし／画 くどうな
おことのはらみんな／詩

童話屋
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4937 たんけんちびぞう 新しい日本の幼年童話 工藤 直子／さく 広瀬 弦／え 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

4938 あいたくて 小さい詩集 工藤 直子／著 佐野 洋子／画 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



4939 てつがくのライオン 工藤直子少年詩集 詩の散歩道 工藤 直子／著 佐野 洋子／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4940 蝦夷と東北古代史 工藤 雅樹／著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

4941 阿弥陀堂と藤原彫刻 原色日本の美術６ 工藤 圭章 西川 新次 小学館 7 (大型本)

4942 日本の民家 第三巻 農家Ⅲ-近畿 工藤圭章/編集 学習研究社 7 (大型本)

4943 ワルシャワ猫物語 文春文庫 工藤 久代 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4944 日本文学全集 ２１ 国木田 独歩 岩野 泡鳴 伊藤 左千夫 新潮社 24 (１３ 全集)

4945 日本文学全集 ６ 国木田独歩・石川啄木 筑摩書房 24 (１３ 全集)

4946 日本文学全集 第１２巻 国木田独歩・石川啄木集 国木田独歩石川啄木 集英社 24 (１３ 全集)

4947 わくわくでんしゃしゅっぱつ 視覚デザインのえほん くにすえたくし画 視覚デザイン研究所 61 (２３ 絵本 北)

4948 図説  日本の古典 第8巻 今昔物語 今昔物語 国東文麿/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

4949 地名のひみつ パート２ 名前のはじまり探検隊 １０ 国松俊英文 熊谷さとし絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4950 たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊 ７ 国松俊英文 熊谷さとし絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

4951 生きものの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 ３ 国松俊英文 熊谷さとし絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4952
最後のトキ ニッポニア・ニッポン トキ保護にかけた人び
との記録 ノンフィクション知られざる世界

国松 俊英／著 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4953 日本一のいじわるじいさん ジュニア文学館 ９ 国松 俊英／作 福田 岩緒／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

4954 親友証明カードあげます こども童話館 ７３ 国松 俊英／作 森本 ピパ／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

4955 ラージャのカレー 国松エリカ 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

4956 ぼくのだいすきなケニアの村
ケリー・クネイン文 アナ・フアン絵 小島希里
訳

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

4957 法隆寺 原色日本の美術２ 久野 健 鈴木 嘉吉 小学館 7 (大型本)

4958
腰が痛い 自宅で治す！もう二度と痛くならない ホーム・
メディカ・ビジュアルブック

久野木順一著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



4959 ロートレック ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ダグラス・クーパー／著 黒江 光彦／訳 美術出版社 7 (大型本)

4960 日本の検察 久保博司 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4961 もしもし おかあさん 久保 喬／作 いもと ようこ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

4962 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ くぼまちこ著 アリス館

4963 宮本武蔵とは何者だったのか 新潮選書 久保 三千雄／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

4964 和漢薬ハンドブック どんな病気になにが効くか 久保 道徳／共著 森山 健三／共著 保育社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4965 世界の戦跡めぐり 母と子でみる ２８ 久保崎 輯／編 草の根出版会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4966 約束 「無言館」への坂をのぼって 窪島誠一郎作 かせりょう絵 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4967 山の宗教 修験道とは何か 別冊太陽 久保田展弘監修 平凡社 16 (５ 宗教 歴史)

4968
お父さんもお母さんもわくわくさんになれる！ ＮＨＫ
「つくってあそぼ」  １０分間で作って遊べる工作レシピ
２１

久保田雅人著 現代書林
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4969
頭のいいドライバーにささげる本 トラブル対応実例集 自
損・違反・事故・保

久保田 英一／著 三笠書房 19 (８ 美術 芸術)

4970
はじめての音楽史 古代ギリシアの音楽から日本の現代音
楽まで

久保田 慶一／ほか著 音楽之友社 19 (８ 美術 芸術)

4971 保険金犯罪の手口 久保田 滋／著 ＫＳＳ出版 17 (６ 総記 社会科学)

4972 森の癒し いのちと瞑想の世界 久保田 展弘／著 ＰＨＰ研究所 16 (５ 宗教 歴史)

4973
鉄道 機関車と電車 Ｗｉｄｅ ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百
科図鑑 １１

久保田 博／共編 青木 栄一／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

4974
図説 日本の古典 第4巻 古今集・新古今集 古今集・新古
今集

久保田淳/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

4975 昭和文学全集 第３５巻 昭和詩歌集 窪田空穂他 小学館 24 (１３ 全集)

4976 ディズニー名作アルバム 第７集 窪田僚/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4977 ディズニー名作アルバム 第１１集 窪田僚/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4978 後ろ指をさされない手抜き料理完全ガイド これで安心 久保村 喜代子／著 久保村食文化研究所／著 作品社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



4979 二ほんのかきのき 《こどものとも》傑作集 １６ 熊谷 元一／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

4980 なぞなぞだいすき ２年生 なぞなぞ＆ゲーム王国 ２ 熊谷さとし作 伊東美貴絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4981 なぞなぞだいすき ようちえん なぞなぞ＆ゲーム王国 ４ 熊谷さとし作 どいまき絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4982 なぞなぞだいすき ２年生 なぞなぞ＆ゲーム王国 ２ 熊谷さとし作 伊東美貴絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

4983 群青に沈め 僕たちの特攻 熊谷達也著 角川書店 21 (１０ 小説)

4984 氷結の森 熊谷達也著 集英社 21 (１０ 小説)

4985 邂逅の森 熊谷達也著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

4986 ＮＰＯ法人なるほどＱ＆Ａ 基礎知識から会計・税務まで 熊谷則一著 菅野豊著 磯貝秀俊著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

4987 手紙の向こう岸 熊谷 幸子／著 佼成出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

4988
秘境からの脅迫者 Ｂｕｎｓｈｕｎ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍ
ｅｎ ｔ

熊谷 独／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

4989
誰にでもできる発声法（ボイストレーニング） いい声、
信頼される声に

熊谷 卓／著 日本実業出版社 19 (８ 美術 芸術)

4990
女性が気がかりな○○病 もっと体を知るためのノウハウ
Ｈｉｋａｒｉ ｂｏｏｋｓ

熊谷 わこ／著 ヒカリコーポレーション
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

4991
きょうはあさからはがいたい りとる ２２ タムのえほん
３

熊田 勇／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4992 おおきくなりたい りとる １０ タムのえほん ２ 熊田 勇／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

4993 だいすきなもの ネパール・チャウコット村のこどもたち 公文 健太郎／写真 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4994
ほらみてて、ブルーカンガルー！ 評論社の児童図書館・
絵本の部屋

エマ・チチェスター・クラークさく まつかわ
まゆみやく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

4995
みんなのためのルールブック あたりまえだけど、とても
大切なこと

ロン・クラーク著 亀井よし子訳 北砂ヒツジ絵 草思社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

4996 翼ひろげて 偕成社コレクション ロビン・クライン／著 坂崎 麻子／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

4997 さかさんぼの日
ルース・クラウス作 マーク・シーモント絵 三
原泉訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

4998 はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ
ルース・クラウス／ぶん きじまはじめ・やく
／え マーク・サイモント／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



4999 シャーロットとしろいうま
ルース・クラウス／文 モーリス・センダック
／絵 小玉 知子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

5000 イネの生命力をさぐる 子ども科学図書館 倉兼 治／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5001 サンタクロースのおくりもの 世界の絵本ライブラリー
Ｅ・クラーク／作 Ｊ・オームロッド／絵 戸田
早紀／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

5002 学校の事件 倉阪鬼一郎著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

5003 無言劇 創元クライム・クラブ 倉阪鬼一郎著 東京創元社 21 (１０ 小説)

5004
青い館の崩壊 ブルー・ローズ殺人事件 奇才の集大成 講
談社ノベルス

倉阪鬼一郎著 講談社 20 (９ 小説)

5005
家計に役立つ助成金がわかる本 “もらえるお金”の情報
１１１

暮らしの経済研究会著 ホーム社 17 (６ 総記 社会科学)

5006 クリスマスものがたり ＣＤつき朗読絵本 倉島一幸絵 手嶌葵歌と朗読 ヤマハミュージックメディア 63 (２５ 絵本 南)

5007 季節おもしろ事典 倉嶋厚の風のたより 倉嶋 厚／著 東京堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5008 季節よもやま辞典 倉嶋厚の辞書遊びノート 倉嶋 厚／著 東京堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5009 カリフォルニア・ブルー デイヴィッド・クラース／著 吉沢 康子／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5010 京都・異界をたずねて 新撰京の魅力 蔵田敏明文 角野康夫写真 淡交社 13 (２ 県一般書)

5011 密教寺院と貞観彫刻 原色日本の美術５ 倉田 文作 小学館 7 (大型本)

5012 ちがうねん ジョン・クラッセン 長谷川義史 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

5013 どこいったん ジョン・クラッセン 長谷川義史 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

5014 図説馬と人の文化史
Ｊ．クラットン＝ブロック／著 清水 雄次郎／
訳

東洋書林 19 (８ 美術 芸術)

5015 コンスタンスの日記
パトリシア・クラップ／作 篠田 蕗子／訳 佐
藤 真紀子／絵

ひくまの出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5016 酔郷譚 倉橋由美子著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

5017
いちご 〔３〕 講談社青い鳥文庫  １８０－３  Ｆｒｏｍ
Ｉｃｈｉｇｏ  ３

倉橋燿子作 さべあのま絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5018
いちご 〔４〕 講談社青い鳥文庫  １８０－４  Ｆｒｏｍ
Ｉｃｈｉｇｏ  ４

倉橋燿子作 さべあのま絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



5019
いちご 〔５〕 講談社青い鳥文庫  １８０－５  Ｆｒｏｍ
Ｉｃｈｉｇｏ  ５

倉橋燿子作 さべあのま絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5020 夢幻の宴 倉橋 由美子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5021 ２９歳のサンクチュアリ 倉橋 燿子／著 読売新聞社 21 (１０ 小説)

5022 いちご ［２］ 講談社 青い鳥文庫 倉橋耀子 作 さべあ のま 絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5023 いちご ［１］ 講談社 青い鳥文庫 倉橋耀子 作 さべあ のま 絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5024 革の技法 楽しむための基本集 クラフト学園研究室著 日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

5025 無法のＬ Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ スー・グラフトン／著 嵯峨 静江／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5026 カウンセリング・ガイドブック 倉光修編集 桑原知子編集 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

5027 友よ、戦いの果てに Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ジェイムズ・クラムリー／著 小鷹 信光／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5028 はしれファイトだせとしおくん あつまれ１年生 １１ 倉持 敏江／作 藤本 四郎／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

5029 玩具の神様 Ｓｃｅｎａｒｉｏ １９９９ 倉本聡著 理論社 19 (８ 美術 芸術)

5030 ゴールの情景 富良野風話 倉本 聡／著 理論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5031
ひとりじゃないよ一緒だよ 誰だって誰かのためになって
いる 自分探しの旅シリーズ １３

倉本 由布／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5032
名犬ラッシー危険なめいろゲーム みんなのライブラリー
２７

ナンシー・クラリック／作 道免 智世子／訳
堀田 篤子／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5033
リー・ボッツの日記 走れ、ストライダー あかね世界の文
学シリーズ

Ｂ．クリアリー／作 谷口 由美子／訳 むかい
ながまさ／画

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5034 アバラーのぼうけん ゆかいなヘンリーくんシリーズ ７
ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5035 がんばれヘンリーくん ゆかいなヘンリーくんシリーズ １
ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5036
ビーザスといたずらラモーナ ゆかいなヘンリーくんシ
リーズ ４

ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5037
ヘンリーくんとアバラー ゆかいなヘンリーくんシリーズ
２

ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5038
ヘンリーくんと新聞配達 ゆかいなヘンリーくんシリーズ
５

ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)



5039
ヘンリーくんと秘密クラブ ゆかいなヘンリーくんシリー
ズ ６

ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5040
ヘンリーくんとビーザス ゆかいなヘンリーくんシリーズ
３

ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5041
ゆうかんな女の子ラモーナ ゆかいなヘンリーくんシリー
ズ ９

ベバリイ＝クリアリー／著 アラン＝ティーグ
リーン／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5042 ラモーナは豆台風 ゆかいなヘンリーくんシリーズ ８
ベバリイ＝クリアリー／作 ルイス＝ダーリン
グ／絵 松岡 享子／訳

学研 25 (１４ 児童書)

5043
きらわれものシリーズ 1 つめたくてべとべとしたやつの
ずかん

テレサ・グリーナウェイ 吉田加寿子 リブリオ出版 62 (２４ 絵本 西)

5044 きらわれものシリーズ 2 チクッといたいやつのずかん テレサ・グリーナウェイ 吉田加寿子 リブリオ出版 6 (あのね文庫)

5045
きらわれものシリーズ 3 いがいなものがすきなやつのず
かん

テレサ・グリーナウェイ 吉田加寿子 リブリオ出版 6 (あのね文庫)

5046
きらわれものシリーズ 4 もじゃもじゃ・とげとげなやつ
のずかん

テレサ・グリーナウェイ 吉田加寿子 リブリオ出版 6 (あのね文庫)

5047
ドラえもんのかん字じてん ステップ１ ドラえもんの学習
シリーズ

栗岩 英雄／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5048
ドラえもんの漢字辞典 ステップ２ ドラえもんの学習シ
リーズ

栗岩 英雄／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5049 裏稼業 上 ジョン・グリシャム著 天馬竜行訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5050 裏稼業 下 ジョン・グリシャム著 天馬竜行訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5051 ホートン・ミア館の怖い話 クリス・プリーストリー 西田佳子 訳 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5052 モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー 三辺律子 訳 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5053 ブラック・ケネディ オバマの挑戦 クリストフ・フォン・マ－シャル 大石りら/訳 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5054 じぶん あなたへ ９
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 ディック・ステンベリ／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5055 てがみをください あなたへ １１
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 堀川 理万子／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5056 あなたがすき あなたへ ４
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 ディック・ステンベリ／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5057 うれしい あなたへ ３
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 堀川 理万子／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5058 ともだち あなたへ １
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 堀川 理万子／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)



5059 ひとりぼっち あなたへ ２
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 堀川 理万子／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5060 わたしのせいじゃない せきにんについて あなたへ ６
レイフ・クリスチャンソン／文 二文字 理明／
訳 ディック・ステンベリ／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5061 女の時間
Ｊ．クリステヴァ／著 棚沢 直子／編訳 天野
千穂子／編訳

勁草書房 17 (６ 総記 社会科学)

5062
世界鳥類事典 鳥類９３００種と日本で確認されている鳥
を全て掲載

クリストファ-・Ｍ・ペリンズ/監修 山岸哲/日
本語版監修

同朋舎出版 5 (学習室)

5063 おばあちゃんの日 くりた さおり／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5064 日本の心を旅する 栗田勇著 春秋社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5065 教訓仏教語辞典 栗田 順一／編 東京堂出版 5 (学習室)

5066 ポリ袋でつくる シリーズ子どもとつくる ３４ 栗田 真司／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

5067 めぐりめぐる月 ユースセレクション シャロン・クリーチ／作 もき かずこ／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5068 日本民家のつくりと農山村文化 栗野圭司著 奈良新聞社

5069 カマキリのかんさつ 科学のアルバム ５１ 栗林 慧／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5070 クモのひみつ 科学のアルバム ３６ 栗林 慧／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5071 昆虫のふしぎ 色と形のひみつ 科学のアルバム ８６ 栗林 慧／写真 大谷 剛／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5072 ホタル 光のひみつ 科学のアルバム ６８ 栗林 慧／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5073 ミツバチのふしぎ 科学のアルバム ２７ 栗林 慧／写真 七尾 純／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5074 虫たちの夜 新版かんさつシリーズ ４ 栗林 慧／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5075 アリの世界 科学のアルバム ７ 栗林 慧／著 あかね書房

5076
クラスがみるみるまとまる「毎日レク」 準備ゼロででき
るインプロゲーム＆アクティビティ 学級経営サポートＢ
ＯＯＫＳ

栗原茂著 明治図書出版

5077
みんな大好き！揚げパンは人気者 オーブンがいらないパ
ン作り４０品

栗原みな子著 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)

5078 最新特急ものしり ニューパーフェクト ２０ 栗原 隆司／写真 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



5079 エコロジーとテクノロジー 同時代ライブラリー ３４７ 栗原 康／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5080 木曜日はあそびの日 ピエール・グリパリ 金川光夫 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

5081 火山 クリフ ・オリエル  著 太田陽子 訳 古今書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5082 おじいさんのハーモニカ
ヘレン・Ｖ・グリフィス／作 ジェイムズ・ス
ティーブンソン／絵 今村 葦子／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

5083 アレックスとネコさん おはなしはらっぱ ９
ヘレン Ｖ．グリフィス／作 長滝谷 富貴子／
訳 Ｓ．ラムート／絵

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5084
三つのお願い いちばん大切なもの あかね・新えほんシ
リーズ １５

ルシール・クリフトン作 金原瑞人訳 はたこう
しろう絵

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

5085 自分の部屋があったら 世界の子どもライブラリー マリア＝グリーペ／作 山内 清子／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5086 エレベーターで４階へ 世界の子どもライブラリー マリア＝グリーペ／作 山内 清子／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5087 子どもに語るグリムの昔話 5 グリム グリム 佐々梨代子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

5088 子どもに語るグリムの昔話 4 グリム グリム 佐々梨代子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

5089 子どもに語るグリムの昔話 6 グリム グリム 佐々梨代子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

5090 くまの皮をきた男 グリムの昔話
グリム〔著〕 グリム〔著〕 フェリクス・ホフ
マン絵  佐々梨代子訳  野村〓訳

こぐま社 63 (２５ 絵本 南)

5091 子どもに語るグリムの昔話 １
グリム〔著〕 グリム〔著〕 佐々梨代子訳  野
村〓訳

こぐま社 25 (１４ 児童書)

5092 子どもに語るグリムの昔話 ２
グリム〔著〕 グリム〔著〕 佐々梨代子訳  野
村〓訳

こぐま社 25 (１４ 児童書)

5093 子どもに語るグリムの昔話 ３
グリム〔著〕 グリム〔著〕 佐々梨代子訳  野
村〓訳

こぐま社 25 (１４ 児童書)

5094 グリムどうわ １年生 学年別／新おはなし文庫 １年２ グリム〔原作〕 グリム〔原作〕 斉藤洋編著 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5095 グリム童話 ３年生 学年別／新おはなし文庫 ３年２ グリム〔原作〕 グリム〔原作〕 斉藤洋編著 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5096
おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 世界傑作絵本シ
リーズ スイスの絵本

グリム／原作 グリム／原作 フェリクス・ホフ
マン／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

5097
ねむりひめ グリム童話 世界傑作絵本シリーズ スイスの
絵本

ヤーコプ・グリム／原作 ヴィルヘルム・グリ
ム／原作 フェリクス・ホフマン／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

5098
ブレーメンのおんがくたい グリム童話 世界傑作絵本シ
リーズ

グリム／原作 グリム／原作 ハンス・フィッ
シャー／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



5099 しらゆき べにばら グリム童話
グリム／原作 グリム／原作 バーバラ・クー
ニー／絵

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

5100 赤ずきん 偕成社世界のどうわ ３ 完訳グリムどうわ
ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 遠山 明子／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5101
おおかみと七ひきの子やぎ 偕成社世界のどうわ ５ 完訳
グリムどうわ

ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 若林 ひとみ／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5102 しらゆき姫 偕成社世界のどうわ ２ 完訳グリムどうわ
ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 遠山 明子／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5103 ねむり姫 偕成社世界のどうわ ６ 完訳グリムどうわ
ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 佐々木 田鶴子／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5104
ブレーメンのおんがくたい 偕成社世界のどうわ ４ 完訳
グリムどうわ

ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 若林 ひとみ／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5105
ヘンゼルとグレーテル 偕成社世界のどうわ １ 完訳グリ
ムどうわ

ヤーコプ・グリム／原文 ヴィルヘルム・グリ
ム／原文 佐々木 田鶴子／訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5106 グリム童話集 世界の名作全集 １１
ヤーコブ・グリム／原作 ウィルヘルム・グリ
ム／原作 高橋 健二／訳

国土社 25 (１４ 児童書)

5107 黄昏の名探偵 栗本薫著 徳間書店 21 (１０ 小説)

5108 ウンター・デン・リンデンの薔薇 六道ケ辻 栗本 薫／著 角川書店 21 (１０ 小説)

5109 怒りをこめてふりかえれ 栗本 薫／著 講談社 21 (１０ 小説)

5110 グランドクロス・ベイビー 栗本 薫／著 角川書店 21 (１０ 小説)

5111 仮面舞踏会 伊集院大介の帰還 栗本 薫／著 講談社 21 (１０ 小説)

5112 大導寺一族の滅亡 六道ケ辻 栗本 薫／著 角川書店 21 (１０ 小説)

5113 魔女のソナタ 伊集院大介の洞察 栗本 薫／著 講談社 21 (１０ 小説)

5114 いまさら聞けない料理のイロハ 栗山真由美著 技術評論社 19 (８ 美術 芸術)

5115 カレーをつくろう！ 本格カレーとカレー味のレシピ 栗山真由美著 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5116 栗山英樹のスポーツおもしろランド １ 栗山 英樹／著 保立 浩司／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5117 おかさんがいちばんすきです 栗山 美和 須永 博士  さし絵 須永博士アートプロダクション 19 (８ 美術 芸術)

5118 アステカ王国 文明の死と再生 「知の再発見」双書 １９ セルジュ・グリュジンスキ／著 斎藤 晃／訳 創元社 24 (１３ 全集)



5119 ねこがすき、くまがすき
キャロル・グリーン／文 アン・モーティマー
／絵 前沢 明枝／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

5120 ブロードウェイ・ミュージカルのすべて
スタンリー・グリーン／著 ケイ・グリーン／
追補 青井 陽治／訳

ヤマハミュージックメディア 5 (学習室)

5121 いもむしのカミーユ にわの小さななかまたち アントーン．クリングス／作 奥本 大三郎／訳 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5122 どうしてそらはあおいの？
サリー・グリンドリー／ぶん スーザン・バー
レイ／え 角野 栄子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

5123 ずっとなかよし くまのジェイビーときつねのソックス １
サリー・グリンドリー作 ペニー・ダン絵 やま
もとけいこ訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

5124 脱「国境」の経済学 産業立地と貿易の新理論 Ｐ．クルーグマン／著 北村 行伸／ほか訳 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

5125
自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パックのか
んたん工作 まなぶっく

くるくるリサイクル工作研究会著 メイツ出版 19 (８ 美術 芸術)

5126 ふわりん
カルメン・クルツ／作 オディール・クルツ／
絵 柿本 好美／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5127 スーラ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ピエール・クールティヨン／著 池上 忠治／訳 美術出版社 7 (大型本)

5128 マネ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ピエール・クールティヨン／著 千足 伸行／訳 美術出版社 7 (大型本)

5129 暦と数の話 グールド教授の２０００年問題
スティーヴン・ジェイ・グー ... 渡辺 政隆／
訳

早川書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5130
アウトドア攻略遊びガイド 知ってとくする自然の遊びが
いっぱい！

グループ・コロンブス／編著 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5131 ２１世紀の子どもたちが地球を救う５０の方法
グループ納言／著 松岡 達英／絵 グループな
ごん／著

ブロンズ新社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5132 日本の子どもたちが地球を救う５０の方法
グループ納言／著 松岡 達英／絵 グループな
ごん／著

ブロンズ新社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5133 不良債権の正体 グループ２１／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5134 漂流物 車谷 長吉／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5135 クリスマスの起源
Ｏ．クルマン／著 土岐 健治／訳 湯川 郁子／
訳

教文館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5136 フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム／著 小川 敏子／訳 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5137 これぞ秘伝カレー グルメカレー調査隊著 広済堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5138 マンガ狂につける薬 ダ・ヴィンチブックス 呉 智英／著 リクルートダ・ヴィンチ編集部 17 (６ 総記 社会科学)



5139 川べにそよ風
ケネス・グレアム／作 ジョン・バーニンガム
／絵 岡本 浜江／訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5140 川べのゆかいな仲間たち
ケネス・グレアム／原作 鈴木 悦夫／文 鈴木
まもる／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5141 ものぐさドラゴン 世界こどもの文学
ケネス・グレーアム／作 亀山 竜樹／訳 西川
おさむ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5142 世界で一番美しい分子図鑑
セオドア・グレイ著 ニック・マン写真 若林文
高監修  武井摩利訳

創元社

5143 世界で一番美しい元素図鑑
セオドア・グレイ著 ニック・マン写真 若林文
高監修  武井摩利訳

創元社

5144 世界文学全集 ６９ 世界名作集（二）
クレイン・マッカラーズ・オーウェル・ガー
ネット・レスコーフ等

筑摩書房 24 (１３ 全集)

5145 おさわがせなバーティくん
ケネス・グレアム作 アーネスト・Ｈ．シェ
パード絵 中川千尋訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5146 だれがいちばんはやいかな マイケル・グレイニエツ作 いとうひろしやく 絵本館 63 (２５ 絵本 南)

5147 チャーリーとタイラー海辺のだいぼうけん ヘレン・クレイグ／絵と文 清水 奈緒子／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

5148 ながれ星がはこんできたおはなし
ヴァリスカ・グレゴリー作 ステファーノ・
ヴィタール絵 みきたく訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

5149 ほらみてみて 世界の絵本
マイケル・グレイニエツ／作 いとう ひろし／
訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

5150 かばくんこっくりかっくり 世界の絵本 マイケル・グレイニエツ／作 杉浦 範茂／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

5151 お月さまってどんなあじ？
ミヒャエル・グレイニェク／ ... いずみ ちほ
こ／訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

5152 もしも まほうが つかえたら
ロバート・グレイブス／文 モーリス・セン
ダック／画 原とも子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

5153 ぼくの水たまりバケツ
エリサ・クレヴェン／作・絵 多賀 京子／訳
たが きょうこ／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

5154 あかいことりとライオン
エリサ・クレヴェン／絵と文 多賀 京子／訳
たが きょうこ／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

5155 雲へ 黒井 健／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5156 羽根と翼 黒井千次著 講談社 21 (１０ 小説)

5157 忍者図鑑 黒井宏光著 長谷川義史絵 ブロンズ新社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5158 老いの時間の密度 黒井 千次／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



5159 嘘吐き 黒井 千次／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5160 みんな みんな みーつけた 木村裕一・しかけ絵本１ 黒井健/絵 木村裕一/作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5161 とっておきの手紙 黒岩重吾著 たちばな出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5162 闇の左大臣 石上朝臣麻呂 黒岩重吾著 集英社 21 (１０ 小説)

5163 闇からの声 黒岩重吾著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5164 中大兄皇子伝 上 黒岩重吾著 講談社 21 (１０ 小説)

5165 中大兄皇子伝 下 黒岩重吾著 講談社 21 (１０ 小説)

5166 孤影立つ 白鳥の王子ヤマトタケル 終焉の巻 黒岩重吾著 角川書店 21 (１０ 小説)

5167 生きてきた道 私の履歴書 黒岩 重吾／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

5168 鬼道の女王卑弥呼 上 黒岩 重吾／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5169 鬼道の女王卑弥呼 下 黒岩 重吾／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5170 斑鳩王の慟哭 黒岩 重吾／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

5171 子どもの歯の健康４ むし歯ができてしまったら 黒岩勝／著 医歯薬出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5172 刀譚剣記 単刀直入伝 黒鉄ヒロシ著 ＰＨＰ研究所

5173 破門 黒川 博行 KADOKAWA 21 (１０ 小説)

5174
恐竜トリケラトプスの大決戦 肉食恐竜軍団と戦う巻 恐竜
の大陸

黒川 光広／作・絵 小峰書店 62 (２４ 絵本 西)

5175
滅びゆく世界の動物たち 世界の絶滅のおそれがある動物
ポプラ社の絵本図鑑 ３

黒川 光広／作 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5176 蜘蛛の糸 黒川博行著 光文社 21 (１０ 小説)

5177 左手首 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 黒川博行著 新潮社 21 (１０ 小説)

5178 けがをした恐竜 化石が語るティラノサウルスの話 黒川みつひろ作 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)



5179 カウント・プラン 黒川 博行／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5180 恐竜-トリケラトプスと恐怖の大王 たたかう恐竜たち 黒川みつひろ 小峰書店 62 (２４ 絵本 西)

5181 カラ売り屋 講談社ＢＩＺ 黒木亮著 講談社 21 (１０ 小説)

5182 錦鯉入門 新版 改訂版 黒木 健夫／著 新日本教育図書 19 (８ 美術 芸術)

5183 江戸城御金蔵破り 黒崎裕一郎著 徳間書店 21 (１０ 小説)

5184 享保異聞はぐれ柳生無情剣 黒崎裕一郎著 徳間書店 21 (１０ 小説)

5185
天然サプリ、黒ざとう。 ミネラルフードできれい！げん
き！

黒ざとうのある暮らし研究会編 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5186 日本ロック紀ＧＳ編 黒沢 進／著 シンコー・ミュージック 19 (８ 美術 芸術)

5187 南仏プロバンスからのアロマテラピー ネリー・グロジャン／著 高山 林太郎／訳 フレグランスジャーナル社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5188 ハリネズミはくいしんぼ 世界こどもの文学
エーリッヒ・クロース／作 塩谷 太郎／訳 田
沢 梨枝子／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5189
２・５次元のペーパークラフト シリーズ親と子でつくる
２２

黒須 和清／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

5190 木の上のお城 おはなしフェスタ ９
Ｇ．クロス／作 岡本 浜江／訳 タカタ ケンジ
／絵

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5191 ルソー 夢のなかの旅 名画の秘密をさぐる ３
Ｄ・グロスジャン／文 Ｃ・ロラン／文 Ｆ・
Ｄ・ボエク／絵

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5192 先生のきいろいパンツ あつまれ１年生 ６ 黒瀬 圭子／作 宮崎 耕平／絵 岩崎書店

5193 メイドインジャパン 黒田晶著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

5194
いのちのみちを 黒田勲子詩集 ジュニア・ポエム双書 １
４０

黒田勲子著 山中冬児絵 銀の鈴社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5195 おまつりおばけ あかちゃんといっしょ０・１・２  ８ くろだかおる作 せなけいこ絵 フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

5196 器 魯山人おじさんに学んだこと 黒田草臣著 晶文社 19 (８ 美術 芸術)

5197 硝子細工のマトリョーシカ 講談社ノベルス 黒田研二著 講談社 20 (９ 小説)

5198 田中耕一という生き方 黒田竜彦著 大和書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



5199 家出ゲーム 創作児童文学館 １１ 黒田 けい／作 タカタ ケンジ／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5200 きまぐれなカミさま いわさき創作童話 １８ 黒田 けい／作 今井 弓子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5201 ルチャリブレたちがゆく 黒田 信一／著 講談社 21 (１０ 小説)

5202 鳥類の図鑑 学習百科図鑑 ４ 黒田 長久／共編 高野 伸二／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

5203 そして粛清の扉を 黒武洋〔著〕 新潮社 21 (１０ 小説)

5204 エルヴィンのひっこし 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ダニエラ・クーロット＝フリ ... 肥田 美代子
／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

5205 見やすい使いやすい難読語辞典 黒羽 千秋／編著 永岡書店 5 (学習室)

5206 ぼちぼちいこか
ロバート＝グロスマン/え マイク＝セイラー/
さく いまえよしとも/やく

偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5207 高田屋嘉兵衛 黒部亨著 神戸新聞総合出版センター 21 (１０ 小説)

5208
人は自分を「癒す力」を持っている ある心療内科医のカ
ルテから

黒丸 尊治／著 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5209 クレー ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ヴィル・グローマン／著 井村 陽一／訳 美術出版社 7 (大型本)

5210 トットチャンネル  新版 新潮文庫  く－７－２ 黒柳徹子著 新潮社

5211 小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5212 チョッちゃん物語 黒柳 朝／作 頓田 室子／画 金の星社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5213 トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5214
ベスト・オブ窓ぎわのトットちゃん Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ
ｂｏｏｋｓ ９

黒柳 徹子／著 ドロシー・ブリトン／訳 講談社インターナショナル
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5215 墳墓 黒藪次男著 作品社 21 (１０ 小説)

5216
宮本武蔵かく闘えり 宿敵たちとの決闘シーンが今よみが
える

桑沢慧著 ＰＨＰエディターズ・グループ 19 (８ 美術 芸術)

5217 走れ！エイトマン 桑田 二郎／著 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

5218
桑田二郎チベット死者の書 マンガ スピリチュアルコミッ
クシリーズ

桑田 二郎／著 コミックス 16 (５ 宗教 歴史)



5219
釈迦の真言 マンガ 悩みから悟りへ スピリチュアルコ
ミックシリーズ

桑田 二郎／著 コミックス 16 (５ 宗教 歴史)

5220 戦国の武将三十人 桑田 忠親／著 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5221 新編日本合戦全集 １ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5222 新編日本合戦全集 ２ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5223 新編日本合戦全集 ３ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5224 新編日本合戦全集 ４ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5225 新編日本合戦全集 ５ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5226 新編日本合戦全集 ６ 桑田 忠親／著 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5227 新編日本武将列伝 １ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5228 新編日本武将列伝 ２ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5229 新編日本武将列伝 ３ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5230 新編日本武将列伝 ４ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5231 新編日本武将列伝 ５ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5232 新編日本武将列伝 ６ 桑田 忠親／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5233 エイズって痛いの？ 子どもと話そうエイズのこと
マーシャ・クワッケンブッシ ... シルビア・
ヴィラリアル／共著 生きることと性を考える
ＯＹ ...

大修館書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5234
はじめてのＷｏｒｄ ２０１６ ＢＡＳＩＣ ＭＡＳＴＥＲ
ＳＥＲＩＥＳ  ４４８

桑名由美著 Ｓｔｕｄｉｏノマド著 秀和システム

5235
カラフルアップリケのフェルトのバッグ＆小物 全作品詳
しい作り方掲載 レディブティックシリーズ ２０５６

くわはらけいこ〔著〕 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5236 麻薬探知犬アーク ぼくたちが日本の子供を守る！ 桑原崇寿作 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5237 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一文 栗林慧写真 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5238
中学校保護者会運営 年間のアイデアと展開例 明るい学級
づくり

桑原 憲一／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)



5239 児童文学の故郷 岩波セミナーブックス ７６ 桑原 三郎／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

5240 実験犬ラッキー ボクたち友だちなのに、なぜ？ 桑原 崇寿／作 ハート出版

5241 談合破り！ 役人支配と決別、命がけの攻防記 桑原耕司 ＷＡＶＥ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5242 おひさまライオン えほんとなかよし ４２ 薫 くみこ／作 北住 ユキ／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5243 あのときすきになったよ 教育画劇みんなのえほん 薫くみこさく 飯野和好え 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

5244 悲しいくらい好きだった ポプラ怪談倶楽部 ５ 薫 くみこ／作 のぞえ 咲／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5245
少女作家は１２歳 ナル子、大スランプ！どうするどうな
る取材 ポプラポップ★ストーリーズ ３

薫 くみこ／作 西宮 さき／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5246 ひとりでバスにのりました 薫 くみこ／作 のぞえ 咲／絵 架空社 61 (２３ 絵本 北)

5247
少女作家は１２歳 ナル子、出版社へ行く ポプラポップ★
ストーリーズ １

薫 くみこ／作 西宮 さき／絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

5248 ゆきの日のおかしのいえ えほんとなかよし ３８ 薫 くみこ／作 さとう ゆうこ／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5249 キイッちゃんののばらひめ キッズパラダイス 薫 くみこ／作 高田 理香／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5250 ちょっぴりママふうちゃん どうわがいっぱい ２６ 薫 くみこ／作 林 幸／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5251 ゆかのちいさなおねえちゃん ぴかぴか童話 ５ 薫 くみこ／さく 狩野 富貴子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5252
風と夏と１１歳 青奈とかほりの物語 新・こども文学館
３４

薫 くみこ／作 三木 由記子／絵 みき ゆきこ
／絵

ポプラ社 25 (１４ 児童書)

5253 ボクがベルナのめになるよ！ えほん盲導犬ベルナ ４ ぐんじななえさく ひだかやすしが ハート出版 61 (２３ 絵本 北)

5254 学校再生 荒れ放題の「稚内南中学」を甦らせた教師た 軍司 貞則／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

5255 図説  日本の古典 第20巻 歌舞伎十八番 歌舞伎十八番 郡司正勝/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

5256 サンタクロースとまほうのたいこ
マウリ・クンナス／作 稲垣 美晴／訳 いなが
き みはる／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

5257 群馬県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ１０ 群馬県高等学校教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

5258 ふつうのおひめさま
メアリー・マーガレット・ケ ... 東 春見／訳
堀川 理万子／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



5259 みなとはネコで大さわぎ 世界こどもの文学
ヘレン・ケイ／作 河合 三郎／訳 中村 まさあ
き／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5260 ふたりぼっち 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ミシェル・ゲー／え モニック・ポンティ／ぶ
ん とき ありえ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

5261 日本霊異記 平凡社ライブラリー  ３１９ 〔景戒編〕 原田敏明訳 高橋貢訳 平凡社

5262 アイデア活かそう未来へ 経済産業省 東京書籍
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5263 子どもからのＳＯＳこの声が聞こえますか 警視庁少年育成課編 東京防犯協会連合会監修 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

5264
牛乳パックでアイデアグッズをつくろう 子どもと創ろう
３

芸術教育研究所／編集 黎明書房 17 (６ 総記 社会科学)

5265 学年別たのしい自由研究 １年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5266 学年別たのしい自由研究 ２年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5267 学年別たのしい自由研究 ３年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5268 学年別たのしい自由研究 ４年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5269 学年別たのしい自由研究 ５年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5270 学年別たのしい自由研究 ６年生 芸術教育研究所／編 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5271 ぶらっと散歩コース 神戸 K＆Bパブリッシャーズ 昭文社

5272 世界文学全集 １３ ゲーテ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5273 河出世界文学全集３ ファウスト・若きウェルテルの悩み ゲーテ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

5274 エリジウムの子供たち 東欧の文学 ケシ・イムレ／著 桑島 カタリン／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

5275
小さな男の子の旅 ケストナー短編 ショート・ストーリー
ズ

エーリヒ・ケストナー／著 榊 直子／訳 堀川
理万子／絵

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5276 飛ぶ教室 世界の名作全集 １３ エーリヒ・ケストナー／原作 植田 敏郎／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

5277 エーミールと三人のふたご 岩波少年文庫 ０１９ エーリヒ・ケストナー作 池田香代子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

5278 １００問１００答世界の民族 「月刊みんぱく」編集部／編 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5279 エマおばあちゃん
ウェンディ・ケッセルマン バーバラ・クー
ニー もきかずこ

徳間書店 62 (２４ 絵本 西)

5280
まほうつかいのでし ゲーテのバラードによる 日本傑作絵
本シリーズ

ゲーテ／原作 上田 真而子／文 斎藤 隆夫／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

5281 子どもが３つになるまでに シュタイナー教育入門 カール・ケーニッヒ／著 そのだ としこ／訳 パロル舎 17 (６ 総記 社会科学)

5282
いたずら魔女スプリのたんじょう日 だいすきＢＯＯＫＳ
１８

計良ふき子作 横川ジョアンナ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5283
デスデモーナ 夢見る十二歳は絶望的！ 児童図書館・文学
の部屋

ベバリー・ケラー／作 若林 千鶴／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5284 ママとパパをさがしにいくの ホリー・ケラーさく すえよしあきこやく ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

5285 クジラの歌がきこえる ときめき文学館 ２
ビクター・ケラハー／作 久米 穣／訳 ビビア
ン・グッドマン／画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5286 化石の博物誌 「知の再発見」双書 １７
イヴェット・ゲラール＝ヴァ ... 南条 郁子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

5287 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 62 (２４ 絵本 西)

5288 キコと愛犬ベイク かたつむり文庫 パプアニューギニア ケリナド／文・絵 アラキ トキ／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

5289 もう一羽のがちょう 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジュディス・カー作 まつかわまゆみ訳 評論社 63 (２５ 絵本 南)

5290
今夜も映画で眠れない ポーリン・ケイル集 アメリカ・コ
ラムニスト全集 ９

ポーリン・ケイル／著 柴田 京子／訳 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

5291 河出世界文学全集２５ 現代の文学 ケルアック・シリトー・ブローティガン 河出書房新社 24 (１３ 全集)

5292 マクラ ケルテース・アーコシュ／著 宮坂 いち子／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

5293 アマゾン・瀕死の巨人 「知の再発見」双書 ２２
アラン・ゲールブラン／著 吉田 良子／訳 神
崎 牧子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

5294 漢方エネルギーの奇跡 元 黄／著 フットワーク出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5295 寂夜 玄月著 講談社 21 (１０ 小説)

5296 ほんまに……どないなっとんねん 玄月著 ポプラ社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5297 おしゃべりな犬 玄月著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5298 夜の走者 軒上 泊／著 中央公論社 21 (１０ 小説)



5299 君が殺された街 軒上 泊／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

5300
地球にやさしいエネルギーがわかる本 エネコロジーって
なに？

原子力発電技術機構／著 ＮＵＰＥＣ広報企画
室／著

電力新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5301 建設業経営改善対策の解説 建設業経営改善対策研究会／編著 大成出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5302 日本の河川--日本の文明を育んだ河川 建設省/監修 奈良日日新聞社 7 (大型本)

5303 もりもり健康漢方薬をのむ前に読む本 現代基礎漢方研究会／編 南雲堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5304 「間違い言葉」１０００正解事典 一挙解決！ 現代言語セミナー／編著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

5305
書けて安心、もらって嬉しい手紙 作家もこうして心をつ
ないだ 講談社ニューハードカバー

現代言語セミナー／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

5306 「バカの壁」の解決法 現代コミュニケーション研究会著 データハウス 17 (６ 総記 社会科学)

5307 テロリズムと報道 現代ジャーナリズムを考える ... 現代書館 17 (６ 総記 社会科学)

5308
現代用語学習事典 初級編 検定参考図書 一日一用語－読
んで身につく 空とぶくじらブックス

現代用語学習研究会／編 パテント社 19 (８ 美術 芸術)

5309
現代用語学習事典 中級編 検定参考図書 一日一用語－読
んで身につく 空とぶくじらブックス

現代用語学習研究会／編 パテント社 19 (８ 美術 芸術)

5310
現代用語学習事典 上級編 検定参考図書 一日一用語－読
んで身につく 空とぶくじらブックス

現代用語学習研究会／編 パテント社 19 (８ 美術 芸術)

5311
歴史がわかれば世界がわかる この１冊で攻略できる現代
史入門

現代用語検定協会監修 井手重昭編 畑江嘉門編 自由国民社 16 (５ 宗教 歴史)

5312
自分を伸ばす自己啓発のヒント 成功する頭の使い方・仕
事の進め方

現代ライフネット／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

5313 外来語カタカナ語辞典 現代生活に必要な…… 現代語研究会／編 金園社 5 (学習室)

5314 日本文学全集 ４９ 現代名作集（上） 新潮社 24 (１３ 全集)

5315 日本文学全集 ５０ 現代名作集（下） 新潮社 24 (１３ 全集)

5316 ガイドブックヒロシマ 被爆の跡を歩く 原爆遺跡保存運動懇談会／編 新日本出版社 12 (１ 郷土資料)

5317 それ行け!!珍バイク 積載量完全オーバー!? ハンス・ケンプ 三角和代 グラフィック社 62 (２４ 絵本 西)

5318
こころのくすり 正しくのんで、早く治そう 患者・家族の
ための〈くすりと賢くつきあう 本〉

計見 一雄／著 保健同人社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5319
毎日のおかず 作りやすさにこだわった、２００を超える
おいしいレシピ Ｌｅｔ’ｓ ｃｏｏｋｉｎｇ！！

検見崎聡美著 西東社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5320 野菜いっぱいのお弁当 検見崎 聡美／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

5321 子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

5322 中陰の花 玄侑宗久著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5323 なるほど！忠臣蔵 イラスト図鑑 元禄探検隊／編著 ＰＨＰエディターズ・グループ
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5324 クジラの世界 「知の再発見」双書 １４ イヴ・コア／著 高橋 啓／訳 創元社 24 (１３ 全集)

5325
ヴァイキング 海の王とその神話 「知の再発見」双書 ２
７

イヴ・コア／著 久保 実／訳 創元社 24 (１３ 全集)

5326 癒しがたき 小嵐 九八郎／著 角川書店 21 (１０ 小説)

5327 いっさい、一妻ブルース 小嵐 九八郎／著 講談社 21 (１０ 小説)

5328 みどりの光芒 小嵐 九八郎／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5329 黙っていても双子は 小嵐 九八郎／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

5330 成功する色のヒミツ 女は色で勝負する！ 鯉江 園子／著 学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5331 日本の名峰２１ 雲ノ平・笠・裏銀座 小池 潜 山と渓谷社 7 (大型本)

5332 貧乏入門 小池 竜之介／著 厚徳社 16 (５ 宗教 歴史)

5333
かんがえるのっておもしろい 絵本かがやけ詩 ひろがるこ
とば

小池昌代編 古川タク画 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

5334 水底の光 小池真理子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5335 エリカ 小池真理子著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

5336 夜は満ちる 小池真理子著 新潮社 21 (１０ 小説)

5337 雪ひらく 小池真理子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5338 瑠璃の海 小池真理子著 集英社 21 (１０ 小説)



5339 レモン・インセスト 小池真理子著 光文社 21 (１０ 小説)

5340 狂王の庭 小池真理子著 角川書店 21 (１０ 小説)

5341 月狂ひ 小池真理子〔著〕 新潮社 21 (１０ 小説)

5342
しない生活 煩悩を静める１０８のお稽古 幻冬舎新書  こ
－２０－１

小池龍之介著 幻冬舎 09 (新刊書)

5343 体に効く魚 海・川の知恵を食べて、自己治癒力アップ 小池 すみこ／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5344 体に効く野菜 畑の知恵を食べて、自己治癒力アップ 小池 すみこ／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5345 ロウでつくる シリーズ子どもとつくる ２３ 小池 千代恵／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

5346 リンゴ くだもののひみつ 科学のアルバム ４９ 小池 洋男／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5347 怪しい隣人 小池 真理子／著 集英社 21 (１０ 小説)

5348 記憶の隠れ家 小池 真理子／著 講談社 21 (１０ 小説)

5349 水無月の墓 小池 真理子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5350 秘本江戸文学選 第５巻 真情春雨衣 小池章太郎/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)

5351 秘本江戸文学選 第８巻 五大力恋之柵他 小池章太郎/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)

5352 葵の帝明正天皇 小石房子著 作品社 21 (１０ 小説)

5353 天照らす、持統 小石 房子／著 作品社 21 (１０ 小説)

5354
わたしの好きな場所 なつの日納屋で 小泉るみ子四季のえ
ほん １

小泉 るみ子／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5355 小泉今日子書評集 小泉今日子著 中央公論新社 17 (６ 総記 社会科学)

5356
日本の伝統食を科学する 第３巻 家庭に欠かせない伝統食
品

小泉武夫監修 今野令子イラスト 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5357 ブタのみどころ 小泉吉宏著 メディアファクトリー 17 (６ 総記 社会科学)

5358 人間 心とからだ 小学館の学習百科図鑑 ８ 小泉 明／ほか編 小学館 25 (１４ 児童書)



5359 失われたアトランチス大文明 小泉源太郎 大陸書房 16 (５ 宗教 歴史)

5360
ＥＵＲＯの衝撃！ 何がどう変わるのか、日本企業への影
響は？

小板橋 昇／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

5361 もりのひなまつり こどものとも傑作集 小出 保子／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5362 とんとんとめてくださいな 幼児絵本シリーズ こいでたんぶん こいでやすこえ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5363 原発のウソ 扶桑社新書  ０９４ 小出裕章著 扶桑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5364 高橋尚子金メダルへの絆 小出義雄著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

5365 解析力学 物理入門コース ２ 小出 昭一郎／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5366 のろまなローラー こどものとも傑作集 ３４ 小出 正吾／さく 山本 忠敬／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5367 理科らしくない理科 続 ポピュラーサイエンス 小出 力／著 裳華房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5368 マラソンでたらめ理論 小出 義雄／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

5369 エリート田舎暮らし 恋沼 薫／著 ＫＴＣ中央出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5370 おつきさまにぼうしを
シュールト・コイパー作 ヤン・ユッテ絵 野坂
悦子訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

5371 さようなら杏咲く街 高 三重子／著 出版芸術社 21 (１０ 小説)

5372
症状別薬膳健康法 初公開！体を強くする即効メニュー２
７６ ロングライフセレクション

剛 勇／著 ロングセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5373
環境基本法ってなあに なくせ公害・守ろう地球環境！
ブックレットくらしの科学 ６

公害・地球環境問題懇談会／編 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5374 橋をかける 子供時代の読書の思い出 皇后／著 美智子／著 すえもりブックス 17 (６ 総記 社会科学)

5375 逐次刊行物 改訂第２版 図書館員選書 ５ 光斎重治原編 中嶋正夫原編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

5376 漂民ダンケッチの生涯 神坂次郎著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

5377 サムライたちの小遣帳 神坂 次郎／著 新潮社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5378 復讐（あたん）党始末 天明群盗伝 神坂 次郎／著 角川書店 21 (１０ 小説)



5379 勝者こそわが主君（あるじ） 神坂 次郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5380 元禄御畳奉公の日記 尾張藩士の見た浮世 神坂 次郎/著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5381 月夜のふしぎ道 赤い鳥文庫 １６
上崎 美恵子／作 狩野 富貴子／絵 上崎 美惠
子／作

小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5382
１００円グッズで完成！楽しい！ 工作編  自由研究にも
ピッタリ！ １００円グッズでできる工作＆実験ブック
３

工作・実験工房著 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5383
１００円グッズで不思議！面白い！ 実験編  自由研究に
もピッタリ！ １００円グッズでできる工作＆実験ブック
２

工作・実験工房著 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5384 世界文学全集 ３ 五経・論語集 孔子 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5385 自分らしく死にたい 人生の完成を援助する医師の記録 神代 尚芳／著 創元社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5386 近代の建築・彫刻・工芸 原色日本の美術３２ 神代 雄一郎 本間 正義 前田 泰次 小学館 7 (大型本)

5387 日本石仏事典 第２版 庚申懇話会／編 雄山閣 5 (学習室)

5388
ファンム・アレース ２ 古き血の盟約 ＹＡ！ＥＮＴＥＲ
ＴＡＩＮＭＥＮＴ

香月 日輪／著 講談社 25 (１４ 児童書)

5389
ファンム・アレース ３ 賢者の教え ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴ
ＡＩＮＭＥＮＴ

香月 日輪／著 講談社 25 (１４ 児童書)

5390
ファンム・アレース ４ 魔宮の戦い ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴ
ＡＩＮＭＥＮＴ

香月 日輪／著 講談社 25 (１４ 児童書)

5391
妖怪アパートの幽雅な日常 １ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月 日輪／著 講談社 33 (２２ 文庫本)

5392
ファンム・アレース １ 戦いの女神 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴ
ＡＩＮＭＥＮＴ

香月 日輪／著 講談社 25 (１４ 児童書)

5393
妖怪アパートの幽雅な食卓 るり子さんのお料理日記 Ｙ
Ａ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ

香月日輪原作 講談社 09 (新刊書)

5394
妖怪アパートの幽雅な人々 妖アパミニガイド ＹＡ！ＥＮ
ＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 09 (新刊書)

5395
妖怪アパートの幽雅な日常 ラスベガス外伝 ＹＡ！ＥＮＴ
ＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5396 下町不思議町物語 新潮文庫  こ－５４－１ 香月日輪著 新潮社

5397
妖怪アパートの幽雅な日常 ２ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5398
妖怪アパートの幽雅な日常 ３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)



5399
妖怪アパートの幽雅な日常 ６ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5400
妖怪アパートの幽雅な日常 ７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5401
妖怪アパートの幽雅な日常 ８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5402
妖怪アパートの幽雅な日常 ９ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5403
妖怪アパートの幽雅な日常 １０ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩ
ＮＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5404
妖怪アパートの幽雅な日常 ４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5405
妖怪アパートの幽雅な日常 ５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
ＭＥＮＴ

香月日輪〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5406
ワルガキと地獄のドライブ 地獄堂霊界通信 ミステリー＆
ホラー文学館 ４

香月 日輪／作 前嶋 昭人／絵 ポプラ社

5407
ワルガキと満月の人魚 地獄堂霊界通信 ミステリー＆ホ
ラー文学館 ３

香月 日輪／作 前嶋 昭人／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5408
ワルガキ、初恋をする！？ 地獄堂霊界通信 ジュニア文学
館 １４

香月 日輪／作 前嶋 昭人／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5409 洗剤の事典 新書版 合成洗剤研究会／編 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5410 児童福祉六法 平成９年版 厚生省／編集 厚生省児童家庭局／編集 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

5411
おたんじょう会の星座メニュー くまさんファミリーのお
りょうり教室 ３

興膳 陽子／作 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5412
みんなで作るおいしいランチ くまさんファミリーのお
りょうり教室 １

興膳 陽子／作 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5413 どこどこどーもどこへいく 合田 経郎／著 日本放送出版協会 61 (２３ 絵本 北)

5414 海にしずんだ宝をさがせ！ 編集長ジェロニモ 郷田千鶴子訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5415
ゆかいないろいろどうぶつ ことばあそびのしかけ絵本 主
婦の友わくわくブック

こうだてつひろ著 主婦の友社 62 (２４ 絵本 西)

5416 日本文学全集 ４１ 幸田 文 円地 文子 新潮社 24 (１３ 全集)

5417 インタンジブル・ゲーム 幸田 真音／著 講談社 21 (１０ 小説)

5418 回避 ザ・ヘッジ 幸田 真音／著 講談社 21 (１０ 小説)



5419 裂けた岬 「ひかりごけ」事件の真相 合田一道/ジャ-ナリスト 恒友出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5420 ちくま日本文学全集 ０５１ 幸田文 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5421 ちくま日本文学全集 ０２７ 幸田露伴 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5422 日本文学全集 第3巻 幸田露伴・樋口一葉集 幸田露伴・樋口一葉 集英社 24 (１３ 全集)

5423 日本文学全集 ３ 幸田露伴・樋口一葉 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5424 これは使える「体ことば」辞典 講談社ことばの新書 講談社辞典局編 講談社 19 (８ 美術 芸術)

5425 他人（ひと）にききにくい家庭の問題情報源 講談社編 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5426 いざというときの資格と人脈づくり情報源 講談社編 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5427
小学生の大疑問１００ パート２ ＮＨＫ週刊こどもニュー
ス 図解版スペシャ

講談社／編 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5428 新感覚のからだによい健康・安全住宅 Ｈｏｍｅ ｌｉｆｅ 講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5429 河合隼雄を読む 講談社／編 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5430 講談社カラーパックス英和・国語辞典 講談社／編 講談社辞典局／編 講談社 5 (学習室)

5431 新感覚の“和”のインテリア Ｈｏｍｅ ｌｉｆｅ 講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5432 新感覚の洋風住宅 改訂新版 Ｈｏｍｅ ｌｉｆｅ 講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5433 新感覚の高齢者にやさしい住まい Ｈｏｍｅ ｌｉｆｅ 講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5434
新感覚のＬＤＫ リビング ダイニング キッチン 改訂新版
Ｈｏｍｅ ｌｉｆｅ

講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5435
日本酒・芳醇の世界へ 四季折々、酒を旨く飲るための本
講談社カルチャーブックス １１１

講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5436 四季いけばな入門 講談社／編集 講談社 19 (８ 美術 芸術)

5437
最新式辞・あいさつ大事典 冠婚葬祭・生活・ビジネスに
役立つ 改訂版

講談社／編 講談社 19 (８ 美術 芸術)

5438
山野草を食べる本 食べられる山野草１３２種・きのこ３
０種 新装版

講談社／編 講談社 19 (８ 美術 芸術)



5439 私の英国物語 ジョサイア・ウェッジウッドとその時代 講談社／編 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5440 きものと着つけ ’９６ 保存版 Ｐｅａｒｌ ｂｏｏｋ 講談社／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5441
脳死移植 いまこそ考えるべきこと 生命のゆくえとは、脳
死の本質とは－－

高知新聞社会部「脳死移植」取材班著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5442 首ちょうちん 少年少女名作落語① 神津友好 偕成社 25 (１４ 児童書)

5443 目黒のさんま 少年少女名作落語⑦ 神津友好 偕成社 25 (１４ 児童書)

5444
最新離乳食大百科  改訂版 離乳食が手軽に楽しく作れ
る！ ベネッセ・ムック  たまひよブックス  たまひよ大
百科シリーズ

巷野 悟郎／総監修 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

5445
圧力鍋の手間いらず料理 時間のかかる煮る、蒸す、ゆで
る、炊くがスピードアップ！ レッスンシリーズ

河野 雅子／料理指導 パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5446 身体（からだ）から革命を起こす 甲野 善紀 田中 聡 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

5447
デジタル一眼露出＆ＷＢ早わかりＱ＆Ａ１５０ 写真が絶
対うまくなる！ 玄光社ＭＯＯＫ

河野鉄平著 玄光社

5448 あなたにもできる老親（おや）を痴呆から守る２８の鉄則 河野 和彦／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5449 うれしい日の子ども服 こうの 早苗／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5450 ウィーン音楽の四季 河野 純一／著 音楽之友社 13 (２ 県一般書)

5451 赤い脣（くち） 黒い髪 河野 多恵子／著 河野 多惠子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5452 世界遺産データ・ブック １９９ ... 河野 祥宣／編著 シンクタンクせとうち総合 19 (８ 美術 芸術)

5453 ぼくらのじぐざぐドリブル 文研ブックランド 河野 礼子／作 尾崎 曜子／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

5454 よくわかるツボ指圧 ２０のツボで健康を守る 河野 渡／著 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5455 古事記・日本書紀 新潮古典文学アルバム １
神野志 隆光／編集・執筆 大庭 みな子／エッ
セイ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

5456 ふるさと文学館 第三五巻 河野 仁昭 ぎょうせい 13 (２ 県一般書)

5457 ２本足と４本足 たくさんのふしぎ傑作集 香原 志勢／文 Ｕ．Ｇ．サトー／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5458 薬効薬害 危ない薬はよく効く薬よく効く薬は危ない薬 幸保 文治／著 集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5459 どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集 こうや すすむ／文 片山 健／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5460 どんぐり かがくのとも傑作集 どきどきしぜん こうや すすむ／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5461
ピーナッツなんきんまめらっかせい かがくのとも傑作集
どきどきしぜん

こうや すすむ／文 中島 睦子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5462 ぶんぶくちゃがま 日本の民話えほん 香山 美子／文 篠崎 三朗／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

5463 こんたくんのえーとえーと こどものくに傑作絵本 香山 美子／作 末崎 茂樹／絵 すずき出版 61 (２３ 絵本 北)

5464 おはなしゆびさん 現代日本童謡詩全集 ５ 香山美子詩 杉浦範茂絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5465 たからげた 日本の民話えほん 香山 美子／文 長 新太／画 教育画劇

5466 ムムムのうた 森のえほん １
香山 美子／文 土田 義晴／絵 つちだ よしは
る／絵

アリス館 62 (２４ 絵本 西)

5467 はちかつぎひめ 日本の民話えほん 香山 美子／文 赤坂 三好／画 教育画劇

5468
広陵古文化会発足５０周年記念誌 ふる里の文化財をたず
ねて

広陵古文化会 広陵古文化会 13 (２ 県一般書)

5469
いつだって犬が幸せな理由 みんなが忘れてしまった大切
なこと

アラン・コーエン／著 アラン・ゴードン／絵
牧野・Ｍ・美枝／訳

ベストセラーズ 17 (６ 総記 社会科学)

5470 世界文学全集 ２１ ゴーゴリ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5471 旅路の果て モンゴメリーの庭で
メアリー・フランシス・コーディ作 田中奈津
子訳

講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5472 いやっ!
トレーシー・コーデュロイ ティム・ワーンズ
三辺律子

ブロンズ新社 6 (あのね文庫)

5473 秘密が見える目の少女 ハリネズミの本箱 リーネ・コーバベル著 木村由利子訳 早川書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5474 心やさしく ロバート・コーミア作 真野明裕訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5475 世界文学全集 ４４ ゴーリキー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5476 ルネッサンス 再生への挑戦 カルロス・ゴーン著 中川治子訳 ダイヤモンド社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5477 日本中枢の崩壊 古賀茂明著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5478
ビーズフラワー＆ビーズアクセサリー レディブティック
シリーズ １０５０

古賀 啓子／著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5479 ぶーぶーぶー ０．１．２．えほん こかぜさち わきさかかつじ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5480 トーマスのもくば 日本傑作絵本シリーズ 小風 さち／作 長 新太／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5481 とべ！ちいさいプロペラき こどものとも傑作集 小風さち作 山本忠敬絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5482 二世帯住宅その前に こがめの会／著 三省堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5483 現代人と疲労 増補版 科学選書 １８ 小木 和孝／著 紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5484
早おぼえ試験によくでる漢字熟語 まんが攻略シリーズ １
０

国語基礎学力研究会／著 立石 佳太／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5485 精神障害患者の人権 国際法律家委員会レポート
国際法律家委員会／編 広田 伊蘇夫／監訳 永
野 貫太郎／監訳

明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

5486 ２１世紀の平和を考えるシリーズ ４ 飢餓 国連世界食糧計画文 大貫美佐子監修 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5487 風のなかに… 限りある日々がくれた家族の絆 古口裕子著 本の森 21 (１０ 小説)

5488 子どもによる子どものための「子どもの権利条約」 小口 尚子／文 福岡 鮎美／文 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5489 ぼくの天使 コクトー詩画集 ジャン・コクトー／著 高橋 洋一／訳・編 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5490 とんぼのめがね 現代日本童謡詩全集 ２１ 国土社編集部編 小林与志絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5491 きりとおとうさん 現代日本童謡詩全集 ２２ 国土社編集部編 小林与志絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5492 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 国分 太一／著 ケンタロウ／著 Ｍ．Ｃｏ．  角川グループパブリッシング（発売）
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5493
ドキュメント・東海村 火災爆発と臨界事故に遭遇した原
子力村の試練

国分郁男編著 吉川秀夫編著 ミオシン出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5494 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 その２ 国分太一著 ケンタロウ著 Ｍ．Ｃｏ．  角川グループパブリッシング（発売）
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5495 キーワード１００古典文学の術語集 国文学編集部／編 学灯社 19 (８ 美術 芸術)

5496 消費者からみた介護保険Ｑ＆Ａ 国民生活センター／編 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

5497 中世商人の世界 市をめぐる伝説と実像 歴博フォーラム 国立歴史民俗博物館／編 日本エディタースクール出版部
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5498
高きを求めた昔（いにしえ）の日本人 巨大建造物をさぐ
る 歴博フォーラム

国立歴史民俗博物館編 山川出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5499
地球ＳＯＳ図鑑 温暖化について調べよう 環境をまもるた
めの取り組み

国立環境研究所地球環境研究センター監修 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5500 震災からの教育復興ー岩手県宮古市の記録ー 国立教育政策研究所 悠光堂 17 (６ 総記 社会科学)

5501 震災からの教育復興ー過去、現在から未来へー 国立教育政策研究所 悠光堂 17 (６ 総記 社会科学)

5502 言葉に関する問答集 よくある「ことば」の質問 国立国語研究所 国立国語研究所 19 (８ 美術 芸術)

5503 「ことば」を調べる考える 国立国語研究所 国立国語研究所 19 (８ 美術 芸術)

5504 豊かな言語生活のために 国立国語研究所 国立国語研究所 19 (８ 美術 芸術)

5505 国循の美味しい！かるしおレシピ 国立循環器病研究センター セブン＆アイ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5506
デジタルＩＤ革命 ＩＣタグとトレーサビリティーがもた
らす大変革

国領二郎編著 日経デジタルコアトレーサビリ
ティー研究会編著

日本経済新聞社 19 (８ 美術 芸術)

5507 やったね！トラック・マンモスごう のりものえほん ９ 木暮 正夫／作 赤坂 三好／絵 教育画劇 62 (２４ 絵本 西)

5508
救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリー
ズ ４

木暮正夫文 相沢るつ子絵 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5509
いのちの森を守る ハンセン病の差別とたたかった平沢保
治 感動ノンフィクション

木暮正夫文 高田勲絵 佼成出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5510
結び方の絵事典 ものと心をつなげる くらしに役立つ和の
文化

小暮幹雄監修 ワン・ステップ編 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5511 こころにピカッと語源の話 おもしろ語源話 ５
木暮 正夫／文 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5512 妖怪たちはすぐそこに 旺文社創作児童文学
木暮 正夫／作 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

旺文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5513
ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の国際
協力をとげた西岡 くもんのノンフィクション・愛のシ
リーズ ２５

木暮 正夫／作 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

くもん出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5514 おばけが銀座にあつまって ポプラ怪談倶楽部 ３ 木暮 正夫／作 伊東 美貴／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5515 七ちょうめのおばけ大集合 いわさき創作童話 ２８ 木暮 正夫／作 渡辺 有一／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5516 六ちょうめのまひるのゆうれい あたらしい創作童話 ５９ 木暮 正夫／作 渡辺 有一／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5517 おばけがヒュードロ熟語の話 おもしろ熟語話 １ 木暮 正夫／文 原 ゆたか／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5518 かずのかずかず熟語の話 おもしろ熟語話 ２ 木暮 正夫／文 原 ゆたか／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



5519 こころにズッキン熟語の話 おもしろ熟語話 ４ 木暮 正夫／文 原 ゆたか／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5520 できたてピカピカ熟語の話 おもしろ熟語話 ５ 木暮 正夫／文 原 ゆたか／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5521 どうぶつゾロゾロ熟語の話 おもしろ熟語話 ３ 木暮 正夫／文 原 ゆたか／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5522 二ちょうめのおばけやしき フォア文庫愛蔵版 木暮 正夫／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

5523
魔女の復讐 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １２ ロシ ア
編

ゴーゴリ／原作 田辺 佐保子／訳・文 嶋田 善
雄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5524 こころのうた 子どもがつくった詩の本
『こころの詩』大賞コンクー ... やべ みつの
り／絵

佼成出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5525 一番やさしい自治体財政の本 小坂紀一郎著 学陽書房 17 (６ 総記 社会科学)

5526
よくみえる いいめになろう！ ママといっしょによむえほ
ん 子どもの健康を考える絵本 ７

湖崎 克／構成・文 浅野 利治／絵 浅野 りじ
／絵

偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5527
図鑑カメラ１００年 京都書院アーツコレクション １１２
骨董 １

小笹 洋一／編著 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

5528
ぼく どうしてムシバなの？（母［教師］と子どもの教育
絵本 はっ！とするハのおはなし） 脳の発育をも阻害する
こどものムシ歯

小佐々晴夫 斗夢書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5529 陽だまりの彼女 越谷 オサム 新潮社 33 (２２ 文庫本)

5530 アリのさんぽ こしだミカ 架空社 62 (２４ 絵本 西)

5531
物理屋になりたかったんだよ ノーベル物理学賞への軌跡
朝日選書 ７１９

小柴昌俊著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5532 阿片試食官 湖島克弘著 徳間書店 21 (１０ 小説)

5533
クジラがとれた日 ラマレラ・生命の物語 シリーズ自然い
のちひと １

小島曠太郎写真・文 えがみともこ写真・文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5534
親子であそぶ理科工作 ふしぎ？たのしい！おもしろい！
主婦の友生活シリーズ

小島繁男監修 主婦の友社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5535 奈良県の山 分県登山ガイド  ２８ 小島誠孝著 山と溪谷社

5536 子どもに語るトルコの昔話 児島満子編・訳 こぐま社 25 (１４ 児童書)

5537 小学校総合的な学習ガイドブック 児島 邦宏／ほか編 教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

5538 生活をみなおしてみよう １ イラスト版 小島 敏光／ほか著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



5539 生活をみなおしてみよう ２ イラスト版 小島 敏光／ほか著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5540 生活をみなおしてみよう ３ イラスト版 小島 敏光／ほか著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5541 生活をみなおしてみよう ４ イラスト版 小島 敏光／ほか著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5542 生活をみなおしてみよう ５ イラスト版 小島 敏光／ほか著 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5543 暮坂 小島 信夫／著 講談社 21 (１０ 小説)

5544 授業崩壊 克服への学校経営的アプローチ 小島 宏／著 教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

5545 ライトハウス和英辞典 第３版 小島 義郎／ほか編 研究社 5 (学習室)

5546 まんじゅうこわい 少年少女名作落語⑤ 小島貞二 偕成社 25 (１４ 児童書)

5547 反対ぐるま 少年少女名作落語⑪ 小島貞二 偕成社 25 (１４ 児童書)

5548 昭和文学全集 第21巻 小島信夫、遠藤周作、庄野潤三、阿川弘之 小学館 24 (１３ 全集)

5549 保存食の絵本①野菜 つくってあそぼう ３６ こしみず まさみ へん かめざわ ゆうや え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5550 保存食の絵本②くだもの つくってあそぼう ３７ こしみず まさみ へん うえだ まこと え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5551 保存食の絵本③米・麦・豆・いも つくってあそぼう ３８ こしみず まさみ へん おかた さとの え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5552 保存食の絵本④乳・肉 つくってあそぼう ３９ こしみず まさみ へん ヒロミチイト え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5553 保存食の絵本⑤魚介 つくってあそぼう ４０ こしみず まさみ へん かわかみ かずお え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5554 ジャムの絵本 つくってあそぼう ９ こしみず まさみ へん しもわだ さちよ え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5555 もうすぐ飛べる！ 子どもの本 越水利江子作 津田真帆絵 大日本図書
31 (２０ 読み物 高学
年)

5556 赤い羊は肉を喰う 五条瑛著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

5557 世界文学全集 ９ 西遊記 呉承恩 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5558 少年少女世界文学館２３ 西遊記 呉承恩 講談社 25 (１４ 児童書)



5559
おしゃべりタクシードライバー 運転の達人が明かす事故
を防ぐ実践ドライブ

小菅 宏／著 はまの出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5560 もう一度会いたい 小杉健治著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

5561 父からの手紙 小杉健治著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

5562 父と子の旅路 小杉健治著 双葉社 21 (１０ 小説)

5563 それぞれの断崖 小杉 健治／著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

5564 容疑者 小杉 健治／著 講談社 21 (１０ 小説)

5565 花の堤 新・向島物語 小杉 健治／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

5566

四季の寒天デザート＆料理 季節のフルーツや食材の香り
をやさしくつつみこんで 寒天はノンカロリーで食物繊維
も豊富なヘルシー食品 レディブティックシリーズ １５３
４

小菅陽子〔著〕 ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

5567
死者と影 Ｈａｙａｋａｗａ ｐｏｃｋｅｔ ｍｙｓｔｅｒ
ｙ ｂｏｏｋｓ １６８６

ポーラ・ゴズリング著 山本俊子訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5568 個性あるみちづくりガイドブック Ｐａｒ ... 個性あるみちづくり研究会／編集 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5569 個性あるみちづくりガイドブック Ｐａｒ ... 個性あるみちづくり研究会／編集 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5570 かかしの家 新日本ジュニア文学館 ６ 古世古 和子／作 北島 新平／絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5571 ランドセルをしょったじぞうさん 新日本おはなし文庫 １ 古世古 和子／さく 北島 新平／え 新日本出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5572
パパ・ママ・子どもみんなで楽しむ四季の行事 おたん
じょう日からクリスマスまで、あれこれマニュアル

子育てネット著 メイツ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5573
大望遠鏡「すばる」誕生物語 星空にかけた夢 ノンフィク
ション知られざる世界

小平桂一著 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5574 語りによる日本の民話 ２/岩手 紫波の民話 小平民話の会/編著者 中鉢カヨの語り 小平民話の会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5575 森に抱かれた街で 小滝 光郎／作 はんだ みちこ／絵 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5576 辺境の旅悠久のロマン 小谷明著 実業之日本社 13 (２ 県一般書)

5577 舘山寺心中殺人事件 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介著 徳間書店 20 (９ 小説)

5578 萩・西長門殺人事件 １ ２ ｐｏｃｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介著 ワンツーマガジン社 20 (９ 小説)



5579 遠州姫街道殺人事件 ノン・ノベル 木谷恭介著 祥伝社 20 (９ 小説)

5580 世界一周クルーズ殺人事件 木谷恭介〔著〕 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

5581 加賀百万石伝説殺人事件 ハルキ・ノベルス 木谷恭介著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

5582 京都石塀小路殺人事件 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介著 徳間書店 20 (９ 小説)

5583 恋霊館事件 カッパ・ノベルス 谺健二著 光文社 20 (９ 小説)

5584 漢字くずし方辞典 児玉 幸多／編 東京堂出版 5 (学習室)

5585 よっちゃんのビー玉 絵本 児玉 辰春／ぶん 北島 新平／え 新日本出版社 62 (２４ 絵本 西)

5586 かえってきたつりがね 児玉 辰春／作 長沢 靖／絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

5587 ヒロシマ心の旅路 イワサキ・ライブラリー ４ 児玉 辰春／著 村井 宗二／画 岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5588 脳力開発 成功を生む７９のヒント 児玉 光雄／著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

5589 江戸時代図誌 第15巻 東海道 二 児玉幸多/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5590 江戸時代図誌 別巻・二 絵年表 児玉幸多・原田伴彦・森谷尅久・山口修/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5591 江戸時代図誌 別巻・一 日本国尽
児玉幸多・原田伴彦・森谷尅久・矢守一彦/編
者

筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5592 江戸時代図誌 第10巻 中山道 一 児玉幸多・芳賀登/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5593
いたずらこぶたピンキー・ブウ おばあさんと くまの は
ちみつくん フローラル

マルタ・コチ作／絵 保富 康午／文 学研 5 (学習室)

5594 なかよし もこ もぐ ふしぎな さかな フローラル
マルタ・コチ／作・絵 保富 康午／文 ステパ
ン・サブレル／作・絵

学研 5 (学習室)

5595 ハロウィーンの魔法 チア・ブックス ６
ルーマ・ゴッデン／作 渡辺 南都子／訳 堀川
理万子／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5596 トウシューズ ルーマ・ゴッデン／作 渡辺 南都子／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5597 ラヴジョイの庭 ルーマ・ゴッデン／作 茅野 美ど里／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5598
クリスマスの女の子 Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉 四 つの人形のお話 １

ルーマー・ゴッデン／さく 久慈 美貴／やく 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



5599
クリスマスのようせい Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉 四 つの人形のお話 ２

ルーマー・ゴッデン／さく 久慈 美貴／やく 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5600 ねずみ女房 世界傑作童話シリーズ
ルーマー・ゴッデン／著 石井 桃子／訳 Ｗ．
Ｐ．デュボア／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5601
ポケットのジェーン Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉 四 つの人形のお話 ３

ルーマー・ゴッデン／さく 久慈 美貴／やく 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5602
ゆうえんちのわたあめちゃん Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐ
ｅｔｉｔ〉 四 つの人形のお話 ４

ルーマー・ゴッデン／さく 久慈 美貴／やく 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5603 １０ぴきのひつじ クリスマスものがたり
ジャン・ゴッドフリー／文 オナー・エアーズ
／絵 つばき うたこ／訳

ドン・ボスコ社 63 (２５ 絵本 南)

5604 科学でゲーム・屋外で実験 やさしい科学
ヴィッキイ・コブ共著 キャシー・ダーリング
共著 鈴木将訳 田島董美絵

さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5605 科学でゲーム・やっぱりできる！ やさしい科学
ヴィッキイ・コブ／共著 キャシー・ダーリン
グ／共著 藤田 千枝／訳

さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5606 バーガーの娘 １ ナディン・ゴーディマ／著 福島 富士男／訳 みすず書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5607 バーガーの娘 ２ ナディン・ゴーディマ／著 福島 富士男／訳 みすず書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5608 森のいのち 小寺卓矢 アリス館 6 (あのね文庫)

5609
地球を救え！数学探偵団 一次関数 数学ワンダーランド
６

小寺 隆幸／著 銀林 浩／編 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5610
海を渡ったモンゴロイド 太平洋と日本への道 講談社選書
メチエ ２６４

後藤明著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5611 マンモス復活大作戦 旺文社ジュニア・ノンフィクション 後藤和文写真・文 旺文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5612
ダイヤモンドより平和がほしい 子ども兵士・ムリアの告
白

後藤健二著 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5613 大学入試出典・朝日新聞 ２００１年版 古藤晃監修 朝日新聞社事業開発本部 17 (６ 総記 社会科学)

5614 世界サッカー紀行 ２００２ 後藤健生著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

5615
できる！スポーツテクニック ２ 野球  バッティング・走
塁

後藤寿彦監修 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5616 できる！スポーツテクニック １ 野球  ピッチング・守備 後藤寿彦監修 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5617
炊事のきほんおさらい帖 調理以前の準備と段取りがわか
る 道具のそろえ方からきほんのご飯作りまで

後藤三枝子著 石川真来子イラスト 小学館 19 (８ 美術 芸術)

5618
世界を変えた日本の技術 １ 未来を走れハイブリッドエコ
カー 科学読み物

後藤みわこ文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



5619 いのちがぱちん 学研の新しい創作 後藤みわこ作 岡本美子絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

5620
ひかる！ １ 本気。負けない！ ホップステップキッズ！
１

後藤竜二作 スカイエマ絵 そうえん社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5621 １ねん１くみ１ばんわがまま こどもおはなしランド ７０ 後藤竜二作 長谷川知子絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5622
１ねん１くみ１ばんやさし～い こどもおはなしランド ６
６

後藤竜二作 長谷川知子絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5623
やまんばやかたたんけんします！ ママとパパとわたしの
本 ６

ごとうりゅうじさく さとうまきこえ ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5624 影絵をつくる シリーズ子どもとつくる ３ 後藤 圭／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

5625 最新医学大辞典 第２版 後藤 稠／ほか編 医歯薬出版 5 (学習室)

5626 図書館資料論 新編図書館学教育資料集成 ５ 後藤 暢／編 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

5627 おばあさんになりたい 登校拒否を考える絵本 １ 後藤 淡紅子／作 ふりや かよこ／絵 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5628 俳句遠望 後藤 比奈夫／著 ふらんす堂 19 (８ 美術 芸術)

5629 しんとく問答 後藤 明生／著 講談社 21 (１０ 小説)

5630 芥川竜之介 群像日本の作家 １１ 後藤 明生／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

5631 ないしょ！ 後藤 竜二／ぶん 長谷川 知子／え 新日本出版社 61 (２３ 絵本 北)

5632 １ねん１くみ１ばんやるき こどもおはなしランド ５０ 後藤 竜二／作 長谷川 知子／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5633 キャプテンはつらいぜ 子どもの文学傑作選 後藤 竜二／著 杉浦 範茂／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5634 りんご畑の九月 後藤 竜二／ぶん 長谷川 知子／え 新日本出版社 62 (２４ 絵本 西)

5635 りんごの花 後藤 竜二／文 長谷川 知子／絵 新日本出版社 62 (２４ 絵本 西)

5636 てんこうせいのてんとう虫 どうわがいっぱい １５ 後藤 竜二／作 小泉 るみ子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5637 天使で大地はいっぱいだ 児童文学創作シリーズ 後藤 竜二／作 市川禎男／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5638 のんびり転校生事件 新日本少年少女の文学 ２－３ 後藤 竜二／作 田畑精一／絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



5639
どろんこアイスクリーム 後藤れい子詩集 ジュニア・ポエ
ム双書 １１７

後藤 れい子／著 渡辺 安芸夫／絵 渡辺 あき
お／絵

教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5640 現代語訳 日本の古典 １９ 雨月物語・春雨物語 後藤明生 学研 24 (１３ 全集)

5641 情と理 上 後藤田正晴回顧録 後藤田 正晴／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5642 情と理 下 後藤田正晴回顧録 後藤田 正晴／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5643 ルール 古処誠二著 集英社 21 (１０ 小説)

5644 おすもうさん えほん・こどもとともに 琴剣 淳弥／作 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

5645 きっときってかってきて ことばあそびえほん ことばあそびの会／文 金川 禎子／絵 さ・え・ら書房 61 (２３ 絵本 北)

5646 くろいは かげさ ことばあそびえほん ことばあそびの会／文 多田 ヒロシ／絵 さ・え・ら書房 61 (２３ 絵本 北)

5647 手話でラブソングを はじめてのボランティア １１ こどもくらぶ編集部／編 こどもくらぶ／編 同友館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5648 ボランティアはじめて体験 はじめてのボランティア １０ こどもくらぶ編集部／編 こどもくらぶ／編 同友館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5649 こども１０大ニュース １９９ ... こどもニュース研究会／編 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5650 こども１０大ニュース １９９ ... こどもニュース研究会／編 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5651 ドラッグ中毒日記 ドラッグを知ろう １ こどものいのちを守る会／編 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5652 ドラッグはキミをドレイにする ドラッグを知ろう ２ こどものいのちを守る会／編 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5653 科学の質問箱 １ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5654 科学の質問箱 ２ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5655 科学の質問箱 ３ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5656 科学の質問箱 ４ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5657 科学の質問箱 ５ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5658 科学の質問箱 ６ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



5659 科学の質問箱 ７ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5660 科学の質問箱 ８ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5661 科学の質問箱 ９ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5662 科学の質問箱 １０ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5663 科学の質問箱 １２ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5664 科学の質問箱 １３ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5665 科学の質問箱 １５ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5666 科学の質問箱 １６ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5667 科学の質問箱 １７ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5668 科学の質問箱 １８ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5669 科学の質問箱 １９ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5670 科学の質問箱 ２１ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5671 科学の質問箱 ２２ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5672 科学の質問箱 ２３ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5673 科学の質問箱 ２４ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5674 科学の質問箱 ２６ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5675 科学の質問箱 ２７ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5676 科学の質問箱 ２８ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5677 科学の質問箱 ２９ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5678 科学の質問箱 １４ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社



5679 科学の質問箱 ３０ 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社

5680 仕事 やがて社会にでる君たちに贈る職業・人生ガ 子どものしあわせ編集部／編 草土文化
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5681 小学５・６年 夏休みなんでもブック 子供の科学編集部 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5682
色はなぜたくさんあるの シンプル・サイエンスシリーズ
４

マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5683 電気とじしゃく シンプル・サイエンスシリーズ ８
マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5684 昼と夜 シンプル・サイエンスシリーズ ７
マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5685 音ってなんだろう シンプル・サイエンスシリーズ １
マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5686 ほねはどうして動く シンプル・サイエンスシリーズ ２
マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5687
水にうくものしずむもの シンプル・サイエンスシリーズ
６

マリア・ゴードン／さく マイク・ゴードン／
え 西本 鶏介／やく

ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5688 ＬＳＩ・セラミックス サイエンスコミック ４
小長井 誠／責任編集 羽絵 かげひこ／シナリ
オ こばやし 将／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5689 お化け長屋 少年少女名作落語② 小中太道 偕成社 25 (１４ 児童書)

5690 こんにゃく門答 少年少女名作落語⑧ 小中太道 偕成社 25 (１４ 児童書)

5691 カレーライス 幼児絵本シリーズ 小西英子さく 福音館書店

5692 まるくておいしいよ ０．１．２．えほん こにしえいこさく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5693 おべんとう 福音館の幼児絵本 小西英子さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5694 サンドイッチサンドイッチ 福音館の幼児絵本 小西英子さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5695
いのち煌めくとき 施設介護から地域へ自立する三兄弟物
語

小西弘一著 ハート出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5696 切り絵を楽しむ シリーズ・親と子でつくる ８ 小西 明子／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

5697 図説・昭和の歴史 第1巻 昭和史の原像 小西四郎/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5698 図説・昭和の歴史 第12巻 世界の日本 小西四郎・藤原彰・色川大吉/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



5699 ムクムクがみつからない にいるぶっくす こぬままりこ文 相沢タロウイチ絵 ソニー・マガジンズ 61 (２３ 絵本 北)

5700 広川薬用植物大事典 修正 木島 正夫／ほか編集 広川書店 5 (学習室)

5701
おばけのウンチィくんおならがプ！ ポプラ社の新・小さ
な童話 １３７

木乃美 光／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5702
おばけのウンチィくんでた～っ ポプラ社の新・小さな童
話 １２４

木乃美 光／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5703
たのしいまちがいさがし １年生 なぞなぞ＆ゲーム王国
７

このみ・プラニング作 さんさん絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5704 電ボのなぞなぞにございます ＮＨＫおじゃる丸 このみ・プラニング著 日本放送出版協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5705 なぞなぞ大問題ベスト１０００！！ このみひかる作 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5706 ぴょこたんのピョンピョンめいろゆうえんち 木乃美 光／作・絵 このみ ひかる／作・絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5707
おばけのウンチィくんきた～っ ポプラ社の新・小さな童
話 １３２

木乃美 光／作絵 このみ ひかる／作絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5708 真夜中こっそりパンを焼く ｒｅｃｉｐｅ ＆ ｅｓｓａｙ こば きょうこ／著 小学館スクウェア 19 (８ 美術 芸術)

5709 火の闇 小浜 清志／著 集英社 21 (１０ 小説)

5710 にぎりめしごろごろ こどものとも傑作集 ９８ 小林 輝子／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5711 おかしな男渥美清 小林 信彦／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

5712 海中記 小林安雅 福音館書店 6 (あのね文庫)

5713 ぼくは弟とあるいた 絵本の泉 １２ 小林 豊／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5714 ちいさなやま 絵本の時間 ７ 小林 豊／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5715 せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち ４０ 小林 豊／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5716 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち ４５ 小林 豊／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5717
風のハンドルは白い雲 マキちゃんと車いすドライバー イ
ワサキ・ライブラリー ８

小林あき作 国井節絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5718 瓦 歴史とデザイン 小林章男著 山田脩二著 淡交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5719
きれい、すてき。四季の折り紙 飾って楽しむ年中行事の
折り紙  華やかなインテリア小物が折り紙でかんたんに！

小林一夫監修 廣済堂あかつき 19 (８ 美術 芸術)

5720 昔のくらしの道具事典 小林克監修 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5721 一億人青春１８きっぷの旅 小林克己著 ＩＭＳ出版 13 (２ 県一般書)

5722
親子で楽しむかんたんマジック レディブティックシリー
ズ １５６９

小林恵子監修 ブティック社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5723 縄文人追跡 小林達雄著 日本経済新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5724 監督刑事 小林信也著 東京書籍 21 (１０ 小説)

5725 煮干しの解剖教室 オリジナル入門シリーズ  ６ 小林眞理子文 泉田謙写真 こばやしちひろ絵 仮説社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5726 争乱と謀略の平城京 称徳女帝と怪僧・道鏡の時代 小林惠子著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5727 せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち ５５ 小林豊作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5728
町の水族館町の植物園 さかなやさんとやおやさん みぢか
なかがく

小林 亜里／文 三柴 啓子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5729 あげは かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 小林 勇／ぶん・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5730
脳卒中に負けたくない人へ 高血圧性脳内出血、クモ膜下
出血、脳梗塞の やさしい医学と健康のシリーズ

小林 逸郎／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5731 あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん 小林 衛己子／編 大島 妙子／絵 のら書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5732
曲面と結び目のトポロジー 基本群とホモロジー群 すうが
くぶっくす １１

小林 一章／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5733 小さなおりがみ広がる世界 小林 一夫／著 日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

5734 紙をつくる シリーズ子どもとつくる ２５ 小林 一夫／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

5735 カツ代の台所 小林 カツ代／著 朝日出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5736 小林カツ代の超料理法 地球と人のために 小林 カツ代／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5737 小林カツ代のやさしいおせち 小林 カツ代／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5738
ドラえもんの算数おもしろ攻略 かけ算 ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



5739
ドラえもんの算数おもしろ攻略 文章題 ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5740
ドラえもんの算数おもしろ攻略 分数・ ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5741
ドラえもんの算数おもしろ攻略 図形が ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5742
ドラえもんの算数おもしろ攻略 数量関 ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5743
ドラえもんの算数おもしろ攻略 続・文 ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5744
ドラえもんの算数おもしろ攻略 面積・ ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5745
ドラえもんの算数おもしろ攻略 たしざ ... ドラえもんの
学習シリーズ

小林 敢治郎／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5746 父と子の荒野 小林 久三／著 集英社 21 (１０ 小説)

5747 邪悪なる小説集 小林 恭二／著 岩波書店 21 (１０ 小説)

5748 はしれ春風！ 文研ブックランド 小林 しげる／作 末崎 茂樹／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

5749 海をおよぐ大シカ 童話だいすき ６ 小林 しげる／作 福田 岩緒／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

5750 部落史用語辞典 新装版 小林 茂／ほか編集 柏書房 5 (学習室)

5751 ゆみ赤バイクで空をとんだよ あつまれ１年生 １０ 小林 しげる／作 夏目 尚吾／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

5752
小林繁の楽しい野球 投手編 ジュニア・スポーツ・セレク
ション ５

小林 繁／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5753 手塚治虫昆虫図鑑 小林 準治／著 コミックス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5754 インタビュー日本の出版社 小林 二郎／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

5755 日本文学全集 ２４ 小林 多喜二 徳永 直 新潮社 24 (１３ 全集)

5756 原始美術 原色日本の美術１ 小林 達雄 白石 太一郎 小学館 7 (大型本)

5757 オトコの居場所 小林 竜雄／著 青春出版社 21 (１０ 小説)

5758 お星さまのレール フォア文庫愛蔵版 小林 千登勢／作 金の星社 25 (１４ 児童書)



5759
にわさきのむし しゃがんでみつけた かがくのとも傑作集
どきどきしぜん

小林 俊樹／ぶん たかはし きよし／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5760 ムーン・リヴァーの向こう側 小林 信彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5761
ねこのみち 小林比呂古詩集 ジュニア・ポエム双書 １１
６

小林 比呂古／著 おおた 慶文／絵 教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5762 瓦に生きる 鬼瓦師・小林平一の世界 小林 平一／著 駒沢 〓道／聞き手 春秋社 19 (８ 美術 芸術)

5763 せなかをぴん からだのえほん ６ 小林 まさこ／さく 長野 ヒデ子／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

5764 ちはたからもの からだのえほん ８ 小林 まさこ／さく せべ まさゆき／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

5765 どきどきよぼうちゅうしゃ からだのえほん ５ 小林 まさこ／さく おかべ りか／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

5766 なみだくんありがとう からだのえほん ７ 小林 まさこ／さく 今井 弓子／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

5767
世界のお母さんマザー・テレサ レンズの中に愛がみえた
ポプラ社いきいきノンフィクション １５

小林 正典／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5768 森のきのこ 絵本図鑑シリーズ １１ 小林 路子／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5769 水草大図鑑 決定版 小林 道信／撮影・文 世界文化社 5 (学習室)

5770 知のモラル 小林 康夫／編 船曳 建夫／編 東京大学出版会 17 (６ 総記 社会科学)

5771
三人の「神武」 後漢・光武帝、奴国王、卑弥呼、高句
麗・東

小林 恵子／著 小林 惠子／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5772 能楽ハンドブック 小林 保治／編 三省堂 19 (８ 美術 芸術)

5773 玩具修理者 小林 泰三／著 角川書店 21 (１０ 小説)

5774 事典タイで暮らす 小林 豊／著 江口 久雄／著 中央経済社 13 (２ 県一般書)

5775 ぼくらの町がきえた 新日本おはなしの本だな ２－７
小林 陽子／作 こさか しげる／絵 小坂 茂／
絵

新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

5776 サケの子ピッチ 小林 玲子／作 中根 正治／絵 ＫＴＣ中央出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

5777 標準原色図鑑全集 鳥 ５ 小林桂助/著者 保育社 5 (学習室)

5778 日本文学全集 第４３巻 小林多喜二・徳永直集 小林多喜二・徳永直 集英社 24 (１３ 全集)



5779 ２ 大地に根づく日々 現像日本 小林 達雄 旺文社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5780
イントラネットのことがわかる本 これが注目の新企業内
情報システムだ！

小林憲夫 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

5781 またふたりで 大日本製本紙工株式会社 小林治子 日産自動車 62 (２４ 絵本 西)

5782 日本文学全集 ４２ 小林秀雄 筑摩書房 24 (１３ 全集)

5783 昭和文学全集 第９巻 小林秀雄、中村光夫、河上徹太郎、山本健吉 小学館 24 (１３ 全集)

5784 チュルンの滝 かたつむり文庫 ベネズエラ
アリナ・マセパ・デ・コバル ... 小林 孝子／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

5785 葉虫 小檜山賢二写真集 マイクロプレゼンス  ２ 小檜山賢二著 出版芸術社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5786 光る大雪 小桧山博著 講談社 21 (１０ 小説)

5787 一瞬の人生 心をうつ三十二篇 小桧山 博／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

5788 象虫 小檜山賢二 出版芸術社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

5789 おばあちゃんのはこぶね
Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作・絵 谷川 俊太郎／
訳

すえもりブックス 63 (２５ 絵本 南)

5790 私の船長さん Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作 谷川 俊太郎／訳 ジー・シー 63 (２５ 絵本 南)

5791 スージーちゃんのスパゲッティ 世界の絵本ライブラリー Ｐ・コプランズ／作 絵 ひろせ みちこ／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

5792 独り荒野をめざせ 趙治勲物語 小堀 啓爾／著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

5793 パスカルの恋 駒井れん著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

5794
助産婦さんに聞いたいのちにやさしいお産 性の解放を
願って女から女へ

駒井 秀子／著 自然食通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5795 ごぶごぶ ごぼごぼ 駒形 克己 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

5796 古今和歌集 新潮古典文学アルバム ４
小町谷 照彦／編集・執筆 田久保 英夫／エッ
セイ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

5797 御庭番の明治維新 小松重男著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

5798 旗本の経済学 御庭番川村修富の手留帳 小松重男著 郁朋社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



5799 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 19 (８ 美術 芸術)

5800 福の神と貧乏神 ちくまプリマーブックス １２１ 小松 和彦／著 筑摩書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5801 中田英寿鼓動 小松 成美／著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

5802 日本沈没 （上） ＳＦ長編小説 書下ろし 小松 左京 光文社 20 (９ 小説)

5803 日本沈没 （下） ＳＦ長編小説 書下ろし 小松 左京 光文社 20 (９ 小説)

5804 首都消失（下） 小松 左京 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5805 首都消失（上） 小松 左京 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5806 幕末遠国奉公の日記 御庭番川村修就の生涯 小松 重男/著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5807 融通念仏縁起 続日本絵巻大成１１ 小松茂美 中央公論社 7 (大型本)

5808
すぐに使えてとってもキレイ―たのしいイラスト・カット
集

コマドリ・デザイングル－プ/編者 有紀書房 19 (８ 美術 芸術)

5809 ダイオキシンゼロへの新たな挑戦 Ｂ＆Ｔブックス 駒橋 徐／著 玉置 真章／著 三村 力／著 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5810 日本文明揺籃の地 ロシア人の見た「奈良」 Ｇ．Ｅ．コマロフスキー／著 岡林 宏侃／訳 善本社 13 (２ 県一般書)

5811
ビッグバードのおひっこし おやすみのまえのおはなし３
つ おやすみ・セサミストリート ２

ジャスティン・コーマン／さく トム・クーク
／え 岩倉 千春／やく

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

5812 言葉図鑑 4 ことばがいっぱい ; かざることば Ｂ 五味太郎 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

5813 言葉図鑑 7 ことばがいっぱい ; たとえのことば 五味太郎 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

5814 言葉図鑑 8 ことばがいっぱい ; かくれたことば 五味太郎 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

5815 言葉図鑑 3 ことばがいっぱい ; かざることば Ａ 五味太郎 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

5816 はやくあいたいな 五味太郎 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

5817 なんとなく 五味 太郎／作 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

5818 いっぽんばしわたる 五味 太郎／作・画 絵本館 62 (２４ 絵本 西)



5819 わにさんどきっ はいしゃさんどきっ 五味 太郎／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5820 けっしてそうではありません 五味 太郎／作 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

5821 とんとんとんと 五味 太郎／作 クレヨンハウス 61 (２３ 絵本 北)

5822 仔牛の春 五味 太郎／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5823 まどから おくりもの 五味太郎・しかけ絵本 ３ 五味 太郎／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5824 わくわくするね 五味 太郎／作 リブロポート 61 (２３ 絵本 北)

5825 り・り・り・り・り 五味 太郎／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5826 えものは どこだ えほん・ドリームランド １２ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5827 おっとおとしもの こどものとも傑作集 ９４ 五味 太郎／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5828 ちいさなきしゃ えほん・ドリームランド １７ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5829 のでのでので こどものとも傑作集 ９５ 五味 太郎／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5830 ははははは 五味 太郎／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5831 にているね！？ かがくのとも絵本 五味太郎作 福音館書店

5832 ももたろう だれでも知っているあの有名な 五味太郎作 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

5833 みんなうんち かがくのとも傑作集  どきどきしぜん 五味太郎さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5834
みんなのひつじさん ヒツジ年のひとの絵本 五味太郎の
「干支セトラ絵本」 １１ 未

五味太郎作 クレヨンハウス 61 (２３ 絵本 北)

5835 これはあたま これはの絵本 ２ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5836 これはて これはの絵本 １ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5837 これははこ これはの絵本 ４ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

5838 これはひも これはの絵本 ３ 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)



5839 正しい暮し方読本 五味 太郎／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5840 さとりくん 五味 太郎／作 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

5841 ん・ん・ん・ん・ん 五味 太郎／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5842 ぼくはぞうだ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 五味 太郎／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5843 みんなうんち かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 五味 太郎／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

5844
侍ここにあり 士道小説集 時代小説ベスト・セレクション
１１

五味 康祐／ほか著 講談社 21 (１０ 小説)

5845 わたしたちの鳴らす鐘 ロバート・コーミア／作 夏目 道子／訳 ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5846 マンガ 人間の条件 １ 五味川 純平／原作 石ノ森 章太郎／著 ぶっくす東京
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5847 マンガ 人間の条件 ２ 五味川 純平／原作 石ノ森 章太郎／著 ぶっくす東京
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5848 マンガ 人間の条件 ４ 五味川 純平／原作 石ノ森 章太郎／著 ぶっく東京
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5849 人間の条件 上 五味川純平 三一書房 21 (１０ 小説)

5850 人間の条件 下 五味川純平 三一書房 21 (１０ 小説)

5851 ぽぽぽぽぽ 五味太郎 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5852 今昔物語集・宇治拾遺物語 新潮古典文学アルバム ９
小峰 和明／編集・執筆 藤沢 周平／エッセイ
小峯 和明／編集・執筆

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

5853 機械力学と構造 小峯 竜男／著 東京電機大学出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5854 犯人目線に立て！ 危険予測のノウハウ 小宮信夫著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

5855
「１秒！」で財務諸表を読む方法 仕事に使える会計知識
が身につく本

小宮一慶 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

5856 やさいのずかん 絵本図鑑シリーズ ８ 小宮山 洋夫／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5857 親と子ではじめる社会にでて役立つ勉強法 ＲＩ 小宮山 博仁／著 アストロ教育システムあすとろ出 17 (６ 総記 社会科学)

5858 小室哲哉音楽対論 Ｖｏｌ．５ Ｗｉｔｈ ｔ
小室 哲哉／著 フジテレビ／編 ＴＫ Ｍｕｓｉ
ｃ Ｃｌａｍｐ／編

幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)



5859 人にはなぜ教育が必要なのか 小室 直樹・色摩 力夫 総合法令出版 17 (６ 総記 社会科学)

5860
ハーブ健康法 スペイン・アンダルシア発 ウェルネスブッ
ク ７

Ｍ・Ｇ・ゴメス・アレマン／著 脇本 久美子／
著

求竜堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5861 ファミリー・ビジネス 米谷 ふみ子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

5862
「シルクスクリーン」用具と技法 初級技法講座 Ｔｏｏｌ
ｓ ＆ ｔｅｃｈｎ ｉｑｕｅ

小本 章／著 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

5863 ニコルの塔 小森香折作 こみねゆら絵 ＢＬ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

5864 ムガール宮の密室 ミステリー・リーグ 小森健太朗著 原書房 21 (１０ 小説)

5865 歴史教科書何が問題か 徹底検証Ｑ＆Ａ 小森陽一編 坂本義和編 安丸良夫編 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

5866 動物の図鑑 小学館の学習百科図鑑 ５ 小森 厚／編 小学館 25 (１４ 児童書)

5867 透視される日本 アメリカ新世代の日本研究 古森 義久／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

5868
ふたりの結婚費用事典 無理をせず、かしこくムダの少な
い予算を考

古門 恒雄／著 ナツメ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5869 宗達 だし噺 小山 鐘平 株式会社ゆめディア
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5870 ひつじみち こやま 峰子／文 小林 豊／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

5871 まんがでわかる７つの習慣
小山鹿梨子まんが フランクリン・コヴィー・
ジャパン監修

宝島社 17 (６ 総記 社会科学)

5872
決定版いちばんたのしいレクリエーションゲーム 主婦の
友ベストＢＯＯＫＳ

小山混著 主婦の友社

5873
犯人よ、話してくれてありがとう 長野生坂ダム事件の真
相を追った母の２３年

小山順著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

5874 しっぽのクレヨン こやま峰子詩集 こやま峰子詩 城野由美子銅版画 朔北社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5875
世界遺産吉野・高野・熊野をゆく 霊場と参詣の道 朝日選
書 ７５８

小山靖憲著 朝日新聞社 13 (２ 県一般書)

5876 へんてこりんなうち 文研ブックランド 小山 勇／作 岡本 順／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

5877 ミミズのかけざん スピカの創作童話 小山 勇／作 関屋 敏隆／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

5878 先生、けっこんおめでとう いわさき創作童話 ５ 小山 勇／作 福田 岩緒／絵 福田 いわお／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



5879 縄文の子どもたち 小山 修三／文 安芸 早穂子／絵 朝日新聞社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5880
くらし ひと いのちあなたへの処方せん 薬学外論 Ｐａｒ
ｔ ２

小山 泰正／編 東邦セミナーグループ／著 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5881 図説  日本の古典 第12巻 能・狂言 能・狂言 小山弘志/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

5882 茶碗 第四巻 日本 一 小山富士夫/監修 平凡社 7 (大型本)

5883 茶碗 第五巻 日本 二 小山富士夫/監修 平凡社 7 (大型本)

5884 茶碗 第一巻 中国・安南 小山富士夫/監修 平凡社 7 (大型本)

5885 茶碗 第二巻 朝鮮 一 小山富士夫/監修 平凡社 7 (大型本)

5886 茶碗 第三巻 朝鮮 二 小山富士夫/監修 平凡社 7 (大型本)

5887
囲碁頭の体操 詰むや詰まざるや マン・ツー・マン・ブッ
クス

碁楽編集部／編 山海堂 19 (８ 美術 芸術)

5888 やさしいリースの本 リチャード・コーラス／著 六耀社 19 (８ 美術 芸術)

5889 あかいふうせん 世界の絵本 ドゥブラヴカ・コラノヴィッチ作 野坂悦子訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

5890 北欧神話 改版 岩波少年文庫 ３１４２ Ｐ．コラム／作 尾崎 義／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

5891 新しい日本の伝記 聖徳太子 こりぶち輝/文 狩野富貴子/絵 ひのくま出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5892 赤毛のアンの宝石箱
キャロリン・ストーム・コリ ... クリス
ティーナ・ワイス・エ ... 清水 奈緒子／訳

金の星社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5893 海のそこへ フリズル先生のマジック・スクールバス
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギ
ン／絵 藤田 千枝／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5894 からだたんけん フリズル先生のマジック・スクールバス
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギ
ン／絵 藤田 千枝／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5895 恐竜さがし フリズル先生のマジック・スクールバス
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギ
ン／絵 藤田 千枝／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5896 地球のまんなか フリズル先生のマジック・スクールバス
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギ
ン／絵 藤田 千枝／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5897 水のたび フリズル先生のマジック・スクールバス
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギ
ン／絵 藤田 千枝／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

5898 ゲーターガールズふたりはなかよし どうわコレクション
ジョアンナ・コール／作 ステファニー・カル
メンソン／作 リン・マンシンガー／絵

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



5899 ２０世紀人名・用語・成句キーワード事典
シルビア・コール／著 エイブラハム・Ｈ・ラ
ス／著 樋口 秀雄／ほか共訳

北星堂書店 5 (学習室)

5900 つるつるしわしわ としをとるおはなし
バベット・コール／さく 金原 瑞人／やく か
ねはら みずひと／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

5901 むかしばなし・イギリスの旅 新装版
アイリーン・コルウェル／再話 アンソニー・
コルバート／絵 むろの会／訳

新読書社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5902 子どもたちをお話の世界へ ストーリーテリングのすすめ Ｅ・コルウェル／著 松岡 享子／ほか訳 こぐま社 17 (６ 総記 社会科学)

5903 マクシィぼうやのいえで 世界こどもの文学
イリーナ・コルシュノウ／作 若林 ひとみ／訳
倉橋達治／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5904 ぼくよわむしじゃない
イリーナ・コルシュノウ／作 神崎 巌／訳 花
之内 雅吉／絵

さ・え・ら書房

5905 世界の災害の今を知る 火と土の災害・２ 火山
メアリー・コルソン著 宇井忠英監訳 小宮学監
訳

文渓堂
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5906 とべ！クリプス かたつむり文庫 コロンビア ハイメ・コルテス／文・絵 平野 東海子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

5907 先生を困らせた３２４の質問 マーチン・Ｍ・ゴールドウィ ... 山崎 昶／訳 三田出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5908 ゴーガン ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
ロバート・ゴールドウォータ ... 嘉門 安雄／
訳

美術出版社 7 (大型本)

5909 ロビンソンの島、ひみつの島
クラウス・コルドン作 ダグマール・ガイス
ラー挿絵 本田雅也訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5910 小さな村の大きな郵便事件 ジュニア・ライブラリー
クラウス・コルドン／作 虎頭 恵美子／訳 マ
ルギット・パウル／画

大日本図書
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5911 クリストファーのしあわせないちにち バレリー・ゴルバチョフ／作 三原 泉／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

5912 おうちがいちばん 世界の絵本
バレリー・ゴルバチョフ絵 キャロル・ロス文
那須田淳訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

5913 図説ヴェネツィア 「水の都」歴史散歩 ルカ・コルフェライ／著 中山 悦子／訳 河出書房新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5914 ＥＱこころの知能指数 ダニエル・ゴールマン／著 土屋 京子／訳 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

5915 ガチャガチャゆうれい
マイケル・コールマン／文 クリス・モルド／
絵 永窪 玲子／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

5916 屋根にのぼって オードリー・コルンビス〔著〕 代田亜香子訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5917 うれのこった ふゆ 学研ワールド絵本１０
コレット・ドメ／作 ジャン・ルクー／絵 みづ
しま志穂／文

学研 63 (２５ 絵本 南)

5918 Ｈａｔｓ 帽子の本 ワタシスタイルノボウシヲツクル 小六 うらら／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5919 あめのひのおかいもの わたしのえほん こわせ たまみ／作 秋里 信子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

5920 きつねいろのくつした こわせ たまみ／作 いもと ようこ／絵 ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

5921 きつねえんでおべんとう わたしのえほん こわせ たまみ／作 秋里 信子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

5922 ゆきのひのようちえん わたしのえほん こわせ たまみ／作 秋里 信子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

5923 きつねと つきみそう こわせ たまみ／作 いもと ようこ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

5924 わたしときつねさん えほんあらかると ２ こわせ たまみ／作 いもと ようこ／絵 フレーベル館 6 (あのね文庫)

5925 ちいねこめいたんてい 心を育てるメッセージ絵本 こわせ たまみ／作 奥田 怜子／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

5926 わけのわかる算数 図形の ... 小和田 正／著 田島 信夫／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5927 わけのわかる算数 図形の ... 小和田 正／著 田島 信夫／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5928 わけのわかる算数 分数と ... 小和田 正／著 山崎 直美／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5929
乱世の勝者敗者 戦国小説集 時代小説ベスト・セレクショ
ン ９

今 東光／ほか著 講談社 21 (１０ 小説)

5930
謀略の航海 炎の英雄シャープ Ｓｈａｒｐｅ ｓｅｒｉｅ
ｓ １２

バーナード・コーンウェル／著 原 佳代子／訳 光人社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5931 夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス作 金原瑞人訳 ほるぷ出版

5932 おうさま つきへ いく おつきさま フローラル
メルセ･カンパニィ･ゴンザレス／作 アウグス
ティ･ｻｾﾝｼｵ･サウリ／絵 保富 康午／文

学研 5 (学習室)

5933 世界文学全集 ６８ 世界名作集（一）
コンスタン・サンテグジュペリ・ホフマン・ネ
ルヴァル等

筑摩書房 24 (１３ 全集)

5934 やきものの釉薬（うわぐすり）
クリスティーン・コンスタン ... スティー
ブ・オグデン／著 堀江 綾子／訳

グラフィック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5935 ぼくはアスペルガー症候群 権田真吾著 彩図社 33 (２２ 文庫本)

5936
生命の樹 あるカリブの家系の物語 新しい〈世界文学〉シ
リーズ

マリーズ・コンデ／著 管 啓次郎／訳 平凡社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5937 かまきりっこ 近藤薫美子 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

5938 たねいっぱいわらったね 近藤薫美子 アリス館 62 (２４ 絵本 西)



5939 のにっき 野日記 近藤 薫美子／著 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

5940 のはらまつり 近藤 薫美子／作 童心社 62 (２４ 絵本 西)

5941 日本の名峰１９ 白馬岳と後立山連峰 近藤 辰郎 山と渓谷社 7 (大型本)

5942 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵／著 サンマーク出版 19 (８ 美術 芸術)

5943
書くことが思いつかない人のための文章教室 幻冬舎新書
こ－８－２

近藤勝重著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

5944
こわい！あぶない！シンナー・薬物はキケン！？ いのち
をまもるほけんしつでみるえほん－子どものためのライフ
スキル－ ３

近藤とも子著 大森真司絵 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5945 四大文明 インダス ＮＨＫスペシャル
近藤英夫編著 ＮＨＫスペシャル「四大文明」
プロジェクト編著

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

5946 シャルロットの憂鬱 近藤史恵著 光文社

5947 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵著 サンマーク出版 19 (８ 美術 芸術)

5948
紙バネ・紙ゼンマイ・輪ゴムでわくわくおもちゃ ＰＨＰ
ビジュアル実用ＢＯＯＫＳ

近藤芳弘著 石川ゆり子著 ＰＨＰ研究所

5949 四季のしぼり染め シリーズ子どもとつくる ２２ 近藤 愛子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

5950 グアテマラ現代史 苦悩するマヤの国 近藤 敦子／著 彩流社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

5951 母子像 近藤 啓太郎／著 講談社 21 (１０ 小説)

5952
必携マナーハンドブック これだけは知っておきたい 冠婚
葬祭から日

近藤 珠実／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5953
飛べ！赤い翼 冒険飛行家ジャピーを救った人びと いきい
き人間ノンフィクション ７

ごんどう ちあき／作 稲川 弘明／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5954 「自分の死」にそなえる 近藤 裕／著 春秋社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5955 スタバトマーテル 近藤 史恵／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

5956 ガーデン クイーンの１３ 近藤 史恵／著 東京創元社 21 (１０ 小説)

5957 患者よ、がんと闘うな 近藤 誠／著 文芸春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

5958 傷だらけの神々の山 立山、白山の自然は今 近藤 泰年／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



5959
「生命力」の処方箋 根源がわかれば２１世紀が見えてく
る

近藤 洋一／著 同朋舎 17 (６ 総記 社会科学)

5960 フラワーメッセージ花もよう 原色現代押し花 近藤 レミ子／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

5961 日本文学全集 第５９巻 今東光・今日出海集 今東光・今日出海 集英社 24 (１３ 全集)

5962 古代の日本 ４ 中国・四国 近藤義郎・上田正昭/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5963 日本の考古学 Ⅳ 古墳時代 上 近藤義郎・藤沢長治/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5964 日本の考古学 Ⅴ 古墳時代 近藤義郎・藤沢長治/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

5965 日本の名峰１７ 荒川・赤石・聖岳 今野 岳志 山と渓谷社 7 (大型本)

5966 くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ／作 いもと ようこ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

5967 マインド 今野敏著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

5968 豹変 今野敏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 21 (１０ 小説)

5969 半夏生 東京湾臨海署安積班 今野敏〔著〕 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

5970 陽炎 ハルキ・ノベルス 今野敏著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

5971 殺人ライセンス 今野敏著 メディアファクトリー 21 (１０ 小説)

5972 わが名はオズヌ 今野敏著 小学館 21 (１０ 小説)

5973 残照 今野敏〔著〕 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

5974 イコン 今野 敏／著 講談社 21 (１０ 小説)

5975 コスモス 他ｑ謔T版 東欧の文学
ヴィトルド・ゴンブロヴィッ ... 工藤 幸雄／
訳

恒文社 24 (１３ 全集)

5976 どうぶつチャンピオン図鑑 ２ マリオ・ゴンボリ／作 林 直美／訳 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

5977 ケースワーカー コンラード・ジェルジュ／著 岩崎 悦子／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

5978
達人たちが伝授する「超」情報整理術 ファイリングから
手帳、パソコンまでの実践 ＰＨＰ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｌ
ｉｂｒａｒｙ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

「ＴＨＥ２１」編集部／編 『ＴＨＥ２１』編
集部／編

ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)



5979 運をつかむ人のがす人 運がないと嘆く前に さい ふうめい／著 産能大学出版部 17 (６ 総記 社会科学)

5980 おふろはいらないもん！ トラのぼうやはげんきです ２
ジュリー・サイクス／作 ティム・ワーンズ／
絵 もりむら かい／訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

5981 クリスマスの夜はしずかにね！
ジュリー・サイクス／作 ティム・ワーンズ／
絵 中尾 悦子／訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

5982 かもとりごんべえ むかしむかし絵本 １９
西郷 竹彦／文 瀬川 康男／絵 さいごう たけ
ひこ／ぶん

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

5983
そらをとぶふね ロシア民話 えほん・ワンダーランド ２
６

西郷 竹彦／再話 滝平 二郎／絵 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

5984 暮らしの中のカウンセリング 育ち合う人間関係 西光義敞 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

5985 世直し小町りんりん 講談社文庫  さ１１０－１ 西條奈加〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

5986 まるまるの毬 西條奈加著 講談社

5987 ゴースト・ソルジャーズ 第二次大戦最大の捕虜救出作戦 ハンプトン・サイズ著 山本光伸訳 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

5988 高校生が追うネズミ村と７３１部隊
埼玉県立庄和高校地理歴史研 ... 遠藤 光司／
著

教育史料出版会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

5989 川上村民俗調査報告書 上巻
財団法人吉野川紀の川源流物語 森と水の源流
館

森と水の源流館 12 (１ 郷土資料)

5990 モネ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
ウィリアム・ザイツ／著 辻 邦生／訳 井口 濃
／訳

美術出版社 7 (大型本)

5991 好きな日本好きになれない日本 エドワード・サイデンステッ ... 広済堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

5992 理科の自由研究 科学の実験と工作 斎藤 賢之輔 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

5993 ぎゅうって さいとう しのぶ／作・絵 ひさかたチャイルド 62 (２４ 絵本 西)

5994 あっちゃんあがつく たべものあいうえお さいとう しのぶ／作 峯 陽／原案 リーブル 62 (２４ 絵本 西)

5995
なん者ひなた丸ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん
者  １

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

5996 ぞうの金メダル 斉藤 洋／作 高畠 那生／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

5997 グリムどうわ ２年生 学年別／新おはなし文庫 ２年２ 斉藤 洋編／著 グリム／原作 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

5998 たんていワンダ わくわくえほん ７ 斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)



5999 しろふくろうのぼうけん日記 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 ほるぷ出版 61 (２３ 絵本 北)

6000 花さき山 ものがたり絵本 斎藤隆介 滝平二郎 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

6001 三コ 日本傑作絵本シリーズ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／画 斉藤 隆介／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

6002 八郎 日本傑作絵本シリーズ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／画 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

6003 かみなりむすめ 岩崎創作絵本 １３ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6004 ソメコとオニ 岩崎創作絵本 １１ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6005 猫山 創作絵本 ３８ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6006 半日村 創作絵本 ３６ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6007 モチモチの木 創作絵本 ６ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6008
教室 ６年１組がこわれた日 Ｆｏｒ ｂｏｙｓ ａｎｄ ｇ
ｉｒｌｓ １３

斉藤栄美作 武田美穂絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

6009 思春期危機をのりこえる力 斉藤きみ子著 一光社 17 (６ 総記 社会科学)

6010 蜜月業火の殺人 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄著 実業之日本社 20 (９ 小説)

6011
鎌倉－芦屋殺人紀行 死を呼ぶ名句 文芸ミステリー Ｔｏ
ｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ

斎藤栄著 徳間書店 20 (９ 小説)

6012 ニューヨークの悪魔 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄著 実業之日本社 20 (９ 小説)

6013 軽井沢幻愛の目撃 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄著 有楽出版社 20 (９ 小説)

6014 日美子の公園探偵（パークアイ） カッパ・ノベルス 斎藤栄著 光文社 20 (９ 小説)

6015
天獄と地極楽（じごく） 二階堂警視＆タロット日美子 Ｊ
ｏｙ ｎｏｖｅｌｓ

斎藤栄著 実業之日本社 20 (９ 小説)

6016
軽井沢－鎌倉殺人回路 本格推理 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

斎藤栄著 徳間書店 20 (９ 小説)

6017 殺人花回廊 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄著 実業之日本社 20 (９ 小説)

6018 心の「立ち直り」の上手い人下手な人 斎藤茂太著 新講社 17 (６ 総記 社会科学)



6019 人生のスランプがチャンスになる本 斎藤茂太著 潮文社 17 (６ 総記 社会科学)

6020 女のはないき男のためいき 斎藤茂太著 第三文明社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6021 べべべんべんとう さいとうしのぶ作絵 教育画劇

6022 おみせやさんでくださいな！ さいとうしのぶさく リーブル

6023 しりとりしましょ！ たべものあいうえお さいとうしのぶ作 リーブル

6024 森からの使者 斎藤純著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6025 アナと雪の女王 ２～４歳向け ディズニーゴールド絵本 斎藤妙子構成・文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

6026 くまのプーさんふわふわえほん 第１集 斎藤妙子構成・文 講談社

6027 くまのプーさんふわふわえほん 第２集 斎藤妙子構成・文 講談社

6028 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学１年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6029 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学２年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6030 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学４年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6031 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学５年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6032 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学６年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6033 齋藤孝のイッキによめる！名作選 小学３年生 齋藤孝編 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6034 子どもの集中力を育てる 斎藤孝著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

6035 こくごであそぼ 本が好きになる本 斎藤孝〔編〕著 文芸春秋
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6036 声に出して読みたい日本語 ３ 斎藤孝著 草思社 19 (８ 美術 芸術)

6037 声に出して読みたい日本語 ２ 斎藤孝著 草思社 19 (８ 美術 芸術)

6038 かんたんせんせいとライオン どうわがいっぱい ６９ 斉藤洋作 大森裕子絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)



6039 あたま山 ランランらくご ５ 斉藤洋文 高畠純絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

6040 ぺんぎんたいそう ０．１．２．えほん 齋藤槙さく 福音館書店

6041 アメリカを知る事典 新訂増補 斎藤真〔ほか〕６名/監修 平凡社 5 (学習室)

6042
君たちへの遺産白神山地 中学生からの自然と環境シリー
ズ ４

斎藤宗勝著 アリス館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6043 花粉症の科学 新版 斎藤洋三著 井手武著 村山貢司著 化学同人
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6044
花粉症 総合的な学習 花粉症のメカニズムを正しく理解し
原因植物と花粉を観察しよう 写真を見ながら学べるビ
ジュアル版新健康教育シリーズ

斎藤洋三共著 佐橋紀男共著 少年写真新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6045 日本仏教宗派事典 コンパクト版 斎藤 昭俊／編著 成瀬 良徳／編著 新人物往来社 5 (学習室)

6046 日本仏教人名辞典 コンパクト版 斎藤 昭俊／編著 成瀬 良徳／編著 新人物往来社 5 (学習室)

6047 山をよむ 情報源をよむ 斎藤 一男／著 アテネ書房 19 (８ 美術 芸術)

6048
斎藤清の楽しい卓球 ジュニア・スポーツ・セレクション
１０

斎藤 清／著 小峰書店 19 (８ 美術 芸術)

6049 最後の魔法陣 斎藤 栄／著 集英社 21 (１０ 小説)

6050 アダルト・チルドレンと家族 心のなかの子どもを癒す 斎藤 学／著 学陽書房 17 (６ 総記 社会科学)

6051 人生を上機嫌に暮らすコツ 斎藤 茂太／著 ベストセラーズ 17 (６ 総記 社会科学)

6052
結婚スピーチ死ぬまで忘れられない話 心にしみるとって
おきの１０３項 Ｍｙ ｂｏｏｋ

斎藤 茂太／編 文化創作出版 19 (８ 美術 芸術)

6053
女性のためのやわらかい人間関係 心のゆとり１００の知
恵

斎藤 茂太／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

6054 バーバーパパはワンパターン 斉藤 静子／作 末崎 茂樹／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

6055 手紙で友だち北と南 たくさんのふしぎ傑作集
斎藤 次郎／文 山下 寅彦／写真 嘉納 辰彦／
写真

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6056 外国の小学校 たくさんのふしぎ傑作集 斎藤 次郎／文 西山 悦子／写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6057 司馬遼太郎の世紀 保存版 斎藤 慎爾／責任編集 朝日出版社 19 (８ 美術 芸術)

6058 考古学から古典を読む 季刊考古学・別冊 ４ 斎藤 忠／編 坂詰 秀一／編 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



6059 乗り物 知識の王様 ６ ボク＆わたし知っているつ もり？ 斎藤 辰也／文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6060 邪馬台国を解く 空白から立ち上がる日本古代史 斎藤 道一／著 立風書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6061 ペンギンおんがくたい どうわがいっぱい ４３ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6062 マーマひめとおしゃれなライバル わがままマーマひめ 斉藤 洋／作 伊東 美貴／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6063 蒙古の波 白狐魔記 斉藤 洋／作 高畠 純／画 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6064 旗本フライパン 斉藤 洋／著 リブリオ出版 21 (１０ 小説)

6065 のどからあいうえお 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

6066 ペンギンサーカスだん どうわがいっぱい ３９ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6067 びっくりあんこう りとる ８ 斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

6068 おしゃれうさぎラップ どうわコレクション 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

6069 ダーサンと川のギャング 童話だいすき ４ 斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

6070 ようこそ魔界伯爵 偕成社おたのしみクラブ 斉藤 洋／作 岩島 Ｔａｃｏ／画 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6071 源平の風 白狐魔記 斉藤 洋／作 高畠 純／画 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6072 影の迷宮（シャドーラビリンス） 新こみね創作児童文学 斉藤 洋／作 山下 勇三／絵 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6073 たったひとりの伝説 理論社ライブラリー 斉藤 洋／作 荒井 良二／画 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6074 おふろかいじゅうカルルス どうわがいっぱい ５ 斉藤 洋／作 いとう ひろし／絵 伊東 寛／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6075 どうぶつえんのいっしゅうかん わくわくライブラリー 斉藤 洋／さく 高畠 純／え 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6076 ペンギンしょうぼうたい どうわがいっぱい ３４ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6077 ペンギンたんけんたい どうわがいっぱい ２４ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6078 あっちこっちサバンナ おはなしフェスタ １ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)



6079 しろくまだって 新しいこどもの文学 １０ 斉藤 洋／作 高畠 純／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

6080 ルドルフとイッパイアッテナ 児童文学創作シリーズ 斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6081
ルドルフともだちひとりだち ルドルフとイッパイアッテ
ナ 続 児童文学創作シリーズ

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6082
少年は砂漠をこえる ハラ・エルチをたずねて ほるぷ創作
文庫

斉藤 洋／作 飯野 和好／絵 ほるぷ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6083 ジーク 月のしずく日のしずく 偕成社ワンダーランド ５ 斉藤 洋／作 小沢 摩純／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6084
宮沢賢治の空中散歩 風とゆききし雲からエネルギーをと
れ

斎藤 文一／著 酪農事情社 19 (８ 美術 芸術)

6085 高山チョウのくらし 科学のアルバム ７９ 斎藤 嘉明／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6086 ふき えほん・ハートランド ２３ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店

6087 ひばりの矢 創作絵本 ４０ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6088 ユとムとヒ 岩崎創作絵本 １０ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6089 花さき山 ものがたり絵本 ２０ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店

6090 火の鳥 創作絵本 ３７ 斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店

6091 でえだらぼう 斎藤 隆介／作 新居 広治／画 創風社 62 (２４ 絵本 西)

6092 心理分析ｶﾞできる本 仕事・恋愛・人間関係 齊籐 勇 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

6093 湘南千葉殺人事件 カッパ・ノベルス 斎藤栄 20 (９ 小説)

6094 殺人源氏物語 カッパ・ノベルス 斎藤栄 光文社 20 (９ 小説)

6095 二階堂警視の身代金殺人 カッパ・ノベルス 斎藤栄 光文社 20 (９ 小説)

6096 二階堂警部 最後の危機 カッパ・ノベルス 斎藤栄 光文社 20 (９ 小説)

6097 二階堂特命刑事調査官 カッパ・ノベルス 斎藤栄 光文社 20 (９ 小説)

6098 アメリカを知る事典 斉藤真他３名/監修 平凡社 5 (学習室)



6099 人を１０分ひきつける話す力 齊籐孝 大和書房 19 (８ 美術 芸術)

6100 日本文学全集 １６ 齊藤茂吉・島木赤彦・若山牧水・釋迢空 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6101 障害者・高齢者の自立・介護支援と福祉用具 斉場三十四編著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

6102
イラストで学べる裁判員制度 第２巻 あなたが裁判員に
なったら

裁判員制度研究会著 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6103 図説中世の光と影 上 一つの完結した世界の歴史
フェルディナント・ザイプト／著 永野 藤夫／
ほか訳

原書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6104 図説中世の光と影 下 一つの完結した世界の歴史
フェルディナント・ザイプト／著 永野 藤夫／
ほか訳

原書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6105
しっぱいしちゃった 「うん、そうなんだ！」シリーズ
２

ノーマ・サイモンさく ドーラ・リーダーえ な
かむらたえこやく

朔北社 63 (２５ 絵本 南)

6106 おいしい読書 柴門 ふみ／著 早川書房 17 (６ 総記 社会科学)

6107 いつか大人になる日まで 柴門 ふみ／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6108 江戸職人綺譚 佐江 衆一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6109 黄落 佐江 衆一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6110
旧主再会 幻冬舎時代小説文庫  さ－１１－１７  酔いど
れ小籐次留書

佐伯 泰英／著 幻冬舎 33 (２２ 文庫本)

6111
交趾 新潮文庫  さ－７３－１０  古着屋総兵衛影始末
第１０巻

佐伯 泰英／著 新潮社 33 (２２ 文庫本)

6112 願かけ 文春文庫  さ６３－２  新・酔いどれ小籐次  ２ 佐伯泰英著 文藝春秋

6113
桜（はな）吹雪 文春文庫  さ６３－３  新・酔いどれ小
籐次  ３

佐伯泰英著 文藝春秋

6114 神隠し 文春文庫  さ６３－１  新・酔いどれ小籐次  １ 佐伯泰英著 文藝春秋

6115 蜘蛛の巣アンテナ 佐伯 一麦／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6116 遠き山に日は落ちて 佐伯 一麦／著 集英社 21 (１０ 小説)

6117 まみむめモンガくん おおきなポケットまんが館 佐伯 俊男／作 さえき としお／作 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6118 マルチメディアと教育 知識と情報、学びと教え 佐伯 胖／著 太郎次郎社



6119 例解古語辞典 佐伯梅友 森野宗明 小松英雄 三省堂 5 (学習室)

6120 モンジュイックのふくろう さえぐさ ひろこ／作 棚橋 亜左子／絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)

6121 うそりやま考 三枝 和子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6122 チェルノブイリの少年たち 三枝 義浩／著 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6123 千姫狂乱 早乙女 貢／著 祥伝社 21 (１０ 小説)

6124 アウシュビッツからの手紙 子ども平和図書館 ２ 早乙女勝元作 岡野和絵 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6125 おかあちゃんごめんね 子ども平和図書館 ３ 早乙女勝元作 福田庄助画 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6126 ターニャの日記 子ども平和図書館 ５ 早乙女勝元文 矢崎芳則絵 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6127 敗者から見た明治維新 松平容保と新選組 早乙女貢著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6128 七人目の刺客 早乙女貢著 文芸社 21 (１０ 小説)

6129
生命をみつめる 杉原領事とレーロチカのパン 母と子でみ
る ４３

早乙女 勝元／編 草の根出版会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6130
台湾からの手紙 霧社事件・サヨンの旅から 母と子でみる
３０

早乙女 勝元／編 草の根出版会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6131 プラハは忘れない 母と子でみる ２７ 早乙女 勝元／編 草の根出版会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6132 さようならカバくん アニメ絵本 早乙女 勝元／原作 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

6133 東京大空襲ものがたり 早乙女 勝元／作 有原 誠治／絵 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6134 バーバーの肖像 早乙女 朋子／著 集英社 21 (１０ 小説)

6135 毛利元就と女たち 上 早乙女 貢／著 朝日出版社 21 (１０ 小説)

6136 にっぽん妖女伝 早乙女 貢／著 集英社 21 (１０ 小説)

6137 淀君 早乙女 貢／著 講談社 21 (１０ 小説)

6138 いつから、中年？ 酒井順子著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



6139 駆け込み、セーフ？ 酒井順子著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6140 公民館事業Ｑ＆Ａ 坂井知志編著 山本慶裕編著 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

6141
「伊万里」からアジアが見える 海の陶磁路と日本 講談社
選書メチエ １３０

坂井 隆／著 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6142
血液浄化治療の人の食事 腎不全・腎透析・ＣＡＰＤ 新健
康になるシリーズ １

酒井 糾／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6143 愛のメルヘン ギリシャ神話 １ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6144 愛のメルヘン ギリシャ神話 ２ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6145 愛のメルヘン ギリシャ神話 ３ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6146 愛のメルヘン ギリシャ神話 ４ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6147 愛のメルヘン ギリシャ神話 ５ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6148 愛のメルヘン ギリシャ神話 ６ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6149 愛のメルヘン ギリシャ神話 ７ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6150 愛のメルヘン ギリシャ神話 ８ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6151 愛のメルヘン ギリシャ神話 ９ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6152 愛のメルヘン ギリシャ神話 １０ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6153 愛のメルヘン ギリシャ神話 １１ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6154 愛のメルヘン ギリシャ神話 １２ 酒井 友身／作 塩浦 信太郎／絵 教育出版センター 25 (１４ 児童書)

6155 艶 究極のおしゃれ 酒井 美意子／著 潮文社 17 (６ 総記 社会科学)

6156
酒井美代子の今夜は台湾料理 海鮮・蒸しもの・粥・麺・
点心・デザート７

酒井 美代子／著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6157 坂井三郎 空戦記録 坂井 三郎 講談社 12 (１ 郷土資料)

6158 １４ ルソー 現代世界の美術 全２１巻 酒井忠康 集英社 7 (大型本)



6159 自然暮らしの知恵袋 化学物質に頼らない 境野米子著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6160 明日を想う 堺屋太一著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

6161 時代末 上 堺屋 太一／著 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6162 時代末 下 堺屋 太一／著 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6163 俯き加減の男の肖像 上 堺屋 太一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6164 俯き加減の男の肖像 下 堺屋 太一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6165 弥生の世界 酒井 龍一 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6166
消毒・殺菌・抗菌バイブル 毎日を快適に過ごす衛生管理
術

坂上 吉一／編 大泉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6167
能力型「評価・給与」導入マニュアル 社員も納得し、組
織も活性化する！ 実務担当者のための問題解決ＢＯＯＫ

坂上 五朗／著 かんき出版 17 (６ 総記 社会科学)

6168
学校が元気になる。 NHK課外授業ようこそ先輩先輩制作
ノート

坂上 達夫 草土文化 17 (６ 総記 社会科学)

6169 １００万分の１の恋人 榊邦彦著 新潮社 21 (１０ 小説)

6170 大和を歩く 莫山水墨紀行 榊 莫山／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

6171 徳川慶喜の子ども部屋 榊原 喜佐子 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6172 子どもの歯の健康５ むし歯予防の知識 榊原紀美子／著 医歯薬出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6173
紫式部 はなやかな源氏絵巻 学研まんが人物日本史 平安
時代

さかぐち 直美／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6174
淀君 戦国時代の悲劇の姫君 学研まんが人物日本史 桃山
時代

さかぐち 直美／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6175 日本文学全集 第７１巻 坂口安吾集 坂口安吾 集英社 24 (１３ 全集)

6176 ちくま日本文学全集 ００６ 坂口安吾 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6177 日本文学全集 ５３ 坂口安吾・井上友一郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6178 昭和文学全集 第12巻 坂口安吾、高見順、舟橋聖一、円地文子 小学館 24 (１３ 全集)



6179 なよ竹のかぐや姫 平凡社名作文庫 ２ 坂倉篤義 平凡社 25 (１４ 児童書)

6180 説話・伝承とことば 説話・伝承学 '９０ 坂倉 良一 桜楓社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6181 佐賀県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 佐賀県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

6182 だくちるだくちる はじめてのうた 日本傑作絵本シリーズ
阪田 寛夫／文 長 新太／絵 Ｖ・ベレストフ／
原案

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

6183 人間は人間の天敵である 機械文明の終焉 坂田 和夫／著 ＭＢＣ２１ 17 (６ 総記 社会科学)

6184 ぽんこつマーチ 新版 阪田 寛夫／作 太田 大八／絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6185 情報サービス論 新編図書館学教育資料集成 ４ 阪田 蓉子／編 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

6186 アリジゴクのひみつ 新版かんさつシリーズ ２ 坂水 健祐／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6187 健康を食べよう・からだが喜ぶきのこ 酒見フジコ 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6188 コンピュータはどこへ 岩波高校生セミナー ３ 坂村 健／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

6189
赤ちゃんの心を育てるよい食事 元気で健やかにすくすく
育てるために ０～３歳

坂本 洲子／著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

6190 歯と口の悩みを解決する本 心もケアする歯医者さん 坂本貴史著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6191
オオヒシクイの裁判が始まった 中学生からの自然と環境
シリーズ ３

坂元雅行著 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6192
いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日  絵本 講談
社の創作絵本

坂本義喜原案 内田美智子作 魚戸おさむとゆか
いななかまたち絵

講談社 61 (２３ 絵本 北)

6193 ひと声千両 おどろ木桃の木 私の履歴書 坂本 五郎／著 日本経済新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6194 ぼくのフェラーリ わくわくライブラリー 坂元 純／作 ナメ川 コーイチ／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6195
「いじめ」指導のテキスト教材の開発 教育フォーラム
「いじめ」への取り組み ４

坂本 昇一／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

6196
「いじめ」と教師の意識変革の課題 教育フォーラム「い
じめ」への取り組み ３

坂本 昇一／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

6197
「いじめ」に学校はどう取り組むか 教育フォーラム「い
じめ」への取り組み ２

坂本 昇一／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

6198
教育にとって「いじめ」とは何か 教育フォーラム「いじ
め」への取り組み １

坂本 昇一／編 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)



6199 日本書紀 上 日本古典文学大系新装版 坂本 太郎／ほか校注 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

6200 日本書紀 下 日本古典文学大系新装版 坂本 太郎／ほか校注 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

6201 図書館とコンピュータ 第３版 図書館員選書 ３ 坂本 徹朗／著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

6202 子どもの歯があぶない 坂本 敏彦／著 三一書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6203 テムテムとなまえのないウサギ 坂本 のこ／作 山田 真奈未／絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)

6204 朝ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング １ 坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6205 おべんとうつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング ７ 坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6206
特別の日のごはんつくろう！ 和食編 坂本広子のひとりで
クッキング ５

坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6207
特別の日のごはんつくろう！ 洋食・ ... 坂本広子のひと
りでクッキング ６

坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6208
ばんごはんつくろう！ 和食編 坂本広子のひとりでクッキ
ング ３

坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6209
ばんごはんつくろう！ 洋食・ ... 坂本広子のひとりで
クッキング ４

坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6210 昼ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング ２ 坂本 広子／著 まつもと きなこ／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6211 南蛮美術と洋風画 原色日本の美術２０ 坂本 満 菅瀬 正 成瀬 不二雄 小学館 7 (大型本)

6212 モニカ 音楽家の夢・小説家の物語 坂本 竜一／著 村上 竜／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6213 日本古代氏族人名辞典 坂本太郎 他１名/監修 吉川弘文館 5 (学習室)

6214 図説日本の社会保障 坂寄 俊雄／編 法律文化社 17 (６ 総記 社会科学)

6215 パトカーのピーすけ 日本傑作絵本シリーズ 相良 敦子／作 柳生 弦一郎／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6216 おばけのひっこし 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ／文 沼野 正子／絵 福音館書店

6217 家庭でなるほど電子工作 相良 岩男／著 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6218 地球温暖化は阻止できるか 京都会議検証 さがら 邦夫／編 藤原書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



6219
辻学園のおかず集 もう悩まない！困らない！ 辻学園ＢＯ
ＯＫＳ

佐川進料理 ジャパンクッキングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6220 季語の花 秋 佐川広治著 吉田鴻司監修 夏梅陸夫写真 ＴＢＳブリタニカ 19 (８ 美術 芸術)

6221
低カロリー・低塩のおいしいおかず集 安心して食べられ
る 辻学園ＢＯＯＫＳ

佐川 進／料理 ジャパンクッキングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6222
からだにいいやさしい魚クッキング 調理別／和風・洋
風・中国風 辻学園ＢＯＯＫＳ

佐川 進／著 ジャパンクッキングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6223
定番おふくろの味 材料別・ぜひ覚えておきたい 絵でわか
る 辻学園ＢＯＯＫＳ

佐川 進／料理 ジャパンクッキングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6224 慟哭 小説・林郁夫裁判 佐木隆三著 講談社 21 (１０ 小説)

6225 小説大逆事件 佐木隆三著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6226 「オウム法廷」連続傍聴記 佐木 隆三／著 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

6227 司法卿江藤新平 佐木 隆三／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6228 白鳥正宗刑事の事件帳 佐木 隆三／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

6229 失恋 鷺沢萠著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

6230 Ｆ 落第生 鷺沢 萠／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6231 夢を見ずにおやすみ 鷺沢 萠／著 講談社 21 (１０ 小説)

6232 だれでもできるごみダイエット わが家のごみ徹底減量法 崎田裕子著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6233 ゆらてぃくゆりてぃく 崎山多美著 講談社 21 (１０ 小説)

6234 山辺の道文学散歩 崎山 祐弘 綜文館 13 (２ 県一般書)

6235
まあ聞いて！医療現場のおもて・うら 臨床３０年・ドン
キー医師言いたい放題

佐久 友朗／著 あけび書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6236
生きるってすばらしい １ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6237
生きるってすばらしい ２ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6238
生きるってすばらしい ３ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



6239
生きるってすばらしい ４ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6240
生きるってすばらしい ５ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6241
生きるってすばらしい ６ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6242
生きるってすばらしい ７ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6243
生きるってすばらしい ８ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6244
生きるってすばらしい ９ 新編・日本の名随筆－大きな活
字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6245
生きるってすばらしい １０ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6246
生きるってすばらしい １１ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6247
生きるってすばらしい １２ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6248
生きるってすばらしい １３ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6249
生きるってすばらしい １４ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6250
生きるってすばらしい １５ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6251
生きるってすばらしい １６ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6252
生きるってすばらしい １７ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6253
生きるってすばらしい １８ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6254
生きるってすばらしい １９ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6255
生きるってすばらしい ２０ 新編・日本の名随筆－大きな
活字で読みやす い本－

作品社／編集 作品社編集部／編集 作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6256 犯罪の昭和史 １ 読本 作品社／編 作品社編集部／編 作品社 17 (６ 総記 社会科学)

6257 犯罪の昭和史 ３ 読本 作品社／編 作品社編集部／編 作品社 17 (６ 総記 社会科学)

6258 犯罪の昭和史 ２ 読本 作品社／編 作品社編集部／編 作品社 17 (６ 総記 社会科学)



6259 どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくまゆみこ著 沢田としき絵 あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6260 手軽にできるウォーキング処方せん 佐久間 淳／著 曜曜社出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6261
おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話より わたしのえほ
ん

さくら ともこ／再話 あきやま ただし／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

6262 くまどんときつねどん わたしのえほん さくら ともこ／作 にしうち としお／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

6263 かえるののどじまん わたしのえほん さくら ともこ／作 瀬辺 雅之／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

6264
わらってよ カバのはいしゃさん えほん・ドリームランド
１８

さくら ともこ／作 その やすじ／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6265 ねずみのラリーまちへいく 新しいえほん さくら ともこ／作 おぐら ひろかず／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

6266 ももこの２１世紀日記 Ｎ’０７ さくら ももこ／著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6267 ももこの２１世紀日記 Ｎ’０５ さくら ももこ／著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6268 ももこの２１世紀日記 Ｎ’０２ さくら ももこ／著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6269 やさいのえんそくおおさわぎ わたしのえほん さくら ともこ／作 米山 永一／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

6270 ももこの２１世紀日記 Ｎ’０６ さくらももこ著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6271 ちびまる子ちゃんの学級文庫 １ さくらももこ原作 田中史子文 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

6272 ちびまる子ちゃんの学級日誌 ５ さくらももこ原作 田中史子文 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

6273 ちびまる子ちゃんの学級日誌 ４ さくらももこ原作 田中史子文 学研

6274 ふとりすぎですよ サンタさん さくら ともこ／作 清宮 哲／絵 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

6275 うみにぽっかりくじらじま 新しいえほん さくら ともこ／作 若菜 珪／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

6276
グリーンマントのピーマンマン えほん・ドリームランド
２３

さくら ともこ／作 中村 景児／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6277 とんでけとんでけわがままむし 新しいえほん さくら ともこ／作 若菜 珪／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

6278 おはなしちびまる子ちゃん １ さくら ももこ／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)



6279 おはなしちびまる子ちゃん ２ さくら ももこ／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

6280 おはなしちびまる子ちゃん ３ さくら ももこ／著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

6281 たいのおかしら さくら ももこ／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6282 あのころ さくら ももこ／絵と文 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6283 そういうふうにできている さくら ももこ／著 新潮社

6284 ＪＲのとっきゅう 写真絵本 桜井寛写真・文 ＰＨＰ研究所
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6285
いつかのりたい世界と日本の豪華列車 乗りものパノラマ
シリーズ １５

桜井寛写真 板谷成雄文・構成 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6286
みたいしりたい世界のおもしろ鉄道 乗りものパノラマシ
リーズ １４

桜井寛写真 板谷成雄文・構成 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6287 ようこそ世界の特急 乗りものパノラマシリーズ １３ 桜井寛写真 板谷成雄文・構成 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6288 子どものこころ 児童心理学入門 有斐閣アルマ 桜井茂男著 浜口佳和著 向井隆代著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

6289 簡単ストレッチ らくらくブックス 桜井静香監修 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

6290
算数なるほど大図鑑 考える力が身につく！好きになる ナ
ツメ社こどもブックス

桜井進監修 ナツメ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6291 アレルヤ 桜井鈴茂著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

6292 憲法とはなにか 桜井よしこ著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

6293 カニのくらし 科学のアルバム ２３ 桜井 淳史／写真 小池 康之／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6294 サケのたんじょう 科学のアルバム ８１ 桜井 淳史／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6295 にじ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん
さくらい じゅんじ／文 伊勢 英子／絵 いせ
ひでこ／絵

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6296
オオカミにそだてられた子ども ほんとうにあったふしぎ
な話 ３

桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6297 おまえが魔女だ ほんとうにあったこわい話 ２ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6298 死者のひらいた道 ほんとうにあったこわい話 ５ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



6299 東京が火の海に ほんとうにあったこわい話 ４ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6300 どれい船のゆくえ ほんとうにあったこわい話 ３ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6301 ナスカ地上絵のなぞ ほんとうにあったふしぎな話 １ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6302 秘境アンデスのなぞ ほんとうにあったふしぎな話 ４ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6303 ヒマラヤの雪男のなぞ ほんとうにあったふしぎな話 ２ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6304 ＵＦＯと宇宙人のなぞ ほんとうにあったふしぎな話 ５ 桜井 信夫／文 梶 鮎太／絵 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6305 ファラオの呪い ほんとうにあったこわい話 １ 桜井 信夫／文 保田 義孝／絵 あすなろ書房

6306 出版界・表通り裏通り 桜井 秀勲／著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6307
いつでもどこでも「自分の書斎」にする方法 ビジネスマ
ンよ「見る・聞く・読む・書く」 仕事のツボがわかる！

桜井 秀勲／著 芸文社 17 (６ 総記 社会科学)

6308 女が２０代で後悔しない愛について 桜井 秀勲／著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

6309 出来ル女ハ本ヲ読ム 女の知識欲を満足させた人々の物語 桜井 秀勲／著 図書館流通センター
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6310
できる男（ヤツ）ほど女を味方にする 女性の能力を活か
す成功法則

桜井 秀勲／著 かんき出版 17 (６ 総記 社会科学)

6311 この道しかないと思う 桜井 義晃／著 広済堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

6312 ポシェット総合食品事典 第６版 桜井 芳人／編 同文書院 5 (学習室)

6313 桜井の文化財 桜井市制４０周年記念 桜井市立埋蔵文化財センター 桜井市/桜井市教育委員会 12 (１ 郷土資料)

6314 吉野の祭りと伝承 古典と民俗学叢書 桜井満 岩下均 桜楓社 13 (２ 県一般書)

6315 絵手紙-自分を育てる３３の勉強法 桜井幸子 日貿出版社 19 (８ 美術 芸術)

6316 吉野の霧 太平記 平凡社名作文庫 ７ 桜井好朗 平凡社 25 (１４ 児童書)

6317 アウグスティヌスの聖杯 桜沢順著 角川書店 21 (１０ 小説)

6318 無花果とムーン 桜庭一樹著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）21 (１０ 小説)



6319 荒野 桜庭一樹著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6320 赤朽葉家の伝説 桜庭一樹著 東京創元社 21 (１０ 小説)

6321 ホスピス通信 生の終わりに小さな「もてなし」 桜町病院／編 桜町病院聖ヨハネホスピス／編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6322 まちへ いった ディノ ちびっこ ピー フローラル
マリー・ジョゼ・サクレ／作・絵 高村 喜美子
／文 マルタ・コチ／作・絵

学研 5 (学習室)

6323 泣き虫弱虫諸葛孔明 第２部 酒見賢一著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6324 陋巷に在り ７ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6325 陋巷に在り １ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6326 陋巷に在り ２ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6327 陋巷に在り ３ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6328 陋巷に在り ６ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6329 童貞 酒見 賢一／著 講談社 21 (１０ 小説)

6330 陋巷に在り ５ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6331 陋巷に在り ４ 酒見 賢一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6332
うまい酒の科学 造り方から楽しみ方まで、酒好きなら読
まずにはいられない

酒類総合研究所 ソフトバンククリエイティブＫ．Ｋ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6333
ビーズ編み・織り おしゃれなアクセサリー＆バッグ ＮＨ
Ｋおしゃれ工房

佐古孝子著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6334 考古学はたのしい １ 佐古 和枝／文 早川 和子／絵 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6335 ナチュラル・ランドリー 佐光紀子著 ブロンズ新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6336 レナとお月さま 世界の子どもライブラリー
ヘルムート＝ザコウスキー／作 平野 卿子／訳
牧野 鈴子／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6337 ようかい★たんていゲットマン おはなし・ひろば ４ さこやん作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

6338 かばはかせとたんていがえる おもしろ童話館 ５ 左近 蘭子／著 奥田 怜子／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)



6339
ウミボウズ島のぼうけん ビーカー博士とプッちゃん 新し
いこどもの文学

左近 蘭子／作 西村 郁雄／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

6340
かわいいヴィクトリアン刺しゅう わたしのアンティーク
物語

笹尾 多恵／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6341
願いごとがゼッタイかなう本 歩きながらできるキ－ワ－
ド（ ＫＩ法）イメ－ジ法の秘密

笹岡哲 こう書房 17 (６ 総記 社会科学)

6342 おれウサギ係長 とっておきの動物ものがたり 笹川奎治作 多田ヒロシえ 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6343 密売人 佐々木 譲／著 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

6344 廃墟に乞う 佐々木 譲／著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

6345 子うさぎ ましろ の お話 おはなし名作絵本３ 佐々木 たづ／文 三好 碩也／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

6346 少年と子だぬき おはなし名作絵本３０ 佐々木 たづ／文 杉浦 範茂／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

6347 子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本 ３
佐々木 たづ／文 三好 碩也／絵 ささき たづ
／ぶん

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

6348 やまからきたぺんぎん おはなしえほんシリーズ １２ 佐々木マキ／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

6349 なんぎなたんけんたい おひさまのほん 佐々木 マキ／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

6350 ぼくとねずみうみにもぐる 日本傑作絵本シリーズ 佐々木 マキ／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6351 ぼくがとぶ こどものとも傑作集 ９７ ささき まき／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6352 やっぱりおおかみ こどものとも傑作集 ６０ ささき まき／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6353 山の神と日本人 山の神信仰から探る日本の基層文化 佐々木高明著 洋泉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6354 砂の街路図 佐々木譲著 小学館 21 (１０ 小説)

6355 警察庁から来た男 佐々木譲〔著〕 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

6356
今から始める山歩き 大きな自然とふれあうトレッキング
に行こう

佐々木亨著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

6357
このは Ｎｏ．１２ 生きもの好きの自然ガイド  散歩で出
会うみちくさ入門  道ばたの草花がわかる！

佐々木知幸著 このは編集部編 文一総合出版

6358 子どもへのまなざし 佐々木正美著 福音館書店 17 (６ 総記 社会科学)



6359
知ってほしい！子どもの「こころの病気」 ５ 〈依存症と
非行〉ぼくは悪くない

佐々木正美監修 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6360
知ってほしい！子どもの「こころの病気」 １ 「こころの
病気」ってなんだろう？

佐々木正美監修 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6361
知ってほしい！子どもの「こころの病気」 ４ 〈神経症〉
気になっちゃう

佐々木正美監修 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6362
トコトンやさしいカビの本 Ｂ＆Ｔブックス 今日からモノ
知りシリーズ

佐々木正実監修 カビと生活研究会編著 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6363 雪の断章 佐々木丸美コレクション １ 佐々木丸美著 ブッキング 21 (１０ 小説)

6364 睡眠障害を治す本 健康ライブラリー 佐々木三男著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6365 ゆうえんちへいこう！！ ぱちぱちシリーズ ９ ささきようこ作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

6366 おばあさんの山里日記 佐々木 章／文 椎葉 クニ子／語り 葦書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6367 灰色の十字架 シリーズ戦争 ２ 佐々木 あつし／著 ささき あつし／著 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6368 カイコの一生 新版かんさつシリーズ ６ 佐々木 崑／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6369 小さないのち メダカの誕生 新版かんさつシリーズ １２ 佐々木 崑／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6370 ホタルの一生 新版かんさつシリーズ １ 佐々木 崑／文 勝野 重美／写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6371 ステージドアに踏み出せば 佐々木 譲／著 集英社 21 (１０ 小説)

6372 北辰群盗録 佐々木 譲／著 集英社 21 (１０ 小説)

6373 昭南島に蘭ありや 佐々木 譲／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

6374 飛ぶ想い Ｊ’ｓ ｓｈｏｒｔ ｓｔｏｒｉｅｓ 佐々木 譲／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

6375 ストックホルムの密使 新潮ミステリー倶楽部 佐々木 譲／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6376 たからものみーつけた おはなしカーニバル １９ 佐々木 田鶴子／作 木村 かほる／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6377 米のきた道 新版かんさつシリーズ ９ 佐々木 敏裕／文 石津 博典／絵 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6378 まるごと楽しむダイコン百科 佐々木 寿／著 農山漁村文化協会 19 (８ 美術 芸術)



6379 なぞなぞライオン おはなしパレード ７ 佐々木 マキ／作 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6380 萩原朔太郎 群像日本の作家 １０ 佐々木 幹郎／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

6381 万葉集を読む 岩波セミナーブックス ７２ 佐佐木 幸綱／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

6382 志賀直哉 群像日本の作家 ９ 佐佐木 幸綱／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

6383 これだけは見ておきたいバレエ とんぼの本 佐々木 涼子／著 瀬戸 秀美／著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

6384 ウスになったはやとくん 佐々木智子/文 降矢加代子/絵 草土文化
30 (１９ 読み物 中学
年)

6385 がんばれ！親よ先生よ やまと子育てメッセージ 佐々木 秀樹 日本文教出版 17 (６ 総記 社会科学)

6386 はいいろひめさま かぞえうた 佐々木マキ/作 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

6387 ５遺跡に浮かぶ古代風景 現像日本 佐々木 洋治 旺文社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6388 アジア曼陀羅の海 変わりゆく異郷からの直言 笹倉 明／著 広済堂出版 21 (１０ 小説)

6389 推定有罪 笹倉 明／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6390 木枯し紋次郎同じく人殺し 笹沢 左保／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6391 海賊船幽霊丸 笹沢左保著 光文社 21 (１０ 小説)

6392 木枯し紋次郎さらば手鞠唄 笹沢 左保／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6393 旗本奴一代 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 笹沢 左保／著 双葉社 21 (１０ 小説)

6394 〓の博覧会（ミステリー） 笹沢 左保／ほか著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

6395 宮本武蔵 １５ 笹沢 左保／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6396 帰って来た木枯し紋次郎 笹沢 左保／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6397 宮本武蔵 １２ 笹沢 左保／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6398 宮本武蔵 １４ 笹沢 左保／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)



6399 宮本武蔵 １３ 笹沢 左保／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6400 どんでん返し 笹沢佐保 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6401 裸の家族 長編推理小説 笹沢 佐保 光文社 20 (９ 小説)

6402
学ぶ力と意欲を育てる６０のいい話 子どもをやる気にさ
せるコツ

笹田哲夫著 学事出版 17 (６ 総記 社会科学)

6403 おいしいおばけ えほん・ドリームランド １１ ささもと けい／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6404 鳴動する中世 怪音と地鳴りの日本史 朝日選書 ６４４ 笹本正治著 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6405 還るべき場所 笹本稜平著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6406 マングースの尻尾 笹本稜平著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6407 時の渚 笹本稜平著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6408 とおい夏の日 四万十川ものがたり ものがたりうむ 笹山 久三／著 徳永 健／挿画 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

6409 母の四万十川 第１部 笹山 久三／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

6410 やまびこのうた 笹山 久三／作 後藤 えみこ／絵 河出書房新社 21 (１０ 小説)

6411 海をわたったヒロシマの人形 えほんのもり 指田 和／文 牧野 鈴子／絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

6412
あの日をわすれない はるかのひまわり ＰＨＰにこにこえ
ほん

指田 和子／作 鈴木 びんこ／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

6413 マジック・アップル まほうのりんご
レイナー・サセックス／さく デイヴィッド・
ハイアム／え 城田 あい子／やく

成星出版 63 (２５ 絵本 南)

6414 さよならワルガキング 笹生陽子作 じびきなおこ絵 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6415 ぼくらのサイテーの夏 わくわくライブラリー 笹生 陽子／作 やまだ ないと／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6416 まほろばの国で さだまさし著 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6417 解夏 さだまさし著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6418 精霊流し さだまさし著 幻冬舎 21 (１０ 小説)



6419 おばあちゃんのおにぎり さだまさし作 東菜奈え くもん出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

6420 日本文学全集 ２６ 佐多 稲子 平林 たい子 新潮社 24 (１３ 全集)

6421 日本文学全集 第４７巻 佐多稲子集 佐多稲子 集英社 24 (１３ 全集)

6422 鵜の目鷹の目佐高の目 ３ 佐高信著 読売新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

6423
鯛は頭から腐る 日本の社会に蔓延する無恥、無能、無責
任

佐高 信／著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

6424 師弟 教育は出会いだ 講談社文庫 佐高 信 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6425 ショカツ Ｒｅａｌ ｐｏｌｉｃｅ ｓｔｏｒｙ 佐竹一彦著 角川書店 21 (１０ 小説)

6426 魔女の宅急便 その４ キキの恋 福音館創作童話シリーズ 佐竹美保画 角野栄子作 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6427 魔女の宅急便 その３ キキともうひとりの魔女 佐竹美保画 角野栄子作 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6428 よそ者 佐竹 一彦／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6429 刑事（デカ）部屋 佐竹 一彦／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6430 ウェイサイド・スクールはきょうもへんてこ
ルイス・サッカー作 野の水生訳 きたむらさと
し絵

偕成社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6431 ウェイサイド・スクールはますますへんてこ
ルイス・サッカー作 野の水生訳 きたむらさと
し絵

偕成社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6432 地獄坂へまっしぐら！ 文研ブックランド
ルイス・サッカー作 はらるい訳 むかいながま
さ絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6433 穴 講談社文庫  さ９０－１ ルイス・サッカー〔著〕 幸田敦子訳 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6434 ６０億人が頭をひねる超ヘンな疑問大事典 雑学博士協会編 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

6435 バラとゆびわ 岩波少年文庫復刻版 サッカレイ／作 刈田 元司／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

6436 竜頭（ドラゴンヘッド） ジョン・サック著 古賀弥生訳 角川書店 17 (６ 総記 社会科学)

6437 健全な地球のために ２１世紀へ向けての移行の戦略 イグナチ・サックス／著 都留 重人／監訳 サイマル出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6438 愛の一家 世界の名作全集 １５ アグネス・ザッパー／原作 山口 四郎／訳 国土社 25 (１４ 児童書)



6439 小学校講話あいさつ事典 薩日内 信一／ほか編著 ぎょうせい 5 (学習室)

6440 佐藤さとるファンタジー全集 １ だれも知らない小さな国 佐藤 さとる／著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6441 佐藤さとるファンタジー全集 ３ 星からおちた小さな人 佐藤 さとる／著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6442 真言 密教と 古代 金属文化
佐藤任  堀井順次 本城清一  柚木伸一  若尾
五尾

東方出版 16 (５ 宗教 歴史)

6443 おおきくおおきくおおきくなると 佐藤 ひとみ／文 谷口 靖子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6444 もぐらバス 佐藤 雅彦／原案 うちの ますみ／文・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

6445 手跡指南神山慎吾 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6446 四両二分の女 物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6447 百助嘘八百物語 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6448 老博奕打ち 物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6449 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤 真澄／著 渡辺 勝巳／監修 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6450 水色の足ひれ 佐藤 まどか/作 大西 ひろみ/絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

6451 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著 小学館

6452 血脈 上 佐藤愛子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6453 血脈 中 佐藤愛子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6454 血脈 下 佐藤愛子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6455
アフガニスタンの悲劇 現地潜入した日本人ジャーナリス
トの涙の真実

佐藤和孝著 角川書店 17 (６ 総記 社会科学)

6456 佐藤さとるファンタジー全集 ９ 赤んぼ大将 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6457 佐藤さとるファンタジー全集 １２ いたちの手紙 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6458 佐藤さとるファンタジー全集 ８ おばあさんの飛行機 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)



6459 佐藤さとるファンタジー全集 １６ 佐藤さとるの世界 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6460 佐藤さとるファンタジー全集 １０ ジュンと秘密の友だち 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6461 佐藤さとるファンタジー全集 ６ そこなし森の話 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6462 佐藤さとるファンタジー全集 ５ 小さな国のつづきの話 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6463 佐藤さとるファンタジー全集 ７ てのひら島はどこにある 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6464 佐藤さとるファンタジー全集 １４ 名なしの童子 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6465 佐藤さとるファンタジー全集 １５ ファンタジーの世界 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6466 佐藤さとるファンタジー全集 ４ ふしぎな目をした男の子 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6467 佐藤さとるファンタジー全集 １３ ぼくは魔法学校三年生 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6468 佐藤さとるファンタジー全集 ２ 豆つぶほどの小さないぬ 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6469 佐藤さとるファンタジー全集 １１ わんぱく天国 佐藤さとる著 講談社  復刊ドットコム（発売） 25 (１４ 児童書)

6470 一瞬の風になれ 第２部 ヨウイ 講談社文庫  さ９７－２ 佐藤多佳子〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

6471 一瞬の風になれ 第３部 ドン 講談社文庫  さ９７－３ 佐藤多佳子〔著〕 講談社

6472
一瞬の風になれ 第１部 イチニツイテ 講談社文庫  さ９
７－１

佐藤多佳子〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

6473 雲はなぜ落ちてこないのか 佐藤文隆著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6474 ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２ 難民
佐藤真紀文 武田勝彦文 鈴木律文文 大貫美佐
子監修

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6475
ぼくはおばけのかていきょうし きょうふのじゅぎょうさ
んかん おはなしバスケット １９

さとうまきこさく はらゆたかえ ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6476 うさぎのなぞなぞ屋 わくわくＢＯＯＫＳ さとうまきこ作 黒井健絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

6477 どんどんカラダが若返る「気血水ダイエット」 佐藤正子著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6478 当たるも八卦の墨色占い 縮尻鏡三郎 佐藤雅美著 文芸春秋 21 (１０ 小説)



6479 向井帯刀の発心 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6480 啓順純情旅 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6481 首を斬られにきたの御番所 縮尻鏡三郎 佐藤雅美著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6482 啓順地獄旅 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6483 江戸からの恋飛脚 八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6484 吾、器に過ぎたるか 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6485 半次捕物控 疑惑 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6486 信長 上 佐藤雅美著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

6487 信長 下 佐藤雅美著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

6488 半次捕物控 命みょうが 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6489 槍持ち佐五平の首 佐藤雅美著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

6490 御奉行の頭の火照り 物書同心居眠り紋蔵  〔１４〕 佐藤雅美著 講談社 21 (１０ 小説)

6491 頼みある仲の酒宴かな 縮尻鏡三郎  〔８〕 佐藤雅美著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

6492 てっこう丸はだれでしょう？ おはなしひろば  １１ さとうまどか作 古川タク絵 フレーベル館
30 (１９ 読み物 中学
年)

6493
ずるい暗記術 偏差値３０から司法試験に一発合格できた
勉強法

佐藤大和著 ダイヤモンド社

6494
図解スパッとわかる世界史 ２０００年の歴史のうねりを
総括

佐藤幸夫著 ナツメ社 16 (５ 宗教 歴史)

6495 南無 佐藤洋二郎著 集英社 21 (１０ 小説)

6496 猫の喪中 佐藤洋二郎著 集英社 21 (１０ 小説)

6497 人形（ギニョル） 佐藤ラギ〔著〕 新潮社 21 (１０ 小説)

6498 だいすきとうさん フレーベル館の秀作絵本 ９ さとうわきこ作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)



6499 なんでこうなるの 我が老後 佐藤 愛子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6500 虹は消えた 佐藤 愛子／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6501 娘と私と娘のムスメ 佐藤 愛子／著 学研
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6502 金融破綻 ドキュメント 佐藤 章／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

6503 ボディ・レンタル 佐藤 亜有子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

6504 食の器をつくる １ 手びねり陶芸塾 佐藤 和彦／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

6505 新・日本名刀１００選 新１００選シリーズ 佐藤 寒山／著 秋田書店 19 (８ 美術 芸術)

6506 漢字百科大事典 佐藤 喜代治／ほか編集 明治書院 5 (学習室)

6507 草笛を楽しむ シリーズ親と子でつくる ２０ 佐藤 邦昭／著 佐藤 英文／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

6508 手づくりのスケート靴 文研ブックランド 佐藤 州男／作 福田 岩緒／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

6509 傭兵ピエール 佐藤 賢一／著 集英社 21 (１０ 小説)

6510 歌舞伎にみる日本史 佐藤 孔亮／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

6511 ジュンとひみつの友だち 岩波少年文庫 １０５４ 佐藤 さとる／作 村上 勉／画 岩波書店 25 (１４ 児童書)

6512 なきむしこうさぎ ぴかぴか童話 １５ 佐藤 さとる／さく しんしょう けん／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6513 かえるのアパート りとる ６ 佐藤 さとる／作 林 静一／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

6514 おばあさんのひこうき 創作幼年童話選 ４ 佐藤 さとる／作 村上 勉／え 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

6515 まいごのおばけ どうわがいっぱい ３３ 佐藤 さとる／作 村上 勉／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6516
心育てのわらべうた 乳児から小学生まで年齢別指導・教
材集

佐藤 志美子／著 ひとなる書房 17 (６ 総記 社会科学)

6517 Ｙ 佐藤 正午／著 角川春樹事務所 21 (１０ 小説)

6518 取り扱い注意 佐藤 正午／著 角川書店 21 (１０ 小説)



6519 彼女について知ることのすべて 佐藤 正午／著 集英社 21 (１０ 小説)

6520 図解木工入門 木製品の見方から製作ヘ 佐藤 庄五郎／著 共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6521 新・花のちぎり絵 多彩なテクニックを楽しむ 佐藤 せつ／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

6522 日本の古代国家と城 佐藤 宗諄／編 新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6523
鬼手妙手〈必至〉精選１２０ 上巻 寄せのパワーアッ
プ！！ Ｐｅｒｆｅｃｔ ｓｅｒｉｅｓ

佐藤 大五郎／著 日本将棋連盟 19 (８ 美術 芸術)

6524 おかわりいらない？ どうわがいっぱい １９ 佐藤 多佳子／作 山口 みねやす／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6525
新古今和歌集・山家集・金槐和歌集 新潮古典文学アルバ
ム １０

佐藤 恒雄／編集・執筆 馬場 あき子／エッセ
イ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

6526 沢蟹まけると意志の力 佐藤 哲也／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6527 村に、居る。 新しい文化を創る 佐藤 藤三郎／著 ダイヤモンド社 19 (８ 美術 芸術)

6528
たっちゃんぼくがきらいなの たっちゃんはじへいしょう
（自閉症） いのちのえほん ２

佐藤 敏尚／作 宮本 忠夫／絵 さとう としな
お／作

岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

6529
赤ワインとチーズが老化を止める 聖なる７つの習慣 プレ
イブックス

佐藤 富雄／著 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6530
「女ざかり・男ざかり」を愉しむ ５０歳からの生き方健
康学

佐藤 富雄／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6531 死刑囚のうた 佐藤 友之／著 現代書館 17 (６ 総記 社会科学)

6532
佐藤直子の楽しいテニス ジュニア・スポーツ・セレク
ション ６

佐藤 直子／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6533 世界人名辞典 日本編 新版 増補版 佐藤 直助／編 平田 耿二／編 東京堂出版 5 (学習室)

6534
税理士・公認会計士私の独立開業物語 開業までの詳細マ
ニュアル付

佐藤 尚弘／編著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

6535 日本文学全集 １７ 佐藤 春夫 久保田 万太郎 新潮社 24 (１３ 全集)

6536
高齢者にやさしい家づくり 健康で快適に暮らす高齢者住
宅

佐藤 平／ほか共著 大和ハウス工業株式会社・高齢者
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6537 訳せないもの 翻訳にからめた文化論 佐藤 紘彰／著 サイマル出版会 19 (８ 美術 芸術)

6538 心のコリのほぐし方 Ｍｉｎｄ ｌｉｎｋ 佐藤 寛朗／著 長崎出版 17 (６ 総記 社会科学)



6539 ハッピー・バースデイ！幽霊くん ポプラ怪談倶楽部 ２ さとう まきこ／作 勝川 克志／絵 ポプラ社

6540 ぼくはまほうつかいだぞ 新あかね幼年どうわ １３ さとう まきこ／作 原 ゆたか／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

6541 きょうしつはおばけがいっぱい 新あかね幼年どうわ ８ さとう まきこ／作 原 ゆたか／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

6542 九月〇日大冒険 偕成社ワンダーランド ２ さとう まきこ／作 田中 槙子／絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6543 宇宙人のいる教室 フォア文庫愛蔵版 さとう まきこ／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

6544
からだブックナビゲーション 身体を知るための２０００
冊 シリーズ身体の発見

佐藤 真／著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6545 お尋者 物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6546 殺された道案内 八州廻り桑山十兵衛 佐藤 雅美／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6547 密約 物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6548 隼小僧異聞 物書同心居眠り紋蔵 ２ 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6549 泥棒稼業 佐藤 雅美／著 角川書店 21 (１０ 小説)

6550 八州廻り桑山十兵衛 佐藤 雅美／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6551 シレットクのシルバー 草炎社新ともだち文庫 ２ 佐藤 真佐美／作 高田 三郎／絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6552 開国 愚直の宰相・堀田正睦 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6553 物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社 21 (１０ 小説)

6554
コアラの国で暮らしてみたら オーストラリア、いま、あ
りのまま ちくまプリマーブックス １０５

佐藤 真知子／著 筑摩書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6555 韓国の心を知る旅 佐藤 光康／著 かもがわ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6556
やさしい渓流フライフィッシング ヤマメやイワナたちと
遊ぶためのすてきな方 Ｏｕｔｄｏｏｒ ｈａｎｄｂｏｏｋ
１３

佐藤 盛男／著 地球丸 19 (８ 美術 芸術)

6557 アリ カラーアルバム 佐藤 有恒／写真 植村 好延／文 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6558 カタツムリ カラーアルバム 佐藤 有恒／写真 湊 宏／写真・文 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



6559 クモ カラーアルバム 佐藤 有恒／写真 池田 博明／文 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6560 ハチ カラーアルバム 佐藤 有恒／写真 巣瀬 司／文 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6561 ホタル カラーアルバム
佐藤 有恒／写真 相内 幹浩／文 高桑 正敏／
文

誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6562 アゲハチョウ 科学のアルバム ２４ 佐藤 有恒／写真 本藤 昇／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6563 アサガオ たねからたねまで 科学のアルバム １３ 佐藤 有恒／写真 中山 周平／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6564 セミの一生 科学のアルバム １６ 佐藤 有恒／写真 橋本 洽二／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6565 テントウムシ 科学のアルバム ５８ 佐藤 有恒／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6566 トノサマバッタ 科学のアルバム ３５ 佐藤 有恒／写真 小田 英智／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6567 鳴く虫の世界 科学のアルバム ５２ 佐藤 有恒／著・写真 小田 英智／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6568 花の色のふしぎ 科学のアルバム １００ 佐藤 有恒／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6569 ヘチマのかんさつ 科学のアルバム ３９ 佐藤 有恒／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6570 アカトンボの一生 科学のアルバム １０ 佐藤 有恒／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6571 紅葉のふしぎ 科学のアルバム ８８ 佐藤 有恒／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6572 四季のはがき 佐藤 友理／著 日本習字普及協会 19 (８ 美術 芸術)

6573 大落選 佐藤 洋二郎／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

6574 遠い夕焼け ものがたりうむ 佐藤 洋二郎／著 竹内 美紀／挿画 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

6575 夢の扉 佐藤 洋二郎／著 集英社 21 (１０ 小説)

6576 夏至祭 佐藤 洋二郎／著 講談社 21 (１０ 小説)

6577 折り紙ブロックでつくる シリーズ子どもとつくる １６ 佐藤 芳夫／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

6578 おつかい 日本傑作絵本シリーズ さとう わきこ／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



6579 おつかい 日本傑作絵本シリーズ さとう わきこ／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6580 るすばん 日本傑作絵本シリーズ さとう わきこ／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6581
あめふり ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集
７８

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6582
いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし こどものとも
傑作集 ７６

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6583
すいかのたね ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑
作集 ７７

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6584 せんたくかあちゃん こどものとも傑作集 ５４ さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6585
たいへんなひるね ばばばあちゃんのおはなし こどものと
も傑作集 ８４

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6586
どろんこおそうじ ばばばあちゃんのおはなし こどものと
も傑作集 ８３

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6587
やまのぼり ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作
集 １０３

さとう わきこ／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

6588 こたつの人 佐藤愛子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6589 大黒柱の孤独 佐藤愛子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6590 娘と私と娘のムスメ 佐藤愛子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6591 冒険図鑑 さとうち 藍 松岡 達英 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6592 くだもの王国 絵本図鑑シリーズ ３ さとうち 藍／文 松岡 達英／絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6593 日本文学全集 ２７ 佐藤春夫 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6594 日本文学全集 第32巻 佐藤春夫集 佐藤春夫 集英社 24 (１３ 全集)

6595 ちくま日本文学全集 ０１３ 佐藤春夫 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6596 人生の糧 ～みんなで正しい道を歩こう～ 佐藤 房子/発行者
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6597 金田一少年の事件簿 Case１ 魔犬の森の殺人 さとうふみや 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6598 ちょっといれて さとうわきこ/さく・え 偕成社 61 (２３ 絵本 北)



6599 ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ／著 乾 侑美子／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6600 黄金の騎士フィン・マックール ケルト神話
ローズマリー・サトクリフ作 金原瑞人訳 久慈
美貴訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6601 小犬のピピン
ローズマリ・サトクリフ／作 猪熊 葉子／訳
小野 かおる／絵

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6602 竜の子ラッキーと音楽師 大型絵本
ローズマリ・サトクリフ／文 エマ・チチェス
ター＝クラー ... 猪熊 葉子／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

6603 銀の枝
ローズマリ・サトクリフ／作 猪熊 葉子／訳
チャールズ・キーピング／絵

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6604 ながいでしょりっぱでしょ サトシン作 山村浩二絵 ＰＨＰ研究所 63 (２５ 絵本 南)

6605 現代哲学の潮流 哲学と生活世界の展開 里見 軍之／編著 谷口 文章／編著 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

6606 日本文学全集 ３２ 里見 ﾄﾝ 広津 和郎 尾崎 士郎 新潮社 24 (１３ 全集)

6607 日本文学全集 ２３ 里美弴・久保田万太郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6608 幸せをよぶ 赤ちゃんの名前事典 郷宮徳峰 ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)

6609 夢見つつ深く植えよ メイ・サートン／著 武田 尚子／訳 みすず書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6610 やさしい図解式・刺しゅうの基礎 真田武夫/編集人 雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6611 きんたろう 日本の民話えほん さねとう あきら／文 田島 征三／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

6612 こそだてゆうれい 日本の民話えほん 佐藤 述／文 井上 洋介／画 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

6613 おれはなにわのライオンや ぶんけい絵本のひろば １０ さねとう あきら／文 長谷川 知子／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

6614 おこんじょうるり 理論社のカラー版愛蔵本 さねとう あきら／作 井上 洋介／挿絵 理論社 61 (２３ 絵本 北)

6615 おいてけぼり 日本の民話えほん
さねとう あきら／文 井上 洋介／画 いのうえ
ようすけ／画

教育画劇

6616 地べたっこさま 理論社名作の愛蔵版 さねとう あきら／作 井上 洋介／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6617
沖縄だれにも書かれたくなかった戦後史 上 集英社文庫
さ４８－１

佐野 眞一／著 集英社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6618 さかな１ぴきなまのまま  新装版 佐野 洋子／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)



6619 かってなくま 佐野 洋子／文 広瀬 弦／絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

6620
沖縄だれにも書かれたくなかった戦後史 下 集英社文庫
さ４８－２

佐野眞一著 集英社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6621
さすがと言わせる「乾杯・締め」のスピーチ パターン活
用式

佐野常夫著 日東書院 19 (８ 美術 芸術)

6622 茅葺き民家 佐野昌弘写真・文 グラフィック社 7 (大型本)

6623 蝉の誤解 推理昆虫館 連作ミステリー カッパ・ノベルス 佐野洋著 光文社 20 (９ 小説)

6624 兎の秘密 昔むかしミステリー 佐野洋著 講談社 21 (１０ 小説)

6625 １００万回生きたねこ 佐野洋子の絵本  １ 佐野洋子作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

6626 推理学校虫食い算大会 数のライブラリイ １０ 佐野 昌一／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6627 桜のいのち庭のこころ 佐野 藤右衛門／著 草思社 19 (８ 美術 芸術)

6628 アフリカの街角から ジンバブエの首都・ハラレで暮らす 佐野 通夫／著 社会評論社 17 (６ 総記 社会科学)

6629 短篇で読む推理傑作選５０ 上 佐野 洋／編 五木 寛之／編 光文社 21 (１０ 小説)

6630 短篇で読む推理傑作選５０ 下 佐野 洋／編 五木 寛之／編 光文社 21 (１０ 小説)

6631 折々の憎悪 佐野 洋／著 講談社 21 (１０ 小説)

6632 検察審査会の午後 佐野 洋／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6633 北東西南（ＮＥＷＳ）推理館 佐野 洋／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6634 おとうさんおはなしして おはなしランドくじらの部屋 ７ 佐野 洋子／作・絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6635 おぼえていろよおおきな木 佐野 洋子／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6636 ふつうのくま Ｂｅａｒ ａｎｄ ｍｏｕｓｅ 佐野 洋子／著 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6637 楽しい犯罪 新潮文庫 佐野 洋 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6638 幻の殺人 新潮文庫 佐野 洋 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



6639 鏡の言葉 集英社文庫 佐野 洋 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6640 思い通りの結末 光文社文庫 佐野 洋 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6641 おもちゃ屋のクィロー 世界傑作童話シリーズ
ジェームズ・サーバー／さく 上条 由美子／や
く 飯野 和好／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6642 四十代からを楽しむ五つの貯え 佐橋 慶女／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

6643
気持ちよく生きる知的住居術 これからの生き方と住まい
はここがポイント

佐橋 慶女／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

6644
ラバ通りの人びと 福音館日曜日文庫 オリヴィエ少年の物
語 １

ロベール・サバティエ／作 ほりうち もみこ／
訳 松本 徹／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6645 あなたをまもる柔術護身法 サイード・パリッシュ・サー ... ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

6646 城の語る日本史 佐原 真／ほか著 朝日新聞社 13 (２ 県一般書)

6647 遺跡が語る日本人のくらし 岩波ジュニア新書 ２３４ 佐原 真／著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6648 考古学千夜一夜 佐原 真／著 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6649 祭りのカネ銅鐸 佐原 真 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6650 原始絵画 佐原 真・春成秀爾 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6651 となりにいるのはだれ？ あたらしい世界の童話 １８
ヘスス・バジャス・サバルサ／作 ホセ・マリ
ア・ラヴァレーロ／絵 中西 智恵美／訳

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6652 無敵の人 人づきあいの技と心得 ザビエル山田／画 石原 壮一郎／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

6653 鹿 ある舞台女優の告白 東欧の文学 サボー・マグダ／著 桑島 カタリン／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

6654 どがんね 古賀常次郎詳伝 佐保圭 戸田雅博
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6655
わたあめ★水ロケットと１３の実験 ぜったい成功！ やっ
てみよう！超おもしろ・かんたん実験ア イデア集 ３の巻

左巻 健男／著 水原 素子／絵 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6656
カルメ焼き★べっこうあめと１０の実験 やってみよう！
超おもしろ・かんたん実験ア イデア集 １の巻

左巻 健男／著 水原 素子／絵 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6657
手づくりスライムと９の実験 ぜったい成功！ やってみよ
う！超おもしろ・かんたん実験ア イデア集 ２の巻

左巻 健男／著 水原 素子／絵 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6658
とかいのネズミといなかのネズミ 評論社の児童図書館・
絵本の部屋

ケイト・サマーズ／ぶん マギー・ニーン／え
松川 真弓／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)



6659 不真面目な十七歳 バルバラ・サムソン／著 鳥取 絹子／訳 紀伊国屋書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6660
おおぞらをとんだきょうりゅう きょうりゅうのこどもた
ち ３

マイケル・サーモン／文・絵 戸田 早紀／訳 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

6661
がっこうのきらいなきょうりゅう きょうりゅうのこども
たち ２

マイケル・サーモン／文・絵 戸田 早紀／訳 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

6662
たんじょうびをわすれたきょうりゅう きょうりゅうのこ
どもたち １

マイケル・サーモン／文・絵 戸田 早紀／訳 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

6663 大リーグが危ない 佐山和夫〔著〕 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

6664
超ロング・セラー絶滅寸前商品 Ｓｈｏｔｏｒ ｌｉｂｒａ
ｒｙ

サライ編集部／編 湯川 豊彦／編 『サライ』
編集部／編

小学館 19 (８ 美術 芸術)

6665
上手な老い方 サライ・インタビュー集 Ｓｅｒａｉ ｂｏ
ｏｋｓ

サライ編集部／編 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6666
さっちゃんはマンションでワナにはまった スピカの創作
童話

皿海 達哉／作 長野 ヒデ子／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

6667
ひを はく ペロゴンの おはなし かわせみと まほうの さ
かな フローラル

サリー・シーダー作 リタ・ファン・ビルゼン
絵 高田 敏子文

学研 5 (学習室)

6668 ライ麦畑でつかまえて 新装版 サリンジャー／著 野崎 孝／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6669 キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー〔著〕 村上春樹訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6670 高血圧が気になる人へ やさしい医学と健康のシリーズ 猿田 享男／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6671 世界文学全集 ６４ サルトル 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6672 印象派の画家たち 絵とき美術館
フランチェスコ・サルヴィ／文 ルイス・Ｒ・
ガランテ／絵 アンドレア・リッチャルディ／
絵

講談社 7 (大型本)

6673 魔女狩り 「知の再発見」双書 １６
ジャン‐ミシェル・サルマン／著 富樫 瓔子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

6674 僕の名はアラム 新潮文庫  む－６－２  村上柴田翻訳堂 ウィリアム・サローヤン〔著〕 柴田元幸訳 新潮社

6675 日本の鉄道こぼれ話 沢 和哉／著 築地書館 19 (８ 美術 芸術)

6676 臓器移植体験者の立場から 沢井繁男著 中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6677 忘れたらゆるさない ポプラ怪談倶楽部 ７ 沢井 いづみ／作 若菜 等／絵 Ｋｉ／絵 ポプラ社

6678 卒業、あした輝いて ジュニア文学館 ５
沢井 いづみ／作 三木 由記子／絵 みき ゆき
こ／絵

ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



6679 夢をつなぐ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井 希代治／著 ひくまの出版 19 (８ 美術 芸術)

6680 一号線を北上せよ 沢木耕太郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6681 檀 沢木 耕太郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6682 ハチヤさんの旅 たくさんのふしぎ傑作集 沢木 耕太郎／文 内藤 利朗／写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6683 深夜特急 １ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6684 深夜特急 ５ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6685 深夜特急 ２ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6686 深夜特急 ３ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6687 深夜特急 ４ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6688 深夜特急 ６ 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6689 深夜特急 沢木 耕太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6690 大盗の夜 土御門家・陰陽事件簿 沢田 ふじ子／著 光文社 21 (１０ 小説)

6691 若冲 澤田瞳子著 文藝春秋

6692
アフリカの音 Ａ ＳＴＯＲＹ ＯＦ ＷＥＳＴ ＡＦＲＩＣ
ＡＮ ＤＲＵＭ ＆ ＤＡＮＣＥ

沢田としき作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

6693 亡者の銭 足引き寺閻魔帳 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6694 世間の辻 公事宿事件書留帳 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6695 比丘尼茶碗 公事宿事件書留帳 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6696 高札の顔 酒解神社・神灯日記 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6697 釈迦の女 公事宿事件書留帳 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6698 花篭の櫛 京都市井図絵 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)



6699 真葛ケ原の決闘 祇園社神灯事件簿 ３ 沢田ふじ子著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

6700 悪い棺 公事宿事件書留帳 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6701 嵐山殺景 足引き寺閻魔帳 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6702 鴉婆 土御門家・陰陽事件簿 沢田ふじ子著 光文社 21 (１０ 小説)

6703 恵比寿町火事 公事宿事件書留帳 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6704 王事の悪徒 禁裏御付武士事件簿 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6705 雁の橋 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6706 夜の腕 祇園社神灯事件簿 ２ 沢田ふじ子著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

6707 火宅の坂 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6708 大蛇の橋 沢田ふじ子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6709 聖護院の仇討 足引き寺閻魔帳 沢田ふじ子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6710
イギリス聖地紀行 謎のストーン・サークルを訪ねて Ｔｒ
ａｊａｌ ｂｏｏｋｓ

沢田 京子／著 トラベルジャーナル 13 (２ 県一般書)

6711 モモイロハートそのこリュウ 沢田 俊子／作 長野 ヒデ子／絵 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6712 ミステリーメモリー６月７日 旺文社創作児童文学 沢田 徳子／作 渡辺 有一／絵 旺文社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6713 やったあ！３年２組全員合格 文研ブックランド 沢田 徳子／作 高橋 透／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

6714 幾世の橋 沢田 ふじ子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6715 拷問蔵 公事宿事件書留帳 澤田ふじ子 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6716 夕鶴恋歌 徳間文庫 澤田 ふじ子 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6717 おとなになる旅 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ ４ 沢地 久枝／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6718 一千日の嵐 沢地 久枝／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



6719 一人になった繭 沢地 久枝／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6720 わたしが生きた「昭和」 沢地 久枝／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6721 花の雲 沢野ひとし著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6722 燃えるサバンナ ミステリーＹＡ！ 沢見彰作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

6723 老いの道づれ 二人で歩いた五十年 沢村 貞子／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6724
とっておきのキッチンガーデニング ３６５日、すぐにで
きるプチガーデニング

サン農園監修 プチガーデニングクラブ著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

6725 星の王子さま 新訳 サンテグジュペリ著 小島俊明訳 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6726 ダイアナ妃謀殺 上
トーマス・サンクトン／著 スコット・マクラ
ウド／著 東江 一紀／訳

草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6727 ダイアナ妃謀殺 下
トーマス・サンクトン／著 スコット・マクラ
ウド／著 東江 一紀／訳

草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6728 検察の疲労 産経新聞特集部著 角川書店 17 (６ 総記 社会科学)

6729 声なき声を語り継ぐ 戦没者遺族「５０年の証言」 サンケイ新聞社／著 産経新聞取材班／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6730 三郷路を歩く 文化財と歴史を訪ねて 三郷町 三郷町教育委員会 12 (１ 郷土資料)

6731 サンコン少年のあふりか物語 オスマン＝サンコン／作 久我 通世／絵 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6732 サンコンのとっておきアフリカむかし話 １ オスマン・サンコン／文 かじ あゆた／絵 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6733 サンコンのとっておきアフリカむかし話 ２ オスマン・サンコン／文 かじ あゆた／絵 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6734 ぶんこ六法 ２００４ ヨコ組 三修社法律書編集室編 三修社 17 (６ 総記 社会科学)

6735 自分のためにできるちいさな贅沢 １ 三心堂出版社／編 三心堂出版社編集部／編 三心堂出版社 17 (６ 総記 社会科学)

6736 大きな活字の新明解四字熟語辞典 大字版 三省堂編修所／編 三省堂 5 (学習室)

6737 大きな活字の漢字表記辞典 第３版 机上版 三省堂編修所／編 三省堂 5 (学習室)

6738 知っておきたいことわざ ことば学習まんが 三省堂編修所／編 三省堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



6739
これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるため
の哲学

マイケル・サンデル／著 鬼澤 忍／訳 早川書房 17 (６ 総記 社会科学)

6740 夜の獲物 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ジョン・サンドフォード／著 真崎 義博／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6741 沈黙の獲物 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ジョン・サンドフォード／著 真崎 義博／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6742 侵入者 サンドラ・ブラウン 松村和紀子/訳 ハ－レクイン
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6743 でんしゃはうたう 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 三宮 麻由子／文 みねお みつ／絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

6744
ねこの手もかりたいケイおばさん 動物・自然・勝負のこ
とわざ童話集 ことわざ童話館 ２

１ ３／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6745
下町歴史めぐり Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ ｏｆ Ｓｈｉｃｈｉ
ｋ ｅｎ 首都圏３時間 ...

さんぽみち総合研究所／編 七賢出版 13 (２ 県一般書)

6746 金子みすゞ花と海と空の詩 詩と詩論研究会編 勉誠出版 19 (８ 美術 芸術)

6747 金子みすゞの世界 ｍｕｓｅｏ ９ 詩と詩論研究会編 勉誠出版 19 (８ 美術 芸術)

6748 庭師の娘
ジークリート・ラウベ 作 若松 宣子 訳 中村
悦子 絵

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6749
河出世界文学全集１６ 狭き門・贋金つかい・アンドレ＝
ワルテルの手記

ジィド 河出書房新社 24 (１３ 全集)

6750 世界文学全集 ４７ ジイド 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6751
シートンどうぶつ記 １０ 幼年版  あわふきぼうず  たた
かうノブタ

シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6752 シートンどうぶつ記 ８ 幼年版  キルダー川のアライグマ
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6753 シートンどうぶつ記 ９ 幼年版  ギザ耳ウサギ
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6754 シートンどうぶつ記 ６ 幼年版  クマがり犬ビリー
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6755 シートンどうぶつ記 ７ 幼年版  少年とオオヤマネコ
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6756 シートンどうぶつ記 １ 幼年版  オオカミ王ロボ
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6757 シートンどうぶつ記 ４ 幼年版  銀ギツネものがたり
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6758 シートンどうぶつ記 ５ 幼年版  スズメのランディー
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



6759 シートンどうぶつ記 ２ 幼年版  タラク山のクマ王
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6760 シートンどうぶつ記 ３ 幼年版  はたおリスのぼうけん
シートン〔作〕 こばやしせいのすけぶん たか
はしきよしえ

あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

6761 オーロラのスカーフ 椎名 英子／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

6762 ぱいかじ南海作戦 椎名誠著 新潮社 21 (１０ 小説)

6763 走る男 椎名誠著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

6764 秘密のミャンマー 椎名誠著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6765 風のかなたのひみつ島 椎名誠著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6766 海ちゃん、おはよう 椎名誠著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

6767 もう少しむこうの空の下へ 椎名誠著 講談社 21 (１０ 小説)

6768 風がはこんでくるもの 椎名 誠／著 本の雑誌社 19 (８ 美術 芸術)

6769 いろはかるたの真実 発作的座談会 椎名 誠／ほか著 本の雑誌社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6770 カープ島サカナ作戦 椎名 誠／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6771 麦酒主義の構造とその応用力学 椎名 誠／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6772 馬追い旅日記 椎名 誠／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6773 時にはうどんのように 椎名 誠／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6774 麦の道 椎名 誠／著 集英社 21 (１０ 小説)

6775 なつのしっぽ どうわがいっぱい ２ 椎名 誠／作 沢野 ひとし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6776 鉄塔のひと その他の短篇 椎名 誠／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6777 日本文学全集 ４３ 椎名 麟三 梅崎 春夫 新潮社 24 (１３ 全集)

6778 日本文学全集 ５６ 椎名麟三 筑摩書房 24 (１３ 全集)



6779 昭和文学全集 第17巻
椎名麟三、本多秋五、木下順二、寺田透、平野
謙、藤枝静男、堀田善衛

小学館 24 (１３ 全集)

6780 日本文学全集 第７８巻 椎名麟三・梅崎春生集 椎名麟三・梅崎春生 集英社 24 (１３ 全集)

6781 流砂の道 シルクロード絲綢之路 井上 靖‥長澤 和俊 ＮＨｋ取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

6782 河出世界文学全集８ ジェイン・エア  嵐が丘 C・ブロンテ   E・ブロンテ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

6783
２０歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード
大学集中講義

ティナ・シーリグ著 高遠裕子訳 阪急コミュニケーションズ 17 (６ 総記 社会科学)

6784 おやすみなさいをするまえに
ジリアン・シールズ アンナ・カリー 松井るり
子

ほるぷ出版 6 (あのね文庫)

6785 少年少女世界文学館１２ あしながおじさん ジーン＝ウェブスター 講談社 25 (１４ 児童書)

6786 タオ・チーの夏休み日記 岩波少年文庫復刻版
謝 冰心／作 倉石 武四郎／訳 シエ ピンシン
／作

岩波書店 25 (１４ 児童書)

6787 台湾人と日本人 日本人に知ってほしいこと 謝 雅梅／著 総合法令出版 17 (６ 総記 社会科学)

6788 ティリーのねがい フェイス・ジェイクス／作 小林 いづみ／訳 こぐま社 63 (２５ 絵本 南)

6789 ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス／作 小林 いづみ／訳 こぐま社 63 (２５ 絵本 南)

6790 世界文学全集 １０ シェイクスピア 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6791
河出世界文学全集２ ハムレット・オセロー・ロメオと
ジュリエット

シェイクスピア 河出書房新社 24 (１３ 全集)

6792 子どもに語るイギリスの昔話
ジョセフ・ジェイコブズ／再話 松岡 享子／
編・訳

こぐま社 25 (１４ 児童書)

6793
ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズのイギリ
ス昔話集より 日本傑作絵本シリーズ

ジェイコブズ／再話 瀬田 貞二／訳 瀬川 康男
／絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

6794
三びきの子ぶた 偕成社世界のどうわ １７ 完訳イギリス
の どうわ

ジェイコブズ／再話 本城 和子／訳 レーク・
コープマンス／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6795
ジャックとまめの木 偕成社世界のどうわ １８ 完訳イギ
リスの どうわ

ジェイコブズ／再話 本城 和子／訳 ロルフ・
デ・ブルーイン／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

6796 世界文学全集 ３９ ジェイムズ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6797 ジェニファーと六人の自分たち
ジェラルド・シェインウルフ／著 武藤 晃子／
訳

新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6798 ハリー・ポッターと賢者の石 ｊ・ｋ・ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)



6799 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サイモン・ジェームズ 小川仁央 評論社 62 (２４ 絵本 西)

6800 葵 下 徳川三代 ジェームス三木著 日本放送出版協会 22 (１１ 小説)

6801 葵 中 徳川三代 ジェームス三木著 日本放送出版協会 22 (１１ 小説)

6802 葵 上 徳川三代 ジェームス三木著 日本放送出版協会 22 (１１ 小説)

6803 さあ、とんでごらん！ サイモン・ジェームズ／作 福本 友美子／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

6804 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サイモン・ジェームズ／作 小川 仁央／訳 評論社 63 (２５ 絵本 南)

6805 ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー作 松永美穂訳 西村書店

6806 算数の呪い 世界の絵本コレクション
ジョン・シェスカ／文 レイン・スミス／絵 青
山 南／訳

小峰書店 63 (２５ 絵本 南)

6807 くさいくさいチーズぼうや＆たくさんのおと ぼけ話
ジョン・シェスカ／文 レイン・スミス／絵 青
山 南／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

6808 消えたシャイアン族のなぞ タイムワープ三人組 ３
ジョン・シェスカ／作 レイン・スミス／絵 幾
島 幸子／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6809 ぼくのママはネアンデルタール人 タイムワープ三人組 ４
ジョン・シェスカ／作 レイン・スミス／絵 幾
島 幸子／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6810 嗜癖する人間関係 親密になるのが怖い アン・ウィルソン・シェフ／著 高畠 克子／訳 誠信書房 17 (６ 総記 社会科学)

6811 海の哺乳類ＦＡＯ種同定ガイド
トマス・Ａ・ジェファソン／著 スティーブ
ン・レザウッド／著 マーク・Ａ・ウェバー／
著

ＮＴＴ出版 5 (学習室)

6812 もりのさんぽ サイモン・ジェイムズ／作 木島 始／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

6813 ブルーにこんがらがって ハッピー・ブックス １ ジェニファー・ジェームズ／著 高見 恭子／訳 ＦＭ出版 17 (６ 総記 社会科学)

6814 なけないちっちゃいかえる チューリップえほんシリーズ エクトル・シエラ作 やまうちかずあき絵 鈴木出版 63 (２５ 絵本 南)

6815 おじいちゃんのぼうし
メラニー・シェラー／文 ケイコ・ナラハシ／
絵 青木 久子／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

6816 ちかい 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ／さく せな あいこ／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

6817
フランケンシュタイン 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １
イギリ ス編

Ｍ・シェリー／原作 山主 敏子／訳・文 レ
オ・沢鬼／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6818 フランケンシュタイン どきどきミステリーランド ２
Ｍ・シェリー／作 Ｌ・ワインバーグ／文 清水
奈緒子／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



6819 核のボタンに手をかけた男たち ジョナサン・シェル／著 川上 洸／訳 大月書店 17 (６ 総記 社会科学)

6820 くじらの歌ごえ
ダイアン・シェルダン ゲイリー・ブライズ 角
野栄子

ＢＬ出版 6 (あのね文庫)

6821 星の輝き 上 シドニィ・シェルダン／作 天馬 竜行／訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6822 星の輝き 下 シドニィ・シェルダン／作 天馬 竜行／訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6823 天使の自立 上 シドニィ・シェルダン／作 天馬 竜行／訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6824 天使の自立 下 シドニィ・シェルダン／作 天馬 竜行／訳 アカデミー出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6825 砂の子ども
ターハル・ベン＝ジェルーン／著 菊地 有子／
訳

紀伊国屋書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6826 転校生レンカ 世界傑作童話シリーズ
Ｂ・ジェレーズニコフ／作 松谷 さやか／共訳
中込 光子／共訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6827 泣かないで、くまくん
アン‐マドレイヌ・シェロッ ... 菱木 晃子／
訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6828
どうぶつのことば ケロケロバシャバシャブルンブルン 評
論社の児童図書館・絵本の部屋

スティーブ・ジェンキンズ作 佐藤見果夢訳 評論社 63 (２５ 絵本 南)

6829 ホネホネ絵本 スティーブ・ジェンキンズ／作 千葉 茂樹／訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

6830
こんなしっぽでなにするの？ 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

スティーブ・ジェンキンズ共作 ロビン・ペイ
ジ共作 佐藤見果夢訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

6831 しぜんで工作しよう 手づくりＢＯＸ １２ 塩浦信太郎文絵 岡田邦明写真 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6832
子どもがよろこぶアイデアパーティ お誕生会とホーム
パーティの料理・演出・遊 Ｌｉｔｔｌｅ ｂｅａｒ ｂｏ
ｏｋｓ

塩沢 圭子／著 創元社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6833 経済学・入門 有斐閣アルマ Ｂａｓｉｃ 塩沢 修平／著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

6834 塩の大研究 海から来た宝物 さまざまな用途を発見しよう 塩事業センター監修 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6835
ワインの知識と相性のよい料理 マイライフシリーズ特集
版 素敵ブックス特 別版 ５

塩田 ノア／著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

6836
夫との人生に悩む妻のための本 女として妻としての幸せ
を確かに掴む知恵

塩田 丸男／著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

6837
妻との人生に悩む夫のための本 男として夫としてスッキ
リ解決するための知

塩田 丸男／著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

6838 お転婆ばぁの「元気」の形見分け 塩月 弥栄子／著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)



6839 手業に学べ 風の巻 Ｂｅ‐ｐａｌ ｂｏｏｋｓ 塩野米松著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6840 木を植えた男
ジャン・ジオノ／原作 フレデリック・バック
／絵 寺岡 襄／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

6841 木を植えた男 あすなろセレクト
ジャン・ジオノ／作 フレデリック・バック／
絵 寺岡 襄／訳

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6842 木を植えた人 ジャン・ジオノ／著 原 みち子／訳 こぐま社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6843 ローマ人の物語 ２ 塩野 七生／著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6844 ローマ人の物語 ３ 塩野 七生／著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6845 ローマ人の物語 １ 塩野 七生／著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6846 ローマ人の物語 ５ 塩野 七生／著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6847 ローマ人の物語 ４ 塩野 七生／著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6848 ヒーローじゃなくったって 学研の新・創作シリーズ 塩野 米松／作 しも ゆきこ／画 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

6849 手業に学べ 天の巻 Ｂｅ‐ｐａｌ ｂｏｏｋｓ 塩野 米松／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6850 手業に学べ 地の巻 Ｂｅ‐ｐａｌ ｂｏｏｋｓ 塩野 米松／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6851 藤の木山砦の三銃士 Ｂｅ・ｐａｌ ｂｏｏｋｓ 塩野 米松／著 小学館 21 (１０ 小説)

6852
子どもの身体（からだ）力の基本は遊びです 汐見先生の
素敵な子育て

汐見稔幸著 旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

6853 図書館法と現代の図書館 塩見昇編著 山口源治郎編著 日本図書館協会 17 (６ 総記 社会科学)

6854 オンブズマンとは何か 潮見 憲三郎／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

6855 図書館概論 ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ １ 塩見 昇／編著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

6856 図書館員への招待 塩見 昇／編著 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

6857 はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオンさく マーガレット・ブロイ・
グレアムえ もりひさしやく

ペンギン社 63 (２５ 絵本 南)

6858 うみべのハリー 世界傑作絵本シリーズ
ジーン・ジオン／ぶん わたなべしげお・やく
／え マーガレット・ブロイ・グレ ...

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



6859 どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジーン・ジオン／ぶん 渡辺 茂男／やく マー
ガレット・ブロイ・グレ ...

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

6860 ハリーのセーター 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロ
イ・グレ ... 渡辺 茂男／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

6861 高校生に贈る数学 ３ 志賀 浩二／著 砂田 利一／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6862 大人の心へ 悩める子どもからの「宿題」 志賀 伸三郎／著 神田 明美／著 那珂書房 17 (６ 総記 社会科学)

6863 日本文学全集 １１ 志賀 直哉 新潮社 24 (１３ 全集)

6864 日本・中国の文様事典 視覚デザイン研究所・編集室編 視覚デザイン研究所 19 (８ 美術 芸術)

6865 ヨーロッパの文様事典 視覚デザイン研究所・編集室編 視覚デザイン研究所 19 (８ 美術 芸術)

6866 お酒のおいしい陶芸 みみずく・くらふとシリーズ
視覚デザイン研究所／編 視覚デザイン研究
所・編集室／編

視覚デザイン研究所 19 (８ 美術 芸術)

6867 巨匠に教わる絵画の技法 みみずく・アートシリーズ
視覚デザイン研究所／編 視覚デザイン研究
所・編集室／編

視覚デザイン研究所 19 (８ 美術 芸術)

6868
編集デザインの基礎知識 Ｄｅｓｉｇｎ ｈａｎｄｂｏｏｋ
ｓｅｒｉ ｅｓ

視覚デザイン研究所／編 視覚デザイン研究
所・編集室／編

視覚デザイン研究所 17 (６ 総記 社会科学)

6869 ダンダンこうじはじまります 視覚デザインのえほん 視覚デザイン研究所さく くにすえたくしえ 視覚デザイン研究所 61 (２３ 絵本 北)

6870 ファンファンバスはっしゃします 視覚デザインのえほん 視覚デザイン研究所さく くにすえたくしえ 視覚デザイン研究所

6871 滋賀県の歴史散歩下 新全国歴史散歩シリーズ 滋賀県高等学校歴史散歩研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

6872 滋賀県の歴史散歩上 新全国歴史散歩シリーズ２５ 滋賀県高等学校歴史散歩研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

6873 ドラゴン伝説秘法の玉 新しいこどもの文学 しかた しん／著 山口 みねやす／画 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

6874
ＮＡＮ・ＭＯＮ探偵団０を追っかけろ！ ミステリー＆ホ
ラー文学館 ２

しかた しん／作 大留 希美江／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6875 わたしの猫時間 童心社のジョイブックス しかた しん／文 堀川 理万子／絵 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

6876 日本文学全集 ２１ 志賀直哉 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6877 日本文学全集 第２４巻 志賀直哉集 志賀直哉 集英社 24 (１３ 全集)

6878 ちくま日本文学全集 ０４３ 志賀直哉 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



6879 少年少女日本文学館５ 小僧の神様・一房の葡萄 志賀直哉  武者小路実篤  有島武郎 講談社 25 (１４ 児童書)

6880 昭和文学全集 第３巻 志賀直哉、里美 弴、武者小路実篤、宇野浩二 小学館 24 (１３ 全集)

6881 明治大正図誌 第13巻 日本海 鹿野政直/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

6882 イチロー ２ メジャーにはばたく夢 素顔の勇者たち 四竃衛著 旺文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6883 おうちにかえろう
ロア・シーガル／文 ジェイムズ・マーシャル
／絵 平石 貴樹／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

6884 歳のとりかた 式田和子著 式田恭子編 うなぎ書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6885 老いごころの本音 口癖にかくされた本当の気持ち 式田 和子／著 サンマーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

6886 坊っちゃん列車かまたき青春記 敷村良子著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

6887 つばさを持った恐竜族 たくさんのふしぎ傑作集 重井 陸夫／文 夏目 義一／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6888 池波正太郎劇場 重金 敦之 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

6889 草の上 重清良吉詩集 ジュニア・ポエム双書 １１８ 重清 良吉／著 高田 三郎／絵 教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6890 きみの楽器はどんな音 たくさんのふしぎ傑作集 繁下 和雄／文 藤枝 つう／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

6891 音と楽器をつくる シリーズ子どもとつくる ４ 繁下 和雄／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

6892 紙でつくる楽器 シリーズ親と子でつくる ４ 繁下 和雄／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

6893
いい人間関係が面白いほどできる本 してはいけないこ
と、どんどんすべきことよりよく自分を変えるための３５
項目 知りたいことがすぐわかる

繁田千恵著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

6894 空より高く 中公文庫  し３９－３ 重松清著 中央公論新社

6895 卒業 重松清著 新潮社 21 (１０ 小説)

6896 きよしこ 重松清著 新潮社 21 (１０ 小説)

6897 熱球 重松清著 徳間書店 21 (１０ 小説)

6898 口笛吹いて 重松清著 文芸春秋 21 (１０ 小説)



6899 ビタミンＦ 重松清著 新潮社 21 (１０ 小説)

6900 隣人 重松清著 講談社 21 (１０ 小説)

6901 はじめての発見 １ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6902 はじめての発見 ２ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6903 はじめての発見 ３ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6904 はじめての発見 ４ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6905 はじめての発見 ５ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6906 はじめての発見 ６ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6907 はじめての発見 ８ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6908 はじめての発見 ９ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6909 はじめての発見 １０ 重松 えり子／訳 リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

6910 エイジ 重松 清／著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

6911 舞姫通信 重松 清／著 新潮社 21 (１０ 小説)

6912
茂山宗彦・茂山逸平と狂言へ行こう 旬報社まんぼうシ
リーズ

茂山宗彦著 茂山逸平著 旬報社 19 (８ 美術 芸術)

6913 ジーコの考えるサッカー ゲームに生かせる実践Ｑ＆Ａ ジーコ／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

6914 よくわかる税金Ｑ＆Ａ 法律・税金シリーズ 資産法律税務研究会／著 家の光協会 17 (６ 総記 社会科学)

6915 よくわかる相続・贈与Ｑ＆Ａ 法律・税金シリーズ 資産法律税務研究会／著 家の光協会 17 (６ 総記 社会科学)

6916 よくわかる土地・建物Ｑ＆Ａ 法律・税金シリーズ 資産法律税務研究会／著 家の光協会 17 (６ 総記 社会科学)

6917
時事ニュースワード １９９ ... 最新情報の論点がわかる
基礎用語集

時事通信社／編著 時事通信社 19 (８ 美術 芸術)

6918 全洋酒情報事典 ’９４ ... 蒸留酒 時事通信社／編集 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



6919 日本文学全集 ２８ 獅子 文六 新潮社 24 (１３ 全集)

6920 講談社 和英辞典 清水護・成田成寿/編集主幹 講談社 5 (学習室)

6921 あなたの知らぬ辞書がある 辞書・事典発掘探検隊／編 実務教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

6922 ビーチボール ピーター・シス／さく ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

6923 ずーっとしあわせ ピーター・シス／作 二宮 由紀子／訳 ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

6924 虚貌 雫井脩介著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

6925 栄光一途 新潮ミステリー倶楽部 雫井脩介著 新潮社 21 (１０ 小説)

6926 ダイエット・デザート ウィークエンド・クッキング ３０
アン・シースビー／著 野間 けい子／訳 Ｊｏ
ｎ Ｓｔｅｗａｒｔ／撮影

ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6927
ダイエット・パスタソース ウィークエンド・クッキング
２６

アン・シースビー／著 野間 けい子／訳 Ｓｉ
ｍｏｎ Ｂｕｔｃｈｅｒ ...

ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6928 アドリア海の奇跡
ジョアン・マヌエル・ジズベ ... アルフォン
ソ・ルアーノ／絵 宇野 和美／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6929
医師が語る代替医療-最新のガン治療 専門医師の研究と臨
床の報告

自然薬草研究会 ジュピタ-出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6930 全身ピカピカ！ボディケア 実川久美子監修 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6931 犬とお出かけ便利ブック 散歩から旅行まで 実業之日本社／編 ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 19 (８ 美術 芸術)

6932
児童館・学童保育と子ども最優先 子供の権利条約と学校
五日制 ２１世紀の児童館学童保育 ３

児童館・学童保育２１世紀委 ... 萌文社 17 (６ 総記 社会科学)

6933
サラリーマンシニアの現代田舎暮らし シニアプラン叢書
８

シニアプラン開発機構／編 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

6934
ベルギーの散歩道 京都書院アーツコレクション １４３
旅行 １９

篠 利幸／写真・文 京都書院 13 (２ 県一般書)

6935 サンスウランドの大冒険 ②  砂漠の砂時計植物 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6936 サンスウランドの大冒険 ③ 鏡の洞窟迷路 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6937 サンスウランドの大冒険 ④廃棄の老魔女 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6938 サンスウランドの大冒険 ⑤ 呪われた町の秘密 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



6939 サンスウランドの大冒険 ⑥ パイ分け村のおきて 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6940 サンスウランドの大冒険 ⑦ 魔法の森の対決 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6941 サンスウランドの大冒険 ⑧ まぼろしの三角陣都市 篠木明弘 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

6942 図録・拓本入門事典 篠崎 四郎／著 柏書房 19 (８ 美術 芸術)

6943 いいんですよ、やり直せば 篠沢秀夫著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6944
魚のおろし方と料理 一尾魚のわかりやすいおろし方と料
理のコツ マイライフシリーズ特集版

志の島 小美／著 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6945 秋の花火 篠田節子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6946 逃避行 篠田節子著 光文社 21 (１０ 小説)

6947 天窓のある家 篠田節子著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

6948 交錯する文明 東地中海の真珠キプロス 篠田節子著 鴨志田孝一写真 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6949 空の石碑 幕府医官松本良順 篠田達明著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

6950 一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い 篠田桃紅著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6951 法隆寺の殺人 ハルキ・ノベルス 篠田秀幸著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

6952
センティメンタル・ブルー 蒼の四つの冒険 講談社ノベル
ス

篠田真由美著 講談社 20 (９ 小説)

6953 竜の黙示録 ノン・ノベル 篠田真由美著 祥伝社 20 (９ 小説)

6954 恋する男たち 篠田 節子／ほか著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

6955 女たちのジハード 篠田 節子／著 集英社 21 (１０ 小説)

6956 カノン Ｂｕｎｓｈｕｎ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ 篠田 節子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6957 神々の大地アフリカ 篠田 雅人／著 古今書院 13 (２ 県一般書)

6958 披露宴のあいさつ 媒酌人・主賓・両親 Ｎｅｗ ｌｉｆｅ 篠田 弥寿子／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)



6959 楽園考古学 篠遠 喜彦／著 荒俣 宏／著 平凡社 13 (２ 県一般書)

6960 壊音 篠原 一／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6961 確率・統計 すうがくぶっくす ８ 篠原 昌彦／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6962 幸福力 ありのままの自分でいい 篠原 佳年／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

6963 坂の上の雲一 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

6964 坂の上の雲 二 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

6965 熊野・古座街道、種子島みち 街道をゆく ８ 司馬 遼太郎／著 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

6966 十津川街道 街道をゆく １２ 司馬 遼太郎／著 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

6967 司馬遼太郎 竜馬がゆく （一） 司馬 遼太郎／著 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6968 司馬遼太郎 竜馬がゆく (五) 司馬 遼太郎／著 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6969 司馬遼太郎旅のことば 朝日選書 ７０３ 司馬遼太郎〔著〕 朝日新聞社編 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6970 二十一世紀に生きる君たちへ 洪庵のたいまつ 司馬遼太郎著 世界文化社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

6971
司馬遼太郎のテムズ紀行など フォト・ドキュメント歴史
の旅人

司馬遼太郎〔著〕 吉田直哉〔著〕 ＮＨＫ出版
編 飯田隆夫写真

日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

6972 司馬遼太郎全講演 第２巻 １９８４－１９８９ 司馬遼太郎著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6973 史記 世界の名作全集 ２７ 司馬 遷／原作 渡部 武／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

6974 人間というもの 司馬 遼太郎／著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6975 国家・宗教・日本人 対談 司馬 遼太郎／著 井上 ひさし／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6976 風塵抄 司馬 遼太郎／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6977 花咲ける上方武士道 司馬 遼太郎／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

6978 この国のかたち １ 司馬 遼太郎／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



6979 この国のかたち ２ 司馬 遼太郎／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6980 この国のかたち ３ 司馬 遼太郎／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6981 この国のかたち ４ 司馬 遼太郎／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6982 風塵抄 ２ 司馬 遼太郎／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

6983 この国のかたち ５ 司馬 遼太郎／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

6984 春の庭 柴崎 友香 文芸春秋 21 (１０ 小説)

6985 主題歌 柴崎友香著 講談社 21 (１０ 小説)

6986 ショートカット 柴崎友香著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

6987 魔法のスイッチ サイリスター 入門エレクトロニクス ３ 柴崎 功／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6988 世界文学全集 ４ 史記・漢書集 司馬遷 筑摩書房 24 (１３ 全集)

6989 けんかのきもち からだとこころのえほん ２ 柴田 愛子／文 伊藤 秀男／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

6990
イタリア料理 愛郷と伝統の味わい Ｗｏｒｌｄ ｃｏｏｋ
ｉｎｇ

柴田書店／編 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6991
美しくにフランス 味への旅パリの地方料理店と市場 Ｗｏ
ｒｌｄ ｃｏｏｋｉｎｇ

柴田書店／編著 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6992
食在台湾 食は台湾にあり 街角の名菜・名小吃 Ｗｏｒｌ
ｄ ｃｏｏｋｉｎｇ

柴田書店／編 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6993
スペインの食卓 豊饒の海と大地 Ｗｏｒｌｄ ｃｏｏｋｉ
ｎｇ

柴田書店／編 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6994
トルコ料理 東西交差路の食風景 Ｗｏｒｌｄ ｃｏｏｋｉ
ｎｇ

柴田書店／編 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6995
ニューヨーク・デリ ニューヨーカーの美味しい生活 Ｔｈ
ｅ ｆ Ｗｏｒｌｄ ｃｏｏｋｉｎｇ

柴田書店／編 柴田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

6996 けんちゃんとにんじんパイプ 柴田 晋吾／作 垂石 真子／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

6997 なつですよ 四季のえほん 柴田晋吾さく 近藤薫美子え 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

6998 はるですよ 四季のえほん 柴田晋吾さく 広野多珂子え 金の星社 61 (２３ 絵本 北)



6999 ふゆですよ 四季のえほん 柴田晋吾さく 降矢ななえ 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7000 あきですよ 四季のえほん 柴田晋吾さく 津田真帆え 金の星社

7001 常識として知っておきたい日本語 続 柴田武著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

7002 くじけないで 柴田 トヨ 飛鳥新社 19 (８ 美術 芸術)

7003 くじけないで 柴田トヨ著 飛鳥新社 19 (８ 美術 芸術)

7004
押し花野草図鑑 わかりやすい植物解説  押し方と押し花
コラージュ付き

柴田規夫監修 小須田進写真 日本ヴォーグ社

7005 失敗例から学ぶ介護職のためのコミュニケーション術 柴田範子著 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

7006
謎の転倒犬 石狩くんと（株）魔泉洞 創元クライム・クラ
ブ

柴田よしき著 東京創元社 21 (１０ 小説)

7007 所轄刑事・麻生竜太郎 柴田よしき著 新潮社 21 (１０ 小説)

7008 観覧車 恋愛ミステリー 柴田よしき著 祥伝社 21 (１０ 小説)

7009 風精（ゼフィルス）の棲む場所 ミステリー・リーグ 柴田よしき著 原書房 21 (１０ 小説)

7010 淑女の休日 柴田よしき著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

7011 フォー・ユア・プレジャー 柴田よしき著 講談社 21 (１０ 小説)

7012 象牙色の眠り 柴田よしき著 広済堂出版 21 (１０ 小説)

7013 わたしのカラス研究 やさしい科学 柴田佳秀著 さ・え・ら書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7014 ふるさとは、夏 芝田 勝茂／著 小林 敏也／さしゑ パロル舎
31 (２０ 読み物 高学
年)

7015 夜の子どもたち 芝田 勝茂／著 小林 敏也／さしゑ パロル舎
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7016 アスターシャ、どこ？ おはなしはらっぱ ４ 芝田 勝茂／作 梶山 俊夫／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7017 きみに会いたい Ｉ ｍｉｓｓ ｙｏｕ グリーンフィールド 芝田 勝茂／作 小林 敏也／画 あかね書房 21 (１０ 小説)

7018 プレゼントをさがしていると 文研の創作えどうわ ４９ 柴田 晋吾／作 おぼ まこと／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)



7019 世界のことば小事典 柴田 武／編 大修館書店 5 (学習室)

7020 科学報道 ＮＤ ｂｏｏｋｓ 柴田 鉄治／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7021 自然 生物のくらし 小学館の学習百科図鑑 １３ 柴田 敏隆／編著 小学館 25 (１４ 児童書)

7022 資料組織概説 ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ ９ 柴田 正美／著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

7023 和書目録法入門 図書館員選書 ８ 柴田 正美／編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

7024 聖母（マドンナ）の深き淵 柴田 よしき／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7025 Ｒｉｋｏ 女神の永遠 柴田 よしき／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7026
一流リ－ダ－は「見た目」が違う 人を動かす（外見・表
情・しぐさ）から、信頼される（聞き方・話し方）まで違
う

芝孝史 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

7027 かんころもちの島で 柴田 亮子 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7028 柴田錬三郎選集１８ /随筆エッセイ集 柴田錬三郎 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7029 柴錬捕物帖 岡つ引どぶ（続） 講談社文庫 柴田 連三郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7030 宇宙の法則 後編 逆説の真理が運命を拓く 字場 稔 セルフ・ヒーリング実践研究会 17 (６ 総記 社会科学)

7031 図解国際情勢がやさしくわかる事典 芝村 和夫／著 西東社 17 (６ 総記 社会科学)

7032 うそつきエミリー ジュニア・ライブラリー 柴村 紀代／作 山本 勇一／画 大日本図書
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7033 民族の十字路ｲﾘ･ｶｼｭｶﾞﾙ シルクロード絲綢之路 司馬 遼太郎 ＮＮｋ取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

7034 街道をゆく２６ 嵯峨散歩、仙台・石巻 司馬遼太郎 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7035 街道をゆく１６ 叡山の諸道 司馬遼太郎 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

7036 街道をゆく３２ 阿波紀行、紀ノ川流域 司馬遼太郎 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

7037 街道をゆく３３ 白河・会津のみち、赤坂散歩 司馬遼太郎 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

7038 坂の上の雲五 司馬遼太郎 文藝春秋 21 (１０ 小説)



7039 近江散歩、奈良散歩 街道をゆく ２４ 司馬遼太郎 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

7040 坂の上の雲 三 司馬遼太郎 文藝春秋 21 (１０ 小説)

7041 坂の上の雲 四 司馬遼太郎 文藝春秋 21 (１０ 小説)

7042 甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち 街道をゆく ７ 司馬遼太郎 朝日新聞社 33 (２２ 文庫本)

7043 司馬遼太郎 項羽と劉邦 （上） 司馬遼太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7044 司馬遼太郎 項羽と劉邦 (中) 司馬遼太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7045 司馬遼太郎 項羽と劉邦 (下) 司馬遼太郎 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7046 司馬遼太郎 播磨灘物語 (一) 司馬遼太郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7047 司馬遼太郎 播磨灘物語 (二) 司馬遼太郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7048 司馬遼太郎 播磨灘物語 (三) 司馬遼太郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7049 司馬遼太郎 播磨灘物語 (四) 司馬遼太郎 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7050 司馬遼太郎  竜馬がゆく (六) 司馬遼太郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7051 司馬遼太郎 竜馬がゆく (四) 司馬遼太郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7052 司馬遼太郎 竜馬がゆく (三) 司馬遼太郎 文藝)春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7053 司馬遼太郎 竜馬がゆく (七) 司馬遼太郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7054 司馬遼太郎 竜馬がゆく (八) 司馬遼太郎 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7055 司馬遼太郎  竜馬がゆく (二) 司馬遼太郎 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7056 国盗り物語 後編 織田信長 司馬遼太郎 新潮社 5 (学習室)

7057 国盗り物語 前編 齊籐道三 司馬遼太郎 新潮社 5 (学習室)

7058 項羽と劉邦 （上巻） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)



7059 項羽と劉邦 （中巻） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7060 城塞  上巻 司馬遼太郎 新潮社 5 (学習室)

7061 城塞  下巻 司馬遼太郎 新潮社 5 (学習室)

7062 城塞  中巻 司馬遼太郎 新潮社 5 (学習室)

7063 司馬遼太郎 ・ 翔ぶが如く 三 司馬遼太郎 文藝春秋 5 (学習室)

7064 司馬遼太郎 ・ 翔ぶが如く 二 司馬遼太郎 文藝春秋 5 (学習室)

7065 司馬遼太郎 ・ 翔ぶが如く 一 司馬遼太郎 文藝春秋 5 (学習室)

7066 項羽と劉邦 （下巻） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7067 花 神 （四） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7068 花 神 （一） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7069 花 神 （二） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7070 花 神 （三） 司馬遼太郎 新潮社 21 (１０ 小説)

7071 おお、大砲 司馬遼太郎 中央公論社 13 (２ 県一般書)

7072 司馬遼太郎と城を歩く 司馬 遼太郎 光文社 13 (２ 県一般書)

7073 坂の上の雲 六 司馬遼太郎 文藝春秋 21 (１０ 小説)

7074
太極拳レッスン 初心者向けの１４の型で身体の中から美
しくなる らくらくブックス

地曳寛子著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

7075 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7076 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7077 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7078 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)



7079 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7080 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7081 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7082 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7083 眠る５分まえに見る本 Ｐａｒ ... 渋川 育由／編 河出書房新社

7084 ちくま日本文学全集 ０１４ 澁澤龍彦 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7085 昭和文学全集 第３１巻
澁澤龍彦、中野孝次、色川孟雄武大、金井美恵
子、青野聰、村上龍、中井英夫、三木卓、田中
小実昌、三田誠広、立松和平

小学館 24 (１３ 全集)

7086 人に嫌がられるしぐさ  人に好かれるしぐさ 渋谷昌三 ワツク株式会社 19 (８ 美術 芸術)

7087 （からだに効く）栄養成分バイブル 主婦と生活社 株式会社主婦と生活
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7088 空飛ぶ大どろぼう フォア文庫愛蔵版 渋谷 重夫／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

7089
東洋思想がわかる 〈西欧思想に比肩するアジアの叡知〉
を探究 知の探究シリーズ

渋谷 申博／ほか著 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

7090 これから１０年の生き方 「構想力」と「志」の時代 嶌 信彦／著 ザ・アール 17 (６ 総記 社会科学)

7091 「四季のことば」事典 日本人の心・おりおりの表現 嶋岡晨 大和出版 5 (学習室)

7092 ちくま日本文学全集 ０３２ 島尾敏雄 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7093 日本文学全集 ６２ 島尾敏雄・安岡章太郎・庄野潤三・吉行淳之介 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7094
東北アジア経済圏の胎動 東西接近の新フロンティア アジ
アの経済圏シリーズ ２

嶋倉 民生／編 アジア経済研究所 17 (６ 総記 社会科学)

7095 日本文学全集 ４ 島崎 藤村 新潮社 24 (１３ 全集)

7096 日本文学全集 ８ 島崎藤村 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7097 日本文学全集 ９ 島崎藤村 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7098 日本文学全集 第９巻 島崎藤村 一集 島崎藤村 集英社 24 (１３ 全集)



7099 日本文学全集 第１０巻 島崎藤村 二集 島崎藤村 集英社 24 (１３ 全集)

7100 ちくま日本文学全集 ０４９ 島崎藤村 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7101 少年少女日本文学館３ ふるさと・野菊の墓 島崎藤村  国木田独歩  伊藤左千夫 講談社 25 (１４ 児童書)

7102 昭和文学全集 第２巻 島崎藤村、泉鏡花、徳田秋聲、正宗白鳥 小学館 24 (１３ 全集)

7103
怒らない技術 Ｆｏｒｅｓｔ ２５４５ Ｓｈｉｎｓｙｏ
０１７

嶋津良智著 フォレスト出版 17 (６ 総記 社会科学)

7104 新古今和歌集を学ぶ人のために 島津 忠夫／編 世界思想社 19 (８ 美術 芸術)

7105 わが魂、売り申さず 嶋津 義忠／著 ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

7106 甲賀忍者お藍 嶋津 義忠／著 講談社 21 (１０ 小説)

7107
定年後こそ、人生の旬 加齢を華麗に生きる実践バイブル
“後半人生”開発シリーズ

島津 亘／著 創知社 17 (６ 総記 社会科学)

7108 道具の連想工作 シリーズ親と子でつくる １７ 島添 昭義／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

7109 ユーモラスなからくり シリーズ親と子でつくる ３ 島添 昭義／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

7110 バムとケロのおかいもの 島田ゆか 文渓堂 62 (２４ 絵本 西)

7111 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文渓堂 62 (２４ 絵本 西)

7112 バムとケロのにちようび 島田ゆか 文渓堂 62 (２４ 絵本 西)

7113 バムとケロのそらのたび 島田ゆか 文渓堂 6 (あのね文庫)

7114 バムとケロのもりのこや バムとケロシリーズ 島田 ゆか／作・絵 文溪堂 6 (あのね文庫)

7115 屋上の道化たち 〔御手洗潔シリーズ〕 島田荘司著 講談社

7116
星籠（せいろ）の海 下 ＴＨＥ ＣＬＯＣＫＷＯＲＫ ＣＵ
ＲＲＥＮＴ 〔御手洗潔シリーズ〕

島田荘司著 講談社

7117
星籠（せいろ）の海 上 ＴＨＥ ＣＬＯＣＫＷＯＲＫ ＣＵ
ＲＲＥＮＴ 〔御手洗潔シリーズ〕

島田荘司著 講談社

7118
新しい十五匹のネズミのフライ ジョン・Ｈ・ワトソンの
冒険

島田荘司著 新潮社 21 (１０ 小説)



7119 上高地の切り裂きジャック 島田荘司著 原書房 21 (１０ 小説)

7120 ロシア幽霊軍艦事件 島田荘司著 原書房 21 (１０ 小説)

7121 エトロフの恋 島田雅彦著 新潮社 21 (１０ 小説)

7122 バムとケロのもりのこや 島田ゆか 文溪堂 6 (あのね文庫)

7123 すぐに役立つ文書の書き方 島田 治／著 高橋書店 17 (６ 総記 社会科学)

7124 「北の国から」メモリアルアルバム 島田 和之／写真 フジテレビ出版 19 (８ 美術 芸術)

7125 短歌入門 基礎から歌集出版までの五つのステージ 島田 修三／著 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

7126 本格ミステリー宣言 ２ 島田 荘司／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

7127 秋好事件 島田 荘司／著 講談社 21 (１０ 小説)

7128 モンスターゲレンデの仲間たち 創作のとびら １５ 島田 豊子／作 藤田 ひおこ／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7129 子どもを救え！ 島田 雅彦／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7130 そして、アンジュは眠りにつく 島田 雅彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7131 流刑地より愛をこめて 島田 雅彦／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

7132 常用新用字用語辞典 新修版 島田 昌彦／編 東京書籍 5 (学習室)

7133 車いすからこんにちは あかねノンフィクション ９ 嶋田 泰子／著 風川 恭子／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7134 バムとケロとそらのたび 島田 ゆか／作 絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

7135 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか／作 絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

7136 警視庁湾岸捜査官 長編推理小説 書下ろし 島田 一男 光文社 20 (９ 小説)

7137 公安機動捜査官 長編推理小説 書下ろし 島田 一男 光文社 20 (９ 小説)

7138 新・科学捜査官 長編推理小説 書下ろし 島田一男 光文社 20 (９ 小説)



7139 広域捜査官 カッパ・ノベルス 島田 一男 光文社 20 (９ 小説)

7140 遊撃捜査官 カッパ・ノベルス 島田 一男 光文社 20 (９ 小説)

7141 飛鳥のガラスの靴 長編推理小説 書下ろし 島田 荘司 光文社 20 (９ 小説)

7142 ら抜き言葉殺人事件 長編推理小説 島田 荘司 光文社 20 (９ 小説)

7143
アニメ絵本 かんからさんしん 沖縄戦を生きぬいた子ども
たちに

嶋津与志/原作 理論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7144 島根県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 島根県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

7145 星野仙一決断のリーダー論 島村俊治著 ゴマブックス 19 (８ 美術 芸術)

7146 ココデナイドコカ 島村洋子著 祥伝社

7147 家族善哉 島村洋子著 講談社 21 (１０ 小説)

7148 色ざんげ 島村洋子著 新潮社 21 (１０ 小説)

7149 ひみつの花園 島村 洋子／著 角川書店

7150 リトル・バイ・リトル 島本理生著 講談社 21 (１０ 小説)

7151 バスストップの消息 嶋本 達嗣／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7152 おもいだすんだミミのこと あつまれ１年生 ９ 島谷 邦子／作 田中 秀幸／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

7153 水彩画・光と影のテクニック
マリリン・シマンドル／著 ルイス・Ｂ・リー
マン／編 宮本 秀子／訳

グラフィック社 19 (８ 美術 芸術)

7154 つきよに魔女がとんできた スピカみんなのえほん 清水 達也／文 熊谷 厚子／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

7155 火くいばあ おはなし名作絵本１４ 清水 達也／文 福田 庄助／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

7156
のぼれのぼれアプト式きかんしゃ ニュース絵本シリーズ
３

清水 達也／作 津田 光郎／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

7157 ぼくたちのいちょうの木 絵本・こどものひろば 清水 道尾／文 福田 岩緒／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

7158 かえってきた小おに えほん・ドリームランド ３０ 清水 道尾／作 鈴木 義治／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)



7159 遺言をのこしなさい 講談社ニューハードカバー 清水勇男執筆 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

7160
赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド ０歳からのネン
ネトレーニング

清水悦子著 神山潤監修 かんき出版 19 (８ 美術 芸術)

7161 青に候 志水辰夫著 新潮社 21 (１０ 小説)

7162 生きいそぎ 志水辰夫著 集英社 21 (１０ 小説)

7163 負け犬 志水辰夫著 講談社 21 (１０ 小説)

7164 きのうの空 志水辰夫著 新潮社 21 (１０ 小説)

7165 ２１世紀の平和を考えるシリーズ ３ 地雷 清水俊弘文 大貫美佐子監修 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7166
ウイルスの正体を捕らえる ヴェーロ細胞と感染症 朝日選
書 ６６１

清水文七著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7167 読み違え源氏物語 清水義範著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7168 バードケージ 清水義範著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

7169 笑う霊長類 清水義範著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7170
世界と日本の動物園を歩く その美学的愉しみ ワールド・
スケッチ

清水 あずみ／文・絵 アリアドネ企画
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7171 先生知らないの？ 清水 有生／脚本 大寺 茉莉絵／ノベライズ 日本文芸社 20 (９ 小説)

7172 仕手株地獄 清水 一行／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7173 かぶとむしくわがたのかいかた 自然とあそぼう ６ 清水 潔／著 実業之日本社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7174 家の近くの植物 なんでもウォッチング 清水 清／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7175 食虫植物のひみつ 科学のアルバム １９ 清水 清／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7176 植物は動いている 科学のアルバム ８２ 清水 清／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7177 たまごのひみつ 科学のアルバム ４５ 清水 清／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7178 冬をすごす植物 なんでもウォッチング 清水 清／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



7179 町や公園の木 なんでもウォッチング 清水 清／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7180 敬語の使い方が３時間でマスターできる 清水 省三／著 有村 伊都子／著 明日香出版社 17 (６ 総記 社会科学)

7181 虹物語 志水 辰夫／著 集英社 21 (１０ 小説)

7182 冬の巡礼 志水 辰夫／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7183 ふしぎ発見！いい本見つけた １
清水 達也／編 佐藤 早苗／編 砂川 しげひさ
／絵

星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7184 ふしぎ発見！いい本見つけた ２
清水 達也／編 佐藤 早苗／編 砂川 しげひさ
／絵

星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7185 いちばんつよい子だあれ？ 草炎社新こども文庫 ７ 清水 達也／作 ふりや かよこ／絵 草炎社

7186
遠い風のなかで ひくまの出版創作童話 はばたきシリーズ
２０

清水 達也／作 狩野 富貴子／絵 狩野 ふきこ
／絵

ひくまの出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7187 かな表現字典 清水 透石／編 二玄社 5 (学習室)

7188
ぼくたちワンワン・レスキューたい 新・ともだちぶんこ
１１

清水 友子／作 岡本 美子／絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7189 夫は定年（うろうろ）妻はストレス（いらいら） 清水 博子／著 青木書店 17 (６ 総記 社会科学)

7190 やさしさの坂道 心にのこる文学 ２１ 清水 宏子／著 佐藤 真紀子／画 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7191 きょうりゅう １ そのなかまたち 絵本のおくりもの 清水 勝／絵 千地 万造／解説 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7192 きょうりゅう ２ そのなかまたち 絵本のおくりもの 清水 勝／絵 千地 万造／解説 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7193 りょうくん スピカ絵本の森 清水 道尾／作 山内 ふじ江／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

7194 おっと先生とひみつ 文研の創作えどうわ ５２
清水 道尾／作 つお みちこ／絵 津尾 美智子
／絵

文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

7195
生のための学校 デンマークで生れたフリースクール
「フォル 改訂新版

清水 満／編著 新評論 17 (６ 総記 社会科学)

7196 野生ウマの生活 科学のアルバム １１ 清水 洋香／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7197 本番いきま～す 清水 義範／著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

7198 １２皿の特別料理 清水 義範／著 角川書店 21 (１０ 小説)



7199 騙し絵日本国憲法 清水 義範／著 集英社 21 (１０ 小説)

7200
新築物語 または、泥江竜彦はいかにして借地に家を建 Ｋ
ＡＤＯＫＡＷＡ新文芸

清水 義範／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7201 名前がいっぱい 清水 義範／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7202 日本ジジババ列伝 清水 義範／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

7203 春高楼の 清水 義範／著 講談社 21 (１０ 小説)

7204 バールのようなもの 清水 義範／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7205
出会つてい分で相手の心をつかみなさい 人づき合いが上
手に成る話し方

清水克彦 かんき出版 19 (８ 美術 芸術)

7206 大和の石仏 清水俊明 創元社 19 (８ 美術 芸術)

7207 世界の名景 ベスト５０ 保存版 清水 勝 ／発行者 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

7208 ビジネスマンのためのメンタルタフネス
ジム・レ－ヤ－/ピ－タ-・マクラフリン 高木
ゆかり/訳

ＴＢＳ・ブリタニカ 17 (６ 総記 社会科学)

7209 源平時代人物関係写真集 清盛 頼朝 義経 義仲 志村 有弘／解説撮影 勉誠社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7210 くるまのねだんのえほん 志村直人 株式会社くもん 62 (２４ 絵本 西)

7211 １歳のうたとおはなし 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 志村洋子／監 講談社 63 (２５ 絵本 南)

7212
地球にやさしい生活術 緑の惑星を守るために、あなたが
今日からで

ジョン・シーモア／著 ハーバート・ジラード
／著 〓田 栄作／監訳

ＴＢＳブリタニカ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7213 はいぬしま 下井 葉子／著 講談社 21 (１０ 小説)

7214 一日私服登校 先生 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 ２０ 下川 博／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7215
好きになっちゃったバリ 不思議島ドタバタ見聞録 アジア
楽園マニュアル

下川 裕治／編・著 ウエンズデイ／編・著 双葉社 13 (２ 県一般書)

7216
好きになっちゃった香港 好奇心全開シティ観察隊 アジア
楽園マニュアル

下川 裕治／編・著 ウエンズデイ／編・著 双葉社 13 (２ 県一般書)

7217 勝海舟（1） 黒船渡来 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7218 勝海舟（2 ） 咸臨丸渡米 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



7219 勝海舟（3 ）長州征伐 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7220 勝海舟（4 ）大政奉還 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7221 勝海舟（5 ）江戸開城 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7222 勝海舟（6 ）明治新政 子母沢寛 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7223 家族という病 幻冬舎新書  し－１０－１ 下重暁子著 幻冬舎 09 (新刊書)

7224 いつだってもうひと花 素敵に老いる心支度 下重 暁子／著 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7225 ぞうのこどもがみたゆめ よい子に読み聞かせ隊の絵本 ７ 志茂田 景樹／作 柴崎 るり子／絵 Ｋｉｂａ Ｂｏｏｋ 61 (２３ 絵本 北)

7226 やさいさんごめんね よい子に読み聞かせ隊の絵本 ８ 志茂田 景樹／作 石川 あゆみ／絵 ＫＩＢＡ ＢＯＯＫ 61 (２３ 絵本 北)

7227
ひかりの二じゅうまる 改訂版 よい子に読み聞かせ隊の絵
本 ２

志茂田景樹／作 石川 あゆみ／絵 Ｋｉｂａ Ｂｏｏｋ 61 (２３ 絵本 北)

7228 ぼくはほしのこ よい子に読み聞かせ隊の絵本 ６ 志茂田 景樹／作 柴崎 るり子／絵 Ｋｉｂａ Ｂｏｏｋ 61 (２３ 絵本 北)

7229 タンポポタヌキ、もりのタネ。 下田 智美／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

7230 みやけ島のいのり 志茂田景樹作 柴崎るり子絵 Ｋｉｂａ Ｂｏｏｋ
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7231
サケのりんたろう 読書ルネッサンス２１・童話シリーズ
２

志茂田景樹作 柴崎るり子絵 Ｋｉｂａ Ｂｏｏｋ
30 (１９ 読み物 中学
年)

7232 ぶたラッパ そうえんしゃ日本のえほん 下田昌克 谷川俊太郎 そうえん社 62 (２４ 絵本 西)

7233 世界大百科事典 １ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7234 世界大百科事典 １０ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7235 世界大百科事典 １１ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7236 世界大百科事典 １２ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7237 世界大百科事典 １３ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7238 世界大百科事典 １４ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)



7239 世界大百科事典 １５ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7240 世界大百科事典 １６ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7241 世界大百科事典 １７ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7242 世界大百科事典 １８ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7243 世界大百科事典 １９ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7244 世界大百科事典 ２ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7245 世界大百科事典 ２０ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7246 世界大百科事典 ２１ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7247 世界大百科事典 ２２ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7248 世界大百科事典 ２３ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7249 世界大百科事典 ２４ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7250 世界大百科事典 ３ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7251 世界大百科事典 ４ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7252 世界大百科事典 ５ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7253 世界大百科事典 ６ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7254 世界大百科事典 ７ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7255 世界大百科事典 ８ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7256 世界大百科事典 ９ 下中邦彦 編集 平凡社 5 (学習室)

7257 イスラム事典 下中弘/編集兼発行者 平凡社 5 (学習室)

7258
こんなとき子どもにこの本を あなたの子育てに確かなヒ
ントを与える１１ 最新増補版

下村 昇／編 自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)



7259 下村式小学国語学習辞典 下村 昇／編著 偕成社 5 (学習室)

7260 漢ピュー太君の漢字絵事典 １ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7261 漢ピュー太君の漢字絵事典 ２ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7262 漢ピュー太君の漢字絵事典 ３ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7263 漢ピュー太君の漢字絵事典 ４ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7264 漢ピュー太君の漢字絵事典 ５ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7265 漢ピュー太君の漢字絵事典 ６ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7266 漢ピュー太君の漢字絵事典 ７ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7267 漢ピュー太君の漢字絵事典 ８ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7268 漢ピュー太君の漢字絵事典 ９ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7269 漢ピュー太君の漢字絵事典 １０ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7270 漢ピュー太君の漢字絵事典 １１ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7271 漢ピュー太君の漢字絵事典 １２ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7272 漢ピュー太君の漢字絵事典 １３ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7273 漢ピュー太君の漢字絵事典 １４ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7274 漢ピュー太君の漢字絵事典 １５ 下村式 下村 昇／編著 岩田 くみ子／絵 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7275 この人を見よ 下村湖人 財団法人田澤記念館
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7276 少年少女日本文学館２５ 次郎物語 下村湖人 講談社 25 (１４ 児童書)

7277 おさわがせさいのライノー
霜山 徳爾／原案 おの りえん／文 小野 かお
る／絵

偕成社 61 (２３ 絵本 北)

7278 きょうから体育が好きになる！ さかあがり／一輪車 下山真二著 鈴木出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



7279 気象予報のための天気図のみかた 下山 紀夫／著 東京堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7280
こっちにおいでデイジー！ 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

ジェーン・シモンズさく 小川仁央やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

7281 風の足跡 福音館日曜日文庫 謝 孝浩／著 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7282 くらやみ城の冒険 ミス・ビアンカシリーズ  １
マージェリー・シャープ作 渡辺茂男訳 ガー
ス・ウィリアムズ絵

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7283 流通のしくみ 見る・読む・わかる 最新版 入門の入門 社会文化システム研究所ＶＡ ... 日本実業出版社 19 (８ 美術 芸術)

7284 日本国憲法 サピオブックス 「写楽」編集部／編集 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

7285
アメリカ・インディアン 奪われた大地 「知の再発見」双
書 ２０

フィリップ・ジャカン／著 森 夏樹／訳 創元社 24 (１３ 全集)

7286
カワと７にんのむすこたち クルドのおはなし 日本傑作絵
本シリーズ

アマンジ・シャクリー文 野坂悦子文 おぼまこ
と絵

福音館書店

7287 宇宙天文大事典 ジャン・オドゥ－ズほか/原著者 旺文社 7 (大型本)

7288 たのしい発明教室 社団法人 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7289 奈良町の「会所」」の歴史と現况 社団法人奈良まちづくりセンタ 社団法人奈良まちづくりセンタ 12 (１ 郷土資料)

7290 日本の祭-やまとの心 社団法人日本地方新聞協会/編纂 社団法人日本地方新聞協会 7 (大型本)

7291 チャレンジ アイデア工作 身の周りの物でつくるくふう 社団法人 発明協会 社団法人 発明協会 17 (６ 総記 社会科学)

7292
超古代遺跡と異星文明の謎 宇宙から来た神々がもたらし
た太古超文明の秘密

モーリス・シャトラン著 南山宏訳 日本文芸社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7293
ハリー・ポッターともうひとりの魔法使い 作家Ｊ．Ｋ．
ローリングの素顔

マーク・シャピロ著 鈴木彩織訳 メディアファクトリー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7294 ゴッホ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 マイヤー・シャピロ／著 黒江 光彦／訳 美術出版社 7 (大型本)

7295 セザンヌ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 マイヤー・シャピロ／著 黒江 光彦／訳 美術出版社 7 (大型本)

7296 いじわるブライアン スクールバスのなかまたち ２
マージョリー・シャーマット／作 アンド
リュー・シャーマット／作 乾 侑美子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7297 きえたねこをさがせ スクールバスのなかまたち ３
マージョリー・シャーマット／作 アンド
リュー・シャーマット／作 乾 侑美子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7298 マルーラの村の物語
ラフィク・シャミ／著 いずみ ちほこ／訳 泉
千穂子／訳

西村書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



7299 ニーベルンゲンの宝 岩波少年文庫復刻版 Ｇ．シャルク／編 相良 守峯／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

7300 大草原のちいさなオオカミ 姜 戎／作 唐 亜明・関野 喜久子／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7301 記号の歴史 「知の再発見」双書 ３９ ジョルジュ・ジャン／著 田辺 希久子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

7302 文字の歴史 「知の再発見」双書 ０１ ジョルジュ・ジャン／著 高橋 啓／訳 創元社 24 (１３ 全集)

7303
三星堆・中国古代文明の謎 史実としての『山海経』 あじ
あブックス ００３

徐 朝竜／著 大修館書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7304 チャレンジ！どうぶつ占い 周明蘭著 ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7305 短編工場 集英社文庫  特４－１８

集英社文庫編集部編 浅田次郎著 伊坂幸太郎著
石田衣良著  荻原浩著  奥田英朗著  乙一著
熊谷達也著  桜木紫乃著  桜庭一樹著  道尾秀
介著  宮部みゆき著  村山由佳著

集英社

7306 短編復活 集英社文庫 集英社文庫編集部編 集英社

7307
とらぬたぬきのペア旅行 わらい・お金・地域のことわざ
童話集 ことわざ童話館 ６

じゅうしまつ／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7308 少年少女世界文学館１９ 十五少年漂流記 ジュール＝ベルヌ 講談社 25 (１４ 児童書)

7309 最新・基本パソコン用語事典 秀和システム第一出版編集部編 秀和システム 17 (６ 総記 社会科学)

7310 最新和英口語辞典 マーク・ジュエル／編 羽鳥 博愛／編 朝日出版社 5 (学習室)

7311 冷凍食品の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ
シュガーレディ／編 シュガーレディ新商品開
発室／編

三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7312 熟年シングルライフの達人 熟年シングルライフネットワーク編 有楽出版社 17 (６ 総記 社会科学)

7313 海が死んだ日 オットー・シュタイガー／著 高柳 英子／訳 リブリオ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7314 がんばれクリーキー 世界こどもの文学
Ａ・シュタイナー／作 塩谷 太郎／訳 長沢 雅
子／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7315 クリーキーと９わの子どもたち 世界こどもの文学
アレクシス・シュタイナー／作 塩谷 太郎／訳
ながさわまさこ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7316 日本の出版社 １９９４ 全国出版社名簿 出版年鑑編集部／編集 出版ニュース社 5 (学習室)

7317 ノーベル賞受賞者にきく子どものなぜ？なに？ ベッティーナ・シュティーケル編 畔上司訳 主婦の友社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7318 南の国へおもちゃの旅
ハンス・ウルリッヒ・シュテ ... 佐々木 田鶴
子／やく ささき たづこ／やく

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)



7319
記憶の魔法 「世界記憶力選手権」チャンピオンがこっそ
り明かす！

クリスチアーネ・シュテンガー著 西浦貴浩訳 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

7320 事故係生稲昇太の多感 首藤瓜於著 講談社 21 (１０ 小説)

7321 脳男 首藤瓜於著 講談社 21 (１０ 小説)

7322 つりにいこうよ
メアリー＝シュトルツ／作 パット＝カミング
ス／絵 鴻巣 友季子／訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7323 地球温暖化で何が起こるか サイエンス・マスターズ １０
スティーヴン・シュナイダー／著 田中 正之／
訳

草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7324 戦場のピアニスト ウワディスワフ・シュピルマン著 佐藤泰一訳 春秋社 19 (８ 美術 芸術)

7325 初めてのやきもの作り 私だけの器を楽しむ 孔雀ブックス 主婦と生活社／編 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

7326 医者がすすめる手づくりの家庭秘薬 主婦と生活社／編 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7327
すぐ覚えられる手話 語源で覚える、形で覚える 単語を増
やして ひと目でわかる！図解

主婦と生活社／編 主婦と生活社 17 (６ 総記 社会科学)

7328
中高年からの健康ウォーキング 楽しみながら、ストッ
プ・ザ・生活習慣病 ひと目でわかる！図解

主婦と生活社／編 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7329
すぐ使える手話 ひと目でわかる！図解 例文で覚えるあい
さ

主婦と生活社／編 主婦と生活社 17 (６ 総記 社会科学)

7330
熱帯魚と水草ベストカタログ ひと目でわかる！図解 人気
１８２種の詳細

主婦と生活社／編 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

7331
症状・病気別薬効のある野菜・山野草 ひとめでわかる！
図解 治癒力が格段と高ま

主婦と生活社／編 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7332
室内で楽しむ花 草花・花木の特徴と育て方がわかる 新編
ホーム園芸

主婦と生活社／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

7333
ひと目でわかる！図解・症状・病気別からだ に合った漢
方薬選び 家庭でできる安心治療

主婦と生活社／編 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7334
老人介護の安心百科 図解 介護者の悩みと不安にこたえる
本

主婦と生活社／編 主婦と生活社

7335

あつあつ！人気のなべもの１０１ 決定版 定番なべからア
イディアなべまで手早く、おいしく！ 水炊き、しゃぶ
しゃぶ、寄せなべから豆乳なべ、キムチなべ、ブイヤベー
スまで、毎日食べたいなべが満載！ 主婦の友ベストＢＯ
ＯＫＳ

主婦の友社編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7336
決定版１４００ｋｃａｌやせるレシピ やせる料理の組み
合わせがわかる。おいしい低カロリーレシピがいっぱい！
主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ

主婦の友社編 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

7337
決定版毎日のおべんとう 毎朝のおべんとう作りがラクに
なる！ 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ

主婦の友社編 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

7338
さし木・とり木・つぎ木 ふやし方のコツが一目でわか
る！

主婦の友社編 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)



7339
介護なんでも１１０番 すぐわかる！必ず役立つ！ 介護保
険から家庭リハビリ、介護用品、介護施設まで

主婦の友社編 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

7340
冠婚葬祭・贈答の表書きとマナー ひと目でわかる表書き
の知識 結婚のお祝い 主婦の友マナーＢＯＯＫＳ

主婦の友社／編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7341 胃を切った人の食事と食べ方 主婦の友社／編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7342 胆石・膵炎の食事と食べ方 主婦の友社／編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7343
とびきりかわいい！赤ちゃん服 オールシーズン ひとつの
パターンでいろん

主婦の友社／編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7344 花粉症 治った！驚いた！この方法！ くしゃみ、鼻 主婦の友社／編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7345
作りおきスイーツ 一度作ればまいにちほっこり。戸棚の
奥のとっておき。

主婦の友社編 主婦の友社

7346
簡単おりがみ大百科  永久保存版 人気の１５０作品  幼
児から大人＆お年寄りまで 主婦の友ベストＢＯＯＫＳ

主婦の友社編 主婦の友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7347
作りおきそうざい ほかほかはもちろん、時間がたつほど
こっくりおいしい。

主婦の友社編 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7348 孫育てじょうず 幸せ祖父母になるためのアドバイス 主婦の友社編 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

7349 げんきをだしてウィリアム 世界の絵本ライブラリー
ヒッテ・スペー／作 野坂 悦子／訳 のざか え
つこ／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

7350 イエスの復活 小説
エリック＝エマニュエル・シュミット著 阪田
由美子訳

日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7351
レベル４ ２ 再び子どもたちの街へ 新しい世界の文学 １
０

アンドレアス・シュリューター作 若松宣子訳
小林ゆき子絵

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7352 海底二万里 ジュ－ル・ヴェルヌ 江口清/訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7353 ゆき ユリ・シュルヴィッツ作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房

7354 たからもの ユリ・シュルヴィッツ作 安藤紀子訳 偕成社

7355 ねむいねむいおはなし ユリ・シュルヴィッツさく さくまゆみこやく あすなろ書房

7356 ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房

7357 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

7358 よあけ 世界傑作絵本シリーズ  アメリカの絵本
ユリー・シュルヴィッツ／作・画 瀬田 貞二／
訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



7359 スヌーピーのおべんとう絵本
チャールズ・Ｍ．シュルツ原作 ジューン・
ダットン料理 谷川俊太郎訳

復刊ドットコム
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7360 ドクター・スヌーピーの犬の気持ちがわかる本 チャールズ・Ｍ・シュルツ／絵 鷺沢 萠／訳 講談社 19 (８ 美術 芸術)

7361 タドルクリーク郵便局 原本ほるぷ世界の絵本 ユリ・シュルビィッツ／絵 Farrar Straue Giroux 5 (学習室)

7362 よあけ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ユリー・シュルヴィッツ／作・画 瀬田 貞二／
訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7363 ラウラとふしぎなたまご 大型絵本 ビネッテ・シュレーダー文絵 ささきたづこ訳 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

7364 ブライアンとトラクターのマクス 原本ほるぷ世界の絵本 ビネッテ・シュレーダー／絵 Nord-Sud 5 (学習室)

7365 象とふくろう かたつむり文庫 ネパール
シャム・ラル・シュレスタ／ ... 青木 久子／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

7366 精神と物質 意識と科学的世界像をめぐる考察 改訂版
エルヴィン・シュレーディン ... 中村 量空／
訳

工作舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7367
もぐらシスターズすてきなおつきさま なかよしもぐらシ
スターズ １

ロスリン・シュワルツ作絵 石津ちひろ訳 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

7368
中国の健康家庭薬膳 かんたんで太らない 健康生活ＢＯＯ
ＫＳ ９

熊 仲群／著 朝日ソノラマ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7369 るすばんジョージちいさくなる
ウィリアム・ジョイス／作 中川 千尋／訳 な
かがわ ちひろ／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

7370 世界文学全集 ４６ ジョイス・コンラッド 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7371 姉妹の選択 アメリカ女性文学の伝統と変化 Ｅ．ショウォールター／著 佐藤 宏子／訳 みすず書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7372 知的障害者の恋愛と性に光を 障害者の生と性の研究会／編著 かもがわ出版 17 (６ 総記 社会科学)

7373 日本の歴史館 小学館 小学館 5 (学習室)

7374 故事ことわざの辞典 尚学図書／編集 小学館 5 (学習室)

7375
上手な老い方 金の巻 サライ・インタビュー集 Ｓｅｒａ
ｉ ｂｏｏｋｓ

サライ編集部編 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7376
上手な老い方 空の巻 サライ・インタビュー集 Ｓｅｒａ
ｉ ｂｏｏｋｓ

小学館／編 サライ編集部／編 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7377
まちがいやすい同音語使い方の読本 小学館ライブラリー
１１９

小学館／編 小学館 19 (８ 美術 芸術)

7378 みんなで生き抜く防災術 小学館防災チーム 小学館 17 (６ 総記 社会科学)



7379 そして今日も川は流れる 心にのこる文学 ２３ 生源寺 美子／作 藤本 四郎／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7380 雪ぼっこ物語 フォア文庫愛蔵版 生源寺 美子／作 童心社 25 (１４ 児童書)

7381 建築大辞典 第２版 普及版 彰国社／編 彰国社 5 (学習室)

7382 オール・ユー・ニード・イズ・ラブ 小路 幸也 集英社 21 (１０ 小説)

7383 子どもことわざ辞典 ことばはともだち 庄司和晃監修 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7384
なんたって『ショージ君』 東海林さだお入門 東海林さだ
お自選

東海林さだお著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7385 ヒア・カムズ・ザ・サン 東京バンドワゴン  〔１０〕 小路幸也著 集英社

7386 スターダストパレード 小路幸也著 講談社 21 (１０ 小説)

7387 フロム・ミー・トゥ・ユー 東京バンドワゴン  〔８〕 小路幸也著 集英社 21 (１０ 小説)

7388 あっ、流れ星！ たくさんのふしぎ傑作集 庄司 絵里子／文 村上 康成／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7389 アイウエオの陰謀 東海林 さだお／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7390 核融合・原子力発電 サイエンスコミック ２
庄司 多津男／責任編集 羽絵 かげひこ／シナ
リオ 熊谷 さとし／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7391 結婚ごっこ 東海林 のり子／著 ホーム社 17 (６ 総記 社会科学)

7392 滞日外国人と人権 上智大学社会主義研究所 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

7393 ないしょだよ。 おはなしさいた １ 正道 かほる／文 村上 康成／絵 アリス館
31 (２０ 読み物 高学
年)

7394 チカちゃん 正道 かほる／作 曽我 舞／画 童心社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7395 篆書字典 説文解字 城南山人／編 木耳社 5 (学習室)

7396 メジロの来る庭 庄野潤三著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7397 天辻峠 時代小説 城野隆著 祥伝社 21 (１０ 小説)

7398 妖怪の図 城野隆著 新人物往来社 21 (１０ 小説)



7399 萌神分魂譜 笙野頼子著 集英社 21 (１０ 小説)

7400 やさしい木曽馬 新編・絵本平和のために ３ 庄野 英二／文 斉藤 博之／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

7401 せきれい 庄野 潤三／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7402 貝がらと海の音 庄野 潤三／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7403 散歩道から 庄野 潤三／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7404 時ノアゲアシ取リ 笙野頼子窯変小説集 笙野 頼子／著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

7405 母の発達 笙野 頼子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

7406 増殖商店街 笙野 頼子／著 講談社 21 (１０ 小説)

7407 極楽 笙野頼子・初期作品集 １ 笙野 頼子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

7408 夢の死体 笙野頼子・初期作品集 ２ 笙野 頼子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

7409 消費者教育事典 消費者教育支援センター／編 有斐閣 5 (学習室)

7410
痛みのレディスクリニック 生理痛・頭痛とじょうずにつ
きあう 健康ライブラリー

上坊敏子著 五十嵐久佳著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7411 阪神・淡路大震災の記録 １ 消防庁 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

7412 阪神・淡路大震災の記録 ２ 消防庁 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

7413 阪神・淡路大震災の記録 ３ 消防庁 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

7414 阪神・淡路大震災の記録 ４ 消防庁 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

7415 犬を真面目に考える 行動学からみた犬のしつけ ジョエル・ドゥハッス 渡辺格/訳 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

7416 ちびっこひぐま
ジョン・ショーエンヘール／作 工藤 直子／訳
くどう なおこ／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

7417 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 千葉茂
樹訳

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7418 世界文学全集 ６１ ショーロホフ 筑摩書房 24 (１３ 全集)



7419 世界文学全集 ６２ ショーロホフ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7420 世界文学全集 ６３ ショーロホフ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7421 酸性雨から地球を守ろう ６ 私たちの地球休を守ろう
ジョーン・ベインズ／作 不破 敬一郎／監修
小田 英智／訳・解説

偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7422
職場の女性１１０番 Ｑ＆Ａ 知っておきたい働く女性の権
利 １１０番シリーズ ６

職場の女性問題研究会／編 民事法研究会 17 (６ 総記 社会科学)

7423 図説花と樹の大事典 植物文化研究会／編 柏書房 5 (学習室)

7424 お弁当 おかあさんがつくったアレルギーっ子のレシ ピ
食物アレルギーの子を持つ親 ... 食物アレル
ギーの子を持つ親 ...

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7425
おやつとパン おかあさんがつくったアレルギーっ子のレ
シ ピ

食物アレルギーの子を持つ親 ... 食物アレル
ギーの子を持つ親 ...

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7426
毎日の食事 おかあさんがつくったアレルギーっ子のレシ
ピ

食物アレルギーの子を持つ親 ... 食物アレル
ギーの子を持つ親 ...

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7427 塩分１日６ｇの和風献立 バランス献立シリーズ ５ 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7428
マタニティーダイエット 初めての赤ちゃん食事シリーズ
１

女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

7429 食事でカルシウムをとる 骨粗鬆症を防ぐために 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7430 食事でカロチンをとる ガンを防ぐために 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7431 食事で食物繊維をとる 成人病を防ぐために 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7432 食事で鉄分をとる 貧血を防ぐために 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7433 食事でビタミンＥをとる 老化を防ぐために 女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7434 全国図書館案内 上 改訂新版 書誌研究懇話会／編 三一書房 12 (１ 郷土資料)

7435 全国図書館案内 下 改訂新版 書誌研究懇話会／編 三一書房 12 (１ 郷土資料)

7436 全国図書館案内 補遺 書誌研究懇話会／編 三一書房 12 (１ 郷土資料)

7437 狼とくらした少女ジュリー
ジーン・クレイグヘッド・ジ ... ジョン・
ショーエンヘール／挿絵 西郷 容子／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7438
１時間でできる！かわいい小物 あまり布も素敵に変身！
手縫いですぐでき、すぐに使えるプチおしゃれアイテムが
いっぱい

女子アーティスト手芸部著 高橋由美著 カミモ
トリサ著  にしようこ著

ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



7439 かあさん、わたしのことすき？
バーバラ・ジョシー バーバラ・ラヴァレー わ
たなべいちえ

偕成社 62 (２４ 絵本 西)

7440
ぞうくんのクリスマスプレゼント ぞうくんのちいさなど
くしょ  ３

セシル・ジョスリン作 レナード・ワイスガー
ド絵 こみやゆう訳

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

7441
ぞうくんのすてきなりょこう ぞうくんのちいさなどく
しょ  ２

セシル・ジョスリン作 レナード・ワイスガー
ド絵 こみやゆう訳

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

7442
ぞうくんのはじめてのぼうけん ぞうくんのちいさなどく
しょ  １

セシル・ジョスリン作 レナード・ワイスガー
ド絵 こみやゆう訳

あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

7443
家づくり「気分一新」のリフォーム Ｋｏｄａｎｓｈａ ｓ
ｏｐｈｉａ ｂｏｏｋ ｓ

女性建築技術者の会／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7444 講座女性学 ３ 女性学研究会／編 勁草書房 17 (６ 総記 社会科学)

7445 あなたも金持になれる ジョセフ・マ－フィ－ 和田次郎/訳 産業能率大学出版部 17 (６ 総記 社会科学)

7446 人生に勝利する ジョセフ・マ－フィ－/著 山本光伸/訳 産業能率大学出版部 17 (６ 総記 社会科学)

7447 世界の神話 主題別事典 マイケル・ジョーダン／著 松浦 俊輔／ほか訳 青土社 16 (５ 宗教 歴史)

7448 少年少女世界文学館４ ガリバー旅行記 ジョナサン＝スウィフト 講談社 25 (１４ 児童書)

7449
光の旅かげの旅 評論社の児童図書館・絵本の部屋  しか
け絵本の本棚

アン・ジョナス／作 内海 まお／訳 評論社 61 (２３ 絵本 北)

7450 風のうた かたつむり文庫 ニュージーランド
シェリル・ジョーダン／文・絵 片山 和子／訳
平野 東海子／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

7451 ぼくのサイ ジョン・エイジー 作 青山 南 訳 光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

7452 三びきのコブタのほんとうの話 いくしま さちこ ジョン・シェスカ レイン・スミス  絵 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

7453 五十が怖い 上 エリカ・ジョング／著 亀井 よし子／訳 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7454 五十が怖い 下 エリカ・ジョング／著 亀井 よし子／訳 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7455 ネイティブ・アメリカン聖なる言葉 宇宙の響きを聴け
ブラックウルフ・ジョーンズ／著 ジーナ・
ジョーンズ／著 加藤 諦三／訳・解説

大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

7456 魔女集会通り２６番地
ディアナ＝ウィン＝ジョーン ... 掛川 恭子／
訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7457 拳闘士の休息 トム・ジョーンズ／著 岸本 佐知子／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7458 チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン著 門田美鈴訳 扶桑社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



7459 ゴハおじさんのゆかいなお話 エジプトの民話

デニス・ジョンソン‐デイヴィーズ／再話 ハ
グ‐ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ／
絵 ハーニ・エル‐サイード・アハマド／絵
千葉 茂樹／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7460 暮らしのならわし十二か月 白井明大文 有賀一広絵 長田なお伝統文化監修 飛鳥新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7461 海の貝 科学のアルバム ４２ 白井 祥平／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7462 サンゴ礁の世界 科学のアルバム ４１ 白井 祥平／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7463 ちくま日本文学全集 ０５０ 白井喬二 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7464 おとうさんといっしょに こどものとも傑作集 ９６ 白石 清春／作 いまき みち&西村 繁男／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7465 海のサムライたち 白石一郎著 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7466 東海道をゆく 十時半睡事件帖 白石一郎著 講談社 21 (１０ 小説)

7467 蒙古襲来 歴史よもやま話 白石一郎著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7468 一瞬の光 白石一文著 角川書店 21 (１０ 小説)

7469 南海放浪記 白石 一郎／著 集英社 21 (１０ 小説)

7470 孤島物語 白石 一郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7471 ちいさな衝動 白石 公子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7472 図説  日本の古典 第14巻 芭蕉・蕪村 芭蕉・蕪村 白石悌三/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

7473 野ブタ。をプロデュースシナリオＢＯＯＫ 白岩玄原作 木皿泉脚本 日本テレビ放送網

7474
世界のおもしろ地形 その不思議な姿のナゾに迫る！ 子供
の科学★サイエンスブックス

白尾元理著 誠文堂新光社

7475 十二月のひまわり 白川道著 講談社 21 (１０ 小説)

7476 天国への階段 上 白川道著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

7477 天国への階段 下 白川道著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

7478 字訓 普及版 新装版 白川 静／著 平凡社 5 (学習室)



7479 字統 普及版 新装版 白川 静／著 平凡社 5 (学習室)

7480 海は涸（かわ）いていた 新潮ミステリー倶楽部 白川 道／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7481 中国古代の民俗 白川静 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7482 またたびねこまつり どうわがいっぱい ２８ 白阪 実世子／作 荒井 良二／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7483 森鴎外 もう一つの実像 歴史文化ライブラリー ３９ 白崎 昭一郎／著 吉川弘文館 19 (８ 美術 芸術)

7484 ケアマネジャ－ 養成テキストブック 白澤 正和／編著 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

7485
楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ

白數哲久監修 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7486 鬼の呼び声 能物語 平凡社名作文庫 ９ 白州正子 平凡社 25 (１４ 児童書)

7487 あそんで学ぶディジタル 白土 義男／著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7488 ゆきおとこのバカンス 日産自動車 白鳥 洋一／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

7489
体を悪くするメニューよくするメニュー 食べ合わせ法い
ままで言わなかった新常識 重大事項版 Ｓｅｉｓｈｕｎ
ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

白鳥 早奈英／著 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7490 人形がかぞえる子もりうた 草炎社新こども文庫 ８ 白根 厚子／作 遠藤 てるよ／絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7491 ぼくの学校、ゆうれい学校！ 草炎社新こども文庫 ３ 白根 厚子／作 宮崎 耕平／絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7492 魔女ばあちゃんをおえ！ 新日本にじの文学 ２０ 白根 厚子／作 福田 岩緒／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7493 日本百名山 白籏 史朗／編 山岳写真の会「白い峰」／著 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

7494 高山植物の一年 科学のアルバム ３１ 白籏 史朗／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7495 地図で訪ねる歴史の舞台-日本-最新版 白浜睦男/著作者 帝国書院 13 (２ 県一般書)

7496 地図で訪ねる歴史の舞台-世界-最新版- 白浜陸男/代表者 帝国書院 16 (５ 宗教 歴史)

7497 マティス 色彩の交響楽 「知の再発見」双書 ４７ グザヴィエ・ジラール／著 田辺 希久子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

7498 白鳳の光 薬師寺 並河萬里写真展 薬師寺 (株)シルクモードプロモーション ＮＨＫアート 12 (１ 郷土資料)



7499 ストーン・ダイアリー キャロル・シールズ／著 尾島 恵子／訳 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7500 複製されるヒト リー・Ｍ・シルヴァー／著 東江 一紀／ほか訳 翔泳社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7501
おおきなかぼちゃ 主婦の友はじめてブック. おはなしシ
リーズ

エリカ・シルバーマン S.D.シンドラー おびか
ゆうこ

主婦の友社 6 (あのね文庫)

7502 車ででかける大阪子どもハイキング シルフ／著 丸善メイツ 13 (２ 県一般書)

7503 地球はえらい みぢかなかがく 城 雄二／案 香原 知志／文 松岡 達英／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7504 みんなおいでよおはなしひろば わくわくカーニバル １ 代田 昇／編 信濃子どもの本創作研究会／編 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7505 お話の町へごしょうたい わくわくカーニバル ２ 代田 昇／編 信濃子どもの本創作研究会／編 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7506 たずねていこうお話の森へ わくわくカーニバル ３ 代田 昇／編 信濃子どもの本創作研究会／編 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7507 目玉かかしの秘密 ちくまプリマーブックス １２２ 城田 安幸／著 筑摩書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7508 「世界遺産」別冊・資料編 ユネスコ世界遺産全リスト 城戸一夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7509 標準原色図鑑全集 蝶・蛾 １ 白水隆/理学博士 黒子浩/農学博士 保育社 5 (学習室)

7510 そうか、もう君はいないのか 城山三郎著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7511 「男の生き方」四〇選 ㊦ 城山三郎 文藝春秋 17 (６ 総記 社会科学)

7512 「男の生き方」四〇選 ㊤ 城山三郎 文藝春秋 17 (６ 総記 社会科学)

7513 物語妻たちの忠臣蔵 新装版 新人物往来社／編 新人物往来社 22 (１１ 小説)

7514 日本全国いちど行きたいユニーク美術館・文学館 新人物往来社／編 新人物往来社 19 (８ 美術 芸術)

7515 とっておきユニーク美術館・文学館 新人物往来社／編 新人物往来社 19 (８ 美術 芸術)

7516 豊臣秀長のすべて 新人物往来社／編 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

7517
大事な服のお手入れおしゃれ帳 めんどくさがり屋でも失
敗しない、キレイの Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏ
ｋｓ

新ライフスタイル研究所／編 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7518 不愉快な男たち！ 私がアタマにきた６８のホントの話 辛 淑玉／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)



7519 〈地獄の火〉殺人事件 仁賀 克雄／著 講談社 21 (１０ 小説)

7520 海外ミステリ・ゼミナール 読書案内決定版 仁賀 克雄／著 朝日ソノラマ 19 (８ 美術 芸術)

7521 お話を運んだ馬 岩波少年文庫 Ｉ．Ｂ．シンガー 工藤幸雄 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

7522 やぎと少年
Ｉ．Ｂ．シンガー作 Ｍ．センダック絵 工藤幸
雄訳

岩波書店

7523 うんちレストラン ふしぎいっぱい写真絵本 新開孝 伊地知英信 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

7524 むしのかお ふしぎいっぱい写真絵本  １７ 新開 孝／写真・文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7525 小説君の名は。 角川文庫  し５７－３ 新海誠〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

7526 小説言の葉の庭 新海誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 21 (１０ 小説)

7527 聖書 新改訳 引照・注・地図付 新改訳聖書刊行会／翻訳 日本聖書刊行会 16 (５ 宗教 歴史)

7528 わたしを束ねないで 詩画集 新川 和江／詩 伊藤 桂司／絵 ザイロ 19 (８ 美術 芸術)

7529 鳥になって ガンとたたかった少女の詩 親川智子 ニライ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7530 じゃぐちをあけると 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ しんぐうすすむさく 福音館書店

7531 作兵衛の管槍 新宮 正春／著 新人物往来社 21 (１０ 小説)

7532 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 真珠まりこ作・絵 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7533 修羅の夏 江戸冴富蔵捕者暦 創元クライム・クラブ 新庄節美著 東京創元社 21 (１０ 小説)

7534 時代小説五十人集 上 新潮社／編 新潮社 21 (１０ 小説)

7535 時代小説五十人集 下 新潮社／編 新潮社 21 (１０ 小説)

7536 炎（ひ）と氷 新堂 冬樹著 祥伝社 21 (１０ 小説)

7537 誰よりもつよく抱きしめて 新堂冬樹著 光文社 21 (１０ 小説)

7538 三億を護れ！ 新堂冬樹著 徳間書店 21 (１０ 小説)



7539 ある愛の詩 新堂冬樹著 角川書店 21 (１０ 小説)

7540 銀行篭城 新堂冬樹著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

7541 忘れ雪 新堂冬樹著 角川書店

7542 カリスマ 上 新堂冬樹著 徳間書店 21 (１０ 小説)

7543 カリスマ 下 新堂冬樹著 徳間書店 21 (１０ 小説)

7544 ボケ老人と野良ネコチャー君の対話 新藤 兼人／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7545 愛妻記 新藤 兼人／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

7546 ゆ～れいパパ わくわくライブラリー しんどう ぎんこ／作 伊藤 重夫／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7547 ろばのナポレオン 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
レギーネ・シントラー／ぶん エレオノーレ・
シュミート／え 上田 真而子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7548 罰 新野剛志著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

7549 もう君を探さない 新野剛志著 講談社 21 (１０ 小説)

7550
蒼き潮流の狼たち 異説・村上水軍叛逆の譜 Ｆｕｔａｂａ
ｎｏｖｅｌｓ

新橋 遊吉／著 双葉社 20 (９ 小説)

7551
朝鮮原始古代住居址と日本への影響 朝鮮原始・古代住居
址の主要調査報告

申 鉉東 由良大和古代文化研究協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7552 人文書のすすめ ２ 人文会／編集 人文会 17 (６ 総記 社会科学)

7553 トライアル 真保 裕一 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7554 繋がれた明日 真保 裕一 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7555 防壁 真保 裕一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7556 発火点 真保 裕一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7557 最愛 真保裕一著 新潮社 21 (１０ 小説)

7558 真夜中の神話 真保裕一著 文芸春秋 21 (１０ 小説)



7559 黄金の島 真保裕一著 講談社 21 (１０ 小説)

7560 江戸戯作 新潮古典文学アルバム ２４
神保 五弥／編集・執筆 杉浦 日向子／エッセ
イ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

7561 独歩と藤村 明治三十年代文学のコスモロジー 新保 邦寛／著 有精堂出版 19 (８ 美術 芸術)

7562 密告 真保 裕一／著 講談社 21 (１０ 小説)

7563 奪取 真保 裕一／著 講談社 21 (１０ 小説)

7564 朽ちた樹々の枝の下で 真保 裕一／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7565 ホワイトアウト 新潮ミステリー倶楽部 真保 裕一／著 新潮社 21 (１０ 小説)

7566 奇跡の人 真保裕一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7567 水辺で起きた大進化 カール・ジンマー著 渡辺政隆訳 早川書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7568
新町と松倉備後守重政四〇〇年記念誌 新町と松倉備後森
重政四００年記念事業実行委員会

新町と松倉備後森重政四００年記念誌編集委員
会

新町と松倉備後森重政四００年記念事業実行委員会12 (１ 郷土資料)

7569
「心が届く」ちょっとした会話術 講談社ニューハードカ
バー

新名 美次／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

7570
ちょっとした外国語の覚え方 外国語をマスターする１０
の秘訣 講談社ニューハードカバー

新名 美次／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

7571 広辞苑 第５版 新村 出／編 岩波書店 5 (学習室)

7572 広辞苑 第４版 机上版 新村 出／編 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

7573 地球田舎人をめざす 榛村 純一／著 清文社 17 (６ 総記 社会科学)

7574 ウイニングショット 創作児童文学館 ２９
新屋 浩之／作 佐竹 美保／絵 しんや ひろゆ
き／作

岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7575 ガリヴァー旅行記 新版 岩波少年文庫 ５３８ スウィフト作 中野好夫訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

7576 数学オリンピック １９９ ... 数学オリンピック財団／編 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7577 数学オリンピック １９９１～１９９６ 数学オリンピック財団／編 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7578 暗号パズル ラッコブックス 数的推理能力向上委員会著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)



7579 高松塚壁画古墳 朝日シンポジウム 末永 雅雄 朝日新聞社 16 (５ 宗教 歴史)

7580 魚貝の図鑑 学習百科図鑑 ３ 末広 恭雄／ほか共編 小学館 25 (１４ 児童書)

7581 生活科・学習材の開発と創造的展開 末政 公徳／編著 富村 誠／編著 建帛社 17 (６ 総記 社会科学)

7582 もりのかくれんぼう 末吉 暁子／作 林 明子／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

7583
ほねほねくんの地下めいろ きょうりゅうほねほねくんシ
リーズ ４

末吉 暁子／作 岡本 颯子／絵 すえよし あき
こ／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7584
大足くんのぴかぴかスニーカー シルカ小学校のブキミと
もだち

末吉 暁子／作 原 ゆたか／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7585
ハーメルンのふえふきおとこ ドイツの伝説より 世界名作
えほんライブラリー １５

末吉 暁子／文 篠崎 三朗／絵 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

7586
世界一おじょーひんなチリチリ姫 童話のすけっちぶっく
１２

末吉 暁子／作 大留 希美江／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7587
ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー ぞくぞく村のおば
けシリーズ ８

末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7588
理科室のがいこつボキボキ シルカ小学校のブキミともだ
ち

末吉 暁子／作 原 ゆたか／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7589 地と潮の王 末吉 暁子／作 藤川 秀之／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7590
カレーおばけのあかいぼうし シルカ小学校のブキミとも
だち

末吉 暁子／作 原 ゆたか／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7591
ぞくぞく村の妖精レロレロ ぞくぞく村のおばけシリーズ
７

末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7592 赤い羽のアラ姫 偕成社おたのしみクラブ 末吉 暁子／作 高橋 由為子／絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7593 ぞくぞく村のおおかみ男 ぞくぞく村のおばけシリーズ ５ 末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7594
ぞくぞく村の小鬼のゴブリン ぞくぞく村のおばけシリー
ズ ４

末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7595
ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピ ー ぞくぞく
村のおばけシリーズ ３

末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7596
ぞくぞく村の魔女のオバタン ぞくぞく村のおばけシリー
ズ ２

末吉 暁子／作 垂石 真子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

7597 ないしょなんだけどね スオミ セツコ／作・絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)

7598
「レタリング」技法の基本 初級技法講座 Ｔｏｏｌｓ ＆
ｔｅｃｈｎ ｉｑｕｅ

菅沼 完／著 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)



7599
カリスマカウンセラーと天才カウンセラーのこころがスッ
キリする本 「しあわせ」づくり相談室へようこそ

菅野泰蔵著 東豊著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

7600
心が○（ま～る）くなる５０のメッセージ あなたが、あ
なたらしくあるために Ｍｅｓｓａｇｅ ｆｒｏｍ ＰＨＰ

菅野泰蔵著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

7601 雑木林の１年 たくさんのふしぎ傑作集 菅野 徹／文・写真 鶴見 雅夫／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7602
少年少女世界のノンフィクション 戦火と死の島に生きる-
太平洋戦・サイパン島全滅の記録

菅野静子 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7603 マイナスイオンの秘密 心を癒し健康をつくる 菅原 明子／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7604 いわしくん 菅原 たくや／作 文化出版局 61 (２３ 絵本 北)

7605
そのお金のムダづかい、やめられます 脳のしくみを知る
だけで、浪費は“自然と”消えていく

菅原道仁著 文響社

7606 コミュニケーションとしての身体 叢書・身体と文化 ２ 菅原 和孝／編 野村 雅一／編 大修館書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7607 釣り人のための山菜５０きのこ５０ 菅原 光二／著 つり人社 19 (８ 美術 芸術)

7608 カラスのくらし 科学のアルバム ７０ 菅原 光二／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7609 ツバメのくらし 科学のアルバム ３７ 菅原 光二／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7610 ムササビの森 科学のアルバム ４６ 菅原 光二／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7611 モズのくらし 科学のアルバム ８３ 菅原 光二／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7612 四季の野鳥かんさつ 科学のアルバム 別巻 菅原 光二／写真 山下 宜信／文 あかね書房

7613 手づくりおもちゃ大図鑑 菅原 道彦／著 すずお 泰樹／絵 大月書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7614 手づくりおもちゃ大図鑑 続 菅原 道彦／著 大上 尚之／絵 大月書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7615 白い花のさく木 新しいえほん 杉 みき子／作 村山 陽／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7616 小さな町の風景 偕成社文庫  ３２６９ 杉みき子作 佐藤忠良絵 偕成社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7617
鬼のいぬまの火の用心 ふしぎ・数字・なぞと推理のこと
わざ童話集 ことわざ童話館 ４

杉 みき子／ほか作 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7618 かくまきの歌 フォア文庫愛蔵版 杉 みき子／作 童心社 25 (１４ 児童書)



7619
とっておきのインドアガーデニング ３６５日、すぐにで
きるプチガーデニング

杉井志織監修 プチガーデニングクラブ著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

7620 火と炭の絵本 炭焼き編 つくってあそぼう ２０ すぎうら ぎんじ へん たけうち つーが え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7621 火と炭の絵本 火おこし編 つくってあそぼう １９ すぎうら ぎんじ へん たけうち つーが え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7622 武蔵野の夜明け 今昔物語 平凡社名作文庫 １２ 杉浦明平 平凡社 25 (１４ 児童書)

7623 お江戸でござる 現代に活かしたい江戸の知恵 杉浦日向子監修 深笛義也構成 ワニブックス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7624
心疾患の人の食事 狭心症・心筋梗塞 新健康になるシリー
ズ ８

杉浦 昌也／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7625
ほねがつよいこじょうぶなこ！ ママといっしょによむえ
ほん 子どもの健康を考える絵本 ６

杉浦 保夫／構成・文 境木 康雄／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

7626 秘本 江戸文学選 第１巻 女護島宝入船 他 杉浦佐一郎/訳解説 日輪閣 7 (大型本)

7627
日本の駅舎 残しておきたい駅舎建築１００選 ＪＴＢキャ
ンブックス

杉崎 行恭／著 日本交通公社出版事業局 19 (８ 美術 芸術)

7628 英語の達人 杉田 敏／著 ディーエイチシー 19 (８ 美術 芸術)

7629 自動車密約 杉田 望／著 講談社 21 (１０ 小説)

7630 おうじさまのいちだいじ りとる １６ 杉田 比呂美／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

7631 サンタクローズ ノベライゼーション ダフネ・スキナー／著 中野 睦美／訳 文渓堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7632
杉原千畝物語 命のビザをありがとう フォア文庫  Ｂ２６
２

杉原幸子著 杉原弘樹著 金の星社

7633
憲法の歴史 新たな比較憲法学のすすめ 岩波セミナーブッ
クス ６３

杉原 泰雄／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

7634 日本の考古学 Ⅰ 先土器時代 杉原荘介/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7635 古代の日本 ７ 関東 杉原荘介・竹内理三/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7636 筋肉はふしぎ 力を生み出すメカニズム 杉晴夫 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7637 白隠を歩く 写真紀行日本の祖師 杉全 泰／写真 野木 昭輔／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

7638 家庭の幸福 杉村 暎子／著 新潮社 21 (１０ 小説)



7639 がんよ驕るなかれ 私の履歴書 杉村 隆／著 日経サイエンス社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7640 水雷屯 信太郎人情始末帖 杉本 章子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7641 砂糖の絵本 つくってあそぼう １１ すぎもと あきら へん ささお としかず え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7642 きずな 信太郎人情始末帖 杉本章子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7643 おすず 信太郎人情始末帖 杉本章子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7644
日本のＰＬ法を考える 市民と科学技術の目で見た製造物
責任法

杉本泰治著 地人書館 17 (６ 総記 社会科学)

7645
最新出産・新生児大百科 満足出産をこれ１冊でかなえ
る！ ベネッセ・ムック  たまひよブックス  たまひよ大
百科シリーズ

杉本充弘総監修 川上義総監修 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

7646 残映 杉本 章子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7647 穴 杉本 晴子／著 読売新聞社 21 (１０ 小説)

7648 西洋文化事始め十講 杉本 つとむ／著 スリーエーネットワーク
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7649 あて字用例辞典 名作にみる日本語表記のたのしみ 杉本 つとむ／編 雄山閣出版 5 (学習室)

7650 巨大通貨ユーロの野望 杉本 等／著 有吉 功一／著 時事通信社 17 (６ 総記 社会科学)

7651
魔法使いのいた場所 Ｆｏｒ ｂｏｙｓ ａｎｄ ｇｉｒｌｓ
３

杉本 りえ／作 伊東 美貴／絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7652
でこぼこトマトの伝言 いじっぱりたちの季節 ジュニア文
学館 ２０

杉本 りえ／作 大留 希美江／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7653 わたしの古典 ９ 杉本苑子の枕草子 杉本苑子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7654 現代語訳 日本の古典 ２１ 東海道中膝栗毛 杉本苑子 学研 24 (１３ 全集)

7655 人われを漢奸と呼ぶ 汪兆銘伝 杉森 久英／著 文芸春秋
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7656 ぼくのおべんとう スギヤマ カナヨ／作 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

7657 わんわん探偵団おりこう 猛犬注意事件の巻 杉山亮作 広川沙映子絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7658 かえってきた名探偵 杉山亮作 中川大輔絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)



7659 どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん スギヤマカナヨ作・絵 赤ちゃんとママ社

7660 言問橋 杉山隆男著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7661 宇宙その始まりから終わりへ 朝日選書 ７２９ 杉山直著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7662 身近な自然を楽しくしらべる １ 学校のなかを見てみよう 杉山雅則〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7663 身近な自然を楽しくしらべる ２ 家のまわりを見てみよう 杉山雅則〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7664 身近な自然を楽しくしらべる ３ 里山を見てみよう 杉山雅則〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7665 身近な自然を楽しくしらべる ４ 水辺を見てみよう 杉山雅則〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7666 身近な自然を楽しくしらべる ５ 海辺を見てみよう 杉山雅則〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7667
子どもの気持ちがわからないときに読む本 どんなに愛し
ているか、語りかけてみませんか？

杉山由美子著 岩崎書店 19 (８ 美術 芸術)

7668 紙でつくろう あたらしい造形・美術 １０ 杉山 明博／ほか著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7669 木でつくろう あたらしい造形・美術 ４ 杉山 明博／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7670 魚をつくろう あたらしい造形・美術 ２ 杉山 明博／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7671 使うものかざるもの あたらしい造形・美術 ８ 杉山 明博／ほか著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7672 鳥をつくろう あたらしい造形・美術 １ 杉山 明博／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7673
トレジャーハンター山串団五郎 おおきなポケットまんが
館

杉山 亮／作 さげさか のりこ／絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7674 ぼくにきづいたひ おはなしパレード ５ 杉山 亮／作 片山 健／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7675 たからものくらべ 福音館創作童話シリーズ 杉山 亮／作 中西 恵子／絵 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

7676 シュバイツァー 子どもの伝記全集19 杉山 勝栄 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7677 ゆうれいＵＦＯトラブル中 ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一／作 末崎 茂樹／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

7678 ゆうれい恐竜たんじょう中 ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一／作 末崎 茂樹／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



7679 ゆうれい島でキャンプをどうぞ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一／作 末崎 茂樹／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

7680 ゆうれい塾は大パニック！ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一／作 末崎 茂樹／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

7681 ゆうれい城にごしょうたい！ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一／作 末崎 茂樹／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7682 ゆく言葉が美しくて ３版 杉山 とみ／著 平野 和嘉子／編集 五十嵐寛
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7683 せかいいちおいしいバナナ・スープ
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7684 せかいいちさわがしいかばのヒルダさん
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7685 せかいいちどじなぶたのフランブルさん
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7686 せかいいちはらぺこな３にんぐみ
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7687 せかいいちゆかいなとうさんねこのたんじょうび
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7688 せかいいちいそがしいぶたのしょうぼうし
リチャード・スキャリー／さく 奥田 継夫／や
く おくだ つぐお／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

7689 ぼくのクジラ 文研ブックランド
キャサリン・スコウルズ作 百々佑利子訳 広野
多珂子絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7690
フランス人は１０着しか服を持たない パリで学んだ“暮
らしの質”を高める秘訣

ジェニファー・Ｌ．スコット著 神崎朗子訳 大和書房

7691 わたしを置いていかないで ときめき文学館 １
Ｉ・スコーテ／作 今井 冬美／訳 久保田 あつ
子／画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7692 アメリカの小学生はどう英語を覚えるか メアリーベス・スーザ／著 はまの出版 19 (８ 美術 芸術)

7693
ペリー日本遠征記図譜 京都書院アーツコレクション ８６
絵画 ８

豆州下田郷土資料館／編 京都書院 13 (２ 県一般書)

7694
ダンボールおもしろ工作ランド 小さいの大きいの、いろ
いろあるよ楽しいお 遊ＹＯＵランド

すずお 泰樹／編著 いかだ社 19 (８ 美術 芸術)

7695 油の絵本 つくってあそぼう １５ すずき おさむ へん みやざき ひでと え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7696
カクレクマノミは大きいほうがお母さん 絵本・海の生き
もの

鈴木 克美／作 石井 聖岳／絵 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

7697 こぎつねのおねがい えほんのもり ３１ 鈴木 清子／作 ふりや かよこ／絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

7698 サルビルサ スズキコージ 架空社 62 (２４ 絵本 西)



7699 ウシバス あかねピクチャーブックス ２ 鈴木 康司／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

7700 なんにもしらない王子さま 鈴木 さやか／作 新風舎 62 (２４ 絵本 西)

7701 まえむきよこむきうしろむき 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7702 あなたがだいすき 鈴木 まもる／作 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

7703 どうなってるのこうなってるの 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7704 どうなってるのこうなってるの 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7705 まえむきよこむきうしろむき 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7706 ほがらか森のくぬぎの木 新しいえほん
鈴木 みゆき／作 鈴木 まもる／絵 すずき み
ゆき／作

金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7707 図解インターネット犯罪１１０番 ＣＫ ｂｏｏｋｓ 鈴木伊佐男著 高原誠著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

7708 片桐且元 鈴木輝一郎著 小学館 21 (１０ 小説)

7709 アナグマ・ファミリーの１年 子ども科学図書館 鈴木欣司文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7710 現在（いま）を生きよう 鈴木光司著 実業之日本社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7711
はずかしがりやのおつきさん こどものとも７００号記念
コレクション２０

スズキコージさく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7712
忘れられない猫おさん たった一度だけ抱きしめられた猫
の一生

鈴木節子作・画 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7713 ６さいのおよめさん 鈴木中人文 城井文絵 文屋  サンクチュアリ出版（発売） 61 (２３ 絵本 北)

7714 しごとば 鈴木のりたけ作 ブロンズ新社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7715 しごとば 続 鈴木のりたけ作 ブロンズ新社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7716 しごとば 続 鈴木のりたけ作 ブロンズ新社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7717 めまいがするときに読む本 早わかり健康ガイド 鈴木衛監修 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7718 世界の鳥の巣の本 絵本図鑑シリーズ ２２ 鈴木まもる著 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



7719
咲く順でひける四季の花事典 育てて楽しい素敵な花４３
７種

鈴木路子監修 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

7720 花に背いて 直江兼続とその妻 鈴木由紀子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

7721 昔の食事 おばあちゃんが食べていた長生きの献立 鈴木順子著 幻冬舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7722
これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ １ 人類の誕生～ヨー
ロッパ人の世界進出

鈴木亮〔ほか〕著 大月書店 16 (５ 宗教 歴史)

7723
これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ ２ 市民革命～第一次世
界大戦

鈴木亮〔ほか〕著 大月書店 16 (５ 宗教 歴史)

7724
これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ ３ 世界恐慌～２１世紀
への扉

鈴木亮〔ほか〕著 大月書店 16 (５ 宗教 歴史)

7725 １００歳まで歩ける！「体芯力」体操 鈴木亮司著 青春出版社

7726
儲かる農業をやりなさい！ ＴＰＰは大チャンス！世界が
注目するＳＡＴＯＹＡＭＡ

鈴木渉著 中島孝志著 マネジメント社 19 (８ 美術 芸術)

7727 薬草歳時記 鈴木 昶／著 青蛙房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7728 くすり春秋 続 鈴木 昶／著 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7729 古代日本ピラミッドの謎 クロマンタ・レポート 鈴木 旭／編 新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7730 性格形成と変化の心理学 鈴木 乙史／著 ブレーン出版 17 (６ 総記 社会科学)

7731 手をあげた子あげなかった子 草炎社新こども文庫 ６ 鈴木 喜代春／作 宮崎 耕平／絵 草炎社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7732 チビをさがしてどこまでも とびだせ！２年生 ５ 鈴木 喜代春／作 宮崎 耕平／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7733 ぎゅうにゅうがきらいなんだ あつまれ１年生 ２ 鈴木 喜代春／作 倉石 琢也／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

7734 有識故実大辞典 鈴木 敬三／編 吉川弘文館 5 (学習室)

7735
楽天的なほうがうまくいく 運の強い人間・弱い人間は考
え方ですぐわか

鈴木 健二／著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

7736
人は「自分の仕事」をするために生まれた Ｇｒｅａｔ ｆ
ｉｇｕｒｅｓ ｆｒｏｍ ｔ

鈴木 健二／著 ＰＨＰ研究所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7737 仄暗い水の底から 鈴木 光司／著 角川書店 21 (１０ 小説)

7738 らせん 鈴木 光司／著 角川書店 21 (１０ 小説)



7739 〓あつさのせい？ 日本傑作絵本シリーズ スズキ コージ／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7740 エンソくんきしゃにのる こどものとも傑作集 １８ スズキ コージ／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7741
妊娠とくすり 安全な妊娠・出産のために 患者・家族のた
めの〈くすりと賢くつきあう 本〉

鈴木 秋悦／著 保健同人社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7742 社会の詩 詩のおくりもの ４ 鈴木 志郎康編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7743 ひと夏のプロポーズ 鈴木 貴子／原作 山内 美香／ノベライズ 双葉社 21 (１０ 小説)

7744 飲み水を考える エコロジカル・ライフ 鈴木 紀雄／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7745 古典入門 古文解釈の方法と実際 鈴木 日出男／ほか著 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

7746 枕草子・紫式部日記 新潮古典文学アルバム ７
鈴木 日出男／編集・執筆 中村 真一郎／エッ
セイ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

7747
子どもの権利条約と保育 子どもらしさを育むために
フォーラム２１

鈴木 牧夫／著 新読書社 17 (６ 総記 社会科学)

7748 ダンベル先生のこれ一冊でダイエット 決定版！ 鈴木 正成／著 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7749 ジャガイモ 科学のアルバム ７２ 鈴木 公治／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7750 ツクシのかんさつ 科学のアルバム ５４ 鈴木 公治／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7751 ムギの一生 科学のアルバム ９１ 鈴木 公治／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7752
住民こそ主人公 千葉県における実践消費者運動・自治体
労働

鈴木 正彦／著 光陽出版社 17 (６ 総記 社会科学)

7753 ヘルシー家の人びと 四季の絵本 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7754 たのしくできるセンサ回路と制御実験 鈴木 美朗志／著 東京電機大学出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7755 図録・石器入門事典 縄文 鈴木 道之助／著 柏書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7756
よくわかる相続税・贈与税 対話式 そのしくみと財産評価
を中心に 平成８年７月改訂

鈴木 基史／著 清文社 17 (６ 総記 社会科学)

7757 薬草・漢方薬 効きめのある飲み方作り方 新版 鈴木 ヤヱ／著 松田 智恵子／著 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7758 コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木 ゆき江／作 小泉 るみ子／絵 ひくまの出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



7759 団塊世代の老後準備 いちばん厳しい老後が待っている 鈴木 由美子／著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

7760 Ｋｕｍａｎｏ 鈴木 理策／著 光琳社出版 19 (８ 美術 芸術)

7761 日本歴史シリ－ズ 10 安土・桃山 鈴木郁三/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7762 日本歴史シリ－ズ 5 源平の盛衰 鈴木郁三/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7763 子どもの歯の健康３ 食事とおやつのポイント１８ 鈴木和子／著 医歯薬出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7764 新しい日本の伝記 平清盛 鈴木喜代春/文 安部肇/絵 ひのくま出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7765 山口組壊滅せず 鈴木達也 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7766 日本歴史シリ－ズ 9 戦国時代 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7767 日本歴史シリ－ズ 8 室町幕府 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7768 日本歴史シリ－ズ 7 南北朝 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7769 日本歴史シリ－ズ 12 将軍と大名 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7770 日本歴史シリ－ズ 13 元禄時代 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7771 日本歴史シリ－ズ 14 享保の改革 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7772 日本歴史シリ－ズ 18 明治維新 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7773 日本歴史シリ－ズ 11 江戸開府 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7774 日本歴史シリ－ズ 3 平安京 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7775 日本歴史シリ－ズ 6 鎌倉武士 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7776 日本歴史シリ－ズ ４ 王朝貴族 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7777 日本歴史シリ－ズ 22 現代 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7778 日本歴史シリ－ズ 21 太平洋戦争 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



7779 日本歴史シリ－ズ 20 大正デモクラシ－ 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7780 日本歴史シリ－ズ 19 日清・日露戦争 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7781 日本歴史シリ－ズ 15 文化・文政 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7782 日本歴史シリ－ズ 16 幕藩制の動揺 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7783 日本歴史シリ－ズ 17 開国と攘夷 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7784 日本歴史シリ－ズ １ 日本の誕生 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7785 日本歴史シリ－ズ ２ 飛鳥と奈良 鈴木勤/編集兼発行人 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7786
大和の古寺/元興寺・元興寺（極楽坊）・般若寺・十輪院
３

鈴木嘉吉/他４名 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

7787 ざっくん！ショベルカー 鈴木まもる 絵 竹下文子 作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

7788 ろくろっ首 少年少女名作落語④ 鈴木みちを 偕成社 25 (１４ 児童書)

7789 うまや火事 少年少女名作落語⑩ 鈴木みちを 偕成社 25 (１４ 児童書)

7790 日本の民家 第七巻 町家Ⅲ-中国・四国・九州 鈴木充/編集 学習研究社 7 (大型本)

7791 子どもの歯の健康１ 赤ちゃんの歯 鈴木祐司／著 医歯薬出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7792 日本の民家 第六巻 町家Ⅱ-近畿 鈴木嘉吉/編集 学習研究社 7 (大型本)

7793 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト
鈴木玲子 ノヴェライズ テッド・エリオット
脚本

竹書房 33 (２２ 文庫本)

7794 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 鈴木玲子 ノヴェライズ テッド・エリオット 竹書房 33 (２２ 文庫本)

7795 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド
鈴木玲子 ノヴェライズ テッド・エリオット
脚本

竹書房 33 (２２ 文庫本)

7796 現代世界美術全集-25人の画家 第1巻 アングル 鈴木杜幾子/編著者 講談社 7 (大型本)

7797 老人との上手なつきあい方 老年期の日常心理学 鈴村 健治／著 ブレーン出版 17 (６ 総記 社会科学)

7798 てのひら玩具図鑑 平成版食玩＆カプセルトイの世界
スター☆ちるどれん／編集 東西企画／編集 東
西企画編集部／編集

東西企画 19 (８ 美術 芸術)



7799 だいすき！はたらくきしゃ
ファリマン・スタージェス作 シャーリー・ハ
ルパン絵 竹下文子訳

ＰＨＰ研究所 63 (２５ 絵本 南)

7800 ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ／作 木坂 涼／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

7801 ジークの魔法のハーモニカ ウィリアム・スタイグ／作 木坂 涼／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

7802 空とぶゴーキー ウィリアム・スタイグ／作 木坂 涼／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

7803 ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ／作 木坂 涼／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

7804 ネコちゃん大いに語る Ｖｏｌ．１ スタジオ３３０／企画・編集 ＭＯＭＯ出版 19 (８ 美術 芸術)

7805 イラスト百科 メディア・ワールド １
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7806 イラスト百科 メディア・ワールド ２
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7807 イラスト百科 メディア・ワールド ３
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7808 イラスト百科 メディア・ワールド ４
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7809 イラスト百科 メディア・ワールド ５
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7810 イラスト百科 メディア・ワールド ６
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7811 イラスト百科 メディア・ワールド ７
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7812 イラスト百科 メディア・ワールド ８
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7813 イラスト百科 メディア・ワールド ９
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7814 イラスト百科 メディア・ワールド １０
スタジオ・ハード／編著 スタジオ・ハード・
インコー ...

ＪＩＣＣ出版局 17 (６ 総記 社会科学)

7815 おじいちゃんの口笛
ウルフ・スタルク／作 アンナ・ヘグルンド／
絵 菱木 晃子／訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7816 キングの最高の日 本の森 ８ ウルフ・スタルク作 遠藤美紀訳 江川智穂絵 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7817 うそつきの天才 ショート・ストーリーズ
ウルフ・スタルク／著 菱木 晃子／訳 はた こ
うしろう／絵

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7818 おじいちゃんの口笛
ウルフ・スタルク／作 アンナ・ヘグルンド／
絵 菱木 晃子／訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



7819 はだしのダリエ 東欧の文学 ザハリア・スタンク／著 直野 敦／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

7820 世界文学全集 １５ スタンダール 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7821 世界文学全集 １６ スタンダール 筑摩書房 24 (１３ 全集)

7822 河出世界文学全集４ 赤と黒・カストロの尼 スタンダール 河出書房新社 24 (１３ 全集)

7823 知脳革命 サクセスフル・インテリジェンス ストレス
ロバート・Ｊ・スタンバーグ／著 小此木 啓吾
／訳 遠藤 公美恵／訳

潮出版社 17 (６ 総記 社会科学)

7824 エリザベスは本の虫
サラ・スチュワート文 デイビッド・スモール
絵 福本友美子訳

アスラン書房

7825
雲のオオカミ 崖の国物語外伝 ポプラ・ウイング・ブック
ス １５

ポール・スチュワート作 クリス・リデル絵 唐
沢則幸訳

ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7826 おばあちゃんのすてきなおくりもの
カーラ・スティーブンズさく 掛川恭子やく イ
ブ・ライスえ

のら書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7827 びんの悪魔 世界傑作童話シリーズ
Ｒ．Ｌ．スティーブンソン作 よしだみどり訳
磯良一画

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7828 理想の新聞
ヘンリー・ウィッカム・ステ ... 浅井 泰範／
訳

みすず書房 17 (６ 総記 社会科学)

7829 ふしぎいっぱいサル Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ １６
スコット・スティードマン／文 ジェリー・ヤ
ング／写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7830
かいじゅうがおふろにいるよ えほん・ドリームランド １
９

キャスリーン・スティーブン ... レイ・ボー
ラー／絵 各務三郎／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

7831
ジキル博士とハイド氏 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １
３ イギ リス編

スチーブンソン／原作 岡本 浜江／訳・文 若
菜 等／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7832 ジキルとハイド どきどきミステリーランド ６
Ｒ・スチーブンソン／作 Ｋ・マクマラン／文
原田 友子／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7833 宝島 世界の名作全集 ３ ロバート・ルイス・スチーブ ... 白木 茂／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

7834 ふしぎいっぱい甲虫 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ ２ ジョン・スティル／文 徳永 優子／訳 ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7835 もぐらくんとまいごのうさぎ もぐらくんの絵本 ズデネック・ミレル／作・絵 木村 有子／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

7836 いたずらロラン 世界傑作絵本シリーズ
ネリー・ステファヌ／さく アンドレ・フラン
ソワ／え 川口 恵子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7837
ペーター・ブリューゲル さかさまの世界を描いた画家 名
画の秘密をさぐる ２

Ｐ・ステルクス／文 Ｃ・ルシャ／絵 オカダ
ヨシエ／訳

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7838 かしこいポリーとまぬけなおおかみ 世界こどもの文学
キャサリン・ストー／作 佐藤 凉子／訳 若菜
珪／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



7839 なかよし！おえかきクッキング 新しいえほん すとう あさえ／作 秋里 信子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

7840 ざぼんじいさんのかきのき のびのび・えほん ４ すとう あさえ／文 織茂 恭子／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

7841 子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとうあさえ文 さいとうしのぶ絵 のら書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7842 海の帽子屋 ことりのほんばこ 須藤さちえ作 オオノミホ絵 新風舎
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

7843 るるちゃんのがっこう 学研おはなし絵本 すどうめぐみ作 スドウピウ絵 学研 61 (２３ 絵本 北)

7844 いつもんさんのピクニック
すとう あさえ／ぶん 熊谷 厚子／え くまがい
あつこ／え

ひくまの出版 61 (２３ 絵本 北)

7845 いつもんさんのいちばんうれしい日
すとう あさえ／ぶん 熊谷 厚子／え くまがい
あつこ／え

ひくまの出版 61 (２３ 絵本 北)

7846 いつもんさんのたんじょうび
すとう あさえ／ぶん 熊谷 厚子／え くまがい
あつこ／え

ひくまの出版 61 (２３ 絵本 北)

7847 コンピュータが子供たちをダメにする クリフォード・ストール著 倉骨彰訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

7848 どーこだどこだ とことこえほん カズコ Ｇ．ストーンさく 童心社

7849 はなびドーン とことこえほん カズコ Ｇ．ストーンさく 童心社

7850
みずくさむらとみずべむら こどものとも絵本 やなぎむら
のおはなし

カズコ・Ｇ．ストーンさく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7851
吸血鬼ドラキュラ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ２ イ
ギリ ス編

ストーカー／原作 瀬川 昌男／訳 若菜 等／絵 金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7852 ドラキュラ どきどきミステリーランド １
Ｂ・ストッカー／作 Ｓ・スピナー／文 宗方
あゆむ／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7853
ＳＩＰＲＩ年鑑  上 １９９ ... 軍備・軍縮・国際安全保
障 1995

ストックホルム国際平和研究 ... 黒沢 満／監
訳

メイナード出版 17 (６ 総記 社会科学)

7854
ＳＩＰＲＩ年鑑  下 １９９ ... 軍備・軍縮・国際安全保
障  1995

ストックホルム国際平和研究 ... 黒沢 満／監
訳

メイナード出版 17 (６ 総記 社会科学)

7855 トロルのなみだ
リン・ストッケ作 ハンス・ノルマン・ダール
絵 やまのうちきよこ訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7856
かぜが くれた たからもの すいしゃごやの こなひき フ
ローラル

ニコライ・ストヤノフ／絵 フルビオ・テスタ
／作・絵 寺村 輝夫／文 保富 康午／文

学研 5 (学習室)

7857 うそつきな やぎ きつねと ひつじかい フローラル ニコライ・ストヤノフ作／絵 寺村 輝夫文 学研 5 (学習室)

7858
ぐうぐうと ぱくぱく もりの こども ピーター フローラ
ル

ニコライ・ストヤノフ／作・絵 鈴木 悦夫／文 学研 5 (学習室)



7859 おばけやしきへようこそ！
キッキ・ストリード／作 エヴァ・エリクソン
／絵 オスターグレン晴子／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

7860 すっとび犬指名手配 文研ブックランド
ジェレミー・ストロング作 岡本浜江訳 矢島真
澄絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7861 おやすみ、わにのキラキラくん 世界傑作絵本シリーズ
カズコ・ストーン／さく 乾 侑美子／やく い
ぬい ゆみこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7862 惑星の未来を想像する者たちへ
ゲーリー・スナイダー著 山里勝己訳 田中泰賢
訳 赤嶺玲子訳

山と渓谷社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7863 マロンちゃんのはじめてのおつかい マロンちゃん ２ すながよしあき作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

7864 相対性理論の考え方 物理の考え方 ５ 砂川 重信／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7865 電磁気学の考え方 物理の考え方 ２ 砂川 重信／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7866 熱・統計力学の考え方 物理の考え方 ３ 砂川 重信／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7867 力学の考え方 物理の考え方 １ 砂川 重信／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7868 量子力学の考え方 物理の考え方 ４ 砂川 重信／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7869 森村市左衛門の無欲の生涯 砂川 幸雄／著 草思社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

7870 源義経 砂田弘著 狩野富貴子絵 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7871
背番号は３４ すてきなおとなたち Ｆｏｒ ｂｏｙｓ ａｎ
ｄ ｇｉｒｌｓ １９

砂田弘作 岡本順絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7872 おばあちゃんのせなか 新・ともだちぶんこ ５ 砂田 弘／作 藤田 ひおこ／絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

7873 世界でいちばん美しい贈り物 ジョナサン・スノウ／著 天野 淑子／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7874
ウィンドー・ボックス ＦＯＲ ＹＯＵＲ ＧＡＲＤＥＮシ
リーズ ５

キャロル・スパイヤー／著 志門 君子／訳 Ｐａｒｃｏ 19 (８ 美術 芸術)

7875
１０分でできるイタリア家庭料理 仕事をもつ女性のため
に

エレナ・スパニョール／著 前田 悦子／訳 ユーシープランニング
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7876
地獄を見た少年 あるアメリカ人のナチ強制収容所体験 同
時代ライブラリー １９６

Ｂ・スパンヤード／著 大浦 暁生／訳 白石 亜
弥子／訳

岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7877 雨、あめ 児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー〔作〕 評論社 63 (２５ 絵本 南)

7878 せかいのひとびと 児童図書館・えほんの部屋 ピーター・スピアーえとぶん 松川真弓やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)



7879 ノアの箱船 原本ほるぷ世界の絵本 ピーター・スピア／絵 Doubleday 5 (学習室)

7880 サーカス！ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ピーター・スピア／作 ほずみ たもつ／訳 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7881 だいすきだよ、ハッチさん
アイリーン・スピネリ／文 ポール・ヤロ
ウィッツ／絵 小宮山 みのり／訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

7882 アルプスの少女 世界の名作全集 １４ ヨハンナ・スピリ／原作 山口 四郎／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

7883 ノンニとマンニの冒険 世界の名作全集 ２１ ヨーン・スウェンソン／原作 山室 静／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

7884
ファニーとマルガリータ なかよしふたりの５つのおはな
し

ケイト・スポーン／作 木坂 涼／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

7885 はなになりたい にいるぶっくす すまいる ママ／著 ソニー・マガジンズ 61 (２３ 絵本 北)

7886
巨人軍はなぜ優勝できないのか！？ 「勝つ組織」「負け
る組織」の差はここだ！

角 三男／著 角 盈男／著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

7887 橋のない川 第二部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7888 橋のない川 第三部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7889 橋のない川 第一部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7890 橋のない川 第四部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7891 橋のない川 第五部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7892 橋のない川 第六部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7893 橋のない川 第七部 住井すゑ 新潮社 21 (１０ 小説)

7894 たのしいホッキーファミリー！ レイン・スミス／作 青山 南／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

7895
オーリーのぼうけん Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉

ロジャー・スミス／さく・え 村岡 美枝／やく 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7896 禅の言葉 コレクション〈知慧の手帖〉 ２
マルク・ドゥ・スメト／編 弟子丸 泰仙／書と
墨絵 中沢 新一／訳

紀伊国屋書店 16 (５ 宗教 歴史)

7897 月へミルクをとりにいったねこ 日本傑作絵本シリーズ
アルフレッド・スメードベル ... 垂石 真子／
絵 菱木 晃子／訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7898 北から南へ スラトコフの動物記 福音館のかがくのほん
ニコライ・スラトコフ／作 ニキータ・チャ
ルーシン／絵 松谷 さやか／訳

福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



7899 やさしいモーターの工作 自由工作 摺本 好作／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7900 ペットボトルで作るおとぎ村 摺本 好作／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7901 ペットボトルで作る風車村 摺本 好作／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7902 アサッテの人 諏訪哲史著 講談社 21 (１０ 小説)

7903
北斎の謎を解く 生活・芸術・信仰 歴史文化ライブラリー
１２４

諏訪春雄著 吉川弘文館 19 (８ 美術 芸術)

7904 これだけは知っておきたい教師の禁句・教師の名句 諏訪 耕一／ほか編著 黎明書房 17 (６ 総記 社会科学)

7905 ただの教師に何ができるか 諏訪 哲二／著 洋泉社 17 (６ 総記 社会科学)

7906 アジア稲作文化と日本 諏訪 春雄／編 川村 湊／編 雄山閣出版 19 (８ 美術 芸術)

7907 図説  日本の古典 第16巻 近松門左衛門 近松門左衛門 諏訪春雄/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

7908 薬の開発をめぐる物語 Ｊｏｈｎ Ｐ．Ｓｗａｎｎ／著 諏訪 邦夫／訳 中外医学社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7909
おねえちゃんはドキドキ１年生 世界の子どもライブラ
リー

シャスティン＝スンド／作 木村 由利子／訳
渡辺 リオ／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7910 枕草子 下 桃尻語訳 清少納言／原著 橋本 治／訳 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7911 小石に描く シリーズ親と子でつくる １０ 清 つねお／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

7912 国際的に環境問題を考える エコロジーファイル ３ 清 好一／著 教育出版センター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7913
調べごと解決！情報源 ２００３ 情報源４，２３５種類、
専門図書館３００館ガイド

生活情報センター編集部編 生活情報センター 17 (６ 総記 社会科学)

7914 野菜のソムリエ おいしい野菜とフルーツの見つけ方
青果物健康推進委員会監修 日本ベジタブル＆
フルーツマイスター協会制作

小学館 19 (８ 美術 芸術)

7915 職場とこころの健康 １ 精神分析学振興財団／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7916 職場とこころの健康 ２ 精神分析学振興財団／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7917 職場とこころの健康 ３ 精神分析学振興財団／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7918 職場とこころの健康 ４ 精神分析学振興財団／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



7919 職場とこころの健康 ５ 精神分析学振興財団／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7920
ぜんぶわかるＪＲ全特急ものしりずかん みんなの町を走
るＪＲ特急大集合！！

成美堂出版編集部編 成美堂出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7921
素敵に楽しむベランダガーデン 一年中花いっぱいのベラ
ンダに！ わが家のベランダを素敵に変身！ Ｓｅｉｂｉｄ
ｏ ｍｏｏｋ

成美堂出版編集部編集 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

7922 まんがで楽しくおぼえるかん字１・２年生 成美堂出版編集部編 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7923 まんがで楽しくおぼえる漢字５・６年生 成美堂出版編集部編 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7924 まんがで楽しくおぼえる漢字３・４年生 成美堂出版編集部編 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7925 きれいになるごまレシピ 成美堂出版編 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7926
上手な収納のアイデアとコツ実例１０００ 部屋をおしゃ
れにみせる

成美堂出版編 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

7927 おいしい手作りケーキ Ｈａｐｐｙ ｓｗｅｅｔｓ 成美堂出版／編 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

7928
こんな時どうする！カーライフ１１０番 Ｓｅｉｂｉｄｏ
ｍｏｏｋ ウィズマン・ブ ックス

成美堂出版／編 高根 英幸／文 外車情報ウィ
ズマン編集部／編

成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7929 体の中からきれいになる野菜のおかず 成美堂出版／編 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7930
身近な素材でつくる小学生のわくわく工作 ７ジャンル７
１アイデア作りたい工作がきっと見つかる！

成美堂出版編集部編 成美堂出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

7931 センスがいいとほめられるインテリアのルール 成美堂出版編集部編 成美堂出版 20 (９ 小説)

7932 総合学習のためのなんでもブック 小学１・２年 子供の科学編集部編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7933 総合学習のためのなんでもブック 小学３・４年 子供の科学編集部編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7934 総合学習のためのなんでもブック 小学５・６年 子供の科学編集部編 誠文堂新光社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7935 ビーグル 新犬種別ガイド・シリーズ 誠文堂新光社／編 愛犬の友編集部／編 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

7936
犬の性格に合わせたしつけ方 屋外編 愛犬家のためのしつ
けシリーズ

誠文堂新光社／編集 愛犬の友編集部／編集 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

7937 だれでもできる盆栽作り教室 誠文堂新光社／編 盆栽編集部／編 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

7938
美しい水引のアクセサリー 洋服にも和服にも合うネック
レス、ブレスレット、髪飾りなど４０作品

誠文堂新光社編集 誠文堂新光社 09 (新刊書)



7939
いちはかたつむり、じゅうはかに あしでかぞえるかずの
ほん 評論社の児童図書館・絵本の部屋

Ａ．Ｐ．セイヤー・ジェフ・セイヤー／文 ラ
ンディ・セシル／絵 久山 太市／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

7940 わゴムはどのくらいのびるかしら？
マイク・サーラー ジェリー・ジョイナー きし
だえりこ

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

7941 ぼちぼちいこか
マイク=セイラー／作 ロバート=グロスマン／
絵 今江 祥智／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

7942 聖水 青来有一著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

7943 秘密屋白 講談社ノベルス 清涼院流水著 講談社 20 (９ 小説)

7944 イタリアの夢の館
リーサ・セイント・オービン ... 北代 美和子
／訳

河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7945 ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 行事の由来えほん 瀬尾 七重／作 岡本 順／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

7946 春はもうすぐ とっておきのどうわ 瀬尾七重作 ふりやかよこ絵 ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

7947 見えない誰かと 瀬尾まいこ著 祥伝社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7948 おひさまかんそうき ＰＨＰどうわのポケット 瀬尾 七重／さく 安藤 昭彦／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

7949 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」保存管理計画
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議
会

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議会12 (１ 郷土資料)

7950 だれかがよんだ 日本傑作絵本シリーズ 瀬川 康男／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7951 ちょっときて 瀬川 康男／著 小学館 61 (２３ 絵本 北)

7952 かっぱ・かぞえうた 日本傑作絵本シリーズ 瀬川 康男／著 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7953 惑星へ 上 カール・セーガン／著 森 暁雄／監訳 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7954 惑星へ 下 カール・セーガン／著 森 暁雄／監訳 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7955
うまれたよ！オタマジャクシ よみきかせ いきもの しゃ
しんえほん ２

関 慎太郎 写真 小杉みのり 文 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

7956 完全制覇古代大和朝廷の謎 この一冊で歴史に強くなる！ 関 裕二／著 立風書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

7957
のら犬ゲンの首輪をはずして！ かわいそうな犬、救出大
作戦

関朝之作 平林いずみ画 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7958 めをふさがれたいぬじゅんぺい えほん せきともゆきさく ひだかやすしが ハート出版 61 (２３ 絵本 北)



7959 タイタニックの犬ラブ 氷の海に沈んだ夫人と愛犬の物語 関朝之作 日高康志画 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7960
占いラッキーデー 進路 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
９

関 功／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7961
おれたちのマネーゲーム 金銭・社会との関わり ポプラ社
版・ＮＨＫ中学生日記 ２

関 功／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7962 ザ・校則 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 １１ 関 功／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

7963 世界の子ども美術館 ｖｏｌ．１ 天才１０代の絵画 瀬木 慎一／責任編集 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7964 世界の子ども美術館 ｖｏｌ．２ 天才１０代の絵画 瀬木 慎一／責任編集 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7965 世界の子ども美術館 ｖｏｌ．３ 天才１０代の絵画 瀬木 慎一／責任編集 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7966 世界の子ども美術館 ｖｏｌ．４ 天才１０代の絵画 瀬木 慎一／責任編集 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7967 世界の子ども美術館 ｖｏｌ．５ 天才１０代の絵画 瀬木 慎一／責任編集 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7968 プラトンと資本主義 改訂新版 関 曠野／著 北斗出版 17 (６ 総記 社会科学)

7969 柳川みず物語 いのちのゆりかごシリーズ 関口 シュン／作・絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

7970
まちがいだらけの漢方薬選び 漢方式みたてによる正しい
使い方

関口 善太／ほか著 東方書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7971
電池のひみつ 社会に役立つ充電池 学研まんがでよくわか
るシリ－ズ １４

関口たか広 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7972 自然を編む シリーズ親と子でつくる １ 関島 寿子／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

7973 里絵のこころ絵日記 せきね里絵著 清流出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7974 はじめての書道行書 関根 薫園／著 岩崎芸術社 19 (８ 美術 芸術)

7975 竹でつくる楽器 シリーズ親と子でつくる １５ 関根 秀樹／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

7976 教師の「気になる子」への関わり方 関根 正明／著 学陽書房 17 (６ 総記 社会科学)

7977 ぼくと じょうえつしんかんせん 関根 栄一／文 横溝 英一／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

7978
チベットの聖なる山へ グレートジャーニー人類５万キロ
の旅 １３

関野吉晴著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



7979
ベーリング海峡をわたる グレートジャーニー人類５万キ
ロの旅 ７

関野 吉晴／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

7980 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 １１ 関屋 敏隆／文・型染版画 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

7981 ふぐ星人の地球えんそく スピカみんなのえほん 関屋 敏隆／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

7982 ガッツがっちゃん旅がらす 草炎社新ともだち文庫 ４ 関谷 ただし／作 今井 弓子／絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)

7983 いろはストレス解消法 関谷 透／著 書苑新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

7984 サイクリングやっほー りとる １５ 関屋 敏隆／作・絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

7985 ジャングルの少年
チボル・セケリ／作 高杉 一郎／訳 松岡 達英
／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

7986
市民参加のデザイン 市民・行政・企業・ＮＰＯの協働の
時代

世古 一穂／著 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

7987 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7988 かさじぞう こどものとも傑作集 ４ 瀬田 貞二／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7989 三びきのこぶた イギリスの昔話 こどものとも傑作集 ２ 瀬田 貞二／訳 山田 三郎／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7990 ねずみじょうど こどものとも傑作集 ６ 瀬田 貞二／再話 丸木 位里／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7991 ふるやのもり こどものとも傑作集 ４０ 瀬田 貞二／再話 田島 征三／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7992 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二作 林明子絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

7993 おだんごぱん ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二／訳 脇田 和／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

7994 だます・がめる・かもる 知らない！あなたが狙われる 瀬戸 伸朗／著 双葉社 17 (６ 総記 社会科学)

7995 小さい僧の物語   地蔵説話 平凡社名作文庫 ２０ 瀬戸内寂聴 平凡社 25 (１４ 児童書)

7996 老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴著 新潮社

7997 遺したい言葉 瀬戸内寂聴著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

7998 愛する能力 瀬戸内寂聴著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



7999 かきおき草子 瀬戸内寂聴著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8000
いのちの対話 生き抜く「元気の素」をあなたに カッパ・
ブックス

瀬戸内寂聴著 中坊公平著 安藤忠雄著 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8001 源氏物語の脇役たち 瀬戸内寂聴著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8002 髪 瀬戸内寂聴著 新潮社 21 (１０ 小説)

8003 白道 瀬戸内 寂聴／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

8004 与える愛に生きて 先達の教え 瀬戸内 寂聴／著 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

8005 愛死 上 瀬戸内 寂聴／著 講談社 21 (１０ 小説)

8006 愛死 下 瀬戸内 寂聴／著 講談社 21 (１０ 小説)

8007 歩く源氏物語 瀬戸内 寂聴／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

8008 女人源氏物語 １ 瀬戸内 寂聴／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8009 女人源氏物語 ２ 瀬戸内 寂聴／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8010 女人源氏物語 ３ 瀬戸内 寂聴／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8011 女人源氏物語 ４ 瀬戸内 寂聴／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8012 女人源氏物語 ５ 瀬戸内 寂聴／著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8013 あした見る夢 瀬戸内寂聴 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8014 寂庵浄福 瀬戸内寂聴 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8015 日本近代紙幣総覧 瀬戸浩平/監修・概論 株式会社ボナンザ 17 (６ 総記 社会科学)

8016 エゾリス えほん森のちいさないきもの １ 瀬戸波 たいら／文 浅野 俊一／絵 くもん出版 61 (２３ 絵本 北)

8017 にんじん いやだいやだの絵本 せなけいこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

8018 ルルちゃんの くつした せな けいこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



8019 くいしんぼうさぎ せなけいこのえ・ほ・ん ２ せな けいこ／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8020 ９ひきのうさぎ せなけいこのえ・ほ・ん １ せなけ いこ／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8021 おひさまとおつきさまのけんか せな けいこ／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8022 うさたろうのばけもの日記 瀬名 恵子／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8023 ろくろっくび せなけいこ・おばけえほん 瀬名 恵子／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8024 おばけなんてないさ せなけいこのえ・ほ・ん  ５ せなけいこ絵 槙みのり作詞 峯陽作曲 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

8025 ぼくのはさみ こどものくに傑作絵本 せなけいこ作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8026 パラサイト・イヴ 瀬名 秀明／著 角川書店 21 (１０ 小説)

8027 ねないこだれだ せなけいこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

8028 自分を生かす考え方、ダメにする考え方 瀬波 竜／著 三心堂出版社 17 (６ 総記 社会科学)

8029
高血圧ＨＯＷ ＴＯうす味テクニック 血圧の高い人のため
に

銭谷 幹男／著 荒牧 麻子／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8030 少年Ｈ 上巻 妹尾 河童／著 講談社

8031 少年Ｈ 下巻 妹尾 河童／著 講談社

8032 こぐまくんのハーモニカ
ジョン・セバスチャン／作 ガース・ウィリア
ムズ／絵 三木 卓／訳

リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

8033 子どもべやのおばけ Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ
カーリ・ゼーフェルト／作 倉沢 幹彦／共訳
本田 雅也／共訳

福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8034 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／著 河野 万里子／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8035 ギルガメシュ王さいごの旅 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン／文 絵 松野 正子／訳 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

8036 形と曲面のひみつ 考え方の練習帳 瀬山士郎著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8037 ぐにゃぐにゃ世界の冒険 たくさんのふしぎ傑作集 瀬山 士郎／文 タイガー立石／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8038
トポロジー ループと折れ線の幾何学 すうがくぶっくす
５

瀬山 士郎／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



8039
お日さま笑い 光ちゃんがわらった 童話のすけっちぶっく
１０

世良 絹子／作 狩野 富貴子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8040 わけのわかる算数 単位と ... 芹沢 正三／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8041 月面からの眺め ２１世紀を生きるヒント 芹沢 高志／著 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8042 旧石器の知識 考古学シリーズ １１ 芹沢 長介／著 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8043 ベラスケス ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
モーリス・セリュラス／著 雪山 行二／訳 山
梨 俊夫／訳

美術出版社 7 (大型本)

8044 せかいいち大きな女の子のものがたり
ポール Ｏ．ゼリンスキー／絵 アン・アイザッ
クス／文 落合 恵子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8045 だいすきなママへ
マーティナ・セルウエイ／さ ... はなしま み
きこ／やく

新世研 63 (２５ 絵本 南)

8046 美しい女（ひと）になる
ペルラ・セルヴァン＝シュレ ... 伊藤 緋紗子
／訳

光文社 17 (６ 総記 社会科学)

8047 道を拓く ひとすじの道に生きる 千玄室対談集 千玄室編 塚本幸一〔ほか述〕 淡交社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8048 インド盗賊の女王プーラン・デヴィの真実 マラ・セン／著 鳥居 千代香／訳 未来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

8049 無言の旅人 仙川環著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

8050 学校図書館白書 ３ 全国学校図書館協議会／編 全国学校図書館協議会 12 (１ 郷土資料)

8051 地球環境を考える 未来を生きるためのブック・リスト １
全国学校図書館協議会／編 全国学校図書館協
議会ブック ...

全国学校図書館協議会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8052 学校図書館の法規・基準 第２版 全国学校図書館協議会編 全国学校図書館協議会 12 (１ 郷土資料)

8053 心理学 改訂版 新・社会福祉学習双書 １９９８－１４
全国社会福祉協議会／編 『新・社会福祉学習
双書』編 ...

全国社会福祉協議会 17 (６ 総記 社会科学)

8054
父母とのすれちがいをどうするか 教師受難の時代を超え
る

全国生活指導研究協議会／編 高文研 17 (６ 総記 社会科学)

8055 全国美術館ガイド 美術ガイド 全国美術館会議／編 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

8056 犬養孝と万葉を歩く 別冊太陽 全国万葉協会編 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

8057 生きていてよかったと感じるこの“ひとこと” 全国労働者共済生活協同組合 ... 河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

8058 「普通の子」が壊れてゆく 千石保著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)



8059
最後のゾウガメを探しに 世界珍奇動物紀 丸善ブックス
０５５

千石 正一／著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8060 将棋の必殺ワザ キミにもできる！必殺ワザ ５ 先崎 学/作 伊東ぢゅん子/絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8061 ホントに勝てる穴熊 先崎式将棋レクチャー＆トーク 先崎学著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

8062 大阪の大疑問 先崎 仁／編著 前垣 和義／編著 扶桑社 13 (２ 県一般書)

8063 すぐわかるギリシア・ローマ神話の絵画 千足伸行監修 東京美術 19 (８ 美術 芸術)

8064 古代を創った人びと 天武天皇・持統天皇 千田 稔・関根 俊一 奈良県 12 (１ 郷土資料)

8065 バンブルアーディ モーリス・センダック作 さくまゆみこ訳 偕成社

8066
ジャックとガイ ぼくらはみんなゆううつだ 原本ほるぷ世
界の絵本

モーリス・センダック／絵 HarperCollins 5 (学習室)

8067
わたしたちもジャックもガイもみんなホームレス ふたつ
でひとつのマザーグースえほん

モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 じ
んぐう てるお／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8068
アメリカワニです，こんにちは ＡＢＣのほん ちいさなち
いさなえほんばこ

モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 富山房 63 (２５ 絵本 南)

8069 アメリカワニです、こんにちは ＡＢＣのほん モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 富山房 63 (２５ 絵本 南)

8070 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック／さく 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8071 ジョニーのかぞえうた
モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 じ
んぐう てるお／やく

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8072 チキンスープ・ライスいり １２のつきのほん モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 富山房 63 (２５ 絵本 南)

8073 とおいところへいきたいな
モーリス・センダック／さく 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8074
ピエールとライオン ためになるおはなし はじまりのうた
といつつのまき

モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 富山房 63 (２５ 絵本 南)

8075 ふふふんへへへんぽん！ もっといいこときっとある
モーリス・センダック／さく 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8076
ヘクター・プロテクターとうみのうえをふね でいったら
マザー・グースのえほん

モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8077 まよなかのだいどころ モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 富山房 63 (２５ 絵本 南)

8078
かえってきたおとうさん 世界傑作童話シリーズ はじめて
よむどうわ ２

モーリス・センダック／え Ｅ．Ｈ．ミナリッ
ク／ぶん 松岡 享子／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



8079 ケニーのまど
モーリス・センダック／作 神宮 輝夫／訳 じ
んぐう てるお／訳

富山房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8080
だいじなとどけもの 世界傑作童話シリーズ はじめてよむ
どうわ ４

モーリス・センダック／え Ｅ．Ｈ．ミナリッ
ク／ぶん 松岡 享子／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8081
チキンスープ・ライスいり １２のつきのほん ちいさなち
いさなえほんばこ

モーリス・センダック／さく 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房

8082
ピエールとライオン ためになるおはなし はじまりのうた
と ちいさなちいさなえほんばこ

モーリス・センダック／さく 神宮 輝夫／やく
じんぐう てるお／やく

富山房

8083 鬼神への鎮魂歌 古代を検証する 千田稔 学習研究社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8084 これがぼくらの五体満足 先天性四肢障害児父母の会編著 三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

8085 ラクしてトクするやりくりブック 造事務所／編 双葉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8086 女の子を育てる がんばれママ、パパ！子育て応援ブック 造事務所／編著 大泉書店 17 (６ 総記 社会科学)

8087
不安に立ち向かう勇気が持てる本 あらゆる悩みとトラブ
ルの相談先７００

造事務所／編著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

8088
だれも教えてくれない政治家活用ガイド セーケツな国民
の集い

造事務所／編著 情報センター出版局 17 (６ 総記 社会科学)

8089 紅楼夢 ４ 平凡社ライブラリー １７７ 曹 雪芹／著 伊藤 漱平／訳 平凡社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8090 紅楼夢 １ 平凡社ライブラリー １６２ 曹 雪芹／著 伊藤 漱平／訳 平凡社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8091 十八史略 新書漢文大系 ４ 曽 先之／原編 林 秀一／訳著 堀江 忠道／編 明治書院
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

8092 世界美術大事典 ５ （ふぅ～む） ５ 相賀昌宏/編集著作出版者 小学館 5 (学習室)

8093 やさしい漢方入門 重要３０処方の運用 総合漢方研究会／編 健友館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8094
食品汚染性有害物事典 食品安全のための物質・事典シ
リーズ ３

総合食品安全事典編集委員会／編 産業調査会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8095 だれも教えなかった六法全書の読み方 総合法令／編 総合法令出版 17 (６ 総記 社会科学)

8096 吐山の太鼓踊り 総合地域活性化事業実行委員会 奈良県文化財保存課 12 (１ 郷土資料)

8097 紙ねんど人形 作品とその技法 創作紙粘土協会／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

8098
中高生６６０人の掲示板 「自分のココロ」をのぞいてみ
ました 学校のこと・親のこと・友だちのこと・自分自身
のこと

造事務所編 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)



8099 ５歳児の保育資料１２か月 年齢別保育資料 ４ 創造保育研究会／編・著 ひかりのくに 17 (６ 総記 社会科学)

8100 ３歳児の保育資料１２か月 年齢別保育資料 ２ 創造保育研究会／編・著 ひかりのくに 17 (６ 総記 社会科学)

8101 ４歳児の保育資料１２か月 年齢別保育資料 ３ 創造保育研究会／編・著 ひかりのくに 17 (６ 総記 社会科学)

8102 日本の名薬 新装版 宗田 一／著 八坂書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8103 寝台特急「はやぶさ」はとまった 草野 唯雄 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8104 なきむしなっちゃん どうわがいっぱい  ７７ そうま こうへい／作 かとう あやこ／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8105 もしもぼくがあかちゃんだったら 講談社の幼児えほん 相馬 公平／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

8106 もしもぼくにおにいちゃんがいたら 講談社の幼児えほん 相馬 公平／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

8107 なかよし ぶんぺいのえほん 相馬 公平／作・絵 フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

8108 おこりんぼ ぶんぺいのえほん 相馬 公平／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

8109
平和への想い 2007 後世に伝えたい 空襲・艦砲射撃の惨
禍

総務省大臣官房管理室/編集協力 日本戦災遺族会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8110
平和への想い 2008 後世に伝えたい 空襲・艦砲射撃の惨
禍

総務省大臣官房管理室/編集協力 日本戦災遺族会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8111
ノーマライゼーションの実現に向けて 精神障害者が地域
で普通に生活していくため

総務庁／編 総務庁行政監察局／編 大蔵省印刷局 17 (６ 総記 社会科学)

8112
ふしぎいっぱい擬態をする動物 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌ
ｄｓ １９

サンディー・ソウラー／文 徳永 優子／訳 ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8113 運慶 その人と芸術 歴史文化ライブラリー １０１ 副島弘道著 吉川弘文館 19 (８ 美術 芸術)

8114
子どもが大好きなお弁当 かわいくって、おいしい！ 人気
のお弁当ベ

副島 由美子／著 永岡書店

8115 秘籍 江戸文学選 第９巻 春歌拾遺考 添田知道/著者 日輪閣 7 (大型本)

8116
クリスマスのりんご クリスマスをめぐる九つのお話 世界
傑作童話シリーズ

ルース・ソーヤーほか文 アリソン・アトリー
ほか文 上條由美子編・訳  たかおゆうこ絵

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8117 針金工作を楽しむ シリーズ親と子でつくる ２４ 曽我 真弓／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

8118 定年からの人生設計 袖井 孝子／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)



8119 図説・昭和の歴史 第9巻 占領時代 袖井林二郎/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

8120 「いい人」をやめると楽になる 曽野 綾子 祥伝社 17 (６ 総記 社会科学)

8121 自分の始末 曽野 綾子／著 扶桑社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8122 老いの才覚 ベスト新書  ２９５ 曽野 綾子／著 ベストセラーズ 17 (６ 総記 社会科学)

8123
おうさまのペロペロキャンディー えほん・ドリームラン
ド ７

その やすじ／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

8124 二月三十日 曽野綾子著 新潮社 21 (１０ 小説)

8125 非常識家族 曽野綾子著 徳間書店 21 (１０ 小説)

8126 善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか 救心録 曽野綾子著 祥伝社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8127 ただ一人の個性を創るために 曽野綾子著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8128 哀しさ優しさ香しさ 曽野綾子著 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8129 最高に笑える人生 曽野綾子著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8130 正義は胡乱 昼寝するお化け 第４集 曽野綾子著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8131 近ごろ好きな言葉 曽野 綾子／著 曾野 綾子／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8132 流行としての世紀末 昼寝するお化け 第２集 曽野 綾子／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8133 極北の光 曽野 綾子／著 曾野 綾子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8134 燃えさかる薪 ある復讐の物語 曽野 綾子／著 曾野 綾子／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

8135 ギリシア人の愛と死 曽野 綾子／著 田名部 昭／著 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

8136 飼猫ボタ子の生活と意見 曽野 綾子／著 曾野 綾子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

8137 極北の光 曽野綾子 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8138 人間関係 曽野綾子 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8139 動かぬ証拠 一目瞭然の本格ミステリ 講談社ノベルス 蘇部健一著 講談社 20 (９ 小説)

8140 命の風 上 デビット・ゾペティ著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

8141 命の風 下 デビット・ゾペティ著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

8142 いちげんさん デビット・ゾペティ／著 集英社 21 (１０ 小説)

8143 世界文学全集 １ ホメーロス・ギリシア劇 ソポクレス 筑摩書房 24 (１３ 全集)

8144
部下を伸ばす上司・ダメにする上司 リーダーシップを高
める１８章

染谷 和巳／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8145 はっぱのおうち 幼児絵本シリーズ 征矢 清／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8146 いだてん の 六 おはなし名作絵本５ そや きよし／文 福田 庄助／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8147 なないろ山のひみつ 福音館創作童話シリーズ 征矢かおる作 林明子絵 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8148 ぱんだいすき ０．１．２．えほん 征矢清ぶん ふくしまあきええ 福音館書店

8149 ねこになった少年 岩波少年文庫 ２１３８ 征矢 清／作 やまだ 紫／画 岩波書店 25 (１４ 児童書)

8150 ゆうきのおにたいじ 福音館創作童話シリーズ 征矢 清／さく 土橋 とし子／え 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8151 かさもっておむかえ こどものとも傑作集 ４７ 征矢 清／さく 長 新太／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8152 やまぐにほいくえん 創作童話シリーズ 征矢 清／さく 大友 康夫／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8153 世界文学全集 ２９ ゾラ・モーパッサン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

8154 ぼくが父さんなら
シャーロット・ゾロトウ／文 ヒラリー・ナイ
ト／絵 みらい なな／訳

童話屋 63 (２５ 絵本 南)

8155 わたしが母さんなら
シャーロット・ゾロトウ／文 ヒラリー・ナイ
ト／絵 みらい なな／訳

童話屋 63 (２５ 絵本 南)

8156 あらしのひ
シャーロット・ゾロトウ／さく マーガレッ
ト・ブロイ・グレ ... 松井 るり子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

8157 うさぎさんてつだってほしいの
シャーロット・ゾロトウ／文 モーリス・セン
ダック／絵 小玉 知子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

8158 ティモと沼の精 くもんの海外児童文学シリーズ ７
アンゲラ・ゾンマー＝ボーデ ... 飯吉 光夫／
訳 藤川 秀之／絵

くもん出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



8159 ぼくのシャツ アップルしかけ絵本ベストセレクション 田頭よしたか/作絵 株式会社チャイルド本社 61 (２３ 絵本 北)

8160 おひさまおはよう！ アンドレ・ダーハンさく 石津ちひろやく 小学館 63 (２５ 絵本 南)

8161 だいすき。 ＢＯＯＫＳ ＰＯＯＫＡ アンドレ・ダーハン作 角田光代訳 学研 63 (２５ 絵本 南)

8162 一年中ワクワクしてた 評論社の児童図書館・文学の部屋
ロアルド・ダール作 久山太市訳 クェンティ
ン・ブレイク絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8163 銃・病原菌・鉄 上 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 ジャレド・ダイアモンド著 倉骨彰訳 草思社 16 (５ 宗教 歴史)

8164 銃・病原菌・鉄 下 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 ジャレド・ダイアモンド著 倉骨彰訳 草思社 16 (５ 宗教 歴史)

8165 現代学校経営講座2 学校経営講座2 学校の組織・編成 2 第一法規出版/岩下新太朗 第一法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

8166 現代学校経営講座3 教育課程の経営 3 第一法規出版/奥田真丈 第一法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

8167 現代学校経営講座4 学校経営の諸条件 4 第一法規出版/相良惟一 第一法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

8168 現代学校経営講座1 現代教育経営 1 第一法規出版/細谷俊夫 第一法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

8169 現代学校経営講座5 学校経営の革新 5 第一法規出版/吉本二郎 第一法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

8170
なりたい！！ツアーコンダクター プロフェッショナルラ
イブラリー ７

大栄出版／編 大栄出版編集部／編 大栄出版 19 (８ 美術 芸術)

8171
なりたい！！ヘア＆メイクアップアーティスト プロ
フェッショナルライブラリー ８

大栄出版／編 大栄出版編集部／編 大栄出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8172 とらのゆめ こどものとも傑作集 タイガー 立石／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8173
トトとポンチョ わるわるコンビ おおきなポケットまんが
館

タイガー立石／作 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8174 すてきにへんな家 たくさんのふしぎ傑作集 タイガー立石／作 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8175 母と子でみる 第五福竜丸 第五福竜丸平和協会／編 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8176
高齢者のためのわくわくゲーム集 シニアライフ・シリー
ズ ６

大胡淳二著 生活ジャーナル 19 (８ 美術 芸術)

8177 季語辞典 新装版 大後 美保／編 東京堂出版 5 (学習室)

8178
南極からのファックス 越冬隊と小学生の文通 あかねノン
フィクション ５

第３２次南極地域観測隊越冬 ... 武豊町立衣
浦小学校／文・写真 第３２次南極越冬隊／
文・写真

あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8179 ねずみのアナトール 文研児童読書館
タイタス／著 田谷 多枝子／やく はまだみち
こ／え

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8180 煩悩の子 大道珠貴著 双葉社 21 (１０ 小説)

8181 オニが来た 大道珠貴著 光文社 21 (１０ 小説)

8182 ひさしぶりにさようなら 大道珠貴著 講談社 21 (１０ 小説)

8183 銀の皿に金の林檎を 大道珠貴著 双葉社 21 (１０ 小説)

8184 しょっぱいドライブ 大道珠貴著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8185 大塔村のあゆみ 大塔村役場 総務課 ぎょうせい 12 (１ 郷土資料)

8186
いたずらスキッパーは、ぼくの犬 Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ
〈ｐｅｔｉｔ〉

キャロリン・ダイナン／さく・え 五頭 和子／
やく

福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8187 健康常備学 大日本住友製薬 大日本住友製薬株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8188 日本文学全集 第５４巻 大仏次郎集 大仏次郎 集英社 24 (１３ 全集)

8189 「タイム」誌が見た日本の５０年 上 タイム社／著 「タイム」編集部／著 プレジデント社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8190 素肌美人の化粧品チェック Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 大門 一夫／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8191 旅の会話集 ６ 改訂第３版 地球の歩き方
ダイヤモンド・ビッグ社／編集 地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 19 (８ 美術 芸術)

8192 旅の会話集 ４ 改訂第３版 地球の歩き方
ダイヤモンド・ビッグ社／編集 地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 19 (８ 美術 芸術)

8193
太平洋探検史 幻の大陸を求めて 「知の再発見」双書 ３
３

エティエンヌ・タイユミット／著 中村 健一／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

8194 あなたがパラダイス 平安寿子著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

8195 歳月の梯子 アン・タイラー／著 中野 恵津子／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8196
なるほど英語のことわざ事典 日常会話・試験に役立つフ
レーズ１５１

ウイリアム Ｅ．ダイン／著 工藤 恵子／著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

8197 ぼくはベートーベン
ロバート＝タイン／著 唐沢 則幸／訳 山口 み
ねやす／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8198 深呼吸して見あげた青い空 保育づくりと私の子育て 垰田 富子／編 豆塚 猛／写真 文理閣 17 (６ 総記 社会科学)



8199 恐竜ファンタジーランド ２ 多賀 もちゆき／作 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8200 恐竜ファンタジーランド ３ 多賀 もちゆき／作 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8201 恐竜ファンタジーランド １ 多賀 もちゆき／作 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8202 スズメが手にのった！ あかねノンフィクション ７ 高井 和子／著 風川 恭子／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8203 乳幼児教育 とくに心の教育 高井 修道／著 新評論 17 (６ 総記 社会科学)

8204 石川啄木 群像日本の作家 ７ 高井 有一／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8205 とんぼのあかねちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成・仲川道子／作 童心社 62 (２４ 絵本 西)

8206 ありこちゃんのおてつだい かわいいむしのえほん 高家 博成・仲川 道子／作 童心社 62 (２４ 絵本 西)

8207 ころちゃんはだんごむし かわいいむしのえほん 高家 博成・仲川 道子／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8208 日本列島ふるさと紀行 風土に生きる伝統家屋と町並み 高井潔/写真 宮司宏之/発行人 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

8209 高市郡神社誌 高市郡教育会 名著出版 13 (２ 県一般書)

8210 奈良県高市郡神社誌 高市郡教育会/編者 中村安孝/発行者 名著出版 13 (２ 県一般書)

8211 奈良県高市郡志料 高市郡役所/編者 中村安孝/発行者 名著出版 13 (２ 県一般書)

8212 奈良県高市郡寺院誌 高市郡役所/編者 中村安孝/発行者 名著出版 13 (２ 県一般書)

8213 奈良県高市郡古墳誌 高市郡役所/編者 中村安孝/発行者 名著出版 13 (２ 県一般書)

8214
中坊公平の修羅に入る 不良債権の腐肉を喰い続ける闇社
会と官への痛撃

高尾義彦著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

8215 ずら～りカエルならべてみると… 高岡昌江ぶん 松橋利光しゃしん アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8216 ずら～りカエルならべてみると… 高岡昌江ぶん 松橋利光しゃしん アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8217 現代世界美術全集-25人の画家 第13巻 ロ－トレツク 高階秀爾/ 講談社 7 (大型本)

8218 現代世界美術全集-25人の画家 第4巻 ミレ- 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)



8219 現代世界美術全集-25人の画家 第5巻 ク－ルベ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8220 現代世界美術全集-25人の画家 第6巻 マネ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8221 現代世界美術全集-25人の画家 第7巻 モネ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8222 現代世界美術全集-25人の画家 第8巻 ドガ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8223 現代世界美術全集-25人の画家 第9巻 ルノワ－ル 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8224 現代世界美術全集-25人の画家 第10巻 セザンヌ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8225 現代世界美術全集-25人の画家 第11巻 ゴッホ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8226 現代世界美術全集-25人の画家 第12巻 ゴ－ガン 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8227 現代世界美術全集-25人の画家 第14巻 モディリア－ニ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8228 現代世界美術全集-25人の画家 第15巻 ユトリロ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8229 現代世界美術全集-25人の画家 第16巻 ムンク 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8230 現代世界美術全集-25人の画家 第17巻 ルソ－ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8231 現代世界美術全集-25人の画家 第18巻 マティス 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8232 現代世界美術全集-25人の画家 第19巻 ピカソ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8233 現代世界美術全集-25人の画家 第20巻 カンディンスキ－ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8234 現代世界美術全集-25人の画家 第21巻 クレ－ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8235 現代世界美術全集-25人の画家 第22巻 シャガ－ル 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8236 現代世界美術全集-25人の画家 第23巻 エルンスト 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8237 現代世界美術全集-25人の画家 第24巻 ミロ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8238 現代世界美術全集-25人の画家 第25巻 キリコ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)



8239 現代世界美術全集-25人の画家 第2巻 ドラクロワ 高階秀爾/編著者 講談社 7 (大型本)

8240 現代世界美術全集-25人の画家 第3巻 コロ－ 高階秀爾/監修 講談社 7 (大型本)

8241 香芝市民の戦争体験記録集 高垣 正信 クワシマエンタープライズ 12 (１ 郷土資料)

8242 白昼の死角 ハクチュウノシカク 高木彬光 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8243 なまずのボンちゃん 新しいえほん 高木 信之／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8244 満水子 上 高樹のぶ子著 講談社 21 (１０ 小説)

8245 満水子 下 高樹のぶ子著 講談社 21 (１０ 小説)

8246 燃える塔 高樹のぶ子著 新潮社 21 (１０ 小説)

8247
調べて、まとめて、コミュニケーション ３ めざせ！編集
長 光村の国語

高木まさき監修 中川一史監修 光村教育図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8248 名勝唐詩選 下 ＮＨＫブックス ７７１ 高木 重俊／著 石 嘉福／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8249 ぼくからみると かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 高木 仁三郎／ぶん 片山 健／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8250 けんちゃんとトシせんせい
高木 敏子／ぶん 狩野 富貴子／え 狩野 ふき
こ／え

金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8251 ガラスのうさぎ 現代・創作児童文学 １６ 高木 敏子／著 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8252 ガラスのうさぎ フォア文庫愛蔵版 高木 敏子／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

8253 透光の樹 高樹 のぶ子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8254 花渦 高樹 のぶ子／著 講談社 21 (１０ 小説)

8255 億夜 高樹 のぶ子／著 講談社 21 (１０ 小説)

8256 水脈 高樹 のぶ子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8257 唐詩選 上 朝日選書 １００６ 中国古典選 高木 正一／著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8258 唐詩選 中 朝日選書 １００７ 中国古典選 高木 正一／著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8259 唐詩選 下 朝日選書 １００８ 中国古典選 高木 正一／著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8260 『地球村』宣言 環境調和社会を目指して 高木 善之／著 ビジネス社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8261 三くだり半と縁切寺 江戸の離婚を読直す 高木 侃 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

8262
交流する弥生人 金印国家群の時代の生活誌 歴史文化ライ
ブラリー １２３

高倉洋彰著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8263
水彩画形と色のコツ あなたの絵が変わる  描くことが
もっと楽しくなる

高崎尚昭著 日貿出版社

8264 竜のいる島 たかしよいち作 太田大八絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8265 魔法使いが落ちてきた夏 ファンタジーの冒険 タカシ トシコ／著 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8266 まんが世界ふしぎ物語 ３ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8267 まんが世界ふしぎ物語 ４ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8268 まんが世界ふしぎ物語 ５ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8269 まんが世界ふしぎ物語 ６ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8270 まんが世界ふしぎ物語 ７ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8271 まんが世界ふしぎ物語 ８ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8272 まんが世界ふしぎ物語 １０ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8273 まんが世界ふしぎ物語 １ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8274 まんが世界ふしぎ物語 ２ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8275 まんが世界ふしぎ物語 ９ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8276 七人の大昔の幽霊 七人の七不思議シリーズ たかし よいち／作 スズキ コージ／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8277 ねむりんぼじまのおおおとこ えほん・ドリームランド ２ たかし よいち／作 中村 景児／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

8278
おれさまがヨロイきょうりゅうだ！ きょうりゅうたんけ
ん隊 ５ ３年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8279
かみなりきょうりゅうがあらわれた きょうりゅうたんけ
ん隊 ４ ２年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 阿部 肇／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8280
きょうりゅうだって病気になる きょうりゅうたんけん隊
７ ４年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8281
きょうりゅうの運動会 きょうりゅうたんけん隊 ６ ３年
生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 阿部 肇／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8282
きょうりゅうの大決とう きょうりゅうたんけん隊 １１
６年生のき ょうりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8283
きょうりゅうの墓場大発見 きょうりゅうたんけん隊 １０
５年生のき ょうりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 末崎 茂樹／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8284
きょうりゅうはたまごから生まれたの？ きょうりゅうた
んけん隊 １ １年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8285
きょうりゅうはなぜほろんだ きょうりゅうたんけん隊 １
２ ６年生のき ょうりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8286
こんにちは！あかちゃんきょうりゅう きょうりゅうたん
けん隊 ２ １年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 阿部 肇／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8287
つよいぞきょうりゅうのつのとしっぽ きょうりゅうたん
けん隊 ３ ２年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 末崎 茂樹／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8288
でっかいぞ！きょうりゅうのうんち きょうりゅうたんけ
ん隊 ８ ４年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 末崎 茂樹／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8289
日本にもきょうりゅうがいた！ きょうりゅうたんけん隊
９ ５年生のきょ うりゅうたんけん隊

たかし よいち／文 小泉 澄夫／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8290 まんが化石動物記 １ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8291 まんが化石動物記 ２ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8292 まんが化石動物記 ４ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8293 まんが化石動物記 ５ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8294 まんが化石動物記 ６ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8295 まんが化石動物記 ７ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8296 まんが化石動物記 ８ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8297 まんが化石動物記 ９ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8298 まんが化石動物記 １０ たかし よいち／原作 吉川 豊／漫画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8299 さよなら地底人 高科正信作 荒井良二絵 フレーベル館
31 (２０ 読み物 高学
年)

8300 近代の洋画 原色日本の美術３１ 高階 秀爾 小学館 7 (大型本)

8301 はじまりは・ごっこ・から 創作児童文学館 ２４ 高科 正信／作 石倉 欣二／画 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8302 トルーマン・レター 高嶋哲夫著 集英社 21 (１０ 小説)

8303 事典定年までに取りたい資格ガイド 高島 徹治／著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

8304 叱り方・ほめ方・教え方１００の鉄則 高嶌 幸広／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8305
説明上手になる本 筋道たてた話がうまくなるとっておき
のノウハウ

高島 幸広／著 実務教育出版 19 (８ 美術 芸術)

8306
面白いほどよくわかる 脳のしくみ 記憶力、発想力、集中
力はすべて脳がつかさどる

高島 昭彦 日本文芸社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8307 標準原色図鑑全集 有用植物 １３ 高嶋四郎/他２名/共著 保育社 5 (学習室)

8308
話が面白い人のちょっとした習慣術 成功をもたらす実践
コミュニケ－ション

高嶋 秀武 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

8309 ザエクセレントカンパニー 高杉良著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8310 小説ザ・外資 高杉良著 光文社 21 (１０ 小説)

8311 組織に埋れず 高杉 良／著 講談社 21 (１０ 小説)

8312 小説新巨大証券 上 高杉 良／著 講談社 21 (１０ 小説)

8313 小説新巨大証券 下 高杉 良／著 講談社 21 (１０ 小説)

8314 烈風 小説通産省 高杉 良／著 講談社 21 (１０ 小説)

8315 ポケモンとあそぼう まちがいさがしパズルめいろ 嵩瀬 ひろし／案・絵 小学館 63 (２５ 絵本 南)

8316 ポケモンかぞえてかくれんぼ 嵩瀬 ひろし／案・絵 小学館 63 (２５ 絵本 南)

8317
「読み」「書き」「計算」で脳がよみがえる 高齢者がい
きいき学ぶ、老人介護施設「永寿園」の挑戦

高瀬毅著 くもん出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8318 ポケモンわくわく超めいろ 嵩瀬ひろし案と絵 小学館



8319 理科っておもしろい！ 重力のふしぎ まんがで攻略
嵩瀬ひろし漫画 笠耐監修 田中幸企画・構成・
脚本 結城千代子企画・構成・脚本

実業之日本社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8320 積もらぬ雪 高瀬理生著 文芸社 21 (１０ 小説)

8321 夏の記憶 高瀬 千図／著 葦書房 21 (１０ 小説)

8322 笛の八郎太 絵ものがたり ＰＨＰにこにこえほん 高田 勲／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

8323 らくがきポック えほん・ハートランド ７ タカタ ケンジ／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

8324
たこやきマントマン にんじゃじまのぼうけんのまき 新し
いえほん

高田 ひろお／作 中村 泰敏／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8325 ながいおひげのえんちょうせんせい 新しいえほん 高田 ひろお／作 中村 景児／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8326
たこやきマントマン にぎやかぼうけんのおまき 新しいえ
ほん

高田 ひろお／作 中村 泰敏／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8327 七夕の雨闇 毒草師 高田崇史著 新潮社 21 (１０ 小説)

8328 フェイバリット 高田侑著 新潮社 21 (１０ 小説)

8329 血栓の話 体内で固まる血液のふしぎ 朝日選書 ５１３ 高田 明和／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8330 仏画 原色日本の美術７ 高田 修 柳沢 孝 小学館 7 (大型本)

8331 うさぎ月 おはなしメリーゴーランド 高田 桂子／作 長 新太／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

8332 雨のせいかもしれない 偕成社コレクション 高田 桂子／作 山野辺 若／画 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8333 飛びたてシマフクロウ あかねノンフィクション ４ 高田 勝／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8334
こんなときどうするの？ ママといっしょによむえほん 子
どもの健康を考える絵本 ５

高田 芳朗／構成・文 藤本 四郎／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8335 世界文化遺産法隆寺 歴史文化ライブラリー ６ 高田 良信／著 吉川弘文館 16 (５ 宗教 歴史)

8336 脳の栄養失調 脳とダイエットの危険な関係 高田明和 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8337 大和 高取城 城郭談話会 高田 徹・谷本 進 高田 徹 13 (２ 県一般書)

8338 大和 高取城 城郭談話会 高田 徹・谷本 進 城郭談話会 13 (２ 県一般書)



8339 森が消えるとき 高田宏 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8340 こどもたちよ！ 高田宏 童心社 19 (８ 美術 芸術)

8341 おおきなかぶ ４７ 世界名作ファンタジー 高田由美子/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8342 法隆寺のなぞ 高田良信 主婦の友社 13 (２ 県一般書)

8343 語りによる日本の民話 ６ 東京 檜原の民話 高津美保子/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8344 日本の名峰４ 八甲田・八幡平・早池峰 高寺 志郎 山と渓谷社 7 (大型本)

8345 十一月の扉 講談社青い鳥文庫  Ｙ３－１ 高楼方子作 千葉史子絵 講談社

8346 緑の模様画 福音館創作童話シリーズ 高楼方子著 福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8347 白いのはらのこどもたち おはなしパレード たかどのほうこ作 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8348 へんてこもりのきまぐれろ へんてこもりのはなし ４ たかどのほうこ作・絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8349 紳士とオバケ氏 ものがたりのもり たかどのほうこ作 飯野和好絵 フレーベル館
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8350 ねこが見た話 福音館創作童話シリーズ
高楼 方子／作 瓜南 直子／絵 たかどの ほう
こ／作

福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8351 夜にくちぶえふいたなら 旺文社創作童話
高楼 方子／さく 長野 ヒデ子／え たかどの
ほうこ／さく

旺文社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8352 キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ ７ 高楼 方子／作・絵 たかどの ほうこ／作・絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

8353 ネズンタはかせの発見 スピカの創作童話 高楼 方子／作 高畠 純／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

8354 へんてこもりにいこうよ 高楼 方子／作・絵 たかどの ほうこ／作・絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8355 みどりいろのたね 福音館創作童話シリーズ
高楼 方子／作 太田 大八／絵 たかどの ほう
こ／作

福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8356 ココの詩 高楼 方子／作 千葉 史子／画 リブリオ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8357 時計坂の家 高楼 方子／著 千葉 史子／絵 リブリオ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8358
日本の薬用植物〈生薬〉 彩色写生図 生薬－成分－漢方－
〈処方例〉 豪華版

高取 治輔／画・解説 広川書店 7 (大型本)



8359 高取・町家の雛物語 「高取・町家の雛物語」編集委員会 京阪奈情報教育出版株式会社 12 (１ 郷土資料)

8360 わたしたちの高取町 高取町教育委員会 高取町教育委員会 12 (１ 郷土資料)

8361 わたしたちの高取町 高取町教育委員会 高取町教育委員会 12 (１ 郷土資料)

8362 高取町史 高取町史編纂委員会 岡村印刷 13 (２ 県一般書)

8363 高取町 高取町副読本編集委員会 高取町教育委員会 13 (２ 県一般書)

8364 わたしたちの高取町 高取町副読本編集委員会 高取町教育委員会 13 (２ 県一般書)

8365 わたしたちの高取町 高取町立高取小学校・育成小学校職員一同 高取町教育委員会 13 (２ 県一般書)

8366 わたしたちの高取町 高取町教育委員会 高取町立たかむち小学校職員一同 高取町教育委員会 13 (２ 県一般書)

8367 わたしたちの高取町 高取町立たかむち小学校職員一同 高取町教育委員会 13 (２ 県一般書)

8368 塩の絵本 つくってあそぼう １２ たかなし ひろき へん さわだ としき え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8369 売れない時代に元気と希望が湧く本 Ｙｅｌｌ ｂｏｏｋｓ 高根沢 一男／著 エール出版社 17 (６ 総記 社会科学)

8370 平原の家から 高野 敦子／作・絵 ブックローン出版 61 (２３ 絵本 北)

8371 １３階段 高野和明著 講談社 21 (１０ 小説)

8372 カランバ！アマゾン奥地へ向かう 高野潤著 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8373 テーブルマナーの絵本 高野紀子作 あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8374
忠臣蔵とは何だろうか 武士の政治学を読む ＮＨＫブック
ス ８４９

高野 澄／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

8375 野外で変わる子どもたち 地球は彼らの学校だ 高野 孝子／著 情報センター出版局 19 (８ 美術 芸術)

8376 カント・アンジェリコ 高野 史緒／著 講談社 21 (１０ 小説)

8377 ムジカ・マキーナ 高野 史緒／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8378

はじめてのＡｃｃｅｓｓ ２００７ 基本編 Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ Ｖｉｓｔａ版 ｔｈｅ ２００７ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
Ｏｆｆｉｃｅ ｓｙｓｔｅｍ ＢＡＳＩＣ ＭＡＳＴＥＲ Ｓ
ＥＲＩＥＳ ２５４

高羽実著 秀和システム 17 (６ 総記 社会科学)



8379 ムーミン童話の百科事典 高橋静男「ムーミンゼミ」／編 渡部 翠／編 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8380 チロヌップのきつね 高橋 宏幸／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8381 チロヌップの子 さくら 高橋 宏幸／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8382 チロヌップのにじ 高橋 宏幸／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8383 プロから学ぶ完全図解の家庭介護術 高橋昭彦監修 グループまごのて編集 双葉社 19 (８ 美術 芸術)

8384 いつも見ていて けやきの創作童話 高橋うらら著 日野多津子絵 けやき書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

8385 いい天気 童話の森 高橋うらら著 いわさきさよみ絵 けやき書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

8386 風の盆恋歌 高橋治著 新潮社 21 (１０ 小説)

8387 イスラム国の野望 幻冬舎新書  た－１９－１ 高橋和夫著 幻冬舎

8388 鬼 弓削是雄全集 高橋克彦著 講談社 21 (１０ 小説)

8389 いじん幽霊 完四郎広目手控 高橋克彦著 集英社 21 (１０ 小説)

8390 幻日 高橋克彦著 小学館 21 (１０ 小説)

8391 おこう紅絵暦 高橋克彦著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8392 ゴッホ殺人事件 上 高橋克彦〔著〕 講談社 21 (１０ 小説)

8393 ゴッホ殺人事件 下 高橋克彦〔著〕 講談社 21 (１０ 小説)

8394 天を衝く 上 秀吉に喧嘩を売った男・九戸政実 高橋克彦著 講談社 21 (１０ 小説)

8395 天を衝く 下 秀吉に喧嘩を売った男・九戸政実 高橋克彦著 講談社 21 (１０ 小説)

8396 時宗 巻の４ 戦星 高橋克彦著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8397 時宗 巻の３ 震星 高橋克彦著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8398 えびす聖子（みこ） 高橋克彦著 幻冬舎 21 (１０ 小説)



8399 時宗 巻の１ 乱星 高橋克彦著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8400 時宗 巻の２ 連星 高橋克彦著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8401 天狗殺し 完四郎広目手控 高橋克彦著 集英社 21 (１０ 小説)

8402 蒼い記憶 高橋克彦著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8403 夫婦旅せむ 高橋揆一郎著 北海道新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8404 ぼくの見た戦争 ２００３年イラク 高橋邦典写真・文 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8405
森と生きる どろ亀さんと東京大学北海道演習林 未来へ残
したい日本の自然 １

高橋健文 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8406 ぼくらの民主主義なんだぜ 朝日新書  ５１４ 高橋源一郎著 朝日新聞出版

8407 日本の大和言葉を美しく話す こころが通じる和の表現 高橋こうじ文 東邦出版

8408 ロビンソン・クルーソーを探して 高橋大輔著 新潮社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

8409 ぶなぶなもりのくまばあば わくわく幼年どうわ ４ 高橋たまき作 藤田ひおこ絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

8410 新幹線をつくった男島秀雄物語 Ｌａｐｉｔａ ｂｏｏｋｓ 高橋団吉著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8411 湖賊の風 高橋直樹著 講談社 21 (１０ 小説)

8412 異形武夫 高橋直樹著 新潮社 21 (１０ 小説)

8413 風になった日 高橋尚子著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

8414 ２１世紀の平和を考えるシリーズ ５ エイズ
高橋央文 広田真美文 ＡＭＤＡ文 大貫美佐子
監修

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8415 空の剣 男谷精一郎の孤独 高橋三千綱著 集英社 21 (１０ 小説)

8416 あの人が来る夜 高橋三千綱著 光文社 21 (１０ 小説)

8417 こちら禁煙外来 ３８のちょっといい話 高橋裕子著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8418 １．３億人の法律入門テキスト 高橋裕次郎編 三修社 17 (６ 総記 社会科学)



8419 猿屋形 鬼悠市風信帖 高橋義夫著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8420 湯けむり浄土 花輪大八湯守り日記 高橋義夫著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

8421 かげろう飛脚 鬼悠市風信帖 高橋義夫著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8422 密命 高橋義夫著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8423 御隠居忍法唐船番 高橋義夫著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

8424 決闘・閻魔ケ辻 高橋義夫著 徳間書店 21 (１０ 小説)

8425
アルミ缶百科 総合的な学習 アルミ缶を材料に新しい“手
づくり学習” あそべる・まなべる学習教材づくり

高橋和光監修 少年写真新聞社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8426 竹中半兵衛 高橋和島著 学研 21 (１０ 小説)

8427
風邪をひかないくらしの知恵 かぜを知ってかぜにうちか
つ 最新版 健康家族シリーズ １３

高橋 昭雄／著 旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8428 ビックリは忘れた頃にやってくる 高橋 章子／著 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

8429 薬局で買える薬がわかる本 高橋 功／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8430 冬の炎 上 高橋 治／著 集英社 21 (１０ 小説)

8431 冬の炎 下 高橋 治／著 集英社 21 (１０ 小説)

8432 星の衣 高橋 治／著 講談社 21 (１０ 小説)

8433 海の蝶 高橋 治／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8434 日本史鑑定 高橋 克彦／著 明石 散人／著 徳間書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8435 黄昏綺譚 高橋 克彦／著 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8436 前世の記憶 高橋 克彦／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8437 総門谷Ｒ 小町変妖篇 高橋 克彦／著 講談社 21 (１０ 小説)

8438 にぎにぎ 高橋 揆一郎／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)



8439
野の花道ばたの草 さいているところさがそう みぢかなか
がく

たかはし きよし／絵 萩原 信介／文 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8440 くだける 貘の図書館 高橋 久美子／著 パロル舎 21 (１０ 小説)

8441 Ｆｕｔｕｒｅ 未来を創る心のふしぎ ＴＬ人間学ヴィジュ 高橋 佳子／著 三宝出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8442 オルカの歌が聞こえる 高橋 健／著 あすなろ書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8443
雲の名前の手帖 ブティックムック Ｎｏ．２４４ 「名前
の 手帖」シリーズ ６

高橋 健司／著 シンク
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8444
風と光と雲の言葉 写真で見る気象の日本語 講談社カル
チャーブックス １１４

高橋 健司／写真・文 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8445 感性が光る文章の書き方 いい生き方といい文章 高橋 玄洋／著 同文書院 19 (８ 美術 芸術)

8446
漢方薬は効かない 中国二千年のウソを検証する 見逃せな
いこ ベストセラーシリーズ〈ワニの本〉

高橋 晄正／著 ベストセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8447 航空 飛行機のあゆみ 小学館の学習百科図鑑 １２ 高橋 慎一／共編 秋本 実／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

8448 境に居て 高橋 たか子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8449 亡命者 高橋 たか子／著 講談社 21 (１０ 小説)

8450 高橋たか子自選小説集 ４ 高橋 たか子／著 講談社 21 (１０ 小説)

8451 世界現代史入門 ２０世紀から２１世紀へ 高橋 正／著 サイマル出版会 17 (６ 総記 社会科学)

8452
発掘された『万葉集』の謎 宮殿から信仰まで遺跡が語る
万葉時代の実像 Ｒａｋｕｄａ ｂｏｏｋｓ

高橋 徹／著 日本文芸社 13 (２ 県一般書)

8453
マイホーム・不動産の税金でトクする本 売るとき・買う
とき・貸すとき・もらうとき

高橋 敏則／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

8454 戦国啾啾 高橋 直樹／著 新人物往来社 21 (１０ 小説)

8455 日輪を狙う者 高橋 直樹／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

8456 鎌倉擾乱 高橋 直樹／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8457 亀田大隅 最後の戦国武将 高橋 直樹／著 講談社 21 (１０ 小説)

8458 最後の総領・松平次郎三郎 高橋 直樹／著 講談社 21 (１０ 小説)



8459 ジオグラフィー入門 地理学でみる日本と世界 高橋 伸夫／ほか編 古今書院 13 (２ 県一般書)

8460 今日も、本さがし 高橋 英夫／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8461 井上靖 群像日本の作家 ２０ 高橋 英夫／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8462
企画書の書き方が面白いほどわかる本 お客様や上司を説
得できる！気軽に作ってま 知りたいことがすぐわかる

高橋 誠／著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

8463 発想の瞬間 天才たちはいかにして世紀の発明・発見をし 高橋 誠／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8464 蛍篭 高橋 昌男／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8465 症状でわかる女性の健康チェック小事典 高橋 正樹／著 三心堂出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8466 ホームヘルパー老人介護三百六十五日 高橋 道子／著 麦秋社 17 (６ 総記 社会科学)

8467 江戸の若様 平成のさぶらい ２ 高橋 三千綱／著 講談社 21 (１０ 小説)

8468 風変りな淑女たち 高橋 三千綱／著 集英社 21 (１０ 小説)

8469 よんでよんでトーク １
高橋 元夫／編著 蔵元 和子／編著 三栗 沙緒
子／絵

星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8470 よんでよんでトーク ２
高橋 元夫／編著 蔵元 和子／編著 三栗 沙緒
子／絵

星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8471 よんでよんでトーク ３
高橋 元夫／編著 蔵元 和子／編著 三栗 沙緒
子／絵

星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8472
世界文学１０１物語 Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ｈａｎｄｂｏ
ｏｋ

高橋 康也／編 新書館 19 (８ 美術 芸術)

8473 セイリの味方スーパームーン 生理なんでもハンドブック 高橋 由為子／作 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8474 陽子ママの子育てのオキテ 学研の育児マンガ 高橋 陽子／著 学研 19 (８ 美術 芸術)

8475 意休ごろし 投げ節お小夜捕物控 高橋 義夫／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

8476 大江戸あぶれ者 高橋 義夫／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8477 お薬グラフィティ 読んで良く効く心のお薬博物館 高橋 善丸／所蔵・編 光琳社出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8478 わかりやすい コンピュ－タ用語辞典 高橋三雄/監修 ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)



8479 埴輪の世紀 高橋 克壽 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8480 城をめぐる マガジントップ篇 兵たちの夢跡を歩く 高橋 淳二他 山海堂 13 (２ 県一般書)

8481 散華 雲湧きて流るる涯 高橋 讓輔 岡村印刷工業 12 (１ 郷土資料)

8482 プーさんみっけ！ プーさん認識えほん 高橋信也/絵 学習研究社 63 (２５ 絵本 南)

8483 プーさんそれなあに？ プーさん認識えほん 高橋信也/絵 学習研究社 62 (２４ 絵本 西)

8484 プ－さんなにしてるの？ プ-さん生活えほん 高橋信也/絵 学習研究社 62 (２４ 絵本 西)

8485 オズの魔法つかい １９ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8486 おやゆびひめ ７ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8487 ねずみのすもう ４３ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8488 花さかじいさん ４２ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8489 ふしぎの国のアリス １７ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8490 フランダースの犬 ３１ 世界名作ファンタジー 高橋信也/画家 高田一恵/文 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8491 ヘンゼルとグレーテル ３６ 世界名作ファンタジー 高橋信也・大野豊/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

8492 寺尾勇と飛鳥保存 風の人 高橋 徹 綜文館 13 (２ 県一般書)

8493 新しい日本の伝記 源頼朝 高橋宏幸/文 村井香葉/絵 ひのくま出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8494 海軍めしたき物語 新潮文庫 高橋 孟 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8495 禁煙外来へようこそ 高橋裕子 遊タイム出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8496 渤海王の使者 高橋 義夫 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8497 会社存続の原理 経営を破綻させない資金循環の戦略 高畑 省一郎／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

8498 わんわんわんわん くすくすえほん 高畠純 理論社 62 (２４ 絵本 西)



8499 よこむいてにこっ 高畠 純／作 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

8500 なんでしょなんでしょ 高畠 純／著 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

8501 ぼくモンスター 高畠 純／絵 越野 民雄／言葉 佼成出版社 62 (２４ 絵本 西)

8502 パラダイス あかね創作えほん ３４ 高畠 純／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

8503 ぼく いぬ 高畠 純／絵 越野 民雄／言葉 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

8504
ストーカーからあなたを守る本 法的対策から心のケアま
で

高畠克子著 渡辺智子著 法研 17 (６ 総記 社会科学)

8505 すいかのたび 高畠純作 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

8506 十二支のはやくちことばえほん 高畠純 教育画劇 62 (２４ 絵本 西)

8507 おどります 高畠純 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

8508 杜氏千年の知恵 米、水、人を生かし切る日本の酒造り 高浜春男著 祥伝社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8509 日本文学全集 第１７巻 高浜虚子・長塚節・伊藤左千夫集 高浜虚子・長塚節・伊藤左千夫 集英社 24 (１３ 全集)

8510 育てやすい観葉植物６０種 ビジュアル園芸ブックス ２ 高林 成年／著 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

8511 イチロー 努力の天才バッター 素顔の勇者たち 高原寿夫著 旺文社 19 (８ 美術 芸術)

8512 原爆へ 平和の鐘を（第３巻） 奈良県原爆被害者の手記 高原 稔 奈良県原爆被害者の会 12 (１ 郷土資料)

8513 ４６億年わたしたちの長き旅 地球大進化と人類のゆくえ 高間大介著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8514 菊と葵のものがたり 高松宮 喜久子／著 高松宮妃喜久子／著 中央公論社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

8515 もりのパトロール 心を育てるメッセージ絵本 高見 映／作 山本 省三／絵 のっぽさん／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

8516 日本文学全集 ３６ 高見 順 阿部 知二 新潮社 24 (１３ 全集)

8517 日本文学全集 第６５巻 高見順集 高見順 集英社 24 (１３ 全集)

8518 グーテンベルクの謎 活字メディアの誕生とその後 高宮 利行／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)



8519 新リア王 下 高村 薫 新潮社 21 (１０ 小説)

8520 新リア王 上 高村 薫 新潮社 21 (１０ 小説)

8521 レディ・ジョーカー 下 高村 薫 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8522 空海 高村薫著 新潮社

8523 四人組がいた。 高村薫著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

8524 冷血 上 高村薫著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8525 冷血 下 高村薫著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8526 お話し日本の童謡 心がやさしくなるうた 高村忠範編 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8527 神の火 新潮ミステリー倶楽部 高村 薫／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8528 マークスの山 ハヤカワミステリーワールド 高村 薫 早川書房 21 (１０ 小説)

8529 太陽を曳く馬 上 高村薫 新潮社 21 (１０ 小説)

8530 太陽を曳く馬 下 高村薫 新潮社 21 (１０ 小説)

8531 レディ・ジョーカー 上 高村薫 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8532 だれがだれやらわかりません わくわくメルヘンシリーズ 高谷まちこ フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

8533
ターゲット 標的 いじめを考える ポプラ社版・ＮＨＫ中
学生日記 ３５

高谷 信之／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8534 痛風Ｈｏｗ ｔｏ栄養バランス 高尿酸血症の人のために 高谷 雅史／著 泉 真利子／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8535 あけもどろの空 ちびっこヨキの沖縄戦 高柳 杉子／著 子どもの未来社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8536 柳田国男の遠野紀行 遠野フォークロア誕生の頃 高柳俊郎著 三弥井書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8537 ゆきうさぎ 高柳 克弘／作 狩野 富貴子／絵 ひくまの出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

8538 くすりを探る 夢・化学－２１
高柳 輝夫／編 桐村 光太郎／編 山崎 幹夫／
共著

丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



8539 愚か者の伝説 大仁田厚という男 高山文彦著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

8540 まいごの遊びば ものがたりうむ 高山 栄子／著 徳永 健／挿画 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

8541 塾 七転び八起きの１２歳 心にのこる文学 １５
高山 栄子／作 たけだ みほ／絵 武田 美穂／
絵

ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8542 ４年２組の人魚姫 童話のすけっちぶっく ４ 高山 栄子／作 狩野 富貴子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8543 「少年Ａ」１４歳の肖像 高山 文彦／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8544 ヒトラー最後の謎を追え 集英社文庫 高山洋治 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8545 プルーと満月のむこう スプラッシュ・ストーリーズ ３ たからしげる作 高山ケンタ絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8546 ミステリアスカレンダー 文学の泉 １０ たからしげる作 亀井洋子絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8547 よくわかる細菌と感染のはなし 滝竜雄著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8548 学校を変える、子どもが変わる 滝 充／著 時事通信社 17 (６ 総記 社会科学)

8549 こどもたちのライフハザード 滝井宏臣著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8550 日本文学全集 １４ 瀧井 孝作 中 勘助 宇野 浩二 新潮社 24 (１３ 全集)

8551 ３６６日誕生花の本 Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｆｌｏｗｅｒｓ 滝井 康勝／著 三五館 19 (８ 美術 芸術)

8552
花がささやく愛の知恵 幸運を招く花のシンボルワード７
９３

滝井 康勝／文・写真 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

8553 日本文学全集 第３６巻 滝井孝作・尾崎一雄集 滝井孝作・尾崎一雄 集英社 24 (１３ 全集)

8554 日本文学全集 ３１ 瀧井孝作・尾崎一雄・上林暁 筑摩書房 24 (１３ 全集)

8555 レトロ館の殺意 多岐川 恭／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8556
子どもパソコンなるほどブック パソコンとなかよくなろ
う 楽しく使えるあそべる！

滝沢武久監修 海苑社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8557 動物の目、人間の目 びっくり、ふしぎ写真で科学 ３ 滝沢美絵文 ガリレオ工房編 伊知地国夫写真 大月書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8558 ドンツク囃子 滝沢 美恵子／著 角川書店 21 (１０ 小説)



8559 カリ・コリ・モルチンの１・２・３サッカー 滝原 愛治／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8560 武器としての決断思考 星海社新書  １ 瀧本 哲史／著 星海社  講談社（発売） 17 (６ 総記 社会科学)

8561 旅人の心得 田口ランディ著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8562 くねくね日記 田口ランディ著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8563 どうしてみちくさするのたっくん あつまれ１年生 ３ たぐち きょうこ／作 宮前 保彦／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8564
川・湖・池の魚 ポケット図鑑 Ｓｅｉｂｉｄｏ ｈａｎｄ
ｙ ｌｉｂｒａｒｙ

田口 哲／解説・写真 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8565 フィボナッチ 自然の中にかくれた数を見つけた人
ジョセフ・ダグニーズ／文 ジョン・オブライ
エン／絵 渋谷 弘子／訳

さ・え・ら書房 63 (２５ 絵本 南)

8566 空の華 田久保 英夫／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8567 川の手物語 上 田久保 英夫／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8568 川の手物語 下 田久保 英夫／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8569 川端康成 群像日本の作家 １３ 田久保 英夫／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

8570
土・日で覚えるテニス ビジュアル版 土・日で覚えるシ
リーズ １

ポール・ダグラス／著 古賀 東子／訳 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

8571 接続された心 インターネット時代のアイデンティティ シェリー・タークル／著 日暮 雅通／訳 早川書房 17 (６ 総記 社会科学)

8572 御家の狗 岳宏一郎著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

8573 からだに効く和の薬膳便利帳 症状別食材別 武鈴子著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8574 天正十年夏ノ記 岳 宏一郎／著 講談社 21 (１０ 小説)

8575 群雲、関ヶ原へ 上巻 岳 宏一郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8576 群雲、関ヶ原へ 下巻 岳 宏一郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8577 ひとりできがえできるかな かわりえ・えほん ６ たけいしろうさく もうりまさのりえ 国土社 61 (２３ 絵本 北)

8578 夏休みのかんたん工作 竹井史郎著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8579 なんてったってアウトドア？ わくわくライブラリー 武井 岳史／作 飯野 和好／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8580 ファイルのすべてがわかる本 武井 一巳／著 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

8581 やさしいかがくの工作 １ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8582 やさしいかがくの工作 ２ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8583 やさしいかがくの工作 ３ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8584 やさしいかがくの工作 ４ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8585 やさしいかがくの工作 ５ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8586 やさしいかがくの工作 ６ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8587 やさしいかがくの工作 ７ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8588 やさしいかがくの工作 ８ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8589 やさしいかがくの工作 ９ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8590 やさしいかがくの工作 １０ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8591 やさしいかがくの工作 １１ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8592 やさしいかがくの工作 １２ 竹井 史郎／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8593 あそびのずかん １ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8594 あそびのずかん ２ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8595 あそびのずかん ３ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8596 あそびのずかん ４ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8597 あそびのずかん ５ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8598 あそびのずかん ６ 竹井 史郎／作 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8599 すぐできるやさしいあそびの本 １ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8600 すぐできるやさしいあそびの本 ２ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8601 すぐできるやさしいあそびの本 ３ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8602 すぐできるやさしいあそびの本 ４ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8603 すぐできるやさしいあそびの本 ５ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8604 すぐできるやさしいあそびの本 ６ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8605 すぐできるやさしいあそびの本 ７ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8606 すぐできるやさしいあそびの本 ８ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8607 すぐできるやさしいあそびの本 ９ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8608 すぐできるやさしいあそびの本 １０ 竹井 史郎／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8609 古建築辞典 武井 豊治／著 理工学社 5 (学習室)

8610 がんばりプンタ どうわがいっぱい １６ 武井 博／作 奈良坂 智子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8611 なきべそプンタ どうわがいっぱい ２０ 武井 博／作 奈良坂 智子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8612 はらぺこプンタ どうわがいっぱい １０ 武井 博／作 奈良坂 智子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8613 糖尿病の食事 ① ＮＨＫ今日の料理 竹内 富貴子／著 河盛 隆造／監修 ＮＨＫ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8614 シンメトリーな男 竹内久美子著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8615 受験生のための合格レシピ 竹内富貴子著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

8616 こんなにおいしい野菜のダイエットケーキ 竹内富貴子著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

8617
骨粗鬆症を防ぐ、カルシウムいっぱいの献立と料理１２０
品 イライラをなくし、骨を強くする！ マイライフシリー
ズ特集版

竹内富貴子料理 林泰史医学監修 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8618 ビールボーイズ 竹内真著 東京創元社 21 (１０ 小説)



8619 ワンダー・ドッグ 竹内真著 新潮社 21 (１０ 小説)

8620 地図でみる日本の歴史 ７ 明治・大正時代 竹内誠監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8621 地図でみる日本の歴史 ８ 昭和時代・平成 竹内誠監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8622 地図でみる日本の歴史 ３ 鎌倉・南北朝時代 竹内誠総監修 木村茂光監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8623 地図でみる日本の歴史 ４ 室町・戦国時代 竹内誠総監修 木村茂光監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8624 地図でみる日本の歴史 １ 縄文・弥生・古墳時代 竹内誠総監修 木村茂光監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8625 地図でみる日本の歴史 ２ 飛鳥・奈良・平安時代 竹内誠総監修 木村茂光監修 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8626 粗忽拳銃 流々亭天馬 竹内真著 集英社 21 (１０ 小説)

8627 あっぱれじいちゃん おはなしだいすき 竹内もと代作 篠崎三朗絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8628 地球を考える 生命と環境のグランドデザイン 竹内 啓／編 湯本 昌／編 三田出版会

8629
ストーリーテリングと図書館 スペンサー・Ｇ．ショウの
実践から

竹内 哲／編訳 日本図書館協会 17 (６ 総記 社会科学)

8630 シェーマ式フランス語文法 改訂版 竹内 信夫／共著 工藤 進／共著 白水社 19 (８ 美術 芸術)

8631
愛なのか、それは 異性 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
３

竹内 日出男／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8632
うるさいんだよ、母さんは 親と子 ポプラ社版・ＮＨＫ中
学生日記 １０

竹内 日出男／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8633
おじいちゃんの栄光 家族 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
１７

竹内 日出男／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8634
カンニング 非行問題 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 １
４

竹内 日出男／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8635
ミスター・クエスチョン 個性 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生
日記 ７

竹内 日出男／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

8636 ボンベ星人がやってきた いわさき創作童話 ２９ 竹内 ひろみち／作 志賀 厚次／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8637 元気を食べる青菜 竹内 富貴子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8638 元気を食べる根菜 竹内 富貴子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



8639 元気を食べるいわし 竹内 富貴子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8640 元気を食べるとうふ 竹内 富貴子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8641
邦楽・邦舞 日本古典芸能と現代 岩波セミナーブックス
６１

竹内 道敬／著 如月 青子／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

8642 日本史を海から洗う 竹内 実／ほか著 南風社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8643 これならできる！自然菜園 竹内孝功 農文協 09 (新刊書)

8644 継続の天才--竹内均 竹内均 扶桑社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8645 古代の日本 １ 要説 竹内理三/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8646 古代の日本 ２ 風土と生活 竹内理三/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8647 主婦が考案した住みやすい家１０２の知恵 竹岡 美智子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8648 風鬼 竹河 聖／著 朝日ソノラマ 21 (１０ 小説)

8649 せんろはつづくまだつづく 竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8650 アリクイにおまかせ おはなしだいすき 竹下 文子／作 堀川 波／絵 小峰書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8651
ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション
１

竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8652 そらとぶクレヨン 竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8653 つみきでとんとん 竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8654 せんろはつづく 竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8655 ちきゅうのうえのピクニック ＰＨＰにこにこえほん 竹下 文子／作 大島 妙子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

8656 みなみかぜのヒュー 竹下 文子／作 いしい つとむ／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

8657 バロック音楽はなぜ癒すのか 現代によみがえる心身音楽 竹下節子著 音楽之友社 19 (８ 美術 芸術)

8658 ねえだっこして 竹下文子文 田中清代絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)



8659 みんなで！いえをたてる 竹下文子作 鈴木まもる絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8660
流れ星レース ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物
コレクション ４

竹下文子作 鈴木まもる絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8661 わたしおてつだいねこ 竹下文子作 鈴木まもる絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8662 ぴいすけとぷうすけのおはなし よみきかせぶっく １ 竹下文子作 土田義晴絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

8663
ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション
１

竹下文子作 鈴木まもる絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8664 風のゆうびんやさん おはなし８つ ３ 竹下文子作 土田義晴絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

8665 お日さまのにおい おはなし８つ １ 竹下文子作 土田義晴絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

8666 たんじょうびのライオン 新・ともだちぶんこ １５ 竹下文子作 大島妙子絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8667 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ３ 竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社 25 (１４ 児童書)

8668 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ４ 竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社 25 (１４ 児童書)

8669 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ５ 竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社 25 (１４ 児童書)

8670 黒ねこサンゴロウ旅のつづき １ 竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社 25 (１４ 児童書)

8671 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ２ 竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社 25 (１４ 児童書)

8672 アイヴォリー 童話パラダイス ２１ 竹下 文子／作 坂田 靖子／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8673 天才えりちゃんが消えた いわさき創作童話 １３ 竹下 竜之介／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8674 天才えりちゃん金魚を食べた いわさき創作童話 ７ 竹下 竜之介／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8675 天才えりちゃん月に行く いわさき創作童話 ８ 竹下 竜之介／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8676
天才えりちゃんのアラビアン・ナイト いわさき創作童話
１７

竹下 竜之介／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

8677 お～い！竜馬 第四巻 武田 鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8678 ますだくんの１ねんせい日記 えほんとなかよし ４３ 武田 美穂／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)



8679 ますだくんとはじめてのせきがえ えほんとなかよし ４６ 武田 美穂／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8680
ポジティブの教科書 自分も周りの人も幸運体質になる３
つの基本と１１の法則

武田双雲著 主婦の友社

8681 地球最北に生きる日本人 イヌイット大島育雄との旅 武田剛著 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8682 薬を創る 研究への道 武田 健一／著 化学同人
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8683
アジサイはなぜ七色に変わるのか？ 花の色の不思議を科
学する

武田 幸作／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8684 衣服で読み直す日本史 男装と王権 朝日選書 ６０１ 武田 佐知子／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8685 自分を知るための哲学入門 ちくまライブラリー ４７ 竹田 青嗣／著 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

8686
自分を活かす思想・社会を生きる思想 思考のルールと作
法

竹田 青嗣／著 橋爪 大三郎／著 径書房 17 (６ 総記 社会科学)

8687 日本文学全集 ４４ 武田 泰淳 新潮社 24 (１３ 全集)

8688 障屏画 原色日本の美術１３ 武田 恒夫 小学館 7 (大型本)

8689 牛込御門余時 竹田 真砂子／著 集英社 21 (１０ 小説)

8690 ロクの菜の花畑 竹田 まゆみ／作 相沢 るつ子／絵 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8691 夕映えになるまでに 創作児童文学館 １６
竹田 まゆみ／作 秋山 匡／絵 あきやま ただ
し／絵

岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8692 お江戸の子守歌 ＰＨＰ創作シリーズ
竹田 まゆみ／作 平埜 哲雄／絵 ひらの てつ
お／絵

ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

8693 風の子ピュータ いわさき創作童話 １１ 竹田 まゆみ／作 中村 悦子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8694 琴呼ぶ霊歌 武田 裕 近代文藝社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8695 日本文学全集 ３９ 武田 麟太郎 坂口 安吾 織田 作之助 新潮社 24 (１３ 全集)

8696 ライオンのしごと どうぶつさいばん 竹田津実作 あべ弘士絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8697 森の王国 自然がぼくにくれたもの 竹田津 実／著 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8698 日本文学全集 ５７ 武田泰淳 筑摩書房 24 (１３ 全集)



8699 ちくま日本文学全集 ０４２ 武田泰淳 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8700 お～い！竜馬  第十巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8701 お～い！竜馬 第十一巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8702 お～い！竜馬  第十二巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8703 お～い！竜馬 第十三巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8704 お～い！竜馬 第十四巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8705 お～い！竜馬 第十五巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8706 お～い！竜馬 第十六巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8707 お～い！竜馬 第十七巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8708 お～い！竜馬 第十八巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8709 お～い！竜馬 第十九巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8710 お～い！竜馬 第二十巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8711 お～い！竜馬 第二十一巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8712 お～い！竜馬 第二十二巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8713 お～い！竜馬 第二十三巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8714 お～い！竜馬 第五巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8715 お～い！竜馬 第六巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8716 お～い！竜馬 第七巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8717 お～い！竜馬 第八巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

8718 お～い！竜馬 第九巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



8719 日本文学全集 第７９巻 武田泰淳集 武田泰淳 集英社 24 (１３ 全集)

8720 日本文学全集 ４４ 武田麟太郎・島木健作・織田作之助 筑摩書房 24 (１３ 全集)

8721 近代日本と大和売薬 売薬から配置家庭薬へ 武知 京三／著 税務経理協会 13 (２ 県一般書)

8722 黒旗水滸伝 上巻 大正地獄篇 竹中 労／著 かわぐち かいじ／画 皓星社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8723 黒旗水滸伝 下巻 大正地獄篇 竹中 労／著 かわぐち かいじ／画 皓星社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8724
エネルギーの未来を考える ３ 太陽エネルギー 総合学習
に役立つシリーズ

竹中晶子訳 イアン・グラハム著 棚橋祐治日本
語版監修 山極隆日本語版監修 塚田庸子日本語
版校閲

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8725 立ち上がれ！日本 「力強い国家」を創る戦略 竹中平蔵著 桜井よしこ著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8726 子ども闘牛士 竹中郁少年詩集 詩の散歩道 竹中 郁／著 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8727
かんたんいけばな 誰にでも出来る生け方写真解説付 身近
な器 レディブティックシリーズ ７８２

竹中 麗湖／著 ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

8728
共倒れから 共立ち社会へ 高齢社会をよくする女性の会
前進させよう介護の社会化

竹中 恵美子/監修 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

8729 空に立つ波  古今歌集 平凡社名作文庫 １９ 竹西寛子 平凡社 25 (１４ 児童書)

8730 古今集の世界へ 空に立つ波 朝日選書 ５４４ 竹西 寛子／著 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

8731 わたしの古典 １８ 竹西寛子の松尾芭蕉集・与謝蕪村集 竹西寛子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8732 現代語訳 日本の古典 ７ 土佐日記・更級日記 竹西寛子 学研 24 (１３ 全集)

8733 マフィンおばさんのぱんや こどものとも傑作集 ８０ 竹林 亜紀／さく 河本 祥子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8734 大きな活字の現代国語表記辞典 第２版 大型版 武部 良明／編 三省堂 5 (学習室)

8735 便利な書類の書き方事典 武部 良明／編著 三省堂 5 (学習室)

8736 秋篠文化 大和のわらべ歌 武部宏明 奈良芸能文化協会 13 (２ 県一般書)

8737 古代史用語事典 武光 誠／編 新人物往来社 5 (学習室)

8738
歴史から生まれた日本語語源詮索辞典 現代に生きる古代
語・中世語

武光 誠／著 創拓社 5 (学習室)



8739 水軍国家ヤマトの誕生 古代を検証する 武光誠 学習研究社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8740 九州水軍国家の興亡 古代を検証する 武光誠 学習研究社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8741 好きなことをやって、成功する法則。 竹村健一著 中谷彰宏著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8742
好きなことだけやってみなはれ！ ２１世紀的成功のヒン
ト

竹村健一著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

8743 いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむらせんじぶん おおともやすおえ 福音館書店

8744 いちばんでんしゃのうんてんし たけむらせんじぶん おおともやすおえ 福音館書店

8745 知の体系 迷いを超える唯識のメカニズム 竹村 牧男／著 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

8746 親鸞の世界 仏典を知る 竹村 牧男／解説文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

8747 エミリー 岳本野ばら著 集英社 21 (１０ 小説)

8748
生物をまねた新素材 夢の無公害・高機能材料への挑戦 Ｂ
ＬＵＥ ＢＡＣＫＳ

竹本 喜一／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8749 ウロボロスの基礎論 竹本 健治／著 講談社 21 (１０ 小説)

8750 テムズのあぶく 武谷牧子著 日本経済新聞出版社 21 (１０ 小説)

8751 英文科ＡトゥＺ 武谷 牧子／著 集英社 21 (１０ 小説)

8752 利家とまつ 上 竹山洋著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8753 利家とまつ 下 竹山洋著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

8754 ホタル 竹山洋著 「ホタル」製作委員会編 角川書店 21 (１０ 小説)

8755 モビールをつくる シリーズ親と子でつくる ７ 武山 忠道／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

8756 自由と無罪への道のり 武山 哲夫／著 同時代社 17 (６ 総記 社会科学)

8757 家族が病に倒れたとき 医療相談室の現場から 武山 ゆかり／著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

8758 昭和の精神史 竹山道雄 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8759 少年少女日本文学館１６ ビルマの竪琴 竹山道雄 講談社 25 (１４ 児童書)

8760 当年とって六十歳 多湖 輝 ごま書房 17 (６ 総記 社会科学)

8761 「がまんできる子」はこう育てる 多湖輝著 新講社 17 (６ 総記 社会科学)

8762 走れメロス 富岳百景 岩波少年文庫 ５５３ 太宰治作 岩波書店 25 (１４ 児童書)

8763 日本文学全集 ３８ 太宰 治 新潮社 24 (１３ 全集)

8764 日本文学全集 第７０巻 太宰治集 太宰治 集英社 24 (１３ 全集)

8765 日本文学全集 ５４ 太宰治 筑摩書房 24 (１３ 全集)

8766 ちくま日本文学全集 ００４ 太宰治 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8767 少年少女日本文学館１２ 走れメロス・山椒魚 太宰治  井伏鱒二 講談社 25 (１４ 児童書)

8768
ワインと料理おたのしみ自由自在 ソムリエのワザあり
ノート 毎日の食卓を１ Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏ
ｏｋｓ

田崎 真也／著 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

8769 るすばんだいきらい 田沢 梨枝子／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

8770 村に学校ができた 岩波少年文庫復刻版 Ｅ・ターシス／作 杉木 喬／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

8771 町はふしぎなことだらけ 田島 征三／作 学研 61 (２３ 絵本 北)

8772 げんき 田島 征三／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8773 たすけて 絵本・こどものひろば
田島 征三／ことば・文字 宮入 芳雄・佐藤 彰
／写真

童心社 61 (２３ 絵本 北)

8774 森はたのしいことだらけ 田島 征三／作 学研 61 (２３ 絵本 北)

8775 しばてん 創作えほん ５ 田島 征三／文・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8776 ふきまんぶく 創作大型えほん 田島 征三／文・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8777 もりへさがしに 田島 征三／文 村田 清司／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

8778 もの静かな女たち 多島 斗志之／著 実業之日本社 21 (１０ 小説)



8779 てっぽうをもったキジムナー 童心社の絵本 田島 征彦／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8780
じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 童心
社の絵本 ３

田島 征彦／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8781 ぼくのこえがきこえますか 日・中・韓平和絵本 田島征三 童心社 62 (２４ 絵本 西)

8782
おやすみまえのちいさなちいさなお話９０ 考える力を育
むお話

田島信元監修 東京書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8783
おやすみまえのちいさなちいさなお話９０ ココロを育む
お話

田島信元監修 東京書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8784 ななしのごんべさん 田島征彦作 吉村敬子作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8785
半導体の脇役たち 抵抗・コンデンサー・コ イル 入門エ
レクトロニクス ５

田嶋 一作／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8786 おじぞうさん こどものとも傑作集 ７９ 田島 征三／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8787 だいふくもち こどものとも傑作集 ５５ 田島 征三／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8788 白楼夢 海峡植民地にて 多島 斗志之／著 講談社 21 (１０ 小説)

8789 出産ってやつは あたしたちは聖母だ 田島 みるく／文・絵 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

8790
アンコール・ワット 密林に消えた文明を求めて 「知の再
発見」双書 ４８

ブリュノ・ダジャンス／著 中島 節子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

8791 びっくりまつぼっくり 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 多田 多恵子／文 堀川 理万子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8792 そらからきたさかな 多田 ヒロシ／文・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

8793 懐かしい日々の想い 多田富雄著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8794 高脂血症の人の食事 健康２１シリーズ ６ 多田紀夫著 白石弘美著 高橋敦子著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8795 月下妙剣 多田容子著 講談社 21 (１０ 小説)

8796 子どもの喜ぶ伝承あそび入門 遊びのアイディア ４ 多田 信作／著 黎明書房 17 (６ 総記 社会科学)

8797
動くおもちゃ工作 走る・まわる・とぶ・ころがる・とび
だす・

多田 千尋／著 池田書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8798 人の心と自然環境 多田 道太郎／編著 カタログハウス
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8799 免疫の意味論 多田 富雄 青土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8800 いちばんつよいのだーれ？ ＰＨＰにこにこえほん たたら なおき／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

8801 アーダじいさんとコーダじいさん たたら なおき／作 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

8802 くのうざん ものがたり～司馬温公の瓶割り～ たたら なおき 作 駿府書房 61 (２３ 絵本 北)

8803 しょうゆの絵本 つくってあそぼう １３ たち ひろし へん たかべ せいいち え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

8804 世界遺産 東寺 立木義浩・柳澤桂子 インデックス 16 (５ 宗教 歴史)

8805
サーカスのすいせい ナンとあおいほしのなかまたち わた
しのえほん

立野 恵子／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

8806 どうぶつ村のごちそうごよみ あき たちばな さきこ／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

8807
おもしろ自由工作ベスト２０ １年から６年生までなが～
く使える全学年対応 大きい！見やすい！！わかりやす
い！！！小学生の夏休みブック

立花愛子著 佐々木伸著 主婦と生活社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8808 図説江戸文字入門 ふくろうの本 橘右橘著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

8809 ２１世紀知の挑戦 立花隆著 文芸春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8810 光と見え方実験 やさしい科学 立花 愛子／著 田沢 梨枝子／絵 さ・え・ら書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8811 脳を究める 脳研究最前線 立花 隆／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8812
ぼくはこんな本を読んできた 立花式読書論、読書術、書
斎論

立花 隆／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

8813
出口のあるねずみとり ダイオード 入門エレクトロニクス
６

橘 瑞穂／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8814 それぞれのベースボール 立花 美帆／作 川崎 のぼる／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8815 ジュニアのためのベースボールコンディショニング 立花 竜司／著 日刊スポーツ出版社 19 (８ 美術 芸術)

8816 太子道 橘正泰 田村實 三宅町役場 61 (２３ 絵本 北)

8817 太子道 橘正泰 田村實 三宅町役場 12 (１ 郷土資料)

8818 走りつづけて、かがやいて 旺文社創作児童文学 立原 えりか／作 安田 隆浩／絵 旺文社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



8819 ディズニー名作アルバム 第６集 立原えりか 講談社 63 (２５ 絵本 南)

8820
ディズニー名作アルバム 第２集 講談社のディズニー名作
絵本

立原えりか/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

8821 江戸老いの文化 立川 昭二／著 筑摩書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8822
なぜ、あなたはタバコが止められないのか ポジティブ・
スモーキング・フリー

リチャード・タットソン／著 藤崎 明彦／訳 トゥデイ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8823 人気マンガで英会話が面白いほど身につく本 巽 一朗／著 「漫画人」編集部／著 中経出版 19 (８ 美術 芸術)

8824 天地のはざま たつみや章作 東逸子絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8825 スズメぼうし おはなしフェスタ １０ たつみや 章／作 広瀬 弦／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8826 水の伝説 たつみや 章／著 藤田 新策／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8827 古代「おおやまと」を探る 伊達宗泰編 学生社 13 (２ 県一般書)

8828 ワガネ沢水祭りと黄金人（アーマス） 伊達 一行／著 集英社 21 (１０ 小説)

8829 ぼくってヒーロー？ 講談社・文学の扉 立石彰作 大庭賢哉絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

8830 海のさかな 科学のアルバム １５ 舘石 昭／著 館石 昭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8831
子どもの身体Ｑ＆Ａ 赤ちゃんから思春期まで シリーズ・
暮らしの科学 １０

舘石 捷二／編著 ミネルヴァ書房 19 (８ 美術 芸術)

8832 語りによる日本の民話 １０ 京都 丹後 伊根の民話 立石憲利/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8833 赤めだか 扶桑社文庫  た１５－１ 立川談春著 扶桑社

8834
ハンセン病に咲いた花 戦前編 初期文芸名作選 ハンセン
病叢書

盾木氾編著 皓星社 21 (１０ 小説)

8835
ブラック・メール 心理操作 カドカワ・エンタテインメン
ト

建倉 圭介／著 角川書店 21 (１０ 小説)

8836
１０分でおいしいおべんとう おかず３品簡単レシピ 野菜
がたっぷり！

舘野 鏡子／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

8837
親の悩みに答える保護者会の持ち方 楽しいクラスづくり
フレッシュ文庫 ３４

舘野 健三／著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

8838 画像診断-病気を目で見る 舘野之男 中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



8839
漢方革命 もっと効く飲み方・選び方 易学で教えるあ ロ
ングライフセレクション

建林 頌雅／著 ロングセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8840 天とくっついた島 立松和平との絵本集 ２ 立松 和平／文 鈴木 康司／絵 河出書房新社 61 (２３ 絵本 北)

8841 黄色いボール 立松和平との絵本集 １ 立松 和平／文 長 新太／絵 河出書房新社 61 (２３ 絵本 北)

8842
山のいのち えほんはともだち １０ 立松和平・心と感 動
の絵本 １

立松 和平／作 伊勢 英子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8843 白い河 風聞・田中正造 立松和平著 東京書籍 21 (１０ 小説)

8844 昔はみんな子供だった 冒険と発見の日々 立松和平著 祥伝社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8845 浅間 立松和平著 新潮社 21 (１０ 小説)

8846 田んぼのいのち 立松和平文 横松桃子絵 くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

8847 父のふるさと ものがたりうむ 立松 和平／著 小山内 桃子／挿画 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

8848 鳥の道 立松 和平／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8849 黙示の華 立松 和平／著 岩波書店 21 (１０ 小説)

8850 こどものためのサティ エリック・サティ 立松 和平 評論社 63 (２５ 絵本 南)

8851
入門者のＥｘｃｅｌ ＶＢＡ 初めての人にベストな学び方
ブルーバックス  Ｂ－１７６９

立山秀利著 講談社

8852 昔裂の布細工 ちりめんの小もの 帯刀 教〓／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8853 ガールズ・ナイト
アイリス・レイナー・ダート／著 小沢 瑞穂／
訳

小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8854
十字軍 ヨーロッパとイスラム・対立の原点 「知の再発
見」双書 ３０

ジョルジュ・タート／著 南条 郁子／訳 松田
廸子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

8855 はじめてのおきゃくさん えほん・ドリームランド ２５ 田中 秀幸／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

8856 平清盛 平氏一門の栄え 学研まんが人物日本史 平安時代 田中 正雄／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8857 せかいのはてのむこうがわ たなか やすひろ BL出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

8858 トマトさん こどものとも絵本 田中清代さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



8859 雨の日をもっとたのしむ５４ 田中邦子編著 根津真澄編著 かもがわ出版 19 (８ 美術 芸術)

8860 生涯最高の失敗 朝日選書 ７３６ 田中耕一著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8861 つぶやく骨…秋吉台殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 田中光二著 有楽出版社 20 (９ 小説)

8862 熊野古道に消ゆ Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 田中光二著 有楽出版社 20 (９ 小説)

8863 定年後の楽しみが見つかる本 ５０歳を過ぎたら考えよう 田中茂著 山と渓谷社 17 (６ 総記 社会科学)

8864 梅の花咲く 決断の人・高杉晋作 田中秀征著 講談社 21 (１０ 小説)

8865
介護保険を受けたい家族が読む本 手続きとサービスの内
容がズバリわかる！

田中章二著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

8866 切れた鎖 田中慎弥著 新潮社 21 (１０ 小説)

8867 図書準備室 田中慎弥著 新潮社 21 (１０ 小説)

8868 「くりかえし」の家事を楽しむ小さな工夫 田中千恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8869 しぜんとかがくのはっけん！３６６ 頭のいい子を育てる 田中千尋監修 主婦の友社編 主婦の友社

8870
すぐわかる日本の美術 絵画・仏像・やきもの＆暮らしと
美術

田中日佐夫監修 東京美術 19 (８ 美術 芸術)

8871 山怪 山人が語る不思議な話 田中康弘著 山と溪谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8872 岳飛伝 ４ 天日昭昭ノ巻 田中芳樹編訳 中央公論新社 21 (１０ 小説)

8873 岳飛伝 ３ 精忠岳家軍ノ巻 田中芳樹編訳 中央公論新社 21 (１０ 小説)

8874 岳飛伝 １ 金軍侵攻ノ巻 田中芳樹編訳 中央公論新社 21 (１０ 小説)

8875 岳飛伝 ２ 宋朝中興ノ巻 田中芳樹編訳 中央公論新社 21 (１０ 小説)

8876 水墨画 原色日本の美術１１ 田中 一松 米沢 嘉圃 小学館 7 (大型本)

8877 確定申告ケース別記入の手引き 平成９ ... 田中 巌／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

8878
脳血管疾患の人の食事 脳出血・脳梗塞・クモ膜下出血 新
健康になるシリーズ ３

田中 一男／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



8879
ガラスめだまときんのつののヤギ 白ロシア民話 日本傑作
絵本シリーズ

田中 かな子／訳 スズキ コージ／画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

8880 薬用植物 最新園芸教室 田中 孝治／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

8881 黄金樹林 田中 光二／著 角川書店 21 (１０ 小説)

8882 ドクター田中の漢方クリニック 田中 茂／著 つむぎ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8883 年金アドバイス例集 田中 章二／共著 佐藤 正明／共著 銀行研修社 17 (６ 総記 社会科学)

8884 新選 たのしい小学校劇 低学年 上 田中 清之助／編集 伊東 良延／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8885 新選 たのしい小学校劇 低学年 下 田中 清之助／編集 伊東 良延／編集 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8886
アレルギーの薬がわかる本 １，１００点の検索と上手な
使い方

田中 貴子／著 安藤 京子／著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8887
旅のはがき水彩 水筆ペンで描くはがき絵編 ビジョン入門
シリーズ

田中 千尋／著 ビジョン企画出版社 19 (８ 美術 芸術)

8888 キャンプをつくる シリーズ子どもとつくる ２９ 田中 司／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

8889 シラサギの森 科学のアルバム ２０ 田中 徳太郎／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8890
介護サービスのすべてがわかる本 すぐに使える これが介
護サービスの賢い活

田中 元／著 ぱる出版 17 (６ 総記 社会科学)

8891 知りたいサイエンス 生物編 大河サイエンス 田中 晴夫／著 大河出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8892 現代言語学辞典 田中 春美／ほか編集 成美堂 5 (学習室)

8893
あなたにできるボランティア・ハンドブック 難易度別 は
じめてのボランティア １５

田中 ひろし／監修 こどもくらぶ編集部／編集
こどもくらぶ／編集

同友館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8894 悔いのない遺言 道新シニアシリーズ ５ 田中 宏／著 北海道新聞社／編 北海道新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

8895 温暖化する地球 読売科学選書 ２３ 田中 正之／著 読売新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8896 大和路
田中 真知郎／写真 前 登志夫／短歌・エッ
セー

朝日ソノラマ 12 (１ 郷土資料)

8897 考古学の散歩道 岩波新書 新赤版 ３１２ 田中 琢／著 佐原 真／著 岩波書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8898 野外生活図鑑 田中 稔／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)



8899 タイコンデロンガのいる海 いわさき創作童話 ４ 田中 資二／作 川北 亮司／作 香西 隆男／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

8900 日本の祭り事典 田中 義広／編 淡交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8901 目でみる仏像・観音菩薩 目でみる仏像シリーズ ３ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8902 目でみる仏像・大日／明王 目でみる仏像シリーズ ４ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8903 目でみる仏像・天 目でみる仏像シリーズ ５ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8904 目でみる仏像・如来 目でみる仏像シリーズ １ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8905 目でみる仏像・菩薩 目でみる仏像シリーズ ２ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8906 目でみる仏像・羅漢／祖師 目でみる仏像シリーズ ６ 田中 義恭／編著 星山 晋也／編著 東京美術 16 (５ 宗教 歴史)

8907
Ｎａｔｕｒａｌ！ アウトドア・スタイル・ブック Ｒｉｔ
ｓｕｋｏ’ｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

田中 律子／著 地球丸
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8908
トンノのひみつのプレゼント ﾆｯｻﾝ童話と絵本のグランプ
リ

田中 きんぎょ みやざき ひろかず（絵） BL出版 61 (２３ 絵本 北)

8909 生涯最高の失敗 田中耕一 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8910 わたしの古典 １７ 田中澄江の心中天の網島 田中澄江 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8911 現代語訳 日本の古典 １７ 女殺油地獄 田中澄江 学研 24 (１３ 全集)

8912
世界を変えた日本の技術 ５ ドーバー海峡を掘ったモグラ
マシン 科学読み物

田中舘哲彦文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8913 オリンピックおもしろ情報館 １ 記録が語るオリンピック 田中舘哲彦著 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8914 現代語訳 日本の古典 １４ 隅田川・柿山伏 田中千禾夫 学研 24 (１３ 全集)

8915 宅配便のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ ２ 田中久志 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8916
けいたい電話のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ
６

田中久志 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8917
お金のひみつ 証券会社の仕事 学研まんがでよくわかるシ
リ－ズ ８

田中久志 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8918 お米のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ １１ 田中久志 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



8919 サイダのひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ １５ 田中久志 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

8920
「コレステロ－ル常識」ウソ・ホント 知ってビツクリ！
正しい知識と診断基準

田中 秀一 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8921 ハ－バ－ドの医師づくり 最高の医療はこうして生まれる 田中 まゆみ 医学書院
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8922
フランスには、なぜ恋愛スキャンダルがないのか？ “哲
学の国”の恋愛論

棚沢 直子／著 草野 いづみ／著 はまの出版 17 (６ 総記 社会科学)

8923 田辺聖子の 古事記 わたしの古典 １ 田辺 聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8924 楽老抄 ２ あめんぼに夕立 田辺聖子著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8925 一葉の恋 田辺聖子著 世界文化社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8926 残花亭日暦 田辺聖子著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8927 なにわの夕なぎ 田辺聖子著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8928 人生は、だましだまし 田辺聖子著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8929 姥ざかり花の旅笠 小田宅子の「東路日記」 田辺聖子著 集英社 13 (２ 県一般書)

8930 田辺聖子の源氏がたり ２ 薄雲から幻まで 田辺聖子著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8931 田辺聖子の源氏がたり １ 桐壷から松風まで 田辺聖子著 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8932 将棋八大棋戦秘話 田辺忠幸編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

8933 発掘のロマン最前線 田辺 征夫／編 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8934 わが山旅五十年 平凡社ライブラリー １３４ 田部 重治／著 平凡社 13 (２ 県一般書)

8935 鏡をみてはいけません 田辺 聖子／著 集英社 21 (１０ 小説)

8936 王朝懶夢譚 田辺 聖子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

8937 ああカモカのおっちゃん ベスト・オブ・女の長風呂 ３ 田辺 聖子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8938 イブのおくれ毛 ベスト・オブ・女の長風呂 １ 田辺 聖子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8939 深夜のヒマ人 ベスト・オブ・女の長風呂 ２ 田辺 聖子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8940 ナンギやけれど…… わたしの震災記 田辺 聖子／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8941 薄荷草の恋（ペパーミント・ラヴ） 田辺 聖子／著 講談社 21 (１０ 小説)

8942 夢渦巻 田辺 聖子／著 集英社 21 (１０ 小説)

8943 ふたりはチビ山同盟 わくわくライブラリー 田辺 みゆき／作 沢田 あきこ／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8944 すてネコのらネコうちのネコ わくわくライブラリー 田辺 みゆき／作 久住 卓也／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

8945 ３古代を彩る地方文化 現像日本 田辺 昭三 旺文社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

8946 新源氏物語(四) 田辺聖子 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8947 おかあさん疲れたよ（下） 田辺聖子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8948 おかあさん疲れたよ（上） 田辺聖子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8949 新源氏物語（二） 田辺聖子 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8950 新源氏物語（３） 田辺聖子 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8951 新源氏物語（5） 田辺聖子 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

8952 九時まで待って 集英社文庫 田辺 聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8953 恋のかたち垣の巻 集英社文庫 田辺 聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8954 お気に入りの孤独 集英社文庫 田辺聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8955 風をください 集英社文庫 田辺聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8956 私本・源氏物語 文春文庫 田辺聖子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8957 うつつを抜かして 田辺聖子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8958 女のとせんぼ 文春文庫 田辺聖子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



8959 はじめに慈悲ありき 田辺聖子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8960 現代語訳 日本の古典 ４ 竹取物語・伊勢物語 田辺聖子 学研 24 (１３ 全集)

8961 日本のこころ 「私の好きな人」 ◎地の巻 田辺聖子 他１４名 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

8962 九ひきの 小おに おはなし名作絵本７ 谷 真介／文 赤坂 三好／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

8963 妖都の姫君 ノン・ノベル 谷恒生著 祥伝社 20 (９ 小説)

8964
異人館画廊 盗まれた絵と謎を読む少女 〔コバルト文庫〕
た１６－５７

谷瑞恵著 集英社 33 (２２ 文庫本)

8965 思い出のとき修理します 〔１〕 集英社文庫  た８１－１ 谷瑞恵著 集英社 33 (２２ 文庫本)

8966
思い出のとき修理します ２ 明日を動かす歯車 集英社文
庫  た８１－２

谷瑞恵著 集英社 33 (２２ 文庫本)

8967 白き嶺の男 谷 甲州／著 集英社 21 (１０ 小説)

8968 漢方処方ガイド 疾患別漢方処方の使い分け 谿 忠人／著 マディソン
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

8969 木村家の人びと 谷 俊彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

8970 盲人の歴史 谷合 侑／著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

8971 あおいねこ 講談社の創作絵本 谷内 こうた／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

8972 点描 米山梅吉 谷内宏文 新風舎 13 (２ 県一般書)

8973 少年少女世界文学館５ ロビンソン漂流記 ダニエル＝デフォー 講談社 25 (１４ 児童書)

8974
ＥＱリーダーシップ 成功する人の「こころの知能指数｝
の生かし方

ダニエル・ゴールマン他 土屋 京子 訳 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

8975 カジノゲーム入門事典 谷岡 一郎／著 松田 道弘／著 東京堂出版 19 (８ 美術 芸術)

8976 奈良地名の由来を歩く 谷川 彰英 ＫＫヴェストセラーズ 13 (２ 県一般書)

8977 ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川 晃一／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

8978 ぴよぴよ ことばのえほん  １ 谷川 俊太郎／作 堀内 誠一／絵 くもん出版 62 (２４ 絵本 西)



8979 ままです すきです すてきです 幼児絵本シリーズ 谷川 俊太郎／文 タイガー 立石／絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

8980 もこもこもこ ぽっぽライブラリ  みるみる大型絵本 谷川 俊太郎／作 元永 定正／絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

8981 あいうえおがすき やってきたアラマせんせい ３ 谷川 俊太郎／文 桑原 伸之／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

8982 あな 谷川 俊太郎／作 和田 誠／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

8983 かばがおこった やってきたアラマせんせい １ 谷川 俊太郎／文 桑原 伸之／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

8984 げんごろうをさがせ やってきたアラマせんせい ２ 谷川 俊太郎／文 桑原 伸之／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

8985 ぽたぽたとぷん ことばあそびえほん 谷川 俊太郎／文 今井 弓子／絵 さ・え・ら書房 61 (２３ 絵本 北)

8986 これはすいへいせん 谷川俊太郎ぶん ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａえ 金の星社

8987 めの まど あけろ 福音館の幼児絵本 谷川俊太郎ぶん 長新太え 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

8988 これはのみのぴこ 谷川俊太郎作 和田誠絵 サンリード 61 (２３ 絵本 北)

8989
かごづくり 自然の素材を生かして ナチュラルハンドブッ
ク

谷川 栄子／著 雄鶏社 19 (８ 美術 芸術)

8990 籐の工作あそび シリーズ親と子でつくる １２ 谷川 栄子／著 たにかわ えいこ／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

8991 復活 谷川 浩司／著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

8992 遊びの詩 詩のおくりもの ６ 谷川 俊太郎編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8993 よるのようちえん 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎／ぶん 中辻 悦子／え・しゃしん 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

8994 あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川 俊太郎／文 白根 美代子／絵 さ・え・ら書房 62 (２４ 絵本 西)

8995 とと と おっとっと ことばあそびえほん 谷川 俊太郎／文 小林 和子／絵 さ・え・ら書房 62 (２４ 絵本 西)

8996 だれ？ どうわがいっぱい １ 谷川 俊太郎／作 井上 洋介／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

8997 ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎／詩 瀬川 康男／絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

8998 ことばあそびうた また 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎／詩 瀬川 康男／絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



8999 どきん 谷川俊太郎少年詩集 詩の散歩道 谷川 俊太郎／著 和田 誠／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9000 いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集
谷川 俊太郎／文 坂井 信彦／ほか写真 堀内
誠一／絵

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9001 かさをささないシランさん
谷川 俊太郎／作 アムネスティ・インターナシ
... 伊勢 英子／絵

理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9002 マザー・グースのうた 第１集 谷川 俊太郎／訳 堀内 誠一／画 草思社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9003 マザー・グースのうた 第２集 谷川 俊太郎／訳 堀内 誠一／画 草思社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9004 マザー・グースのうた 第３集 谷川 俊太郎／訳 堀内 誠一／画 草思社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9005 マザー・グースのうた 第４集 谷川 俊太郎／訳 堀内 誠一／画 草思社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9006 マザー・グースのうた 第５集 谷川 俊太郎／訳 堀内 誠一／画 草思社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9007 夢を育てた人々 にっけん愛の教育図書シリーズ ２ 谷川 澄雄／編・著 にっけん教育出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9008 鍛冶屋の母 谷川健一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9009 魔の系譜 谷川健一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9010 日本民俗文化大系 第一巻 風土と文化＝日本列島の位相＝ 谷川健一/著者代表 小学
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9011
日本民俗文化大系 第一二巻 現在と民俗＝伝統の変容と再
生＝

谷川健一/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9012
日本民俗文化大系 第二巻 太陽と月＝古代人の宇宙観と死
生観＝

谷川健一/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9013
「ダメな歯医者」の見分け方 「歯医者えらび」も寿命の
うちです。

谷口清 新講社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9014 エッダとサガ 北欧古典の案内 谷口 幸男 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9015 少年少女日本文学館４ 小さな王国・海神丸 谷崎 潤一郎・鈴木 三重吉・野上 弥生子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

9016 谷崎潤一郎 群像日本の作家 ８ 谷崎 昭男／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

9017 日本文学全集 ８ 谷崎 潤一郎 新潮社 24 (１３ 全集)

9018 日本文学全集 ９ 谷崎 潤一郎 新潮社 24 (１３ 全集)



9019 日本文学全集 １８ 谷崎潤一郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9020 日本文学全集 １９ 谷崎潤一郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9021 日本文学全集 第２１巻 谷崎潤一郎 一集 谷崎潤一郎 集英社 24 (１３ 全集)

9022 日本文学全集 第２２巻 谷崎潤一郎 二集 谷崎潤一郎 集英社 24 (１３ 全集)

9023 ちくま日本文学全集 ００７ 谷崎潤一郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9024 昭和文学全集 第１巻 谷崎潤一郎、永井荷風、芥川龍之介、佐藤春夫 小学館 24 (１３ 全集)

9025
一生のうちにすべきこと、しなくていいこと 人間通の幸
福論

谷沢永一著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

9026
歴史の読み方人間の読み方 変革の時代を生き抜く男たち
の決断

谷沢 永一／著 大和出版 16 (５ 宗教 歴史)

9027 人生の叡智 谷沢 永一／著 ＰＨＰ研究所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9028
体脂肪計タニタの社員食堂 ５００ｋｃａｌのまんぷく定
食

タニタ／著 大和書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9029
ナノテクがみちびく科学の未来 ふしぎナゾ最前線！－現
代科学の限界にいどむ－

谷田和一郎文 榊裕之監修 旺文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9030
(図解)「問題」を１秒で解決する-するどい「質問力」
「できる人」が駆使している 実践！ロジカル・シンキン
グ

谷原誠 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

9031 バリ島、神々が宿る村で 谷村一景著 文芸社 21 (１０ 小説)

9032 雪になる 谷村志穂著 新潮社 21 (１０ 小説)

9033 ホワイト・ラブ 谷村志穂〔ほか〕著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

9034 書道漢字 ＮＨＫ趣味入門 谷村 憙斎／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

9035 十六歳たちの夜 谷村 志穂／著 東京書籍 21 (１０ 小説)

9036 ジョニーになった父 谷村 志穂／著 集英社 21 (１０ 小説)

9037 花のような人 谷村 志穂／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9038 カブトエビの寒い夏 谷本雄治文 岡本順絵 農山漁村文化協会
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



9039
ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イ
ワサキ・ライブラリー ７

谷本雄治著 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9040
恐るべきゴルフ場汚染 生態系を破壊するリゾート開発と
農薬禍

谷山 鉄郎／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9041 江戸のこころ 浮世と人と文学と 谷脇 理史／著 新典社 19 (８ 美術 芸術)

9042 井原西鶴 新潮古典文学アルバム １７
谷脇 理史／編集・執筆 吉行 淳之介／エッセ
イ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

9043 笑顔大好き地球の子 田沼武能写真・文 新日本出版社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9044 トットちゃんが出会った子どもたち 田沼武能写真集 田沼 武能／著 岩崎書店 19 (８ 美術 芸術)

9045 ぼくらの天神まつり たくさんのふしぎ傑作集 田沼 武能／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9046 山頭火 日記（1 ） 種田山頭火 春陽堂書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9047 迷宮へどうぞ たくさんのふしぎ傑作集 種村 季弘／文 川原田 徹／ほか絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9048
みんなで乗ろう鉄道名人 まんがでマスター子ども名人シ
リーズ

種村 直樹／構成・文 栗原 清／まんが 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9049 カエルのたんじょう 科学のアルバム １４ 種村 ひろし／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9050 近視百科 種本 康之／著 ごま書房

9051 食の医学おもしろ事典 田野井 正雄／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9052 簡単！かわいい！イラストカット５３００ 楽しいイラスト研究会 ナツメ社 19 (８ 美術 芸術)

9053 アイヌ民族の歴史と文化 教育指導の手引 田端宏監修 桑原真人監修 山川出版社 17 (６ 総記 社会科学)

9054
田原総一朗の聞き出す力 仮説を立てられる奴が生き残
る！

田原総一朗著 カナリア書房 17 (６ 総記 社会科学)

9055 私たちの愛 田原総一朗著 田原節子著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9056 落語にみる江戸の酒文化 旅の文化研究所／編 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9057 帰ってきた星の王子さま
ジャン＝ピエール・ダヴィッ ... ヘレン・ス
マイス／挿絵 矢川 澄子／訳

メディアファクトリー
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9058 ぼくはスーパー転校生！？ みんなのワンダーランド ７
ベッツィ・ダフィ／作 炭田 真由美／訳 木村
直代／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



9059 親子 いくつになっても、どこにいても。 田淵章三 架空社 62 (２４ 絵本 西)

9060 遠い水平線 白水Ｕブックス １１５ 海外小説の誘惑 アントニオ・タブッキ／著 須賀 敦子／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9061
いそげ！きかんしゃトーマス きかんしゃトーマスのアニ
メ絵本４

Ｗ・オードリー まだらめ三保/訳 ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9062 さわってごらん こどもどうぶつえん 田部井満男/発行者 小学館 62 (２４ 絵本 西)

9063
だれでもできる木版画はがき 季節のお便りを出しましょ
う

多摩美術大学校友会編 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

9064 天平の女帝 孝謙称徳 玉岡かおる著 新潮社

9065 蒼のなかに 玉岡かおる著 角川書店 21 (１０ 小説)

9066 天涯の船 上巻 玉岡かおる著 新潮社 21 (１０ 小説)

9067 天涯の船 下巻 玉岡かおる著 新潮社 21 (１０ 小説)

9068 水晶婚 玉岡かおる著 講談社 21 (１０ 小説)

9069 をんな紋 まろびだす川 玉岡 かおる／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9070 捨て色 玉岡 かおる／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9071
やきものをつくる窯の焚き方・つくり方 陶磁郎ＢＯＯＫ
Ｓ

田巻保著 双葉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9072 近代化遺産ろまん紀行 西日本編 玉木雄介撮影 読売新聞文化部文 中央公論新社 19 (８ 美術 芸術)

9073 近代化遺産ろまん紀行 東日本編 玉木雄介撮影 読売新聞文化部文 中央公論新社 19 (８ 美術 芸術)

9074 だれでもできる！庭木・花木の剪定 玉崎弘志 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

9075 パソコンの基礎知識 これだけは知っておきたい 玉田 康人／著 ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)

9076 図説日本仏教の歴史 江戸時代 圭室 文雄／編 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

9077 うわの空で スザンナ・タマーロ／著 泉 典子／訳 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9078 日本文学全集 ４６ 田宮 虎彦 堀田 善衛 新潮社 24 (１３ 全集)



9079 ロボットのくにＳＯＳ こどものとも傑作集 １０７ たむら しげる／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9080 へんてこハウス えほん・ドリームランド １５ 田村 茂／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

9081 ネズミのヒコーキ あかねピクチャーブックス １ たむら しげる／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

9082
最新赤ちゃんの病気大百科 この１冊があれば安心でき
る！ ベネッセ・ムック  たまひよブックス  たまひよ大
百科シリーズ

田村 正徳／総監修 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

9083 サバの文化誌 田村勇著 雄山閣
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9084 ゆきゆきゆき 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ たむらしげるさく 福音館書店

9085 ホームレス中学生 田村裕著 ワニブックス 19 (８ 美術 芸術)

9086 海の文化誌 田村 勇／著 雄山閣出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9087 あなたは、がんに負けない。 田村 浩一／ほか編 北海道新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9088 薬でどんどん悪くなる 田村 豊幸／著 潮文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9089 道元を歩く 写真紀行日本の祖師 田村 仁／写真 船岡 誠／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

9090 また、あした 偕成社コレクション 田村 理江／作 吉川 聡子／画 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9091 うす灯 偕成社コレクション 田村 理江／作 東 逸子／画 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9092 ガールフレンドは宇宙魔女 いわさき創作童話 ２ 田村 理江／作 うちべ けい／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9093 人間環境白書 ６ ◎ 今「赤ちやん」が危ない 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9094 人間環境白書 １ ◎ そこが知りたいアレルギ－ 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9095 人間環境白書 ２ ◎ からだに良い「食」-悪い「食」 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9096 人間環境白書 ３ ◎  これを知らずに病院へ行けるか 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9097 人間環境白書 ４ ◎ 今「医」が危ない 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9098 人間環境白書 ５ ◎ 今「性」が危ない 田村佶/編集 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9099 ふたご象のチムとチュム 田村 仁 文化出版局
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9100 雨たんもれ多度さん「但馬」 田村實 遠藤晢子 三宅町役場 61 (２３ 絵本 北)

9101 日本文学全集 １０ 田山花袋 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9102
グウェンダのキラキラ大作戦 評論社の児童図書館・文学
の部屋

テッサ・ダール／作 コーキィ・ポール／絵 た
なか まや／訳

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9103
ガラスのエレベーター宇宙にとびだす 児童図書館・文学
の部屋

Ｒ．ダール／作 田村 隆一／訳 Ｊ．シンデル
マン／絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9104 チョコレート工場の秘密 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール／作 田村 隆一／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9105
ぼくらは世界一の名コンビ！ ダニィと父さんの物語 児童
図書館・文学の部屋

ロアルド・ダール／作 小野 章／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9106
いたずらうさぎデイビーあかちゃんすきだもん 世界の絵
本

イブ・タルレ／絵 ブリギッテ・ヴェニンガー
／文 立原 えりか／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9107 ゆうかんなしたてやさん 世界の絵本
イブ・タルレ／絵 ヤーコプ・グリム／原作
ヴィルヘルム・グリム／原作

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9108 鉄の灯台 ディミートル・ターレフ／著 松永 緑弥／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

9109 飛魂 多和田 葉子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9110 ゴットハルト鉄道 多和田 葉子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9111 愛する源氏物語 俵万智著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

9112 百人一酒 俵万智著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9113 新・おくのほそ道 俵万智著 立松和平著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9114 六十代の幸福 俵萠子著 海竜社 21 (１０ 小説)

9115 唐古・鍵遺跡の考古学 田原本町教育委員会編 石野博信〔ほか著〕 学生社 13 (２ 県一般書)

9116 おのまとぺの本 こども字本シリーズ だんきょうこ書 ニシワキタダシ絵 高陵社書店

9117 ひそやかな村 白水Ｕブックス １１６ 海外小説の誘惑 ダグラス・ダン／著 中野 康司／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9118 アライバル ショーン・タン 河出書房新社 62 (２４ 絵本 西)



9119 人形劇をつくる ４４ シリーズ 子どもとつくる 丹下 進／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

9120 京都琳派をめぐる旅 京都を愉しむ 淡交社編集局編 淡交社 09 (新刊書)

9121 実用茶道用語辞典 淡交社／編 淡交社編集局／編 淡交社 5 (学習室)

9122 骨董屋めぐり ｉｎ ＯＳＡＫＡ 暮しの骨董品を求めて 淡交社／編著 淡交社編集局／編著 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

9123 こちら宇宙船地球号 マシュー・マーチン物語 ３ ポーラ・ダンジガー／作 海都 洋子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9124
たんじょうパーティは大さわぎ マシュー・マーチン物語
１

ポーラ・ダンジガー／作 海都 洋子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9125 ニコルズさんの森をすくえ マシュー・マーチン物語 ２ ポーラ・ダンジガー／作 海都 洋子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9126 河出世界文学全集１ 神曲 ダンテ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

9127 ３５ｍ／ｍＡＦ一眼レフ撮影事典 丹野 清志／著 ナツメ社 19 (８ 美術 芸術)

9128 外国人とのビジネス・これだけは知っておきたい心得帖 団野 広一／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

9129 お上にたてつき候 近江商人たちの熱き闘い 丹波 元／著 ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

9130 日本文学全集 第６３巻 丹羽文雄集 丹羽文雄 集英社 24 (１３ 全集)

9131 消えたヴァイオリン ＳＵＰＥＲ！ＹＡ スザンヌ・ダンラップ／著 西本 かおる／訳 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9132 廃都 上 賈 平凹／著 吉田 富夫／訳 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9133 廃都 下 賈 平凹／著 吉田 富夫／訳 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9134 宇宙から見た地球 ニコラス・チータム著 古草秀子訳 河出書房新社 7 (大型本)

9135 きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ！ チェインソン パンジョンファ ピョンキジャ セーラー出版 62 (２４ 絵本 西)

9136
ショパン 花束の中に隠された大砲 岩波ジュニア新書  ６
６５

崔善愛著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

9137 中国医療と漢方 病に勝つ 【チエ】 鳳卿／著 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9138 世界文学全集 ４０ チェーホフ 筑摩書房 24 (１３ 全集)



9139
河出世界文学全集１５ 桜の園・三人姉妹・人形の家・野
鴨

チェーホフ・イプセン 河出書房新社 24 (１３ 全集)

9140 川はよみがえる ナシア川の物語 リン・チェリー／作 みらい なな／訳 童話屋 63 (２５ 絵本 南)

9141 カポックの木 南米アマゾン・熱帯雨林のお話 リン・チェリー／作 みらい なな／訳 童話屋 63 (２５ 絵本 南)

9142 ウェン王子とトラ チェンジャンホン 平岡敦 徳間書店 62 (２４ 絵本 西)

9143 この世でいちばんすばらしい馬 チェンジャンホン作・絵 平岡敦訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

9144 シャオユイのさんぽ チェンジーユエン作 中由美子訳 光村教育図書

9145 まちへおでかけ
陳 志賢／さく 谷岡 加代子／やく チェン
シーシエン／さく

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

9146
みんなで話そう、本のこと 子どもの読書を変える新しい
試み

エイダン・チェインバーズ著 こだまともこ訳 柏書房 17 (６ 総記 社会科学)

9147
月のしずくが輝く夜に アイヌ・モシリからインドへの祈
りの旅

チカップ美恵子著 現代書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9148 日本文学全集 第１４巻 近松秋江集 近松秋江 集英社 24 (１３ 全集)

9149 日本の公害経験 環境に配慮しない経済の不経済 地球環境経済研究会／編著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9150 筑紫哲也のこの「くに」の冒険 筑紫 哲也／著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

9151 東京ガラパゴス わくわくライブラリー 千世 まゆ子／作 吉田 純／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9152 バーバパパのかたちさがし バーバパパ・知識のえほん ４
アネット＝チゾン／さく タラス＝テイラー／
さく 山下 明生／やく

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9153 バーバパパのいろあそび バーバパパ・知識のえほん ２
アネット＝チゾン／さく タラス＝テイラー／
さく 山下 明生／やく

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9154 バーバパパのＡＢＣ バーバパパ・知識のえほん １
アネット＝チゾン／さく タラス＝テイラー／
さく 山下 明生／やく

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9155 バーバパパたびにでる 講談社のバーバパパえほん
アネット・チゾン／さく タラス＝テイラー／
さく 山下 明生／やく

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9156 バーバパパのしまづくり 講談社のバーバパパえほん
アネット＝チゾン／さく タラス＝テイラー／
さく 山下 明生／やく

講談社

9157
大人の女のこんな時どうする事典 気をつけて！心くばり
を見られてる Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

知的生活研究所／著 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9158 その道のプロが鍛える 実践「会話力」 知的生活追跡班 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)



9159 仮面病棟 実業之日本社文庫  ち１－１ 知念実希人著 実業之日本社

9160 紅茶が動かした世界の話 千野境子著 国土社 19 (８ 美術 芸術)

9161 親子で楽しむやさしいおりがみ 千野 利雄／監修 東京書店 19 (８ 美術 芸術)

9162 韓素音の月 茅野 裕城子／著 集英社 21 (１０ 小説)

9163 四季のみそ汁 素材のもち味と相性を活かす 千葉道子著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9164 かわらの小石の図鑑 日本列島の生い立ちを考える 千葉 とき子／著 斎藤 靖二／著 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9165 はるとカミナリ 工藤 俊彰 ちば みなこ ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

9166 標準原色図鑑全集 海藻（海浜植物） １５ 千原光雄/著者 保育社 5 (学習室)

9167 いたいのいたいのとんでいけ ちはる／著 文芸社 61 (２３ 絵本 北)

9168 ベッカムに恋して オリジナル・シナリオ対訳
グリンダ・チャーダ脚本 グルジット・ビンド
ラ脚本 ポール・マエダ・バージェス脚本 吉岡
真名実訳

愛育社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9169
格安航空会社の選びかた 思いどおりの旅がリーズナブル
に安くて便利

チャーリィ古庄 枻出版社 19 (８ 美術 芸術)

9170 少年少女世界文学館７ クリスマス キャロル チャールズ＝ディケンズ 講談社 25 (１４ 児童書)

9171 菜食主義のねこ かたつむり文庫 インド
キティシュ・チャタジー／文・絵 くろかわ た
えこ／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

9172 住まいを探る世界旅 茶谷 正洋／編 彰国社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9173 制服の中身 スチュ ... 茶柱 竜之介／著 ビー・エヌ・エヌ 17 (６ 総記 社会科学)

9174 長ぐつ号の大ぼうけん かたつむり文庫 シンガポール
キャサリン・チャパード／文 チュア・アイ・
ミー／絵 崎岡 真紀子／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

9175 バルト オオカミ犬の愛と冒険 映画版 シンディ・チャン／文 清水 奈緒子／訳 佼成出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9176 ダメ母に苦しめられて 女のココロとカラダシリーズ 中国新聞社／編 中国新聞文化部／編 ネスコ 17 (６ 総記 社会科学)

9177
男が語る離婚 破局のあとさき 女のココロとカラダシリー
ズ

中国新聞社／編 中国新聞文化部／編 ネスコ 17 (６ 総記 社会科学)

9178 図で見る中小企業白書 平成６年版 中小企業庁／編 同友館 17 (６ 総記 社会科学)



9179
石原慎太郎の東京大改革 東京から国を変える２１世紀ビ
ジョン

東京新聞社会部「ウォッチング石原」取材班著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

9180 あの戦争を伝えたい 東京新聞社会部編 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

9181
フェドーラばあさんおおよわり コルネイ・チュコフス
キーの絵本

Ｋ．チュコフスキー／作 Ｖ．オリシヴァング
／絵 田中 潔／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

9182 なぞをとく少年 かたつむり文庫 モンゴル
ムンフジン・チュールテミン ... 大貫 美佐子
／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

9183 プアー 福音館 あかちゃんの絵本 長 新太／作・絵 和田 誠／仕上 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9184 どうしたの？へんてこライオン おひさまのほん 長 新太／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

9185 イカタコつるつる 講談社の創作絵本 長 新太／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

9186 わたしのうみべ 長 新太／作 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

9187 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

9188 まねっこねこちゃん ベネッセのえほん 長 新太／作 ベネッセコーポレーション 61 (２３ 絵本 北)

9189 おばけじま あかねピクチャーブックス ３ 長 新太／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

9190 ブタヤマさんたらブタヤマさん えほんのもり ９ 長 新太／作 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

9191 サラダでげんき 長 新太 え 角野 栄子 さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9192 ぼくはイスです 長新太さく 亜紀書房

9193 しっぽ どうぶつあかちゃんえほん 長新太さく のら書店

9194 わんわんにゃーにゃー 福音館 あかちゃんの絵本 長新太さく・え 和田誠しあげ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9195 あるけあるけ 長新太さく こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

9196 あかいはなとしろいはな えほんだいすき 長 新太／さく 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

9197
ノンビリすいぞくかん 理論社のようねんどうわ ナンジャ
コリャ童 話館

長 新太／さく 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9198
ボンヤリどうぶつえん 理論社のようねんどうわ ナンジャ
コリャ童 話館

長 新太／さく 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)



9199 かえるとカレーライス 福音館の幼児絵本 長 新太／さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9200 おなら かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 長 新太／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9201 キャベツくん みるみる絵本 長 新太／文・絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

9202 ごろごろ にゃーん こどものとも傑作集 ６８ 長 新太／作 画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9203 台湾をもっと知ってほしい日本の友へ 張 超英／著 中央公論社 17 (６ 総記 社会科学)

9204
ヨーロッパ国際列車の旅 ユーレイルパスで自由自在 講談
社カルチャーブックス １０９

長 真弓／写真・文 講談社 13 (２ 県一般書)

9205 たぬきのじどうしゃ はじめてよむ絵本９ ちょうしんた/さく 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

9206 心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉の佳作58篇 潮文社編集部編 潮文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9207 チャンティクリアときつね
ジェフリー・チョーサー バーバラ・クーニー
ひらのけいいち

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

9208
親と子の心育て７つのルール 幸せに気づくメンタル・ガ
イド

ディーパック・チョプラ／著 ヨウコ・シノ
ダ・ユール／訳 ユール洋子／訳

大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

9209 テロの帝国アメリカ 海賊と帝王 Ｎ．チョムスキー著 海輪由香子〔ほか〕訳 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

9210 モムチャンダイエット プレミアム チョン ダヨン／著 扶桑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9211
英語は絶対、勉強するな！ 学校行かない・お金かけな
い・だけどペラペラ

鄭讃容著 金淳鎬訳 サンマーク出版 19 (８ 美術 芸術)

9212 キトラ古墳とその時代 朝鮮からみた古代日本 続 全浩天著 未来社 13 (２ 県一般書)

9213 朝鮮史年表 前６０万年～１９９１年１２月まで 第３版 鄭 晋和／編 雄山閣出版 5 (学習室)

9214 チュウ太郎の青い国 かたつむり文庫 韓国 チョン ヨンミ／文・絵 あらき みほ／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

9215
陳さんのわが家で食べてるごはんです マイライフシリー
ズ Ｎｏ．６４６

陳建一〔著〕 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9216 青山一髪 上 孫文起つ 陳舜臣著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

9217 青山一髪 下 辛亥への道 陳舜臣著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

9218 曼陀羅の山 七福神の散歩道 陳舜臣著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



9219 陳舜臣中国歴史短篇集 １ 興亡流転篇 陳舜臣著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

9220 宇宙の起源 「知の再発見」双書 ４９ チン・ズアン・トゥアン／著 南条 郁子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

9221 女性に効く漢方 すてきにヘルシー １６ 陳 瑞東／著 保健同人社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9222
ガンの漢方療法希望の光と力の源 漢方薬と食餌療法、鍼
灸指圧、気功でガンに 漢方健康シリーズ ６

沈 徳恵／編著 呉 秀芬／編著 武井 克己／訳 ベースボール・マガジン社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9223 阿片戦争〈下）天涯編 陳瞬臣 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9224 阿片戦争〈上）滄海編 陳瞬臣 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9225 阿片戦争〈中）風雷編 陳瞬臣 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9226 中国の歴史・近・現代編1 陳 舜臣  黄龍振るわず 陳瞬臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9227 中国の歴史・近・現代編2 陳舜臣 落日に立つ 陳瞬臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9228 中国の歴史・近・現代編 3 陳舜臣 黎目に燃ゆ 陳瞬臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9229 中国の歴史５動乱の群像 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9230 中国歴史第６巻世界帝国へ 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9231 中国の歴史第７巻隋唐の興亡 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9232 中国の歴史第８巻宋とその周辺 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9233 中国の歴史第九巻草原から疾風 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9234 中国の歴史第十一巻明から清へ 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9235 中国の歴史第十二巻清朝二百余年 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9236 中国の歴史第十三巻斜陽と黎明 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9237 中国の歴史第十四巻中華の躍進 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9238 中国の歴史第十巻復興と明暗 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



9239 中国の歴史 第四巻漢王の光と影 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9240 中国の歴史  第3巻大統－時代 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9241 中国の歴史  第一巻 神話から歴史へ 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9242 中国の歴史 第二巻 中華の揺籃 2中華の揺籃 陳舜臣 平凡社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9243 天山南路の旅 シルクロード絲綢之路 陳 舜臣 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

9244 長安から河西回廊へ シルクロード絲綢之路 第一巻 陳 舜臣 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

9245
パミールを越えてﾊﾟｷｽﾀﾝ ｲﾝﾄﾞ シルクロード ローマへの
道

陳 舜臣 樋口 隆康 ＮHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)

9246 ドロップス
ヤン・デ・ツァンガー／作 天沼 春樹／訳 中
釜 浩一郎／画

パロル舎
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9247 ゆかいなヤンくん 岩波少年文庫復刻版 ツウィルクメイエル／作 矢崎 源九郎／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

9248 アントン 命の重さ エリザベート・ツェラー／著 中村 智子／訳 主婦の友社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9249 飛竜伝 神林美智子の生涯 つか こうへい／著 集英社 22 (１１ 小説)

9250 薔薇ホテル つか こうへい／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9251 野菜はともだち 産直野菜の上手な食べ方 改訂増補
使い捨て時代を考える会／編著 安全農産供給
センター／編著

農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9252 アスカ 絵本カーニバル ５ 司修作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

9253 イーハトーヴォ幻想 司 修／著 岩波書店 21 (１０ 小説)

9254 退職金貧乏 定年後の「お金」の話 祥伝社新書  ３９０ 塚崎公義〔著〕 祥伝社 09 (新刊書)

9255 秋と黄昏の殺人 司城志朗著 講談社 21 (１０ 小説)

9256 イソギンチャクのちえ かがくだいすき 塚崎慎一郎ぶん・しゃしん 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9257 殺意は砂糖の右側に 天才・竜之介がゆく！ ノン・ノベル 柄刀一著 祥伝社 20 (９ 小説)

9258 ４００年の遺言 竜遠寺庭園の死 柄刀一〔著〕 角川書店 21 (１０ 小説)



9259 裂果 趙襄子伝 塚本青史著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

9260 凱歌の後 塚本青史著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9261 霍光 塚本青史著 徳間書店 21 (１０ 小説)

9262
落ち葉はどこへ消えた？ 土のでき方を見る 子ども科学図
書館

塚本 明美／著 岩田 進午／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9263 チャレンジレディーステニス エンジョイ・シリーズ 塚本 新治／著 金園社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9264 水無月祓 塚本 青史／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9265 霍去病 上 麒麟竜彗星譚 塚本 青史／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9266 霍去病 下 麒麟竜彗星譚 塚本 青史／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9267
明日の天気がわかる本 晴れか雨かをピタリと当てる気象
予報術 Ｏｕｔｄｏｏｒ ｈａｎｄｂｏｏｋ １１

塚本 治弘／著 地球丸
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9268 雲と天気 科学のアルバム ３ 塚本 治弘／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9269 鉱物 地底からのたより 科学のアルバム ８０ 塚本 治弘／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9270 水 めぐる水のひみつ 科学のアルバム ６１ 塚本 治弘／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9271 標準原色図鑑全集 園芸植物 ７ 塚本洋太郎/監修/他２名/共著 保育社 5 (学習室)

9272 標準原色図鑑全集 温室植物 １２ 塚本洋太郎/監修/他２名/共著 保育社 5 (学習室)

9273 月居良子のかんたん、かわいいまっすぐソーイング 月居良子 高橋書店 09 (新刊書)

9274 土漠の花 月村了衛著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9275
満点父さんの日曜大工入門 イラストでわかる簡単・便利
な木工クラフト！

つきよのウッディクラフト・クラブ編 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9276 国際結婚の基礎知識 出会いから在留特別許可まで 第２版 筑波 君枝／編 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

9277 テロリストの島 ハルキ・ノベルス 柘植久慶著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

9278 逆撃楠木正成千早城攻防戦 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 柘植久慶著 中央公論新社 20 (９ 小説)



9279 ヴェトナム・マフィア ハルキ・ノベルス 柘植久慶著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

9280 逆撃楠木正成洛中決戦 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 柘植久慶著 中央公論新社 20 (９ 小説)

9281 ロシアンコネクション ハルキ・ノベルス 柘植久慶著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

9282 最終勝者 ハルキ・ノベルス 柘植久慶著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

9283 アジア音楽史 柘植 元一／編 植村 幸生／編 音楽之友社 19 (８ 美術 芸術)

9284 赫奕たる彼方 続前進か死か 柘植 久慶／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9285 静かに眠れおまえの墓の中で 柘植 久慶／著 集英社 21 (１０ 小説)

9286 国家転覆 １９９Ｘクーデター計画 柘植 久慶／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9287 八月の銃声 柘植 久慶／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9288 前進か死か 柘植 久慶／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9289 悪ガキコンビ初恋大作戦 あかね・新読み物シリーズ ２ 辻邦作 夏目尚吾絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9290 すぐ役立つ食べもの安心事典 辻啓介監修 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9291 アカシア 辻仁成著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9292 いまこの瞬間愛しているということ 辻仁成著 集英社 21 (１０ 小説)

9293 愛と永遠の青い空 Ｔｈｅｙ ｒｅｓｔ ｉｎ ｐｅａｃｅ 辻仁成著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9294 奥飛騨、殺人慕情 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 辻真先著 有楽出版社 33 (２２ 文庫本)

9295 子供たちの居場所 辻 章／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9296 夢の方位 辻 章／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9297 中国料理 イラスト・調理方法・手順付き 専門料理全書 辻 勲／著 辻学園調理技術専門学校
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9298 日本料理 イラスト・調理方法・手順付き 専門料理全書 辻 勲／著 辻学園調理技術専門学校
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9299 健康寿命 辻 一郎／著 麦秋社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9300 花のレクイエム 辻 邦生／著 新潮社

9301 生きて愛するために 一時間文庫 辻 邦生／著 メタローグ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9302 「かざり」の日本文化 辻 惟雄／編 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

9303 浮世絵 原色日本の美術１８ 辻 惟雄 大久保 純一 小学館 7 (大型本)

9304 海峡の光 辻 仁成／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9305 ニュートンの林檎 下 辻 仁成／著 集英社 21 (１０ 小説)

9306 ニュートンの林檎 上 辻 仁成／著 集英社 21 (１０ 小説)

9307 アンチノイズ 辻 仁成／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9308 パッサジオ 辻 仁成／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9309 親子で読む環境ホルモンってなぁに？ 辻 万千子／著 河村 宏／著 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9310 無頭人 辻井南青紀著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

9311 初めて作る和紙ちぎり絵 くわしい基礎と作り方 辻井 華洲／著 日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

9312 故なくかなし 辻井 喬／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9313 終わりなき祝祭 辻井 喬／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9314 過ぎてゆく光景 短篇集 辻井 喬／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9315 青空のルーレット 辻内智貴著 筑摩書房 21 (１０ 小説)

9316 微分方程式 すうがくぶっくす ４ 辻岡 邦夫／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9317 アイディアいっぱい手作り名人 辻岡 澄枝 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9318
包丁さばきと飾り切り 素材のうま味を引き出す見た目も
華やかな包丁使い

辻学園辻クッキングスクール監修 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9319 夜ひらく 辻 邦生 集英社 21 (１０ 小説)

9320 昭和文学全集 第24巻
辻邦生、加賀乙彦、倉橋由美子、黒井千次、小
川国夫、高橋和巳、田久英夫

小学館 24 (１３ 全集)

9321 上古の復元  卑弥呼から倭の五王まで 辻 直樹 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9322
稗田の村と広大寺池 大和郡山の語り伝えたい  ふるさと
民話

辻野 もと子 こおりやま民話絵本の会 12 (１ 郷土資料)

9323 籠の鸚鵡 辻原登著 新潮社

9324 ジャスミン 辻原登著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9325 熱い読書冷たい読書 辻原登著 マガジンハウス 17 (６ 総記 社会科学)

9326 黒髪 辻原 登／著 講談社 21 (１０ 小説)

9327 家族写真 短編集 辻原 登／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9328 だれのものでもない悲しみ 辻原 登／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9329 おもしろくてためになる世界地理の雑学事典 最新版 辻原 康夫／著 日本実業出版社 13 (２ 県一般書)

9330 とんぼの空 学研の新しい創作 津島節子作 石倉欣二絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

9331 １２歳、いまガラスの季節 創作のメロディ ９ 津島 節子／作 緒方 直青／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9332 火の山 上 山猿記 津島 佑子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9333 火の山 下 山猿記 津島 佑子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9334 風よ、空駆ける風よ 津島 佑子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9335 泉鏡花 群像日本の作家 ５ 津島 佑子／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

9336 ロンドンから南へ。 日帰りで訪ねる小さな田舎町 辻丸 純一 ダイヤモンド・ビッグ社 13 (２ 県一般書)

9337 朝が来る 辻村深月著 文藝春秋

9338 鍵のない夢を見る 文春文庫  つ１８－３ 辻村深月著 文藝春秋



9339 本のれきし５０００年 たくさんのふしぎ傑作集 辻村 益朗／作 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9340 生き物たち・光の中の活動 辻本奨之 樹林舎 19 (８ 美術 芸術)

9341 わたしたちの村 野迫川 辻本 正 野迫川村教育委員会 12 (１ 郷土資料)

9342
身近な世界の不思議な科学 電気・磁力の世界から宇宙・
地球まで 図解子供のなぜに答える本

都筑 卓司／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9343 黒沢明「一作一生」全三十作品 都築 政昭／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

9344
科学あそび大図鑑 身近な道具でできるたのしい科学実験
集 オ

津田 妍子／著 細川 留美子／絵 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9345 太閤秀吉の秘仏伝説 京都・高台寺の謎を解く 津田 三郎／著 洋泉社 16 (５ 宗教 歴史)

9346 人の生活 津田 直美／画 河合楽器製作所出版事業部
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9347 一期一会 津田洋甫写真集 津田 洋甫／著 求竜堂 7 (大型本)

9348 創作折り紙をつくる シリーズ子どもとつくる １４ 津田 良夫／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

9349 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

9350 うたえほん つちだよしはる グランまま社 62 (２４ 絵本 西)

9351 ごちそうがいっぱい あーあー森のはりねずみ一家 ２ 土田 義晴／作 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

9352
いちばんまちどおしい日 たらのきだい分校の収穫祭 えほ
んはともだち ３６

土田 義晴／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

9353 おとうさん えほんひろば つちだよしはるさく 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

9354 ウサギのネボ 元気がでる童話 １年生 つちだよしはる絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9355 親鸞を歩く 写真紀行日本の祖師 土田 ヒロミ／写真 竹村 牧男／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

9356 イギリス小さいまち紀行 土田 陽介／編 グラフィック社 13 (２ 県一般書)

9357 イタリア小さいまち紀行 土田 陽介／編 グラフィック社

9358 スペイン小さいまち紀行 土田 陽介／ほか編 グラフィック社 13 (２ 県一般書)



9359 ドイツ小さいまち紀行 土田 陽介／ほか編 グラフィック社 13 (２ 県一般書)

9360 南フランス小さいまち紀行 土田 陽介／ほか編 グラフィック社 13 (２ 県一般書)

9361 現場で役立つ福祉・介護機器 土屋和夫監修 斉場三十四編 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

9362 ツチヤ学部長の弁明 土屋賢二著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9363 かわいそうなぞう おはなしノンフィクション絵本
土家 由岐雄／ぶん 武部 本一郎／え つちや
ゆきお／ぶん

金の星社 61 (２３ 絵本 北)

9364 かわいそうなぞう フォア文庫愛蔵版 土家 由岐雄／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

9365 語りによる日本の民話 ７ 大分 豊後 杵築の民話 土屋北彦/編著者 重安アサエの語り 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9366 おでかけのまえに 福音館の幼児絵本 筒井 頼子／作 林 明子／絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9367 はじめてのおつかい こどものとも傑作集  ５６ 筒井 頼子／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9368 はじめてのおつかい こどものとも傑作集  ５６ 筒井 頼子／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9369 いもうとのにゅういん こどものとも傑作集 ７５ 筒井 頼子／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9370 旅のラゴス  改版 新潮文庫  つ－４－３１ 筒井康隆著 新潮社

9371 天狗の落し文 筒井康隆著 新潮社 21 (１０ 小説)

9372
〈入門〉介護サービスマネジメント よりよいサービスを
効率的に

筒井 孝子／著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

9373 満腹亭（アナーキーなレストラン）へようこそ 筒井 康隆／著 北宋社 21 (１０ 小説)

9374 ジャズ小説 筒井 康隆／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9375 悪と異端者 筒井 康隆／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9376 家族場面 筒井 康隆／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9377 時代小説 自選短篇集 筒井 康隆／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9378 雨はこびの来る沼 福音館創作童話シリーズ 筒井 頼子／作 梶山 俊夫／絵 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



9379 あさえとちいさいいもうと こどものとも傑作集 ６１ 筒井 頼子／さく 林 明子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9380 とん ことり こどものとも傑作集 ５３ 筒井 頼子／さく 林 明子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9381 はじめてのおつかい こどものとも傑作集 ５６ 筒井 頼子／さく 林 明子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9382 いく子の町 福音館創作童話シリーズ 筒井 頼子／作 織茂 恭子／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9383 ひさしの村 福音館創作童話シリーズ 筒井 頼子／作 織茂 恭子／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9384
すべては良い方向にむかう ミレニアムの変わり目が面白
い

堤 江実／著 三五館 17 (６ 総記 社会科学)

9385 ぼくらの夏物語 文研ブックランド 堤 しゅんぺい／作 末崎 茂樹／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

9386 海べの生きもの なんでもウォッチング 堤 俊夫／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9387 乱 綱淵 謙錠／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9388 弾性体と流体 物理入門コース ８ 恒藤 敏彦／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9389 日本の哲学を学ぶ人のために 常俊 宗三郎／編 世界思想社 17 (６ 総記 社会科学)

9390 徹底活用「オンライン書店」の誘惑 津野 海太郎／編 晶文社 17 (６ 総記 社会科学)

9391 世界史読書案内 岩波ジュニア新書  ６５５ 津野田興一著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9392 淑女への贈り物 Ｌａｐｉｔａ ｂｏｏｋｓ 角田誠著 小学館 21 (１０ 小説)

9393 駄菓子大全 とんぼの本 角田 武／ほか著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9394 月の庭園--英華-- 津原やすみ/著者 桜桃書房 21 (１０ 小説)

9395 馬と牛の伝説 絵本・どうぶつ伝説集 粒来 哲蔵／再話 織田 信生／絵 須田 兼吉 61 (２３ 絵本 北)

9396 おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａさく 学研プラス

9397 へびのみこんだなにのみこんだ？ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａさく えほんの杜

9398
サヤドールのウッディクラフト 木でつくるカントリー
ドールと雑貨

坪井 いづよ／著 百塚 智佳子／著 日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)



9399
邪馬台国が見える  吉野ケ里と卑弥呼の時代 ＮＨＫ取材
班

坪井 清足 日本出版放送協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9400 古代の日本 ５ 近畿 坪井清足・岸俊男/編者 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9401 柿の木のある家 壺井 栄 こさか しげる／画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

9402 少年少女日本文学館１３ 二十四の瞳 壺井栄 講談社 25 (１４ 児童書)

9403 日本文学全集 第７６巻 壺井栄・芝木好子集 壺井栄・芝木好子 集英社 24 (１３ 全集)

9404
日本民俗文化大系 第八巻 村と村人＝共同体の生活と礼儀
＝

坪井洋文/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9405 日本民俗文化大系 第十巻 家と女性＝暮らしの文化史＝ 坪井洋文/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9406
雑学子どもにウケるたのしい日本 ＷＩＤＥ ＳＨＩＮＳＨ
Ｏ  ２１３

坪内忠太著 新講社 33 (２２ 文庫本)

9407
子どもにウケるたのしい雑学 ３ ＷＩＤＥ ＳＨＩＮＳＨ
Ｏ  １５５

坪内忠太著 新講社 33 (２２ 文庫本)

9408
子どもにウケるたのしい雑学 ＷＩＤＥ ＳＨＩＮＳＨＯ
６９

坪内忠太著 新講社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9409
子どもにウケるたのしい雑学 ２ ＷＩＤＥ ＳＨＩＮＳＨ
Ｏ  １０４

坪内忠太著 新講社 33 (２２ 文庫本)

9410 日本文学全集 １ 坪内逍遥・二葉亭四迷・北村透谷 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9411 白内障を治す ここまで進んだ眼内レンズ 改訂版 坪田 一男／著 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9412 魔法 日本児童文学名作選２ 坪田 譲治著 中尾 彰画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

9413 相対性理論 サイエンスコミック ３
坪野 公夫／編集 羽絵 かげひこ／シナリオ 森
有子／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9414 エヴリシング・フロウズ 津村記久子著 文藝春秋 09 (新刊書)

9415 山陰殺人事件 １ ２ ｐｏｃｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ 津村秀介著 ワンツーマガジン社 20 (９ 小説)

9416 毒殺連鎖 春の旅・志摩からの殺人 ノン・ノベル 津村秀介著 祥伝社 20 (９ 小説)

9417 桜遍路 津村節子著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9418 似ない者夫婦 津村節子著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



9419 孤島 津村 秀介／著 講談社 21 (１０ 小説)

9420 光の海 津村 節子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9421 星祭りの町 津村 節子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9422 黒い潮 津村 節子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9423 京都銀閣寺の死線 カッパ・ノベルス 津村秀介 光文社 20 (９ 小説)

9424 戦国業師列伝 津本 陽／著 世界文化社 21 (１０ 小説)

9425 柳生十兵衛七番勝負 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9426 国定忠治 津本陽著 光文社 21 (１０ 小説)

9427 小説渋沢栄一 上 曖々たり 津本陽著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

9428 小説渋沢栄一 下 虹を見ていた 津本陽著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

9429 大久保彦左衛門 不遇の時こそ 津本陽著 光文社 21 (１０ 小説)

9430 巨眼の男西郷隆盛 ２ 津本陽著 新潮社 21 (１０ 小説)

9431 巨眼の男西郷隆盛 ３ 津本陽著 新潮社 21 (１０ 小説)

9432 巨眼の男西郷隆盛 １ 津本陽著 新潮社 21 (１０ 小説)

9433 鉄砲無頼記 続 津本陽著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9434 幕末御用盗 津本陽著 講談社

9435 異形の将軍 上 田中角栄の生涯 津本陽著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9436 異形の将軍 下 田中角栄の生涯 津本陽著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9437 武蔵と五輪書 津本陽著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

9438 弥陀の橋は 上巻 親鸞聖人伝 津本陽著 読売新聞社 21 (１０ 小説)



9439 弥陀の橋は 下巻 親鸞聖人伝 津本陽著 読売新聞社 21 (１０ 小説)

9440 人生に定年なし 津本陽著 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9441 竜馬 ３ 海軍篇 津本陽著 角川書店 21 (１０ 小説)

9442 竜馬 １ 青雲篇 津本陽著 角川書店 21 (１０ 小説)

9443 竜馬 ２ 脱藩篇 津本陽著 角川書店 21 (１０ 小説)

9444 死生夢のごとし 津本陽の世界 津本 陽／著 学陽書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9445 生を踏んで恐れず 高橋是清の生涯 津本 陽／著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9446 真田忍侠記 上 津本 陽／著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

9447 真田忍侠記 下 津本 陽／著 毎日新聞社 21 (１０ 小説)

9448 乾坤の夢 下 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9449 加賀百万石 津本 陽／著 講談社 21 (１０ 小説)

9450 乾坤の夢 上 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9451 乾坤の夢 中 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9452 天の伽藍 津本 陽／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9453 独眼竜政宗 下 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9454 独眼竜政宗 上 津本 陽／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9455 新・異色時代短篇傑作大全 津本 陽／ほか著 講談社 21 (１０ 小説)

9456 前田利家 下 津本 陽／著 講談社 21 (１０ 小説)

9457 前田利家 上 津本 陽／著 講談社 21 (１０ 小説)

9458 前田利家 中 津本 陽／著 講談社 21 (１０ 小説)



9459 のるか そるか 津本 陽 文藝春秋 21 (１０ 小説)

9460 新ちゃんの お笑い人権高座 露の 新治 奈良県中小企業連合会 17 (６ 総記 社会科学)

9461 岩波経済学小辞典 第3版 都留 重人／編 岩波書店 5 (学習室)

9462 漢方専門家がそっと教える不思議な力 鶴田 光敏／ほか著 近代文芸社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9463
子どもが変わるお母さんの ｢しつけ力｣ 人間教育＋知能教
育でみるみる伸びる

鶴野 元治（めばえ幼児才能学園） エル書房 17 (６ 総記 社会科学)

9464
小鳥の気持ちが１００％わかる本 インコ・ブンチョウ 手
のり＆肩のり、おしゃべり……仲よく健康に育てよう！
Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

霍野晋吉監修 なかよし小鳥研究会著 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

9465 四大文明 中国 ＮＨＫスペシャル
鶴間和幸編著 ＮＨＫスペシャル「四大文明」
プロジェクト編著

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

9466
せっかく中退したのだから・・・ 中退生、不登校生へ
「自分らしさ」を大切にする第一高等学校

鶴蒔 靖夫 ＩＮ通信社 17 (６ 総記 社会科学)

9467 子どもがみつけた本
鶴見俊輔〔ほか〕著 熊本子どもの本の研究会
編集

熊本子どもの本の研究会 17 (６ 総記 社会科学)

9468 ジャパンズ・ルネサンス 日本病克服 霍見芳浩著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

9469 民主主義とは何だろうか 鶴見俊輔座談 鶴見 俊輔／著 晶文社 17 (６ 総記 社会科学)

9470 言葉はひろがる たくさんのふしぎ傑作集 鶴見 俊輔／文 佐々木 マキ／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9471 南方熊楠 鶴見和子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9472
２３のマンガによる心理カウンセリング 失われた自分を
求めて Ｋｏｄａｎｓｈａ ｓｏｐｈｉａ ｂｏｏｋ ｓ

Ａ．Ｊ．ツワルスキー／著 北山 修／訳 きた
やま おさむ／訳

講談社 17 (６ 総記 社会科学)

9473
ＭＡＲＣＯ母をたずねて三千里 長編アニメーション映画
「ＭＡＲＣＯ母をた

デ・アミーチス／原作 金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9474 九つの銅貨 世界傑作童話シリーズ
Ｗ・デ・ラ・メア／作 脇 明子／訳 清水 義博
／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9475 サル王子の冒険 岩波少年文庫復刻版 デ・ラ・メア／作 飯沢 匡／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

9476
ジェイミー・オルークとおばけイモ アイルランドのむか
しばなし

トミー・デ・パオラ再話・絵 福本友美子訳 光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

9477 世界ユ－モア文学全集 第２巻 おやじ天下 他３件 デイ 中村 雅男／訳 筑摩書房 5 (学習室)

9478 「飽きない」散歩術 Ｓｈｏｔｏｒ ｌｉｂｒａｒｙ 出井邦子文 『サライ』編集部編 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9479 自分で長寿をデザインする 漢方で体質診断 丁宗鉄著 ビジネス社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9480 日本列島花火旅 Ｓｈｏｔｏｒ ｔｒａｖｅｌ 出井 邦子／文 馬場 隆／写真 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9481 すみれほいくえん 世界傑作童話シリーズ 鄭 春華／さく 中 由美子／やく 蔡 皋／え 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9482 森の王さまはだれ？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋
デービッド・デイ／ぶん ケン・ブラウン／え
たなか まや／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

9483
最新漢方実用全書 漢方薬の正しい用い方と漢方療法のす
べて 漢方医学シリーズ

丁 宗鉄／著 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9484 ロードサイド・クロス
ジェフリー・ディーヴァー／著 池田 真紀子／
訳

文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9485 ともだちになって
アレクシス・ディーコン作・絵 いずむらまり
訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

9486 ミルクこぼしちゃだめよ!
スティーヴン・デイヴィーズ クリスト
ファー・コー 福本友美子

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

9487
四千万人を殺したインフルエンザ スペイン風邪の正体を
追って

ピート・デイヴィス著 高橋健次訳 文芸春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9488 感染爆発 鳥インフルエンザの脅威
マイク・デイヴィス〔著〕 柴田裕之訳 斉藤隆
央訳

紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9489 ブタはともだち マーク・ティーグ／作・絵 小宮山 みのり／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

9490 恐竜大図鑑
Ｄ・ディクソン／著 熊谷 鉱司／訳 Ａ・ロビ
ンソン／絵

金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9491 世界文学全集 ２２ ディケンズ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9492 世界文学全集 ２３ ディケンズ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9493 河出世界文学全集６ 二都物語・クリスマス・キャロル ディケンズ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

9494 クリスマス・キャロル 世界の名作全集 ２ チャールズ・ディケンズ／原作 吉田 新一／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

9495 ルノワール 生命の讃歌 「知の再発見」双書 ５５
アンヌ・ディステル／著 柴田 都志子／訳 田
辺 希久子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

9496
フィリップ・Ｋ・ディックのすべて ノンフィクション集
成

フィリップ・Ｋ・ディック／著 飯田 隆昭／訳
ローレンス・スーチン／編

ジャストシステム
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9497 うさこちゃんときゃらめる
ディック・ブルーナ 文／絵 まつおか きょう
こ／ 訳

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9498 うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ブルーナの絵本
ディック・ブルーナ まつおかきょうこ ブルー
ナ

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



9499 うさこちゃんのてがみ ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ 松岡享子 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9500 うさこちゃんびじゅつかんへいく ブルーナの絵本
ディック・ブルーナ まつおかきょうこ ディッ
ク・ブルーナ

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9501 森のなかのふたり ロビンとマリアン
トーマス・ティードホルム／さく アンナ‐ク
ララ・ティードホ ... 菱木 晃子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9502 むかし、森のなかで
トーマス・ティードホルム／文 アンナ‐クラ
ラ・ティードホ ... 菱木 晃子／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9503 トゥーレとびゅんびゅんかぜ
トーマス・ティードホルム／ぶん アンナ‐ク
ララ・ティードホ ... 菱木 晃子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9504 トゥーレのたねまき
トーマス・ティードホルム／ぶん アンナ‐ク
ララ・ティードホ ... 菱木 晃子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9505 ゴミおばけのおひっこし 幼年翻訳どうわ
エアハルト・ディートル／さ ... 佐々木 田鶴
子／やく ささき たづこ／やく

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9506 ゴミおばけ火をはくいすで学校へ 幼年翻訳どうわ
エアハルト・ディートル／さ ... 佐々木 田鶴
子／やく ささき たづこ／やく

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9507 ゴミおばけ町を大そうじ？ 幼年翻訳どうわ
エアハルト・ディートル／さ ... 佐々木 田鶴
子／やく ささき たづこ／やく

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9508 眠れぬイヴのために Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ
ジェフリー・ディーヴァー／著 飛田野 裕子／
訳

早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9509 やくそく
ニコラ・デイビス文 ローラ・カーリン絵 さく
まゆみこ訳

ＢＬ出版

9510 １ねん１くみペット大会 世界の絵本 ２０
アンドリュー・デイビス／作 ダイアナ・デイ
ビス／作 ポール・ドーリング／絵

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

9511 ダイアナ 上 孤独なプリンセス ニコラス・デイビス／著 広瀬 順弘／訳 読売新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9512 ダイアナ 下 孤独なプリンセス ニコラス・デイビス／著 広瀬 順弘／訳 読売新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9513 テディベアのたんじょうび リー＝デイビス／作 角野 栄子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

9514 リディアのガーデニング
デイビッド・スモール 絵 サラ・スチュワート
文 福本友美子 訳

アスラン書房 63 (２５ 絵本 南)

9515 タバコ 第１部 東欧の文学 ５ ディミートル・ディーモフ／著 松永 緑弥／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

9516 タバコ 第２部 東欧の文学 ディミートル・ディーモフ／著 松永 緑弥／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

9517 赤ちゃんの誕生
ニコル・テイラー／文 レナルト・ニルソン／
ほか写真 上野 和子／訳

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9518 届かなかった手紙 クレスマン・テイラー著 北代美和子訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



9519 堕ちた証拠 ロバート・デイリー／著 大野 晶子／訳 ソニー・マガジンズ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9520 魔使いの秘密 ｓｏｇｅｎ ｂｏｏｋｌａｎｄ
ジョゼフ・ディレイニー著 金原瑞人訳 田中亜
希子訳

東京創元社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9521 破局 キャスリン・テキシエ著 羽田詩津子訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9522
邪馬台国論争９９の謎 「卑弥呼の鏡」が謎を解く？ サ
ラ・ブックス

出口 宗和／著 二見書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9523 四季の英国紅茶 出口安夫 出口雄大/イラスト 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

9524 安政大変 出久根達郎著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9525 立志ふたたび 出久根達郎著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9526 虫姫 御書物同心日記 出久根達郎著 講談社 21 (１０ 小説)

9527 本の背中本の顔 出久根達郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9528 風がページをめくると 出久根達郎著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9529 紙の爆弾 出久根達郎著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9530 朝茶と一冊 出久根 達郎／著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9531 粋で野暮天 出久根 達郎／著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9532 書棚の隅っこ 出久根 達郎／著 リブリオ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9533 お楽しみ 出久根 達郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9534 波のり舟の 佃島渡波風秘帖 出久根 達郎／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9535 四十きょろきょろ 出久根 達郎／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9536 笑い絵 出久根 達郎／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9537 あなたのお耳に 出久根 達郎／著 講談社 21 (１０ 小説)

9538 くつが鳴る 手嶋 洋美／作 あべ まれこ／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)



9539 さるくんのまほうのふえ えほん・ドリームランド ２０ 手島 悠介／作 田沢 梨枝子／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

9540 らっこのうみ 北に生きるかしこい動物たち 手島圭三郎作・絵 リブリオ出版 62 (２４ 絵本 西)

9541 くまげらのはる 極寒に生きる生きものたち 手島圭三郎作・絵 リブリオ出版 62 (２４ 絵本 西)

9542
ナターシャ チェルノブイリの歌姫 イワサキ・ライブラ
リー ９

手島悠介著 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9543 たんちょうづるのそら 極寒に生きる生きものたち 手島 圭三郎／作・絵 リブリオ出版 62 (２４ 絵本 西)

9544 かぎばあさんとペット探偵団 あたらしい創作童話 ６４ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9545 かぎばあさんがさらわれた あたらしい創作童話 ６２ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9546 かぎばあさんの魔法クラブ あたらしい創作童話 ６１ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9547
かぎばあさんのファミリーレストラン あたらしい創作童
話 ５８

手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9548 かぎばあさんアメリカへいく あたらしい創作童話 ３０ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9549 かぎばあさんへのひみつの手紙 あたらしい創作童話 ３３ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9550 かぎばあさんのことわざ教室 あたらしい創作童話 ５４ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9551 かぎばあさんのサンタクロース あたらしい創作童話 ５０ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9552 かぎばあさんの魔法のかぎ あたらしい創作童話 １４ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9553 かぎばあさんのマンガ教室 あたらしい創作童話 ４８ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9554 かぎばあさんのミステリー館 あたらしい創作童話 ５７ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9555 かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 ４０ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9556 かぎばあさんは名探偵 あたらしい創作童話 ２６ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9557 三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 ５１ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9558 親切キップだかぎばあさん あたらしい創作童話 ５５ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



9559 天才チンパンあらわる いわさき創作童話 ３ 手島 悠介／作 中村 景児／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9560 にせもののかぎばあさん あたらしい創作童話 ２１ 手島 悠介／作 岡本颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9561 ふしぎなかぎばあさん あたらしい創作童話 ６ 手島 悠介／作 岡本 颯子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9562 ふしぎなかぎばあさん フォア文庫愛蔵版 手島 悠介／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

9563 新しい日本の伝記 足利尊氏 手島悠介/文 狩野富貴子/絵 ひのくま出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9564 命の収獲 テス・ジェリッツェン 浅羽莢子／訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9565 かわいそうなぞう ４ 手塚治虫のえほん館 手塚 治虫／著 河出書房新社 61 (２３ 絵本 北)

9566 ねずみじょうど ２ 手塚治虫のえほん館２ 手塚 治虫／著 河出書房新社 61 (２３ 絵本 北)

9567 もえよドラゴン １ 手塚治虫のえほん館 手塚 治虫／著 河出書房新社 61 (２３ 絵本 北)

9568 手塚治虫のえほん館 別巻１ 手塚 治虫／著 河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

9569 手塚治虫のえほん館 別巻２ 手塚 治虫／著 河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

9570 火の鳥 Ｎｏ．１ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9571 火の鳥 Ｎｏ．２ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9572 火の鳥 Ｎｏ．３ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9573 火の鳥 Ｎｏ．４ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9574 火の鳥 Ｎｏ．５ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9575 火の鳥 Ｎｏ．６ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9576 火の鳥 Ｎｏ．７ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9577 火の鳥 Ｎｏ．８ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9578 火の鳥 Ｎｏ．９ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



9579 火の鳥 Ｎｏ．１０ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9580 火の鳥 Ｎｏ．１１ 手塚 治虫／著 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9581 火の鳥 Ｎｏ．１２ 手塚 治虫／著 角川書店

9582 国の福祉にどこまで頼れるか 手塚 和彰／著 中央公論社 17 (６ 総記 社会科学)

9583 ピッチングの正体 手塚 一志／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

9584 火の鳥 黎明編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9585 火の鳥 未来編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9586 アドルフに告ぐ ５ 手塚治虫 文集文
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9587 アドルフに告ぐ ４ 文春文庫ビジュアル版 手塚治虫 文藝春秋
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9588 アドルフに告ぐ ３ 手塚治虫 文藝春秋
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9589 アドルフに告ぐ ２ 手塚治虫 文藝春秋
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9590 アドルフに告ぐ １ 文春文庫ビジュアル版 手塚治虫 文藝春秋
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9591 火の鳥 鳳凰編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9592 火の鳥 復活・羽衣編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9593 火の鳥 望郷編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9594 火の鳥 乱世編（上） 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9595 火の鳥 乱世編〈下〉 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9596 火の鳥 宇宙・生命編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9597 火の鳥 太陽編〈上〉 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9598 火の鳥 太陽編〈中〉 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



9599 火の鳥 太陽編〈下〉 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9600 火の鳥 ギリシャ・ローマ編 手塚 治虫 角川書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9601 ブッダ １ カピラヴァストウ 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9602 ブッダ ２ 生誕 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9603 ブッダ ３ 四門出遊 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9604 ブッダ ４ 旅立ちの朝 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9605 ブッダ ５ ウルベーラの森 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9606 ブッダ ６ スジャータ 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9607 ブッダ ７ ダイバダッタ 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9608 ブッダ ８ 鹿野苑 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9609 ブッダ ９ 象頭山の教え 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9610 ブッダ １０ アジャッセ 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9611 ブッダ １１ 祇園精舎 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9612 ブッダ １２ 旅の終わり 潮ビジュアル文庫 手塚治虫 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9613 まよなかのたたかい
ディエリー・デデュー／作 レミ・クールジョ
ン／絵 おかべ りか／訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

9614
土・日で覚える水泳 ビジュアル版 土・日で覚えるシリー
ズ ４

シャロン・デービス／著 伊藤 恵子／訳 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

9615 世界文学全集 １２ デフォー・スウィフト 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9616
燃料電池車のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ ２
０

手丸かのこ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9617 １つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ作 さくまゆみこ訳 光村教育図書

9618 皇帝にもらった花のたね デミ 作・絵 武本佳奈絵 訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)



9619
エトルリア文明 古代イタリアの支配者たち 「知の再発
見」双書 ３７

ジャン＝ポール・テュイリエ／著 松田 廸子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

9620 おばけの地下室たんけん
ジャック・デュケノワ／さく 大沢 晶／やく
おおさわ あきら／やく

ほるぷ出版 6 (あのね文庫)

9621 おばけ、ネス湖へいく
ジャック・デュケノワ／さく 大沢 晶／やく
おおさわ あきら／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9622 ペンギンほっきょくへゆく
ジャック・デュケノワ／さく 大沢 晶／やく
おおさわ あきら／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9623 おばけパーティ
ジャック・デュケノワ／さく 大沢 晶／やく
おおさわ あきら／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9624 シュリーマン・黄金発掘の夢 「知の再発見」双書 ７６
エルヴェ・デュシエーヌ／著 福田 ゆき／訳
藤丘 樹実／訳

創元社 24 (１３ 全集)

9625 ミイラの謎 「知の再発見」双書 ４２
フランソワーズ・デュナン／著 ロジェ・リシ
タンベール／著 南条 郁子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

9626 赤い自転車
ディディエ・デュフレーヌ／文 ファブリス・
テュリエ／絵 つじ かおり／訳

パロル舎 63 (２５ 絵本 南)

9627 たまごはいくつ？ ロジャー・デュボアザン／作 ゆり よう子／訳 こぐま社 63 (２５ 絵本 南)

9628 モンテ・クリスト伯 上 岩波少年文庫  ５０３ アレクサンドル・デュマ作 竹村猛編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

9629 モンテ・クリスト伯 中 岩波少年文庫  ５０４ アレクサンドル・デュマ作 竹村猛編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

9630 モンテ・クリスト伯 下 岩波少年文庫  ５０５ アレクサンドル・デュマ作 竹村猛編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

9631 これで、おしまい マルグリット・デュラス／著 田中 倫郎／訳 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9632 音楽のたねをまいた天使 かたつむり文庫 コロンビア パトリシア・デュラン／文・絵 小林 孝子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

9633 ごきげんなひっこしパーティー
アラン・デュラント／作 スー・ヒープ／絵 野
中 しぎ／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

9634
ねずみのフィリップぼくがサンタクロースだったらね 世
界の絵本

ハンネ・テュルク／絵 ノーベルト・ランダ／
文 小沢 俊夫／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9635 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ 谷川俊太郎 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

9636 はるまでまってごらん
ジョイス・デュンバー／文 スーザン・バーレ
イ／絵 角野 栄子／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

9637 飛鳥歴史散歩 寺尾勇 創元者 13 (２ 県一般書)

9638
毒を薬に変える料理法 食毒、体毒を消すオリジナルレシ
ピー 日本テレビＨＥＡＬＴＨＹ ＢＯＯＫ

寺岡 バーバラ／著 邵 錦／著 バーバラ寺岡／
著

日本テレビ放送網
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9639 老いじたく練習帖 今から考えたい「人生の幕引き」 寺尾 俊一/家族葬専門葬儀社 （株）中経出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9640 カミナリ親父のすすめ 寺門 克／著 フォレスト出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9641 さすらいの野宿ライダーになる本 カーブックス 寺崎 勉／著 山海堂 19 (８ 美術 芸術)

9642 じどうしゃ 福音館の幼児絵本 寺島竜一 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

9643 チェルノブイリの放射能と日本 原子炉事故の教訓と対策 寺島 東洋三／編著 市川 竜資／編著 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9644 見てわかる陶芸材料 決定版 寺田康雄監修 『つくる陶磁郎』編集部編 双葉社 19 (８ 美術 芸術)

9645 枕草子 同時代ライブラリー ２７３ 古典を読む 寺田 透／著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9646 図書館の歴史 日外教養選書 寺田 光孝／共著 藤野 幸雄／共著 日外アソシエーツ 12 (１ 郷土資料)

9647 ちくま日本文学全集 ０３５ 寺田寅彦 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9648 学校行事に役立つ楽しい切り紙 １ 季節の切り紙 寺西恵里子デザイン 汐文社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

9649
とっとこ作ろうハム太郎 親子で手芸 ねんど・イタリア
ン・フェルト

寺西恵里子〔著〕 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9650 すっぽこ山寺迷僧記 すっぽこ山の世襲半なま和尚 寺林峻著 清流出版 21 (１０ 小説)

9651 たたくとぽん たまごのほん 寺村輝夫 和歌山静子 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

9652 ぞうのたまごのたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村 輝夫／作 長 新太／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9653 とうめい人間の１０時 寺村輝夫の王さまシリーズ ９ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9654 トランプは王さまぬき 寺村輝夫の王さまシリーズ ８ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9655 マヤイのたんじょうび わたしまじょですマヤイです １ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9656 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ ２ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9657 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ １ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9658 たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫の王さまシリーズ ４ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)



9659 ハアト星の花 寺村輝夫の王さまシリーズ ３ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9660 めだまやきの化石 寺村輝夫の王さまシリーズ ５ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9661 おしゃべりなたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村 輝夫／作 長 新太／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9662
わかったさんのショートケーキ わかったさんのおかしシ
リーズ ８

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9663
わかったさんのドーナツ わかったさんのおかしシリーズ
３

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9664
わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシ
リーズ ５

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9665
わかったさんのアイスクリーム わかったさんのおかしシ
リーズ ７

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9666
わかったさんのアップルパイ わかったさんのおかしシ
リーズ ４

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9667
わかったさんのクッキー わかったさんのおかしシリーズ
１

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9668
わかったさんのクレープ わかったさんのおかしシリーズ
９

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9669
わかったさんのシュークリーム わかったさんのおかしシ
リーズ ２

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9670 わかったさんのプリン わかったさんのおかしシリーズ ６ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9671
わかったさんのマドレーヌ わかったさんのおかしシリー
ズ １０

寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9672 王さまひみつのボタン ぼくは王さま ３－４ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9673 うちゅう人間ケン かいぞくポケット １６ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9674 レオくんうみのなかへ まほうつかいのレオくん ９ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9675 ロボット人間ポン かいぞくポケット １５ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9676 王さまくじらのズボン ぼくは王さま ３－３ 寺村 輝夫／著 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9677 レオくんたたかう まほうつかいのレオくん ８ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9678 王さまでかけましょう ぼくは王さま ３－２ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)



9679 王さままほうが大すき ぼくは王さま ３－１ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9680 レオくんなぞの花 まほうつかいのレオくん ７ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9681 レオくんまほうのかぎ まほうつかいのレオくん ６ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9682 とうめい人間ジャン かいぞくポケット １４ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9683 ゆうれいせんペサ かいぞくポケット １３ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9684 あいうえおうさま
寺村 輝夫／文 和歌山 静子／絵 杉浦 範茂／
デザイン

理論社 62 (２４ 絵本 西)

9685 あわてた王さまきしゃにのる ちいさな王さまシリーズ ９ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9686 一休さん 寺村輝夫のとんち話 １ 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9687 おばけのはなし ２ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9688 おばけのはなし ３ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9689 おりこう王さまおとしもの ちいさな王さまシリーズ ４ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9690 吉四六（キッチョム）さん 寺村輝夫のとんち話 ２ 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9691
くやしい王さまがいこつじけん ちいさな王さまシリーズ
６

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9692 さむがり王さまおばけの子 ちいさな王さまシリーズ ５ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9693 そっくり王さま 大さわぎ ちいさな王さまシリーズ ２ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9694 てんぐのはなし 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9695 日本むかしばなし ３ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9696 日本むかしばなし ４ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9697 日本むかしばなし ５ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9698 はらぺこ王さま ふとりすぎ ちいさな王さまシリーズ １ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)



9699 彦一さん 寺村輝夫のとんち話 ３ 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9700 ほらばなし 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9701 まちがい王さま本になる ちいさな王さまシリーズ １０ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9702 やくそく王さまたんじょうび ちいさな王さまシリーズ ８ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9703 わすれた王さまうみのなか ちいさな王さまシリーズ ７ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

9704 おにのはなし 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／著 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9705 なんでもくれるヒネ・クレル おもしろ童話館 １ 寺村 輝夫／作 岡村 好文／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9706 なんでもとれるスグ・トレル おもしろ童話館 １１ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9707 あやうしポケット かいぞくポケット ５ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9708 あやしいほらあな かいぞくポケット ４ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9709 海の女王のわな かいぞくポケット ８ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9710 うらないのひみつ かいぞくポケット １０ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9711 王さまうらない大あたり ぼくは王さま ２－５ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9712
王さまかいぞくせん 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま
１０

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9713 王さまきえたゆびわ ぼくは王さま ２－２ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9714 王さまスパイじけん ぼくは王さま ２－４ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9715
王さまたんけんたい 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま
６

寺村 輝夫／著 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9716 王さまダイマの手紙 ぼくは王さま ２－８ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9717 王さまなくした時間 ぼくは王さま ２－６ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9718 王さまなぞのピストル ぼくは王さま ２－１ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)



9719
王さまばんざい 理論社名作の愛蔵版 「ぼくは王さま」全
集 ２

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9720 王さまパトロール 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま ８ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9721
王さまびっくり 理論社名作の愛蔵版 「ぼくは王さま」全
集 ４

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9722
王さまめいたんてい 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま
５

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9723 王さまゆめのひまわり ぼくは王さま ２－３ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9724 王さまレストラン 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま ７ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9725
王さまロボット 理論社名作の愛蔵版 「ぼくは王さま」全
集 ３

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9726 かみなりトッケポ かいぞくポケット １２ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9727 空とぶかいぞくせん かいぞくポケット ２ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9728 なぞのたから島 かいぞくポケット １ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9729 人魚となぞの木 かいぞくポケット ９ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9730 ぼくは王さま 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま １ 寺村 輝夫／作 和田 誠／え 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9731 魔女のワナムケ かいぞくポケット ７ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9732
まほうつかいのチョモチョモ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは
王さま ９

寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9733 竜王のたからもの かいぞくポケット ６ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

9734 おしゃべりなたまごやき フォア文庫愛蔵版 寺村 輝夫／作 理論社 25 (１４ 児童書)

9735 日本むかしばなし １ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9736 日本むかしばなし ２ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9737 わらいばなし 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

9738 うそつき王さまいぬをかう ちいさな王さまシリーズ ３ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社



9739 王さまなぜなぜ戦争 ぼくは王さま ２－７ 寺村 輝夫／作 和歌山 静子／絵 理論社

9740 おばけのはなし １ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫／文 ヒサ クニヒコ／画 あかね書房

9741 のろわれたたまご かいぞくポケット ３ 寺村 輝夫／作 永井 郁子／絵 あかね書房

9742 低血圧とのつきあい方 健康ライブラリー 寺本純著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9743 ちくま日本文学全集 ００２ 寺山修司 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9744 テリー伊藤のお笑い人生劇場 テリー伊藤／著 世界文化社 17 (６ 総記 社会科学)

9745 ニキ〈ある犬の物語〉 他ｑ謔S版 東欧の文学 デーリ／著 板倉 勝正／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

9746
大人も子どもも楽しめるおもしろ科学クイズ 「なんでだ
ろ？」が「わかった！」に変わる 河合塾カリスマ講師の
課外授業

照井俊著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9747 世界がみえる地図の絵本 ブライアン・デルフ作 吉田秀樹編訳 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9748
しずくのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ ポーランドの絵
本

マリア・テルリコフスカ／さく 内田 莉莎子／
やく ボフダン・ブテンコ／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

9749 マザー・テレサ日々のことば マザー・テレサ著 いなますみかこ訳 女子パウロ会 16 (５ 宗教 歴史)

9750 マザー・テレサ最後の愛のことば
マザー・テレサ／述 ホセ・ルイス・ゴンザレ
ス‐バラード／編 鳥居 千代香／訳

明石書店 16 (５ 宗教 歴史)

9751
世界遺産飛鳥・法隆寺の謎 聖徳太子は、天智・天武に何
を遺したか

テレビ東京編 有賀訓執筆 祥伝社 13 (２ 県一般書)

9752 虎の遺産 山下将軍の金塊を追え 典厩 五郎／著 祥伝社 21 (１０ 小説)

9753 おじいちゃんとのクリスマス
リタ・テーンクヴィスト／文 マリット・テー
ンクヴィスト／絵 大久保 貞子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

9754 話しベタはこわくない あいさつから始める自信獲得法 天前 輝正／著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

9755 どーしたどーした 天童荒太文 荒井良二絵 集英社 61 (２３ 絵本 北)

9756 家族狩り 新潮ミステリー倶楽部 天童 荒太／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9757 永遠の仔 〈下〉 天童荒太 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9758 永遠の仔 〈上〉 天童荒太 幻冬舎 21 (１０ 小説)



9759 やさしい英字新聞入門 岩波ジュニア新書 ２８０ 天満 美智子／著 エリック・ベレント／著 岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9760 写真で学ぶ手話の本 すぐ使える日常会話 天理教／編 天理教手話研究室／編 天理教道友社 17 (６ 総記 社会科学)

9761 ふるさと歴史散歩 天理市制５０周年記念 天理市 天理市 12 (１ 郷土資料)

9762
モノと図像から探る 妖怪・怪獣の誕生 天理大学考古学・
民俗学シリーズ

天理大学考古学・民俗学研究室 勉誠出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9763
モノと図像から探る 怪異・妖怪の世界 天理大学考古学・
民俗学シリーズ

天理大学考古学・民俗学研究室 勉誠出版

9764
気をいかす日常生活健康法 ちょっとした工夫で元気にな
る９つの知恵

天竜 達也／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9765 身のまわりの危ないことＱ＆Ａ 常識のうそとホント 電力中央研究所編 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9766 わたしは拒食症だった ファビオラ・ド・クレール／著 泉 典子／訳 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9767 もりのキャンプ りとる ５
ロザモンド・ドーアー／作 バイロン・バート
ン／絵 掛川 恭子／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9768
ぼくのもらったすごいやつ 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

バーリー・ドーアティ／さく クリスチャン・
バーミンガム／え 松川 真弓／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

9769 チリとチリリ 土井 香弥／作 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9770 七夜物語 土居良一著 講談社 21 (１０ 小説)

9771 正倉院 原色日本の美術４ 土井 弘 小学館 7 (大型本)

9772
ジョディのいんげんまめ 評論社の児童図書館・絵本の部
屋

マラキー・ドイル／文 ジュディス・アリボー
ン／絵 山口 文生／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

9773
アヘン窟の男 くらしっくみすてりー ４ シャーロック・
ホームズ

コナン・ドイル／著 太田 浩一／訳 パロル舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9774
ボヘミア王のスキャンダル くらしっくみすてりー ３
シャーロック・ ホームズ

コナン・ドイル／著 石田 明夫／訳 パロル舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9775 名探偵ホームズ どきどきミステリーランド ４
Ａ・コナン・ドイル／作 Ｊ・コナウェイ／文
高林 みゆき／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9776
シャーロック＝ホームズ全集１３ シャーロック＝ホーム
ズの事件簿㊤

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9777 シャーロック＝ホームズ全集１ 緋色の研究 コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9778
シャーロック＝ホームズ全集１０ シャーロック＝ホーム
ズの帰還㊦

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)



9779
シャーロック＝ホームズ全集１１ シャーロック＝ホーム
ズ最後の挨拶㊤

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9780
シャーロック＝ホームズ全集１２ シャーロック＝ホーム
ズ最後の挨拶㊦

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9781
シャーロック＝ホームズ全集１４ シャーロック＝ホーム
ズの事件簿㊦

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9782 シャーロック＝ホームズ全集２ 四つの署名 コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9783 シャーロック＝ホームズ全集３ バスカビル家の犬 コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9784 シャーロック＝ホームズ全集４ 恐怖の谷 コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9785
シャーロック＝ホームズ全集５ シャーロック＝ホームズ
の冒険㊤

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9786
シャーロック＝ホームズ全集６ シャーロック＝ホームズ
の冒険㊦

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9787
シャーロック＝ホームズ全集７ シャーロック＝ホームズ
の思い出㊤

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9788
シャーロック＝ホームズ全集８ シャーロック＝ホームズ
の思い出㊦

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9789
シャーロック＝ホームズ全集９ シャーロック＝ホームズ
の帰還㊤

コナン＝ドイル／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

9790 四つの署名 世界の名作全集 １ コナン・ドイル／原作 井上 一夫／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

9791 ちょうちんまつり 世界傑作絵本シリーズ 唐 亜明／文 徐 楽楽／絵 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

9792 愛しあう ジャン＝フィリップ・トゥーサン著 野崎歓訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9793 トム・ソーヤーの冒険 世界の名作全集 ６ マーク・トウェイン／原作 吉田 新一／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

9794 氷の世界 科学のアルバム ７４ 東海林 明雄／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9795 自分で考えるちょっと違った法学入門 新版 道垣内 正人／著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

9796 ライオン・ダンス 堂垣園江著 集英社 21 (１０ 小説)

9797 「テーマ・内容」で探す本のガイド 東京書籍出版編集部編 東京書籍 5 (学習室)

9798
子どもとおとなのことば語源辞典 子どもの近くにいる人
たちへシリーズ

東京私立学校言語研究会／編 教育出版センター 19 (８ 美術 芸術)



9799 女性のための法律相談ガイド こんなときどうする？ 東京弁護士会・両性の平等に関する委員会編集 ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

9800 世界ふしぎ発見！ 南米・消えた黄金文明
東京放送／編 世界ふしぎ発見！制作スタッ
...

幻冬舎
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9801 ヨネスケの東京ＶＳ．北野誠の大阪徹底対決 保存版 東京放送／編 ＴＢＳウォッチャー／編 ワニブックス 17 (６ 総記 社会科学)

9802 日本史年表 東京学芸大学日本史研究室＝編 東京学芸大学日本研究室 東京堂出版 16 (５ 宗教 歴史)

9803 典座教訓 原本現代訳 道元 佐藤 達全（訳） 教育社 16 (５ 宗教 歴史)

9804
１５歳のワークルール 仕事につくとき、仕事をすると
き、辞めるとき知っておきたい３２のルール

道幸哲也著 旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

9805 異国の狐 とげ抜き万吉捕物控 東郷隆著 光文社 21 (１０ 小説)

9806 浮かれ坊主法界 東郷隆著 新潮社 21 (１０ 小説)

9807 最後の幻術 東郷隆著 新人物往来社 21 (１０ 小説)

9808 ププタン 東郷隆著 講談社 21 (１０ 小説)

9809 御町見役うずら伝右衛門・町あるき 東郷隆著 講談社 21 (１０ 小説)

9810 おれは清海入道 東郷隆著 集英社 21 (１０ 小説)

9811 蓮ちゃんの神さま 鎌倉ふしぎ話 東郷 隆／著 集英社 21 (１０ 小説)

9812 南天 東郷 隆／著 講談社 21 (１０ 小説)

9813 学校おばけを知ってるかい いわさき創作童話 １２ 東条 泰子／作 藤本 四郎／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

9814
はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ 基本編 ＢＡＳＩ
Ｃ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＲＩＥＳ ２５０

戸内順一著 秀和システム 17 (６ 総記 社会科学)

9815 かげろう 藤堂志津子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9816 若くない日々 藤堂志津子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9817 男の始末 藤堂志津子著 講談社 21 (１０ 小説)

9818 つまらない男に恋をして 藤堂志津子著 角川書店 21 (１０ 小説)



9819 人形を捨てる 藤堂志津子著 新潮社 21 (１０ 小説)

9820 アカシア香る 藤堂志津子著 新潮社 21 (１０ 小説)

9821 花婚式 藤堂志津子著 角川書店 21 (１０ 小説)

9822 夫の彼女 藤堂志津子著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9823 例解学習漢字辞典 第４版 藤堂 明保／編 小学館 5 (学習室)

9824 風の部屋 藤堂 志津子／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9825 海の時計 上 藤堂 志津子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9826 海の時計 下 藤堂 志津子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9827 あすも快晴 藤堂 志津子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9828 ２９歳（トゥエンティ・ナイン） 藤堂 志津子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9829 銀の朝、金の午後 藤堂 志津子／著 集英社 21 (１０ 小説)

9830 やさしい関係 藤堂 志津子／著 角川書店 21 (１０ 小説)

9831 青い扉 藤堂 志津子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

9832 ある女のプロフィール 藤堂 志津子／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

9833 風と水の流れ 藤堂 志津子／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

9834 せつない時間 藤堂 志津子／著 講談社 21 (１０ 小説)

9835
誘爆 中公文庫  と２５－３５  刑事の挑戦・一之瀬拓真
〔３〕

堂場瞬一著 中央公論新社 33 (２２ 文庫本)

9836 約束の河 堂場瞬一著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

9837 いつか白球は海へ 堂場瞬一著 集英社 21 (１０ 小説)

9838 破弾 堂場瞬一著 中央公論新社 21 (１０ 小説)



9839 雪虫 堂場瞬一著 中央公論新社 21 (１０ 小説)

9840
チーズの知識と応用 醍醐味への誘惑 マイライフシリーズ
特集版 素敵ブックス ４９

東畑 朝子／ほか著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

9841 花屋さんの花を見わける本 ビジュアル園芸ブックス １２ 同朋舎出版／編集 同朋舎出版編集部／編集 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

9842 歴史のなかの東北 日本の東北・アジアの東北 東北学院大学／編 東北学院大学史学科／編 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9843
腎臓結石、尿路結石が気になる人へ やさしい医学と健康
のシリーズ

東間 紘／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9844
前立腺肥大・ガンが気になる人へ やさしい医学と健康の
シリーズ

東間 紘／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9845 とうま殷子木版画と下絵 富摩殷子 19 (８ 美術 芸術)

9846 世界のおもちゃを作ろう アジア編 自由工作 堂本 保／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9847 松浦静山夜話語り 童門冬二著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9848 時代を変えた女たち 童門冬二著 潮出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9849 佐久間象山 幕末の明星 童門冬二著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9850 妖怪といわれた男鳥居耀蔵 童門冬二著 小学館 21 (１０ 小説)

9851 異聞・新撰組 幕末最強軍団、崩壊の真実 童門冬二著 朝日新聞社 21 (１０ 小説)

9852 小説近藤勇 童門冬二著 潮出版社 21 (１０ 小説)

9853 曾呂利新左衛門 秀吉の知恵袋 童門冬二著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9854
「本間さま」の経済再生の法則 欲を捨てよ、利益はおの
ずとついてくる

童門冬二著 ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

9855 小説項羽と劉邦 童門冬二著 日本実業出版社 21 (１０ 小説)

9856 小説小栗上野介 童門冬二著 集英社 21 (１０ 小説)

9857 武蔵の道 童門冬二著 小学館 21 (１０ 小説)

9858 武蔵 兵法革命家の生き方 童門冬二著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)



9859 武田信玄 危機克服の名将 童門冬二著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9860 童門冬二の歴史余話 童門冬二著 光人社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9861 前田利家とまつの生涯 童門冬二著 三笠書房 21 (１０ 小説)

9862 葉隠の名将鍋島直茂 童門冬二著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

9863 童門流人前で話すコツ 童門冬二著 時事通信社 19 (８ 美術 芸術)

9864
人間の絆 岐路に立つ男たちを支えた あなたは“拠り所”
をどこに置くか

童門冬二著 青春出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9865 家康・秀吉・信長乱世の統率力 童門冬二著 ＰＨＰ研究所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9866 毛利元就 独創的経営法とリーダーシップ 童門冬二著 光人社 17 (６ 総記 社会科学)

9867 徳川三代・諜報戦 童門冬二著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9868 幕末維新の光と影 東北諸藩の運命に殉じた男たち 童門 冬二／著 光人社 21 (１０ 小説)

9869
逆境に打ち克つ人間学 いま日本人に何が求められている
か

童門 冬二／著 大和書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9870 小説毛利元就 童門 冬二／著 ＰＨＰ研究所 21 (１０ 小説)

9871 誠は天の道なり 幕末の名補佐役・山田方谷の生涯 童門 冬二／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

9872
全図解中央官庁の見取り図 シミュレーション「行政改革
と２００１年の

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

9873 黄金のしずく ミシェル・トゥルニエ／著 榊原 晃三／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9874 ピース
アン・ドゥレル／編 マリリン・サックス／編
今江 祥智／ほか訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

9875 子どもとたのしむ１０１のあそび
童話館出版／編・著 童話館出版編集部／編・
著

童話館出版 19 (８ 美術 芸術)

9876 だれが わたしたちを わかってくれるの トーマス＝ベリイマン 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9877 指で見る ぼく、どんな顔してるのかなあ トーマス＝ベリイマン 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

9878 世界文学全集 ５０ トーマス・マン 筑摩書房 24 (１３ 全集)



9879 世界文学全集 ５１ トーマス・マン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9880 河出世界文学全集１８ ブッデンブローク家の人々 トーマス・マン 河出書房新社 24 (１３ 全集)

9881 でんしゃがくるよ 教育画劇みんなのえほん 遠山 繁年／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

9882 ポムポムポンムりんごのたび 遠山 繁年／作・絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

9883 英会話文法ＢＯＯＫ １ 遠山 顕／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

9884 砂漠緑化への挑戦 読売科学選書 ２２ 遠山 柾雄／著 読売新聞社 19 (８ 美術 芸術)

9885 〈日本書紀〉はなにを隠してきたか？ 遠山 美都男／著 洋泉社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9886
パノラマ地球図 ３Ｄで見る世界の地形 地球の素顔がよく
わかる

ドーリング・キンダースリー社制作 次山信男
日本語版監修 渡辺大輔訳

ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9887 ホビットの冒険 新版 上 岩波少年文庫 ０５８ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン作 瀬田貞二訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

9888 ホビットの冒険 新版 下 岩波少年文庫 ０５９ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン作 瀬田貞二訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

9889 土方歳三 上 富樫倫太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 09 (新刊書)

9890 土方歳三 下 富樫倫太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 09 (新刊書)

9891
トンデモ本１９９９ このベストセラーがトンデモな
い！！

と学会／著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

9892 山菜・木の実おいしい５０選 Ｎａｔｕｒｅ ｂｏｏｋｓ 戸門秀雄著 恒文社 19 (８ 美術 芸術)

9893 完全制覇戦国合戦史 この一冊で歴史に強くなる！ 外川 淳／著 立風書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

9894 いぬ馬鹿 小学館ライブラリー ７１４ 戸川 幸夫／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9895
人と動物たちのふれあい ＮＨＫテレビＥＴＶ８「シリー
ズ授業」より

戸川 幸夫／著 うちべ けい／画 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9896 オーロラの下で 愛蔵版 戸川 幸夫／作 森本 晃司／画 金の星社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9897 オーロラの下で フォア文庫愛蔵版 戸川 幸夫／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

9898 海の銀河 幻想海洋小学校発 講談社・文学の扉 ときありえ作 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



9899 秀吉謀反 異説・本能寺の変 土岐 信吉／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9900 夢窓疎石 土岐 信吉／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

9901
見てわかるからだの危険信号１４７ 気になるこの変化は
心配ないか？ 暮らしのパートナーベストライフ

土岐 文武／ほか著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9902
初めてパンが焼けたよ！おいしいパンのレシピ Ｒｅｃｉ
ｐｅ ｏｆ ｓｉｍｐｌｅ ＆ ｎ 新・週末主義

土器 典美／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

9903 恋ごころが女の人生を変える 時実 新子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9904 うらしまたろう 日本傑作絵本シリーズ 時田 史郎／再話 秋野 不矩／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

9905 図説日本のことわざ 絵と図像の文化 ふくろうの本 時田 昌瑞／著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9906 ニューヨーク遥かに 常盤 新平／著 集英社 21 (１０ 小説)

9907 くまのプーさん愛のおくりもの
ブルース・トーキントン／文 とき ありえ／訳
編 ジョン・カーツ／絵

講談社 63 (２５ 絵本 南)

9908
かまきり  新版 おおかまきりの一生 こんちゅうの一生シ
リーズ

得田 之久／文・絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9909 ちょう  新版 あげはの一生 こんちゅうの一生シリーズ 得田 之久／文・絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9910
とんぼ  新版 ぎんやんまの一生 こんちゅうの一生シリー
ズ

得田 之久／文・絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9911
はち  新版 ふたもんあしながばちの一生 こんちゅうの一
生シリーズ

得田 之久／文・絵 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9912 むしたちのおんがくかい 絵本・こどものひろば 得田 之久／文 久住 卓也／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

9913 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久／文 久住 卓也／絵 童心社 6 (あのね文庫)

9914
かぶとむし  新版 かぶとむしの一生 こんちゅうの一生シ
リーズ

得田 之久文・え 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9915 クジラのハンフリー ニュース絵本シリーズ １
ウェンディ＝トクダ／作 リチャード＝ホール
／作 末吉 暁子／訳

国土社 63 (２５ 絵本 南)

9916 お伽草子・伊曾保物語 新潮古典文学アルバム １６ 徳田 和夫／編集・執筆 矢代 静一／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

9917 滝沢馬琴 新潮古典文学アルバム ２３ 徳田 武／編集・執筆 森田 誠吾／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

9918
アトピー性皮膚炎に負けたくない人へ やさしい医学と健
康のシリーズ

徳田 安章／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



9919
キャットインザハット ぼうしをかぶったへんなねこ ビギ
ナーブックスシリーズ

ドクター・スースさく・え いとうひろみやく 河出書房新社 63 (２５ 絵本 南)

9920 間違いだらけのクルマ選び ’９６年版 全車種徹底批評 徳大寺 有恒／著 草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9921 奈良県満州開拓史 奈良県拓友会 徳田 源治 新風書房 12 (１ 郷土資料)

9922 日本文学全集 １１ 徳田秋聲 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9923 しょうにゅうどう探検 科学のアルバム ３０ 徳富 一光／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9924 日本文学全集 ５ 徳富蘆花・木下尚江・岩野泡鳴 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9925 コタンの花嫁 アイヌ民族秘話 徳永一末著 健友館 21 (１０ 小説)

9926 日本どんぐり大図鑑 徳永桂子著 北岡明彦監修・解説 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9927 半透明 徳永英明著 佐伯明文 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

9928 きょうからおはし ゆうちゃんは３さい １
徳永 満理／さく 宮沢 晴子／さく とくなが
まり／さく

アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9929 じぶんでじぶんで ゆうちゃんは２さい ３
徳永 満理／さく 宮沢 晴子／さく とくなが
まり／さく

アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9930 なあいなあいあった ゆうちゃんは１さい ２
徳永 満理／さく 宮沢 晴子／さく とくなが
まり／さく

アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9931 おいしいなうれしいな ゆうちゃんは１さい ３
徳永 満理／さく 宮沢 晴子／さく とくなが
まり／さく

アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9932 ばいばいまたね ゆうちゃんは１さい １
徳永 満理／さく 宮沢 晴子／さく とくなが
まり／さく

アリス館 61 (２３ 絵本 北)

9933 冠婚葬祭の表書き 実物大で敷き写しができる 徳野 恵美子／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9934
ラストホ－プ◎福島孝徳 「神の手」と呼ばれる世界TOPの
脳外科医

徳間書店取材班 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

9935 森であそぶ その１
徳村 彰／文 徳村 杜紀子／文 徳村 亜起子／
え

草土文化
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

9936 万葉びとの四季 都倉 義孝／著 有精堂出版 19 (８ 美術 芸術)

9937
どの本で調べるか 第１巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9938
どの本で調べるか 第２巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)



9939
どの本で調べるか 第３巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9940
どの本で調べるか 第４巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9941
どの本で調べるか 第５巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9942
どの本で調べるか 第６巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9943
どの本で調べるか 第７巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9944
どの本で調べるか 第８巻 小学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9945
どの本で調べるか １９８ ... 小学生のための図書館活用
ブックガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9946
どの本で調べるか 第１巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9947
どの本で調べるか 第２巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9948
どの本で調べるか 第３巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9949
どの本で調べるか 第４巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9950
どの本で調べるか 第５巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9951
どの本で調べるか 第６巻 中学生のための図書館活用ブッ
クガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9952
どの本で調べるか １９８ ... 中学生のための図書館活用
ブックガイド

図書館資料研究会／編 リブリオ出版 5 (学習室)

9953 子どもの本 ２００２年 この１年を振り返って 図書館の学校編集 図書館の学校 17 (６ 総記 社会科学)

9954 人物研究・伝記評伝図書目録 西洋人篇 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 5 (学習室)

9955 人物研究・伝記評伝図書目録 日本人 ... 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 12 (１ 郷土資料)

9956 人物研究・伝記評伝図書目録 日本人 ... 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 12 (１ 郷土資料)

9957 ＴＲＣ人名典拠録 日本人 ... 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 12 (１ 郷土資料)

9958 ＴＲＣ人名典拠録 日本人 ... 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 12 (１ 郷土資料)



9959 ＴＲＣ人名典拠録 西洋人名篇 図書館流通センター／編集 図書館流通センター 12 (１ 郷土資料)

9960 河出世界文学全集１２ 罪と罰 ドストエーフスキイ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

9961 世界文学全集 ３１ ドストエフスキー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9962 世界文学全集 ３２ ドストエフスキー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9963 世界文学全集 ３３ ドストエフスキー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

9964 竜のはなし 戸田 幸四郎 画 宮沢 賢治 作 戸田デザイン研究所 61 (２３ 絵本 北)

9965 風の子しりとり とだこうしろう作・絵 戸田デザイン研究室 62 (２４ 絵本 西)

9966
まちのねずみといなかのねずみ イソップ童話より 世界名
作えほんライブラリー １８

戸田 和代／文 尾崎 真吾／絵 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

9967 さかなのやくそく 心を育てるメッセージ絵本 戸田 和代／作 岡村 好文／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

9968 アンパンマンになりたい私 笑顔の達人になる法 戸田 恵子／著 風雅書房 19 (８ 美術 芸術)

9969 熱・統計力学 物理入門コース ７ 戸田 盛和／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9970 力学 物理入門コース １ 戸田 盛和／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9971 えほんをつくる シリーズ子どもとつくる ５ 栃折 久美子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

9972 栃木県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ９ 栃木県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

9973 ボケを知りボケとつき合う なんでもわかるシリーズ ３ 十束 支朗／著 成星出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9974
必ず日本はよみがえる！ さらば！グローバル・スタン
ダード

ビル・トッテン／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

9975
黄金の脳を持つ男 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ８ フ
ラン ス編

ドーデ／ほか原作 榊原 晃三／訳・文 藤原 孝
史／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

9976 チビ君 ある子どもの話 岩波少年文庫復刻版 ドーデー／作 内藤 濯／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

9977 風車小屋だより 世界の名作全集 １６ アルフォンス・ドーデ／原作 辻 昶／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

9978 ぼくのママはどこ？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジュリア・ドナルドソンぶん アクセル・シェ
フラーえ 久山太市やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)



9979
まじょとねこどんほうきでゆくよ 評論社の児童図書館・
絵本の部屋

ジュリア・ドナルドソン／文 アクセル・シェ
フラー／絵 久山 太市／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

9980 いつも心にヤジロベエ 刀根 万里子／著 主婦の友社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

9981 私の脳科学講義 利根川進 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

9982 私の脳科学講義 利根川 進 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9983 図説ゼネコンはどうなる！ 生き残るのはどこか！？ 外池 泰之／著 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

9984 スーパー考古学塾 登内正治著 西本真一著 淡交社 16 (５ 宗教 歴史)

9985 美しい顔 外岡立人著 講談社 21 (１０ 小説)

9986 天女の橋 日本詩人文庫 １３１ 外村 文象 近代分藝社 19 (８ 美術 芸術)

9987 酔いどれ剣客 書き下ろし時代小説 浮雲十四郎斬日記 鳥羽亮著 双葉社 21 (１０ 小説)

9988 鬼を斬る 山田浅右衛門涅槃斬り 鳥羽亮著 徳間書店 21 (１０ 小説)

9989 剣客春秋 濡れぎぬ 鳥羽亮著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9990 江戸の風花 子連れ侍平十郎 鳥羽亮著 双葉社 21 (１０ 小説)

9991 剣客春秋 かどわかし 鳥羽亮著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9992 剣客春秋 女剣士ふたり 鳥羽亮著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9993 上意討ち始末 子連れ侍平十郎 鳥羽亮著 双葉社 21 (１０ 小説)

9994 剣客春秋 里美の恋 鳥羽亮著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

9995 さむらい 遺訓の剣 鳥羽亮著 祥伝社 21 (１０ 小説)

9996 隠猿（おぬざる）の剣 鳥羽 亮／著 講談社 21 (１０ 小説)

9997 深川群狼伝 鳥羽 亮／著 講談社 21 (１０ 小説)

9998 ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ／著 斎藤 倫子／訳 主婦の友社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



9999 ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ著 斎藤倫子訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10000 超高速！参勤交代 講談社文庫  と５６－１ 土橋章宏〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

10001 ＰＴＡの課題と方策 生涯学習時代のマニュアル 土橋 美歩／著 学芸図書 17 (６ 総記 社会科学)

10002
アンディとらいおん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵
本

ドーハーティ／ぶん・え 村岡 花子／やく む
らおか はなこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

10003 水族館へ行きたくなる本 鳥羽山 照夫／編著 リバティ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10004 随筆集 猿之助横丁 戸張 みち子 待望社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10005 随筆集 横町が好き 戸張 みち子 宝文館出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10006 渡る世間 戸張 みち子 詩画工房 19 (８ 美術 芸術)

10007
しつけしだいで子どもは伸びる 幼児・小学生のしつけバ
イブル

飛田貞子著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

10008 秘剣花車 戸部 新十郎／著 新潮社 21 (１０ 小説)

10009 環境システム その理念と基礎手法
土木学会／編 土木学会環境システム委員会／
編

共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10010 人類の起源 「知の再発見」双書 ５０ エルベール・トマ／著 南条 郁子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

10011 タイガ-チ－ム事件簿 ３ ファラオの呪い
ト－マス・ブレツィナ/作 中野京子/訳 片岡修
壱/絵

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10012 マンガ三国志 上 臣 新蔵／作・画 とみ 新蔵／作・画 三笠書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10013 マンガ三国志 中 臣 新蔵／作・画 とみ 新蔵／作・画 三笠書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10014 マンガ三国志 下 臣 新蔵／作・画 とみ 新蔵／作・画 三笠書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10015 時間を知る生物 ポピュラーサイエンス 富岡 憲治／著 裳華房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10016 わたしの古典 １６ 富岡多恵子の好色五人女 富岡多恵子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10017 東江写生帳   上-生命ある野の花 富沢信作/監修 青菁社 7 (大型本)

10018 スイカぼうず 日産自動車 とみた 真矢／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)



10019 スケッチ散歩 万葉の風景 冨田 利雄 株式会社キュープリント 12 (１ 郷土資料)

10020 卑弥呼の幻像 富田徹郎著 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10021
うれしい一日になる世界のわらい話 改訂新版 特装版どき
どきわくわくシリーズ １０

富田博之文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10022
子どもが変わる父のひと言 新・引きこもりからの旅立ち
４ わが子をキョウキに走らせないために

富田富士也著 ハート出版 17 (６ 総記 社会科学)

10023 世界美味美酒文化雑考 富田 勝弘／著 清水書院 13 (２ 県一般書)

10024 宇宙 星と観測 小学館の学習百科図鑑 １０ 富田 弘一郎／ほか著 小学館 25 (１４ 児童書)

10025
何故「いい人」をやめられないの！？ 講談社ニューハー
ドカバー

富田 隆／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

10026 日本初めて話題事典 富田 仁／編著 ぎょうせい 5 (学習室)

10027 恐竜とわれら哺乳類 岩波科学ライブラリー ３９ 富田 幸光／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10028 新世界透明標本 冨田伊織 株式会社 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10029 最北端国境の四島-今その現況は- 富田金美/発行人 7 (大型本)

10030 写真と文--被災地の叫び--悪夢の再来 富田金美/発行人 17 (６ 総記 社会科学)

10031
「ことば」の心理テクニック「実践編」 「ひとこと」で
こころをうごかす

冨田 隆 永岡書店 19 (８ 美術 芸術)

10032
相続と贈与がわかる本 ’１５～’１６年版 税金のしくみ
と節税対策のコツがわかる

富永悟監修 成美堂出版 09 (新刊書)

10033
スポーツ万能キッズ・トレーニング ６歳までに運動能力
を伸ばす本

富永典子監修 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

10034
ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 どきどきしぜ
ん

富成 忠夫・茂木 透／写真 長 新太／文 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10035 野草ハンドブック １ 富成 忠夫／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10036 野草ハンドブック ２ 富成 忠夫／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10037 野草ハンドブック ３ 富成 忠夫／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10038 お母さんが 読んで 聞かせる お話 Ａ 富本一枝  藤城清治 大日本印刷株式会社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



10039 ふたつの月の物語 富安陽子著 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

10040
タヌキ御殿の大そうどう おはなしフレンズ！ ２０ 内
科・オバケ科ホオズキ医院

富安陽子作 小松良佳絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10041 ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子作 大島妙子絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10042 ムジナ探偵局満月池の秘密 シリーズじーんドキドキ 富安陽子作 おかべりか画 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10043 ムジナ探偵局闇に消えた男 シリーズじーんドキドキ 富安陽子作 おかべりか画 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10044 かくれ山の冒険 ＰＨＰ創作シリーズ 富安陽子著・画 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10045
富安風生 阿波野青畝集 現在俳句の世界  5 朝日文庫 現
代俳句の世界 ５

富安 風生／著 阿波野 青畝／著 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

10046 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 ６ 富安 陽子／さく 篠崎 三朗／え 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10047 ねこなき山小学校 スピカの創作童話 富安 陽子／作 篠崎 三朗／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

10048 まんげつ小学校の夜 新日本おはなしの本だな ４ 富安 陽子／作 花之内 雅吉／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10049 クヌギ林のザワザワ荘 あかね創作文学シリーズ 富安 陽子／作 安永 麻紀／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10050 現代の美術 原色日本の美術３３ 富山 秀男 岩崎 吉一 浅野 徹 小学館 7 (大型本)

10051 ２０世紀日本の美術 １ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10052 ２０世紀日本の美術 ２ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10053 ２０世紀日本の美術 ３ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10054 ２０世紀日本の美術 ４ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10055 ２０世紀日本の美術 ５ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10056 ２０世紀日本の美術 ６ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10057 ２０世紀日本の美術 ７ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10058 ２０世紀日本の美術 ８ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)



10059 ２０世紀日本の美術 ９ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10060 ２０世紀日本の美術 １０ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10061 ２０世紀日本の美術 １１ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10062 ２０世紀日本の美術 １２ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10063 ２０世紀日本の美術 １３ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10064 ２０世紀日本の美術 １４ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10065 ２０世紀日本の美術 １５ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10066 ２０世紀日本の美術 １６ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10067 ２０世紀日本の美術 １７ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10068 ２０世紀日本の美術 １８ アート・ギャラリー・ジャパン 富山 秀男／編集 弦田 平八郎／編集 集英社 7 (大型本)

10069 笙ノ窟と不動明王像 富山尚一 17 (６ 総記 社会科学)

10070 終わらない夜
セーラ・Ｌ．トムソン文 ロブ・ゴンサルヴェ
ス絵 金原瑞人訳

ほるぷ出版

10071 少年少女のみなさんに俳句とお話 友岡子郷著 本阿弥書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

10072 サイロのそばで 友田多喜雄少年詩集 詩の散歩道 友田 多喜雄／著 園 房江／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10073 陰の刺客 伴野朗著 祥伝社 21 (１０ 小説)

10074 シャンハイ伝説 伴野 朗／著 集英社 21 (１０ 小説)

10075 女性と中高年の山歩き 関西版 友保 深雪／著 風媒社 13 (２ 県一般書)

10076 ちょっとした勉強のコツ 外山滋比古著 みくに出版 17 (６ 総記 社会科学)

10077 富山県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ１６ 富山県歴史散歩研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

10078 親は子に何を教えるべきか PHP文庫 外山 滋比彦 ｐｈｐ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



10079
核の影を追って ビキニからチェルノブイリへ 気球の本
シリーズ現代の旅行家

豊崎 博光／著 ＮＴＴ出版 17 (６ 総記 社会科学)

10080 ぎーこんぎーこん しろくまパパとあそぼう とよたかずひこ 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

10081 ぶーんぶーん しろくまパパとあそぼう とよたかずひこ 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

10082 でんしゃにのって うららちゃんののりものえほん  １ 豊田 一彦／著 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

10083 歌垣の王女（ひめみこ） 小説推古女帝 豊田 有恒／著 講談社 21 (１０ 小説)

10084
聖徳太子はなぜ天皇になれなかったのか 古代王族・闇の
世界を推理する ＰＨＰ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｌｉｂｒａｒ
ｙ Ｈｉｓｔｏｒｙ

豊田 有恒／著 ＰＨＰ研究所
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10085 編集者の著作権基礎知識 改訂版 豊田 きいち／著 日本エディタースクール出版部 12 (１ 郷土資料)

10086
マスメディアと著作権 著作権トラブル最前線 ユニ知的所
有権ブックス Ｎｏ．２

豊田 きいち／著 太田出版 17 (６ 総記 社会科学)

10087
海釣り 決定版 水中写真で魚の動きがわかる！ ビッグマ
ンスペシャル

豊田 直之／写真・文 世界文化社 19 (８ 美術 芸術)

10088 でんしゃにのって とよたかずひこ 株式会社アリス館 61 (２３ 絵本 北)

10089 日本人の言霊思想 豊田国夫 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10090 トヨタ自動車７５年史 トヨタ自動車株式会社 大日本印刷株式会社 7 (大型本)

10091 トヨタ自動車７５年史 資料編 トヨタ自動車株式会社 大日本印刷株式会社 7 (大型本)

10092 小・中・高等学校教師養成のための新版 家庭科教育 豊村洋子/編者 学術図書出版社 17 (６ 総記 社会科学)

10093 関西子どもとでかける社会科見学おもしろガイド ＴＲＹあんぐる著 メイツ出版 13 (２ 県一般書)

10094
マネジメント 上 課題、責任、実践 ドラッカー名著集
１３

Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 上田 惇生／訳 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10095
マネジメント 中 課題、責任、実践 ドラッカー名著集
１４

Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 上田 惇生／訳 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10096
マネジメント 下 課題、責任、実践 ドラッカー名著集
１５

Ｐ．Ｆ．ドラッカー著 上田惇生訳 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10097
トルコ イスタンブルは今日も賑やか ヨーロッパ・カル
チャーガイド ９

トラベルジャーナル／編集 ＥＣＧ編集室／編
集

トラベルジャーナル 13 (２ 県一般書)

10098 植物園へ行きたくなる本 鳥居 恒夫／共著 高林 成年／共著 リバティ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



10099 ペンギンのくに 科学のアルバム １８ 鳥居 鉄也／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10100 初めてのおせちとお正月料理 主婦の友生活シリーズ 鳥居満 原田弘和 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10101 空からのてがみ しんくんとのんちゃん とりごえ まり／著 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

10102 衣小夜がたり 鳥越碧著 日本放送出版協会 21 (１０ 小説)

10103 弥生文化の源流考 雲南省【ワ】族の精査と新発見 鳥越 憲三郎／著 若林 弘子／著 大修館書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10104 萌がさね 藤原道長室明子相聞 鳥越 碧／著 講談社 21 (１０ 小説)

10105 神々のみちー葛城 鳥越 憲三郎 凸版印刷 13 (２ 県一般書)

10106 神々と天皇の間 大和朝廷成立の前後 鳥越憲三郎 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10107 森の少年 マイケル・ドリス／著 灰谷 健次郎／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10108 賢治の学校 ２ 鳥山 敏子／著 サンマーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

10109 賢治の学校 宇宙のこころを感じて生きる 鳥山 敏子／著 サンマーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

10110 世界文学全集 ５８ ドリュ・ラ・ロシェル、ジロドゥ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10111 ネアンデルタール人
エリック・トリンカウス／著 パット・シップ
マン／著 中島 健／訳

青土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10112 ぼくは生きている テリー・トルーマン著 藤村裕美訳 東京創元社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10113 世界文学全集 ３４ トルストイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10114 世界文学全集 ３５ トルストイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10115 世界文学全集 ３６ トルストイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10116 世界文学全集 ３７ トルストイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10117 世界文学全集 ３８ トルストイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10118 人生論 講談社文庫 トルストイ 北垣 信行  訳 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



10119
河出世界文学全集１３  戦争と平和１ トルストイ・戦争
と平和／１

トルストイ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

10120 河出世界文学全集１４ 戦争と平和２ トルストイ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

10121 ちいさなお城 えほん・ドリームランド １４
Ａ・トルストイ／再話 Ｅ・ラチョフ／絵 宮川
やすえ／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

10122
大きなかぶ 偕成社世界のどうわ ２０ 完訳ロシアのど う
わ

トルストイ／再話 金光 せつ／訳 リディア・
シュルギナ／画

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10123 ニキータの少年時代 岩波少年文庫復刻版 Ａ．Ｎ．トルストイ／作 上脇 進／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

10124 ３びきのくま 世界傑作絵本シリーズ ロシアの絵本
トルストイ／ぶん バスネツォフ／え 小笠原
豊樹／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

10125 七つの星 トルストイの民話
トルストイ／原作 岩崎 京子／文 小野 孝一／
絵

女子パウロ会 63 (２５ 絵本 南)

10126 幼年時代 世界の名作全集 ２４ レフ・トルストイ／原作 小沢 政雄／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

10127 腹活（下 ） トルストイ/訳 木村浩 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10128 腹活（上 ） トルストイ/訳 木村浩 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10129 ミシェル・フーコー 構造主義と解釈学を超えて
ヒューバート・Ｌ・ドレイフ ... ポール・ラ
ビノウ／著 山形 頼洋／ほか訳

筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

10130
シルクロード 砂漠を越えた冒険者たち 「知の再発見」双
書 １２

ジャン‐ピエール・ドレージ ... 吉田 良子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

10131 大きな木のおくりもの
アルビン・トレッセルト／作 アンリ・ソレン
セン／絵 中井 貴惠／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

10132 あまつぶぽとりすぷらっしゅ
アルビン・トゥレッセルト／さく レナード・
ワイスガード／え 渡辺 茂男／やく

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

10133 加齢とトレーニング シリーズ〈トレーニングの科学〉 ４ トレーニング科学研究会／編 朝倉書店 19 (８ 美術 芸術)

10134 熱帯雨林のひみつ ニュース絵本シリーズ ２ Ａ＝ドロス／作絵 坂本 真理／訳 国土社 61 (２３ 絵本 北)

10135 あめのひのピグレット
Ｓｔｕａｒｔ Ｔｒｏｔｔｅｒ〔画〕 Ａ．Ａ．
Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 Ｅ．Ｈ．Ｓｈｅｐａｒｄ
〔原作〕 みはらいずみ訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

10136 ティガーにぴったりのあさごはん
Ｓｔｕａｒｔ Ｔｒｏｔｔｅｒ〔画〕 Ａ．Ａ．
Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 Ｅ．Ｈ．Ｓｈｅｐａｒｄ
〔原作〕 みはらいずみ訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

10137 プーさんとミツバチ
Ｓｔｕａｒｔ Ｔｒｏｔｔｅｒ〔画〕 Ａ．Ａ．
Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 Ｅ．Ｈ．Ｓｈｅｐａｒｄ
〔原作〕 みはらいずみ訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

10138 プーさんにプレゼント
Ｓｔｕａｒｔ Ｔｒｏｔｔｅｒ〔画〕 Ａ．Ａ．
Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 Ｅ．Ｈ．Ｓｈｅｐａｒｄ
〔原作〕 みはらいずみ訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)



10139 象の物語 神話から現代まで 「知の再発見」双書 ２６ ロベール・ドロール／著 南条 郁子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

10140 別れの時 アントン・ドンチェフ／著 松永 緑弥／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

10141 人魚伝説 「知の再発見」双書 ３２ ヴィック・ド・ドンデ／著 富樫 瓔子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

10142 パパがやいたアップルパイ
ローレン・トンプソン ジョナサン・ビーン 谷
川俊太郎

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

10143 とりとりとりがいっぱい いっぱいがいっぱいの詩の絵本 内藤 里永子・吉田 映子／編訳 津田 櫓冬／絵 大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

10144 ねこねこねこがいっぱい いっぱいがいっぱいの詩の絵本 内藤 里永子・吉田 映子／編訳 落合 皎二／絵 大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

10145
ねずみねずみねずみがいっぱい いっぱいがいっぱいの詩
の絵本

内藤 里永子・吉田 映子／編・訳 木葉井 悦子
／絵

大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

10146
まじょまじょおばけもいっぱい いっぱいがいっぱいの詩
の絵本

内藤 里永子・吉田 映子／編・訳 田島 和子／
絵

大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

10147 東天紅の海 綿屋弥兵衛の御一新 内藤史朗著 郁朋社 21 (１０ 小説)

10148
管理者のすべてがわかる本 いま企業幹部に求められる戦
略的行動学

内藤 和美 オーエス出版 17 (６ 総記 社会科学)

10149 日蓮を歩く 写真紀行日本の祖師 内藤 正敏／写真 中尾 尭／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

10150 むしむしむしがいっぱい いっぱいがいっぱいの詩の絵本
内藤 里永子／編訳 吉田 映子／編訳 津田 櫓
冬／絵

大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

10151 お金持ちの習慣が身につく「超」心理術 内藤 誼人 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

10152
「人たらし」のブラック交渉術 思わずYESと言ってしまう
魔法の話術

内藤 誼人 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

10153
「人たらし」のブラック心理術 初対面で１００％好感を
持たせる方法

内藤 誼人 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

10154 パワープレイ 気づかれずに相手を探る悪魔の心理術 内藤 誼人 ソフトバンク パブリッシング 17 (６ 総記 社会科学)

10155 パワーロジック 論理の鎖で相手をつかむ無敵の説得術 内藤 誼人 ソフトバンク パブリッシング 17 (６ 総記 社会科学)

10156 一杯のコーヒーから８０の風景 名宇礼治著 早稲田出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10157 白鳥になつた皇子 古事記 平凡社名作文庫 １５ 直木孝二郎 平凡社 25 (１４ 児童書)

10158 白鳥になつた皇子 古事記 平凡社名作文庫 １５ 直木孝二郎 平凡社 25 (１４ 児童書)



10159 しろしろのさんぽ 中新井 純子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

10160 しろしろのさんぽ 中新井 純子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

10161
へーい、まいど！てんぐやです ポプラちいさなおはなし
３１

仲井 英之／作 小松 良佳／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10162 日本の選択 日本が21世紀にやるべきこと 永井 守昌 崑崙文舎 17 (６ 総記 社会科学)

10163
いのちとこころのＮＨＫ中学生日記 ４ ひとりで生きられ
ますか

永井恵理子著 中沢淳人著 原田裕文著 永六輔
対談 船津貴弘対談 有馬朗人監修 宮坂宥勝監
修 大久保晋作編集 堀内一男編集 峯岸誠編集

四季社 25 (１４ 児童書)

10164 赤毛のアンを探して 中井貴惠〔著〕 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10165 欲しい 永井するみ著 集英社 21 (１０ 小説)

10166 ソナタの夜 永井するみ著 講談社 21 (１０ 小説)

10167 大いなる聴衆 新潮ミステリー倶楽部 永井するみ著 新潮社 21 (１０ 小説)

10168 天保謎解き帳 戯作者滝沢馬琴 永井義男著 祥伝社 21 (１０ 小説)

10169 影流暗殺刀 薩摩刺客 永井義男著 徳間書店 21 (１０ 小説)

10170
きれいに歩いてもっと素敵に 美しいウォーキングスタイ
ル 朝日カルチャーセンター講座シリーズ－元気アップ－
４

永井レイ著 旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10171
医療技術の最前線 生命を救う技術、苦痛を除く技術 ブ
ルーバックス

永井明 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10172 日本文学全集 ７ 永井 荷風／著 新潮社 24 (１３ 全集)

10173 枯れ蔵 新潮ミステリー倶楽部 永井 するみ／著 新潮社 21 (１０ 小説)

10174 かまぼこ板のおもちゃ シリーズ親と子でつくる ２１ 中井 秀樹／ほか著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

10175 木の遊具をつくる シリーズ親と子でつくる １１ 中井 秀樹／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

10176 なぜ人を殺してはいけないのか？ シリーズ・道徳の系譜 永井 均／著 小泉 義之／著 河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

10177 人体とウイルス
中井 益世／ほか監修・執筆 中井 益代／ほか
監修・執筆

集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10178 元就、そして女たち 永井 路子／著 中央公論社 21 (１０ 小説)



10179 望みしは何ぞ 永井 路子／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

10180 わが千年の男たち 永井 路子／著 文芸春秋
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10181 茜さす 上 永井 路子 読売新聞社 21 (１０ 小説)

10182 茜さす 下 永井 路子 読売新聞社 21 (１０ 小説)

10183 幕末暗号戦争 永井 義男／著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

10184 大江戸謎解き帳 蘭方医・長崎浩斎 永井 義男／著 祥伝社 21 (１０ 小説)

10185 日本文学全集 １７ 永井荷風 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10186 ちくま日本文学全集 ０３１ 永井荷風 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10187 奈良県戦没者遺稿集 「英霊の声」 中井 澄子 奈良県遺族会 12 (１ 郷土資料)

10188 奈良県のことば 平山 輝男 中井 精一 明治書院 13 (２ 県一般書)

10189 日本文学全集 第６８巻 永井龍男・田宮虎彦集 永井龍男・田宮虎彦 集英社 24 (１３ 全集)

10190 日本文学全集 ５１ 永井龍男・田宮虎彦・梅崎春生 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10191 明治大正図誌 第5巻 北海道 永井秀夫・小池喜孝・関秀志/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10192
？なんでも・なるほど・おもしろブック④日本のふしぎ大
探検

永井政直 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10193 わたしの古典 １３ 永井路子の方丈記･徒然草 永井路子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10194 山霧 毛利元就の妻 上 文春文庫 永井 路子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10195 山霧 毛利元就の妻 下 文春文庫 永井 路子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10196 現代語訳 日本の古典 １３ 太平記 永井路子 学研 24 (１３ 全集)

10197 五つ星の人生を目指して   人生後半の長期戦略 永井守昌 株式会社ゾディアック 17 (６ 総記 社会科学)

10198 ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本  １ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)



10199 ねずみくんのきもち なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10200 ねずみくんとおてがみ ねずみくんの絵本 ２１ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10201 ねずみくんのプレゼント ねずみくんの絵本 ２０ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10202 ねずみくんのクリスマス ねずみくんの絵本 １９ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10203 また！ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本 １８ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 6 (あのね文庫)

10204 なぞなぞねずみくん ねずみくんの絵本 １７ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10205 ねずみくんのしりとり ねずみくんの絵本 １６ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10206 ことりとねこのものがたり なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

10207 ねずみくんのたんじょうび 絵本のひろば ３２ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10208 ねずみくんのひみつ 絵本のひろば ３５ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10209 ねみちゃんとねずみくん 絵本のひろば ３０ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10210 また また！ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ３３ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10211 りんごがたべたいねずみくん 絵本のひろば １３ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10212 ねずみくんとおんがくかい 絵本のひろば ３９ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10213 ねずみくんねずみくん 絵本のひろば ３１ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10214 ねずみくんとブランコ 絵本のひろば ３７ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10215 ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本 １５ なかえよしを作 上野紀子絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10216 コップをわったねずみくん 絵本のひろば ３４ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10217 ぞうさんとねずみくん 絵本のひろば ３６ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10218 ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ５ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)



10219 まじょとタイムマシン なかえ よしを／作 大久保 宏昭／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

10220 また！ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ２２ なかえ よしを／作 上野 紀子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10221
みけねこミケジローのなぞなぞ王ＴＶ選手権 ＰＨＰ創作
シリーズ

中尾明作 村井香葉絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

10222 竹取物語 大型版これなら読めるやさしい古典 長尾剛文 若菜等絵 Ｋｉ絵 汐文社 25 (１４ 児童書)

10223 山峡絶唱 小説・西塔幸子 長尾 宇迦／著 講談社 21 (１０ 小説)

10224 芭蕉さんの俳諧 中尾 青宵／著 編集工房ノア 19 (８ 美術 芸術)

10225 電子図書館 岩波科学ライブラリー １５ 長尾 真／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

10226 サンタさんのいちにち 長尾 玲子／さく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

10227 １００こめのクリスマス・ケーキ 長尾 玲子／さく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

10228 釣った魚が必ずわかるカラー図鑑 永岡書店／編 永岡書店編集部／編 永岡書店 19 (８ 美術 芸術)

10229 戦国裏面史 永岡慶之助著 東京書籍
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10230 教場 〔１〕 長岡弘樹著 小学館

10231 育ててみたい鉢花５００種 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 長岡求監修 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

10232 食べ物・衣服でさぐる日本史 おもしろ日本史入門 ２ 長岡 清／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10233 乗り物でさぐる日本史 おもしろ日本史入門 １ 長岡 清／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10234 電磁気学 １ 物理入門コース ３ 長岡 洋介／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10235 電磁気学 ２ 物理入門コース ４ 長岡 洋介／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10236 ぴっちとりた まよなかのサーカス ながおたくま ＢＬ出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

10237 小堀遠州 中尾實信 鳥影社 21 (１０ 小説)

10238 パラダイス 中上紀著 恒文社２１ 21 (１０ 小説)



10239
スプーンさん ブロンズ新社のＦｉｒｓｔ Ｂｏｏｋ Ｓｅ
ｒｉｅｓ

中川ひろたか １００％Ｏｒａｎｇｅ ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

10240 てんとうむしぱっ 中川 ひろたか／文 奥田 高文／写真 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

10241 あくび 絵本のひろば 中川 ひろたか／文 飯野 和好／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

10242 おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10243 こんにちワニ わははは！ことばあそびブック 中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

10244 こぶたのブルトン はるはおはなみ 中川 ひろたか／作 市居 みか／絵 アリス館 61 (２３ 絵本 北)

10245 ないた 中川 ひろたか／作 長 新太／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

10246 おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10247 おつきみうさぎ ピーマン村の絵本たち 中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10248 かいくんのおさんぽ えほん・ハートランド ２１ 中川 ひろたか／作 荒井 良二／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

10249 さつまのおいも 絵本・ちいさななかまたち 中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10250 ごろはちだいみょうじん こどものとも傑作集 １２ 中川 正文／作 梶山 俊夫／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10251 ぐりとぐら ぐりとぐらの絵本 中川 李枝子／作 大村 百合子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10252 はじめてのゆき こどものとも傑作集 ６２ 中川 李枝子／作 中川 宗弥／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10253 ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 １ 中川 李枝子／作 山脇 百合子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10254 メキメキ頭がよくなる「超」思考法 中川昌彦著 実務教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

10255 金子みすゞいのち見つめる旅 中川真昭著 本願寺出版社 19 (８ 美術 芸術)

10256 水底の棺 中川なをみ作 村上豊画 くもん出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10257 てんとうむしぱっ 中川ひろたか 奥田高文 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)

10258 りんごがころん 中川ひろたか文 奥田高文写真 ブロンズ新社 62 (２４ 絵本 西)



10259 歯がぬけた わたしのえほん 中川ひろたか作 大島妙子絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

10260 パオちゃんのなつまつり なかがわみちこさく・え ＰＨＰ研究所 62 (２４ 絵本 西)

10261 写真を使って絵本を作ろう！ 中川素子著 和田直人著 あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10262 はねはねはねちゃん ０．１．２．えほん なかがわりえこぶん やまわきゆりこえ 福音館書店

10263 いたずらぎつね よみたいききたいむかしばなし ２のまき 中川李枝子文 山脇百合子絵 のら書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10264 ぐりとぐらとすみれちゃん こどものとも傑作集 なかがわりえこ文 やまわきゆりこ絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10265 ぐりとぐらのうたうた１２つき 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ文 やまわきゆりこ絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10266
ぐりとぐらのえんそく Ｇｕｒｉ ａｎｄ Ｇｕｒａ’ｓ ｐ
ｉｃｎｉｃ ａｄｖｅｎｔｕｒｅ 英語版 Ｔｕｔｔｌｅ ｆ
ｏｒ ｋｉｄｓ

中川李枝子文 山脇百合子絵 ピーター・ハウ
レット訳 リチャード・マクナマラ訳

チャールズ・イー・タトル出版 61 (２３ 絵本 北)

10267
教養に目覚める本 学ぶ・味わう・深めるヒントと珠玉の
３００

中川 昌彦／著 実務教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

10268 すぐに使える公用・商用・会社の文書実例事典 中川 越／著 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

10269 オペラ鑑賞辞典 中河 原理／編 東京堂出版 5 (学習室)

10270 声楽曲鑑賞辞典 中河 原理／編 東京堂出版 5 (学習室)

10271 ピアノ曲鑑賞辞典 中河 原理／編 東京堂出版 5 (学習室)

10272 ぼくにはしっぽがあったらしい おはなしパレード １１ 中川 千尋／作・絵 なかがわ ちひろ／作・絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10273
高原の青い空の下 清里の父 ポール・ラッシュ いきいき
人間ノンフィクション ８

中川 なをみ／作 杉田 明維子／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10274 あの日の風にあいたくて 新こみね創作児童文学 中川 なをみ／作 向井 康子／絵 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10275 もう一度アップルパイ わくわくライブラリー 中川 なをみ／作 緒方 直青／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10276
冷凍食品を使ったおかず レディブティックシリーズ ６８
３

中川 紀子／著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10277 ありがとう ひろちゃんえほん ２ 中川 ひろたか／文 あべ 弘士／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

10278 おめでとう ひろちゃんえほん ３ 中川 ひろたか／文 あべ 弘士／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)



10279 くださいな ひろちゃんえほん ４ 中川 ひろたか／文 あべ 弘士／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

10280 こんにちは ひろちゃんえほん １ 中川 ひろたか／文 あべ 弘士／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

10281 ねずみのおいしゃさま こどものとも傑作集 ５０
中川 正文／・さく 山脇 百合子／・え なかが
わ まさふみ／・さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10282 中川みよ子の台所はくすり箱 中川 みよ子／著 新風舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10283 ハス池に生きるカワセミ 子どもたのしいかがく 中川 雄三／ぶん・しゃしん 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10284 薬と食べ物飲み合わせ事典 永川 祐三／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10285 おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ
中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え なかがわ
りえこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10286 くまさんくまさん 日本傑作絵本シリーズ
中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え なかがわ
りえこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10287 くまさんくまさん 日本傑作絵本シリーズ
中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え なかがわ
りえこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10288 ぐりとぐら こどものとも傑作集 ２１ 中川 李枝子／さく 大村 百合子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10289 ぐりとぐら こどものとも傑作集 ２１ 中川 李枝子／さく 大村 百合子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10290 ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 ９１
中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え なかがわ
りえこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10291 ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 ６４
中川 李枝子／著 山脇 百合子／絵 なかがわ
りえこ／著

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10292 ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 ５９
中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え なかがわ
りえこ／さく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10293 そらいろのたね 改訂版 こどものとも傑作集 ２５
中川 李枝子／文 大村 百合子／絵 なかがわ
りえこ／文

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10294 そらいろのたね こどものとも傑作集 ２５
中川 李枝子／文 大村 百合子／絵 なかがわ
りえこ／文

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10295 たからさがし こどものとも傑作集 ９９
中川 李枝子／作 大村 百合子／絵 なかがわ
りえこ／作

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10296 いやいやえん 創作童話シリーズ 中川 李枝子／さく 大村 百合子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10297 おひさまはらっぱ 創作童話シリーズ 中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10298 かえるのエルタ 創作童話シリーズ 中川 李枝子／さく 大村 百合子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)



10299 ももいろのきりん 創作童話シリーズ 中川 李枝子／著 中川 宗弥／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10300 森おばけ 創作童話シリーズ 中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10301 らいおんみどりの日ようび 創作童話シリーズ 中川 李枝子／作 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10302 わんわん村のおはなし 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10303 子どものための大和の伝説 仲川明 奈良新聞社 12 (１ 郷土資料)

10304 ちくま日本文学全集 ０２９ 中勘助 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10305
１票で首相が代わる！ 新「民主党」が《日本版オリーブ
の木》で政

中桐 伸五／著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

10306 アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海写真・文 新日本出版社 63 (２５ 絵本 南)

10307 ああ、結婚 永倉万治著 集英社 21 (１０ 小説)

10308 人間が好き アマゾン先住民からの伝言 長倉 洋海／写真・文 福音館書店 19 (８ 美術 芸術)

10309 食後は眠い 永倉 万治／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10310 四重奏 カルテット 永倉 万治／著 角川書店 21 (１０ 小説)

10311 おけら 永倉 万治／著 文芸春秋

10312 黄金バット 永倉 万治／著 講談社 21 (１０ 小説)

10313 ヒトの遺伝 岩波新書 中込 弥男／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10314 爬虫類・両生類８００種図鑑 長坂 拓也／編著 ピーシーズ 5 (学習室)

10315 映画、見てますか Ｐａｒ ... 長坂 寿久／著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

10316 わんぱくようちえん 絵本・ちいさななかまたち 長崎 源之助／文 浜田 桂子／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10317 小さな小さなキツネ 国土社の創作えほん ２ 長崎 源之助／文 鈴木 義治／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

10318
はっぱらっぱのお月さま おはなしボンボン ３２ ミナモ
とキースケのたからさがし

長崎 夏海／作 佐藤 真紀子／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



10319 空にふく風 長崎夏海作 佐藤真紀子絵 汐文社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10320 五十年めの手紙 童話のすけっちぶっく １６ 長崎 源之助／作 山中 冬児／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10321 お手玉いくつ 教育画劇みんなのえほん 長崎 源之助／作 山中 冬児／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

10322 うそつき咲っぺ 長崎 源之助／著 石倉 欣二／挿絵 佼成出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10323 ガンジイちゃんのつぼ ジュニア文学館 １３ 長崎 源之助／作 石倉 欣二／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10324 みみずくばあちゃん あかねおはなし図書館 ２５ 長崎 源之助／作 村上 勉／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

10325 ふとったきみとやせたぼく フォア文庫愛蔵版 長崎 源之助／作 理論社 25 (１４ 児童書)

10326 魔女になりたいわたし フォア文庫愛蔵版 長崎 源之助／作 童心社 25 (１４ 児童書)

10327
どうしたらへらせるかこの有害なダイオキシン 子ども科
学図書館

長崎 武昭／文 鈴木 康之／文 井上 正治／絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10328 おうさまのみちくさ いじわる魔女のさんすうえほん ８ 長崎 武昭／さく 山口 みねやす／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10329 おりのなかのおうさま いじわる魔女のさんすうえほん ７ 長崎 武昭／さく 加藤 晃／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10330 きえたおしろ いじわる魔女のさんすうえほん ６ 長崎 武昭／さく 加藤 晃／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10331 ５にんのおひめさま いじわる魔女のさんすうえほん ２ 長崎 武昭／さく 井上 正治／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10332 さよならおうさま いじわる魔女のさんすうえほん １０ 長崎 武昭／さく 山口 みねやす／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10333
さらわれた６ぴきのいぬ いじわる魔女のさんすうえほん
１

長崎 武昭／さく 井上 正治／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10334 たからのちず いじわる魔女のさんすうえほん ９ 長崎 武昭／さく 山口 みねやす／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10335 ぬすまれたうま いじわる魔女のさんすうえほん ４ 長崎 武昭／さく 井上 正治／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10336 ふえるじゅうす いじわる魔女のさんすうえほん ５ 長崎 武昭／さく 加藤 晃／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10337 魔女のいたずら いじわる魔女のさんすうえほん ３ 長崎 武昭／さく 井上 正治／え 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10338 マイ・ネイム・イズ…… 青春と文学 ３ 長崎 夏海／作 福間 晴耕／画 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



10339 バナナパイ、すき？ どうわがいっぱい １２ 長崎 夏海／作 大沢 幸子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10340 ようかいやかた、すき？ どうわがいっぱい ２９ 長崎 夏海／作 大沢 幸子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10341
すぐに効果が出る図解版 「話す力」の鍛えたかた話力は
Γ人に認められる一番の近道

永崎一則 三笠書房 19 (８ 美術 芸術)

10342 忘れられた島へ 長崎 源之助 赤坂 三好／絵 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10343 昭和文学全集 第19巻
中里恒子、大原富枝、大庭みな子、芝木好子、
河野多恵子

小学館 24 (１３ 全集)

10344 はだしのゲン① 中沢 啓治 中央公論新社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10345 はだしのゲン② 中沢 啓治 中央公論新社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10346 はだしのゲン③ 中沢 啓治 中央公論新社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10347 はだしのゲン 第１巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10348 はだしのゲン 第２巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10349 はだしのゲン 第３巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10350 はだしのゲン 第４巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10351 はだしのゲン 第５巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10352 はだしのゲン 第６巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10353 はだしのゲン 第７巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10354 はだしのゲン 第８巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10355 月の桂 中沢けい著 集英社 21 (１０ 小説)

10356
天文台の電話番 国立天文台広報普及室 Ｈｅｌｌｏ！Ｔｈ
ｉｓ ｉｓ ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ ｏｂｓｅｒｖａｔ
ｏｒｙ

長沢工著 地人書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10357 豆畑の夜 中沢 けい／著 講談社 21 (１０ 小説)

10358 中原中也 群像日本の作家 １５ 中沢 けい／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)



10359 はだしのゲン 第９巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10360 はだしのゲン 第１０巻 愛蔵版 中沢 啓治／作 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10361 エレファント・タイム 中沢 晶子／作 ささめや ゆき／絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10362 てがるにできるボランティア Ｈｉｋａｒｉ ｂｏｏｋｓ 永沢 千春／著 ヒカリコーポレーション 17 (６ 総記 社会科学)

10363 六十で悪いか！ ハグレ精神科医の老いのすすめ 中沢 正夫／著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10364 情報と文献の探索 第３版 長沢 雅男／著 丸善 12 (１ 郷土資料)

10365 くすりが分かる これだけは知っていたい益と害 長沢 光男／著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10366 漢方の諸問題 新装版 東洋医学叢書 長沢 元夫／著 健友館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10367 眠らない、眠れない ドキュメント不眠相談室 中沢 洋一／著 鳥居 鎮夫／著 法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10368 小さいおうち 中島 京子／著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

10369 かばた医院のひみつ 中島和子作 秋里信子絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10370 かたづの！ 中島京子著 集英社 21 (１０ 小説)

10371 漢方小説 中島たい子著 集英社 21 (１０ 小説)

10372 三の隣は五号室 長嶋有著 中央公論新社

10373 猛スピードで母は 長嶋有著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10374 量子力学 １ 物理入門コース ５ 中嶋 貞雄／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10375 量子力学 ２ 物理入門コース ６ 中嶋 貞雄／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10376
成功できる人できない人 この“一手の違い”が明暗を分
ける！

中島 孝志／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10377 上田秋成 新潮古典文学アルバム ２０ 長島 弘明／編集・執筆 池沢 夏樹／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

10378 違法弁護 中嶋 博行／著 講談社 21 (１０ 小説)



10379 奈良 日本歴史叢書 永島 福太郎／著 吉川弘文館 13 (２ 県一般書)

10380
あなたの魅力をひきだす９つの鍵 女をあげるエニアグラ
ム

中嶋 真澄／著 ＷＡＶＥ出版 17 (６ 総記 社会科学)

10381 天下の悪妻 越前藩主松平忠直夫人勝子 中島 道子／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10382 日本の棚田 保全への取組み 中島 峰広／著 古今書院 19 (８ 美術 芸術)

10383 心理学辞典 中島 義明／ほか編集 有斐閣 5 (学習室)

10384 エキゾティカ 中島 らも／著 双葉社 21 (１０ 小説)

10385 水に似た感情 中島 らも／著 集英社 21 (１０ 小説)

10386 アマニタ・パンセリナ 中島 らも／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10387 ちくま日本文学全集 ０３６ 中島敦 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10388 日本列島－四季の呼びかけ 中島繁治/発行者 日本名書出版 7 (大型本)

10389 かんたん！水耕栽培 土を使わない野菜づくり 中島水美 新星出版社 09 (新刊書)

10390 ２/２（にぶんのに） 中島みゆき 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10391 カエルと王かん なかじまゆうき BL出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

10392
和菓子の手作り 洗練された甘味が体に優しい マイライフ
シリーズ特集版

中城 裕美／著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

10393 太平記 同時代ライブラリー ３４６ 古典を読む 永積 安明／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

10394 図説  日本の古典 第9巻 平家物語 平家物語 永積安明/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

10395 サイレント・ボーダー 永瀬隼介著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10396 榎本武揚シベリア外伝 中薗英助著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10397 艶隠者 小説石川丈山 中薗 英助／著 新潮社 21 (１０ 小説)

10398 帰燕 中薗 英助／著 講談社 21 (１０ 小説)



10399
新選組が京都で見た夢 動乱の幕末に青春を賭けた男たち
がいた Ｇａｋｋｅｎ ｇｒａｐｈｉｃ ｂｏｏｋｓ ２２

中田昭写真 学研
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10400 ディズニーの読み聞かせえほん どきどき３歳 仲田安津子監修 講談社 63 (２５ 絵本 南)

10401 ディズニーの読み聞かせえほん にこにこ２歳 仲田安津子監修 講談社 63 (２５ 絵本 南)

10402 ディズニーの読み聞かせえほん わくわく１歳 仲田安津子監修 講談社 6 (あのね文庫)

10403
新・カラダにおいしい「和粗食」のすすめ 食材の選び方
から料理の作り方まで

仲田雅博監修 木村祐子監修 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10404 ６０歳からの実践！食事学 知ってトクする健康メニュー 永田 晟／著 金胎 芳子／著 日本加除出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10405 アルコールの健康学 酒を愛する専門医が教える 長田 敦夫／著 紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10406 児童劇の衣裳をつくる シリーズ子どもとつくる ２４ 中田 幸平／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

10407 おーい、コンペートー あかねノンフィクション ２ 中田 友一／著 あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10408
イスタンブールで数学しよう デジタル民族とアナログ民
族 数学のドレミファ ８

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10409
エッフェル塔で数学しよう 数学の世紀 ２ フランス編 数
学のドレミファ ７

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10410
グリニッジ天文台で数学しよう 数学の世紀 １ イギリ
ス・ドイツ編 数学のドレミファ ６

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10411 数のパズル 数のライブラリイ ９ 仲田 紀夫／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10412
タージ・マハールで数学しよう 「０の発見」と「文章
題」の国、インド 数学のドレミファ ５

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10413
第２次世界大戦で数学しよう 戦争と数学の歴史 数学のド
レミファ ９

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10414
ディズニーランドで数学しよう アメリカ数学旅行 数学の
ドレミファ １

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10415
東海道五十三次で数学しよう “和算”を訪ねて日本を巡
る 数学のドレミファ １０

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10416
万里の長城で数学しよう 方程式と魔方陣ｅｔｃ．の国、
中国 数学のドレミファ ２

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10417
ピサの斜塔で数学しよう イタリア「計算」なんでも旅行
数学のドレミファ ４

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10418
ピラミッドで数学しよう エジプト、ギリシアで図形を学
ぶ 数学のドレミファ ３

仲田 紀夫／著 黎明書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



10419
海に潜る 地球環境のいま ちくまプリマーブックス １１
９

永田 雅一／著 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10420 辞書を読むと 長田 道昭／著 南雲堂フェニックス 19 (８ 美術 芸術)

10421 わたしはトメ、１９歳 あそび心で老人ホーム暮らし 中田 光彦／著 リブリオ出版 21 (１０ 小説)

10422
心が輝く１２の手紙 想像力は生きる力 自分探しの旅シ
リーズ １２

永田 萠／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10423 花うらら 永田 萠／著 佼成出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10424
結婚歴５．９年 「夫婦の絆と性」マフィン２０００人レ
ポー

永田 由紀子／編著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

10425 秋の野草 山渓フィールドブックス ３ 永田 芳男／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10426 夏の野草 山渓フィールドブックス ２ 永田 芳男／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10427 春の野草 山渓フィールドブックス １ 永田 芳男／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10428 アトピー性皮膚炎ハンドブック 永田 良隆／著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10429
アレルギーの人の食事 アトピー性皮膚炎・湿疹・気管支
ぜんそく・ 新健康になるシリーズ １２

永田 良隆／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10430 挫折と挑戦 壁をこえて行こう 心の友だち 中竹竜二著 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10431 何もいいことがなかった日に読む本 中谷彰宏著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

10432 本当の自分に出会える１０１の言葉 中谷 彰宏／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10433 強運になれる５０の小さな習慣 中谷 彰宏／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

10434 なぜあの人は困った人とつきあえるのか 中谷 彰宏／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

10435 忘れられない君のプレゼント 中谷 彰宏／著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10436
知的な女性は、スタイルがいい。 ポジティブ・ダイエッ
ト

中谷 彰宏／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10437 大学時代しなければならない５０のこと 中谷 彰宏／著 ダイヤモンド社

10438
決断 権藤博と東尾修の１年 Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉ
ｃ Ｎｕｍｂｅ ｒ ｂｏｏｋｓ １

永谷 脩／著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)



10439 ジョン万次郎物語 万次郎を語る会 刊行 長田 亮一 著 ジョン万次郎を語る会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10440 つるべ心中の怪 塙保己一推理帖 中津文彦著 光文社 21 (１０ 小説)

10441 天明の密偵 小説・菅江真澄 中津文彦著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10442 えちご恋人岬殺人事件 カッパ・ノベルス 中津文彦著 光文社 20 (９ 小説)

10443 てんじのあいうえお なかつかゆみこさく・え 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10444 日本男児 長友 佑都／著 ポプラ社 19 (８ 美術 芸術)

10445 よくわかる自動車事故の示談Ｑ＆Ａ 法律・税金シリーズ 長戸路 政行／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

10446 日本の名峰１６ 北岳・甲斐駒・塩見 中西 俊明 山と渓谷社 7 (大型本)

10447 兄弟 なかにし 礼 文藝春秋 21 (１０ 小説)

10448 戦場のニーナ なかにし礼著 講談社 21 (１０ 小説)

10449 さくら伝説 なかにし礼著 新潮社 21 (１０ 小説)

10450 夜盗 なかにし礼著 新潮社 21 (１０ 小説)

10451 赤い月 上 なかにし礼著 新潮社 21 (１０ 小説)

10452 赤い月 下 なかにし礼著 新潮社 21 (１０ 小説)

10453 日本の滝２００選 写真紀行 中西 栄一／写真・文 東方出版 13 (２ 県一般書)

10454 日本のこころ｢私の好きな人｣ ◎天の巻 中西 進 他14名 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10455
なにがスゴイか？ 万能細胞 知りたいサイエンス その技
術で医療が変わる！

中西 貴之 /著 技術評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10456 大和路の年中行事 観光問題研究所 中西 寛・土井 実 中西 善輔 13 (２ 県一般書)

10457 昆虫 エコロン自然シリーズ 中根 猛彦／ほか共著 保育社 5 (学習室)

10458 標準原色図鑑全集 昆虫 ２ 中根猛彦/理学博士 他 保育社 5 (学習室)



10459 ひなたぼっこのすきなチュウ えほん・こどもとともに 長野 博一／文・絵 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

10460 ぞうくんのあめふりさんぽ こどものとも傑作集 なかの ひろたか／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10461 ぞうくんのおおかぜさんぽ こどものとも絵本 なかの ひろたか／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10462 ぞうくんのさんぽ こどものとも絵本
なかの ひろたか／作・絵 なかの まさたか／
レタリング

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10463 ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集 １３
なかの ひろたか／作・絵 なかの まさたか／
レタリング

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10464 ちくま日本文学全集 ０５５ ちくま日本文学全集 中野 好夫／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10465 五十歳からの生き方 中野孝次著 海竜社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10466 「閑」のある生き方 中野孝次著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10467 老いのこみち 中野孝次著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10468 やぎや たんぽぽえほんシリーズ 長野ヒデ子作 スズキコージ絵 鈴木出版

10469
大学生の就職と採用 学生１，１４３名、企業６５８社、
若手社員２１１名、２４４大学の実証分析

永野仁編著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

10470 風はどこで生まれるの？ 調べるっておもしろい！ なかのひろみ著 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10471 野川 長野まゆみ著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10472 コドモノクニ 長野まゆみ〔著〕 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10473 彼等 長野まゆみ著 集英社 21 (１０ 小説)

10474 細胞のしくみ 入門ビジュアルサイエンス 長野 敬／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10475 源氏物語 新潮古典文学アルバム ８ 中野 幸一／編集・執筆 丸谷 才一／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

10476 五十年目の日章旗 中野 孝次／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10477 城代お下げ札 大坂犯科帳 中野 光風／著 講談社 21 (１０ 小説)

10478 日本文学全集 ２３ 中野 重治 新潮社 24 (１３ 全集)



10479
動脈硬化の人の食事 脳血管疾患、心臓疾患、高血圧、糖
尿病、肥 新健康になるシリーズ １６

中野 赳／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10480 相対性理論 物理入門コース ９ 中野 董夫／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10481 ニュースの裏には「科学」がいっぱい 中野 不二男／著 文芸春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10482 親子で覗く最先端 中野 不二男／著 文芸春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10483 絵とき・脳ミソからビールまで５７の着眼法 中野 不二男／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10484
これだけは知っておきたい〈自然写真〉入門 デザイナー
の感性で撮った一眼レフの世界

中野 正皓／著 ベストセラーズ 19 (８ 美術 芸術)

10485 天然理科少年 長野 まゆみ／著 角川書店 21 (１０ 小説)

10486 新世界 ２ｎｄ 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10487 兄弟天気図 ものがたりうむ 長野 まゆみ／著 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

10488 新世界 １ｓｔ 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10489 鳩の栖 長野 まゆみ／著 集英社 21 (１０ 小説)

10490 賢治先生 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10491 上海少年 長野 まゆみ／著 集英社 21 (１０ 小説)

10492 新学期 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10493 八月六日上々天気 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10494 銀河電灯（デンキ）譜 長野 まゆみ／著 河出書房新社 21 (１０ 小説)

10495 銀星ロケット 天球儀文庫 ３ 長野 まゆみ／著 鳩山 郁子／画 作品社 21 (１０ 小説)

10496 月の輪船 天球儀文庫 １ 長野 まゆみ／著 鳩山 郁子／画 作品社 21 (１０ 小説)

10497 ドロップ水塔 天球儀文庫 ４ 長野 まゆみ／著 鳩山 郁子／画 作品社 21 (１０ 小説)

10498 夜のプロキオン 天球儀文庫 ２ 長野 まゆみ／著 鳩山 郁子／画 作品社 21 (１０ 小説)



10499 大和の古寺/秋篠寺・法華寺・海龍王寺・不退寺 ５ 中野玄三/他５名 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

10500 日本文学全集 第４２巻 中野重治集 中野重治 集英社 24 (１３ 全集)

10501 ちくま日本文学全集 ０３９ 中野重治 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10502 日本文学全集 ３６ 中野重治 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10503
電子顕微鏡でわかったこと 細胞の微細構造から原子の姿
まで

永野 俊雄 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10504 ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集 なかのひろたか/さく・え 福音書店 61 (２３ 絵本 北)

10505 シックスポケッツ・チルドレン 中場利一著 集英社 21 (１０ 小説)

10506 リョーコ 中場利一著 角川書店 21 (１０ 小説)

10507 野山課長の空白 中場利一著 幻冬舎 21 (１０ 小説)

10508
私のジョン万次郎 子孫が明かす漂流の真実 小学館ライブ
ラリー ６３

中浜 博／著 小学館
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10509
最新妊娠大百科 妊娠１０カ月の気がかりを１冊で解消！
ベネッセ・ムック  たまひよブックス  たまひよ大百科シ
リーズ

中林 正雄／総監修 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

10510 木のおもちゃをつくる シリーズ子どもとつくる １５ 中林 影／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

10511
みかちゃん、学校大スキ！ 学校を、教師を問い続ける、
あの子が言ってくれました。

長原光児著 東洋出版 17 (６ 総記 社会科学)

10512 大系日本の歴史 ２ 永原 慶二／ほか編集 小学館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10513 危険だらけの薬の飲み方 元気健康ブックス 中原 英臣／著 北村 正樹／著 メタモル出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10514 少年少女のやさしい将棋 中原 誠／著 東京書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10515
自然流詰将棋２００ 棋力と集中力のトレーニング！！ Ｐ
ｅｒｆｅｃｔ ｓｅｒｉｅｓ

中原 誠／著 日本将棋連盟 19 (８ 美術 芸術)

10516
走れ！ソーラーカー 光と夢の３０００キロレース ノン
フィクション・ワールド

中部 博／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10517 金ではなく鉄として 中坊公平著 武居克明聞き手・構成 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10518
かんたんに作れる！すっごくよく飛ぶ紙飛行機 たのしい
ペーパークラフト

長松康男作 メイツ出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



10519 おまけはおばけ
永松 耀子／作 駒井 啓子／絵 ながまつ よう
こ／作

文化出版局
30 (１９ 読み物 中学
年)

10520 南北朝異聞 護良親王と淵辺義博 中丸 祐昌／著 ＭＢＣ２１
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10521 算数であそぼう １ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10522 算数であそぼう ２ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10523 算数であそぼう ３ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10524 算数であそぼう ４ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10525 算数であそぼう ５ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10526 算数であそぼう ６ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10527 算数であそぼう ７ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10528 算数であそぼう ８ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10529 算数であそぼう ９ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10530 算数であそぼう １０ 長嶺 太／絵 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10531 若君御謀反 中村 彰彦／著 角川書店 21 (１０ 小説)

10532 よくわかる 初心者のためのＷｏｒｄ２０１０ 中村 巧 ＦＯＭ出版 17 (６ 総記 社会科学)

10533 稲むらの火 アニメ絵本 中井 常蔵／協力 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

10534 ふしぎなナイフ こどものとも絵本 中村 牧江・林 健造／作 福田 隆義／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10535 えかきうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 中村 柾子・西巻 茅子／文 西巻 茅子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10536 知恵伊豆に聞け 中村彰彦著 実業之日本社 21 (１０ 小説)

10537 桶狭間の勇士 中村彰彦著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10538 新選組秘帖 中村彰彦著 新人物往来社 21 (１０ 小説)



10539 逆風に生きる 山川家の兄弟 中村彰彦著 角川書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10540
９０日で取れるとっておきの資格 平成の資格王が教える
あなたも独学で合格できる！

中村一樹著 すばる舎 17 (６ 総記 社会科学)

10541 甲子園がくれた命 世の中への扉  スポーツ 中村計著 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10542 イルカと泳ぎたい！ 旺文社ジュニア・ノンフィクション 中村庸夫写真・文 旺文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10543 悪意の手記 中村文則〔著〕 新潮社 21 (１０ 小説)

10544 遮光 中村文則〔著〕 新潮社 21 (１０ 小説)

10545 修理さま雪は 中村 彰彦／著 新潮社 21 (１０ 小説)

10546 海将伝 中村 彰彦／著 角川書店 21 (１０ 小説)

10547 禁じられた敵討 中村 彰彦／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10548 二つの山河 中村彰彦 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10549 眉山は哭（な）く 中村 彰彦／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10550 感情表現辞典 中村 明／編 東京堂出版 5 (学習室)

10551 狙われた羊 中村 敦夫／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10552
ルアーフィッシング かならず釣れる 楽しくはじめる ブ
ラック 小学館基本攻略シリーズ

中村 篤人／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10553 親子でたのしむ飛行おりがみ３２機 中村 栄志／著 東京書店 19 (８ 美術 芸術)

10554 蘭と狗 中村 勝行／著 講談社 21 (１０ 小説)

10555 生命科学 サイエンスコミック ６
中村 桂子／責任編集 羽絵 かげひこ／シナリ
オ 森 有子／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10556 リサイクルのしくみ 入門ビジュアルエコロジー 中村 三郎／著 日本実業出版社

10557 三時のおやつ ちゃぶ台の味 ２ 中村 成子／著 マガジンハウス 19 (８ 美術 芸術)

10558 日本書紀の世界 中村 修也／編著 思文閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



10559 くまのブルルのピクニック ＰＨＰどうわのポケット 中村 翔子／さく 土田 義晴／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

10560
くまのブルルのバースデイケーキ ＰＨＰどうわのポケッ
ト

中村 翔子／さく 土田 義晴／え ＰＨＰ研究所

10561 家庭で使える薬草１０７種 中村 臣市郎／著 海鳥社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10562 陽のあたる地獄 中村 真一郎／著 中央公論社 21 (１０ 小説)

10563 現代美女双六 中村 真一郎／著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10564 日本古代国家と計画道路 中村 太一／著 吉川弘文館
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10565 海の散歩 Ｗａｌｋ ｉｎ ｂｌｕｅ ｈｅａｖｅｎ 中村 庸夫／写真 荒俣 宏／ほか文 光琳社出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10566 考える食卓 健康は箸でつかもう 中村 丁次／著 ＮＴＴ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10567
フリーランス＆個人事業者のための「保険・年金」こんな
に得するもらい方 決定版 これから脱サラする人にも使え
る！ 基本＆実践ＢＯＯＫ

中村 敏夫／著 かんき出版 17 (６ 総記 社会科学)

10568
５０万円トクをする退職後の保険・年金・税金最新手続き
マニュアル

中村 敏夫／著 グラフ社 17 (６ 総記 社会科学)

10569 ２０代の失敗なんかこわくない 悩みがふっとぶ本 中邨 秀雄／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

10570 ふしぎなナイフ こどものとも傑作集 １０９
中村 牧江／さく 林 健造／さく 福田 隆義／
え

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10571 地球の未来はリサイクルできるの？ 中村 正子／著 柘植書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10572 のんびり山に陽はのぼる 中村 みつを／著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

10573
心に残るちょっといい話 ＮＨＫ「ラジオ深夜便」が贈る
ナイトエッセ

中村 充／著 大和出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10574 憲法と人権 中村 義孝／ほか編著 晃洋書房 17 (６ 総記 社会科学)

10575 女性のからだと心をストレスから守る本 中村 理英子／著 ベストセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10576 ママがエリコでエリコがママで いわさき創作童話 １０ 中村 ルミ子／作 村田 四郎／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10577 原始仏教 その思想と生活 中村 元 日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

10578 よくわかる初心者のためのＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０ 中村巧 ＦＯＭ出版 17 (６ 総記 社会科学)



10579 昭和文学全集 第22巻
中村真一郎、開高健、三浦朱門、井上光晴、北
杜夫

小学館 24 (１３ 全集)

10580 日本文学全集 第８１巻 中村真一郎・福永武彦集 中村真一郎・福永武彦 集英社 24 (１３ 全集)

10581 こころの手足 中村久子 春秋社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10582 水は健康を育む 健康とくすりシリーズ 中室克彦著 上野仁著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10583 「学力」の経済学 中室牧子〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

10584 ネットワークの世界 のろしからマルチメディアまで 仲本 秀四郎／著 読売新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

10585 おむすびころりん ２２ 世界名作ファンタジー 中本力/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

10586 くろくんとふしぎなともだち 絵本・こどものひろば なかや みわ／作・絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10587 そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ／作・絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

10588 どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわさく 学研教育出版  学研マーケティング（発売）61 (２３ 絵本 北)

10589 くれよんのくろくん 絵本・こどものひろば なかやみわさく・え 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10590 はるか戦火を逃れて 中屋敷 郁子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10591 遊びが育てる子どもの心
中山隼雄科学技術文化財団／編 子どもと遊び
研究会／編

ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

10592 感情教育 中山可穂著 講談社 21 (１０ 小説)

10593 日本刺繍を楽しむ 基礎からアドバイス 永山登志子著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10594
５０歳からのリセット整理術 人生の後半戦を思いっきり
楽しむために

中山真由美著 集英社 19 (８ 美術 芸術)

10595 ハドソン河に潮満ちくれば 中山百合子著 里文出版 21 (１０ 小説)

10596
あせらない・あせらせない受験の本 受験を逆手にとって
子どもの能力を伸ばす

中山 治／著 洋泉社 17 (６ 総記 社会科学)

10597 中学生のための「個性（タイプ）別」超勉強法 中山 治／著 洋泉社 17 (６ 総記 社会科学)

10598 昆虫の図鑑 学習百科図鑑 ２ 中山 周平／編 小学館 25 (１４ 児童書)



10599 人はなぜ歴史を偽造するのか 長山 靖生／著 新潮社 16 (５ 宗教 歴史)

10600 ペン習字 ＮＨＫ趣味入門 中山 祐子／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

10601 日本文学全集 ３７ 中山 義秀 芹沢 光治良 新潮社 24 (１３ 全集)

10602 日本文学全集 ５０ 中山義秀・阿部知二 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10603 きいちゃん 長山端 BL出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

10604 日本文学全集 第５７巻 中山義秀集 中山義秀 集英社 24 (１３ 全集)

10605 日本文学全集 ２４ 長與善郎・野上八重子 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10606
楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑 小学館の子ども図鑑プレ
ＮＥＯ

流田 直／監修 小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

10607 きみはいい子 中脇初枝 ポプラ社 21 (１０ 小説)

10608 草すべり その他の短篇 南木佳士著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10609 天地有情 南木佳士著 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10610 神かくし 南木佳士著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10611 冬物語 南木 佳士／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10612 阿弥陀堂だより 南木 佳士／著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10613 ジーンズをはいた女神たち 凪沢了著 アートン 21 (１０ 小説)

10614 おばあちゃんからのありがとう ぴかぴか童話 １３
名木田 恵子／さく 礒 みゆき／え いそ みゆ
き／え

ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10615 むしばぼくじょう どうわがいっぱい ３０ 名木田 恵子／作 古川 タク／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10616 とんちゃんの１／３ ＰＨＰ創作シリーズ 名木田 恵子／作 西山 晶／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

10617 冬のかしの木 世界の名作全集 ２６ ユーリイ・ナギービン／原作 宮川 やすえ／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

10618 和風カラーチャート 南雲治嘉著 グラフィック社 19 (８ 美術 芸術)



10619
悪魔の兵器・地雷 地雷の中に生きるカンボジアの子ども
たち ポプラ社いきいきノンフィクション ２８

名倉 睦生／文 小林 正典／写真 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10620 書の見方 日本の美と心を読む 角川選書 ４１９ 名児耶明著 角川学芸出版 19 (８ 美術 芸術)

10621 体力づくり・集団あそび  中学年名古屋市体育研究会著 名古屋市体育研究会 明治図書刊 17 (６ 総記 社会科学)

10622 マジョモリ 梨木香歩作 早川司寿乃絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

10623 海うそ 梨木香歩著 岩波書店 21 (１０ 小説)

10624 ペンキや 梨木香歩作 出久根育絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10625 裏庭 理論社ライブラリー 梨木 香歩／著 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10626
話はめぐる 聞き手から語り手へ 子どもと大人のためのス
トーリーテリング

ナショナル・ストーリーテリング保存育成協会
編 佐藤凉子訳

リブリオ出版 17 (６ 総記 社会科学)

10627 砂漠 ナショジオワンダーフォトブック ナショナルジオグラフィック編著 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（発売）19 (８ 美術 芸術)

10628 絶景×絶景 ナショジオワンダーフォトブック ナショナルジオグラフィック編著 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（発売）19 (８ 美術 芸術)

10629 誘拐大作戦 コロッケ探偵団ー４ 那須 正幹／作 西村 郁雄／ 画 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10630 おばけのゆびきり おはなしドロップシリーズ 那須 正幹／作 はた こうしろう／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10631 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須 正幹／文 長谷川 義史／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10632 海賊モーガンの子どもたち 那須正幹の絵本 ２ 那須 正幹／作 関屋 敏隆／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10633 ねんどの神さま えほんはともだち ２７ 那須 正幹／作 武田 美穂／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10634 翔太の夏 秘密の山のカブトムシ 旺文社創作児童文学 那須正幹作 スカイエマ絵 旺文社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10635 消えた空き巣犯を追え！ 山手町探偵クラブ 那須正幹作 Ｍｏｏ．念平画 金の星社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10636 衣世梨の魔法帳まいごの幽霊 衣世梨の魔法帳 ２ 那須正幹作 山西ゲンイチ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10637 ズッコケ愛のプレゼント計画 新・こども文学館 ５９
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10638 ズッコケ怪奇館幽霊の正体 新・こども文学館 ５８
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)



10639 のらいぬクロの冒険 那須正幹作 永田萠絵 毎日新聞社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10640
どろぼうトラ吉とどろぼう犬クロ おはなしわくわくシ
リーズ

那須正幹作 南伸坊絵 佼成出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10641 コロッケ探偵団 ７ アイドルをさがせ 那須正幹作 西村郁雄絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10642 ズッコケ魔の異郷伝説 新・こども文学館 ５７
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10643 ズッコケ三人組の地底王国 新・こども文学館 ５６
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10644 ズッコケ情報公開〓ファイル 新・こども文学館 ５５
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10645 ズッコケ人生相談 パート２
那須正幹〔ほか〕回答 前川かずお原画 前川澄
枝キャラクター監修 高橋信也作画

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10646 コロッケ探偵団 ６ 湊先生危機一髪 那須正幹作 西村郁雄絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10647 ズッコケ怪盗Ｘ最後の戦い 新・こども文学館 ５４
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10648 ズッコケ芸能界情報 新・こども文学館 ５３
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10649 ズッコケ人生相談
那須正幹回答 原田大二郎回答 宮崎次郎回答
前川かずお原画 前川澄枝キャラクター監修 高
橋信也作画

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10650 コロッケ探偵団 ５ 怪盗まだら仮面 那須正幹作 西村郁雄絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10651 ズッコケ家出大旅行 新・こども文学館 ５２
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10652 怪盗つむじ風 ＰＨＰ創作シリーズ 那須正幹作 山口みねやす絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

10653 緊急入院！ズッコケ病院大事件 新・こども文学館 ５１
那須正幹作 前川かずお原画 前川澄枝キャラク
ター監修 高橋信也作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10654 コロッケ探偵団 ３ 鷹の巣山の宝もの 那須正幹作 西村郁雄絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10655
ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか Ｆｏｒ ｂｏ
ｙｓ ａｎｄ ｇｉｒｌｓ ５

那須 正幹／作 はた こうしろう／絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

10656
ズッコケ怪盗Ｘの再挑戦（リターンマッチ） 新・こども
文学館 ４８

那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10657 絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須 正幹／文 西村 繁男／絵 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10658 ズッコケ三人組の神様体験 新・こども文学館 ４３
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)



10659 ふたりは友だち死んでも友だち ポプラ怪談倶楽部 １ 那須 正幹／作 前嶋 昭人／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10660 ズッコケ三人組と死神人形 新・こども文学館 ４４
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10661 ズッコケ愛の動物記 新・こども文学館 ４２
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10662 ズッコケ発明狂時代 新・こども文学館 ４１
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10663 なみだちゃんばんざい どうわがいっぱい １３ 那須 正幹／作 伊東 美貴／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10664 あやうし！とうがらし探偵団 那須 正幹／作 なかはら かぜ／絵 小学館
31 (２０ 読み物 高学
年)

10665 さぎ師たちの空 心にのこる文学 ８ 那須 正幹／作 関屋 敏隆／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10666 あやうしズッコケ探険隊 こども文学館 ２０ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10667 うわさのズッコケ株式会社 こども文学館 ６６ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10668 大当たりズッコケ占い百科 新・こども文学館 １５ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10669 驚異のズッコケ大時震 新・こども文学館 ６ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10670 こちらズッコケ探偵事務所 こども文学館 ４０ 那須 正幹／作 前川かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10671 参上！ズッコケ忍者軍団 新・こども文学館 ３７
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10672 ズッコケ宇宙大旅行 こども文学館 ５８ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10673 ズッコケ恐怖体験 こども文学館 ７０ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10674 ズッコケ結婚相談所 こども文学館 ７５ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10675 ズッコケ山岳救助隊 新・こども文学館 １８ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10676 ズッコケ山賊修業中 こども文学館 ５０ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10677 ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 新・こども文学館 ３２
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10678 ズッコケ三人組と学校の怪談 新・こども文学館 ３９
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)



10679 ズッコケ三人組の推理教室 新・こども文学館 １０ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10680 ズッコケ三人組の大運動会 新・こども文学館 ３６
那須 正幹／作 前川 かずお／原画 高橋 信也
／作画

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10681 ズッコケ心霊学入門 こども文学館 ２３ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10682 ズッコケ時間漂流記 こども文学館 ２８ 那須 正幹／作 前川かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10683 ズッコケＴＶ本番中 新・こども文学館 ２０ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10684 ズッコケ文化祭事件 新・こども文学館 ２ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10685 ズッコケ〓大作戦 こども文学館 １３ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10686 ズッコケ妖怪大図鑑 新・こども文学館 ２４ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10687 とびだせズッコケ事件記者 こども文学館 ３４ 那須 正幹／作 前川かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10688 花のズッコケ児童会長 こども文学館 ５５ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10689 ぼくらはズッコケ探偵団 こども文学館 ８ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10690 夢のズッコケ修学旅行 新・こども文学館 ２６ 那須 正幹／作 前川 かずお／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10691 お江戸の百太郎秋祭なぞの富くじ 新創作児童文学 ４ 那須 正幹／作 長野 ヒデ子／画 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10692 お江戸の百太郎乙松、宙に舞う 創作児童文学館 ５ 那須 正幹／作 長野 ヒデ子／画 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10693 きつねの花火 おはなし名作絵本１２ 那須田 稔／文 久米 宏一／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10694 すいようびくんのげんきだま 講談社の創作絵本 那須田淳文 エリック・バトゥー絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

10695 天馬のように走れ 書聖・川村驥山物語 那須田稔著 ひくまの出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10696 忍者サノスケじいさん・モンゴルへいく なすだみのる作 あべはじめ絵 ひくまの出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

10697 ハローによろしく 若葉塾物語 青春と文学 １ 那須田 淳／著 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10698
忍者サノスケじいさん病院へいく 忍者サノスケじいさん
４ ひくまの出版幼年どうわ みどりのもりシリ ーズ ２６

那須田 稔／作 阿部 肇／絵 なすだ みのる／
作

ひくまの出版
30 (１９ 読み物 中学
年)



10699 ズッコケ財宝調査隊 那須正幹 前川かずお/絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10700 イスラムの言葉 コレクション〈知慧の手帖〉 ５ ナセル・ケミール／編 いとう せいこう／訳 紀伊国屋書店 16 (５ 宗教 歴史)

10701 猫と海賊 なだ いなだ／著 小幡 堅／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10702 北朝鮮飢餓の真実 なぜこの世に地獄が現れたのか？
アンドリュー・Ｓ．ナチオス著 古森義久監訳
坂田和則訳

扶桑社 19 (８ 美術 芸術)

10703
ハイキングで楽しむ高原の花 山歩きハンドブック 講談社
カルチャーブックス ５２

夏梅 陸夫／写真 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10704
身近で撮れる美しい風景写真の撮り方 ３５ミリ一眼レフ
を使いこなす 講談社カルチャーブックス １０６

夏梅 陸夫／写真・文 講談社 19 (８ 美術 芸術)

10705
比べてわかる花の写真の撮り方 ビジュアル園芸ブックス
４

夏梅 陸夫／著 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

10706
クリエイティブな花の写真の撮り方 上級編 ビジュアル園
芸ブックス １１

夏梅 陸夫／著 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

10707 神様のカルテ 夏川 草介／著 小学館 22 (１１ 小説)

10708 神様のカルテ ２ 夏川 草介／著 小学館 22 (１１ 小説)

10709 神様のカルテ ０ 夏川草介著 小学館 22 (１１ 小説)

10710 神様のカルテ ３ 夏川草介著 小学館 22 (１１ 小説)

10711 四文字の殺意 夏樹静子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10712 検事霞夕子風極の岬 夏樹静子著 新潮社 21 (１０ 小説)

10713 モラルの罠 夏樹静子著 文芸春秋 21 (１０ 小説)

10714 検事霞夕子夜更けの祝電 夏樹静子著 新潮社 21 (１０ 小説)

10715 βの悲劇 夏樹 静子／著 五十嵐 均／著 角川書店 21 (１０ 小説)

10716 クロイツェル・ソナタ 夏樹 静子／著 講談社 21 (１０ 小説)

10717 妻たちの変身 夏樹 静子 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10718 死なれては困る 夏樹静子 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



10719 湖・毒・夢 夏樹静子 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10720 死刑台のロープウェ 文春文庫 夏樹 静子 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10721 ひとすじの闇に 集英社文庫 夏樹 静子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10722 懇切な遺書 集英社 夏樹静子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10723 Ｃの悲劇 カッパ・ノベルス 夏樹静子 光文社 20 (９ 小説)

10724 独り旅の記憶 カッパ・ノベルス 夏樹静子 光文社 20 (９ 小説)

10725 虚構の死刑台 小説・幸徳秋水 夏堀 正元／著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

10726 夏目漱石 １８６７－１９１６ ちくま日本文学  ０２９ 夏目漱石著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10727 日本文学全集 ５ 夏目 漱石 新潮社 24 (１３ 全集)

10728 日本文学全集 ６ 夏目 漱石 新潮社 24 (１３ 全集)

10729 日本文学全集 １３ 夏目漱石 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10730 日本文学全集 １４ 夏目漱石 筑摩書房 24 (１３ 全集)

10731 日本文学全集 第１５巻 夏目漱石一集 夏目漱石 集英社 24 (１３ 全集)

10732 日本文学全集 第１６巻 夏目漱石二集 夏目漱石 集英社 24 (１３ 全集)

10733 こころ 旺文社文庫 夏目 漱石 旺文社文庫
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10734 少年少女日本文学館２７ 吾輩は猫である上 夏目漱石 講談社 25 (１４ 児童書)

10735 少年少女日本文学館２ 坊ちゃん 夏目漱石 講談社 25 (１４ 児童書)

10736 少年少女日本文学館２８ 吾輩は猫である下 夏目漱石 講談社 25 (１４ 児童書)

10737 漱石の孫 夏目房之介 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10738 しっかりだっこ なとり ちづ／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)



10739 線形計算 すうがくぶっくす １２ 名取 亮／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10740 おへそに きいてごらん からだのえほん ３ 七尾 純／さく 長谷川 知子／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

10741 からだに もしもし からだのえほん ４ 七尾 純／さく 福田 岩緒／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

10742 すっきり うんち からだのえほん ２ 七尾 純／さく 守矢 るり／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

10743 むしばくん だいすき？ からだのえほん １ 七尾 純／さく 今井 弓子／え あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

10744
うま うし うさぎ あかね幼年カラー図鑑 ８ みぢかな動
物

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10745
かえる ざりがに あかね幼年カラー図鑑 ４ 水そうで飼う
生 きもの

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10746
かぶとむし くわがたむし せみ なくむし あかね幼年カ
ラー図鑑 ２ 林や草原の昆虫

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10747
たんぽぽ れんげそう さがそう あそぼう あかね幼年カ
ラー図鑑 １１

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10748
ちゅーりっぷ ひまわり うえよう そだてよう あかね幼年
カラー図鑑 ９

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10749
ちょう あり はち 花にくる昆虫 あかね幼年カラー図鑑
１

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10750
手にことばをのせて ある手話劇団の記録 あかねノンフィ
クション ６

七尾 純／著 斉藤 晴臣／写真 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10751
とんぼ げんごろう あかね幼年カラー図鑑 ３ 池や川原の
昆虫

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10752
どうぶつ これなあに あかね幼年カラー図鑑 ５ 動物のか
らだ

七尾 純／構成 文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10753
どうぶつ すくすく あかね幼年カラー図鑑 ６ 動物のくら
し

七尾 純／構成 文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10754
どんぐり さくら ひろおう あそぼう あかね幼年カラー図
鑑 １０

七尾 純／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10755
りんご とまと くだもの やさい あかね幼年カラー図鑑
１２

七尾 純／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10756 いぬ ねこ あかね幼年カラー図鑑 ７ みぢかな動物 七尾 純／構成・文 あかね書房

10757 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント
アンジェラ・ナネッティ作 アンナ・バルブッ
ソ絵 エレナ・バルブッソ絵 長野徹訳

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10758
フルーツカタログ 食材を楽しむカッティング＆クッキン
グ 本

ナヴィインターナショナル／編著 大泉書店 19 (８ 美術 芸術)



10759 イリーナとふしぎな木馬
マグダレン・ナブ／さく 立石 めぐみ／やく
酒井 信義／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

10760 突然死あなたは大丈夫？ 南淵明宏著 日本経済新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10761 まほうよとけろみのるくん あつまれ１年生 ７
なべしま すみえ／作 ふりや かよこ／絵 鍋島
寿美枝／作

岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10762 標準原色図鑑全集 貝 ３ 波部忠重/理学博士 他 保育社 5 (学習室)

10763 いのち イスラム世界のなかで 並河 万里／著 リベロ 13 (２ 県一般書)

10764 血液サラサラおいしいレシピ１０９ 別冊主婦と生活 並木和子監修 検見崎聡美料理 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10765
ＦＢＩ超能力捜査官マクモニーグルと「遠隔透視」部隊の
真実 リモート・ビューイングのすべて

並木伸一郎著 宇佐和通著 学研 17 (６ 総記 社会科学)

10766 すぐわかる日本の伝統文様 名品で楽しむ文様の文化 並木誠士監修 東京美術 19 (８ 美術 芸術)

10767 日本美術史 並木 誠士／編集 森 理恵／編集 昭和堂 5 (学習室)

10768 現代文芸(2007)-国立国会図書館文化財保存記念版 第３版 波部智喜/著作兼発行人 現代文芸図書 7 (大型本)

10769 ころころとんとん あかちゃんといっしょ０・１・２  ２ ナムーラミチヨ作 フレーベル館

10770
だっだぁー 赤ちゃんのことばあそび 主婦の友はじめて
ブックシリーズ

ナムーラミチヨ 主婦の友社 62 (２４ 絵本 西)

10771 英語でわかるフランス語 初級から中級へ 滑川 明彦／共著 前川 泰子／共著 第三書房 19 (８ 美術 芸術)

10772
寿命力がわかる本 チェックシート＆チャートであなたの
病気が判断できる 別冊家庭画報

奈良信雄監修 世界文化社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10773 ならボランティアガイドブック 奈良県 奈良県生活環境部県民生活課 13 (２ 県一般書)

10774 二十世紀のアルバム なら今昔 奈良県 奈良県広報広聴課 12 (１ 郷土資料)

10775 奈良百遊山 健康づくり５０選 奈良県 奈良県 13 (２ 県一般書)

10776
２００６ 大切にしたい奈良県の野生動植物 奈良県版レッ
ドデータブック 脊椎動物編 哺乳類・鳥類・爬虫類・両生
類・魚類

奈良県 奈良県農林部森林保全課 12 (１ 郷土資料)

10777
２００８ 大切にしたい奈良県の野生動植物 奈良県版レッ
ドデ－タブック 植物・昆虫類編 維管束植物、植物群落、
昆虫類

奈良県 奈良県農林部森林保全課 12 (１ 郷土資料)

10778
ＮＡＲＡＳＩＡ 日本と東アジアの潮流 平城遷都１３００
年 記念出版

奈良県 奈良県 13 (２ 県一般書)



10779 奈良県史 ８ 奈良県／編集 奈良県史編集委員会／編集 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10780 奈良県史 ６ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10781 奈良県史 ７ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10782 奈良県史 １２ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10783 奈良県史 １３ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10784 奈良県史 １５ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10785 奈良県史 １６ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10786 奈良県史 １７ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10787 奈良県史 ９ 奈良県／編集 奈良県史編集委員会／編集 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10788 奈良県史 ２ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10789 奈良県史 ３ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10790 奈良県史 ４ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10791 奈良県史 ５ 奈良県 奈良県史編集委員会 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10792 奈良県史 １ 奈良県／編集 奈良県史編集委員会／編集 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10793 奈良県史 １０ 奈良県／編集 奈良県史編集委員会／編集 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10794 奈良県史 １４ 奈良県／編集 奈良県史編集委員会／編集 名著出版 12 (１ 郷土資料)

10795 古代を創った人びと 行基 奈良県 地域振興部 文化資源活用課 株式会社アイプリコム 13 (２ 県一般書)

10796
平城遷都１３００年記念 平城京レポ－ト 日本と東アジア
の未来を考える委員会

奈良県／制作 奈良県 12 (１ 郷土資料)

10797 出会いのラブ・ストーリー 奈良県こども家庭課 ぜんにち出版 13 (２ 県一般書)

10798 奈良県のすがた2015 奈良県総務部知事公室統計課 吉岡印刷株式会社 13 (２ 県一般書)



10799 奈良県のすがた2014 奈良県総務部知事公室統計課 13 (２ 県一般書)

10800 １００の指標からみた奈良県勢（平成２３年版） 奈良県総務部知事公室統計課 奈良県 13 (２ 県一般書)

10801 古代を創った人びと 藤原不比等 奈良県 地域振興部 文化資源活用課 株式会社アイプリコム 13 (２ 県一般書)

10802 平城京  その歴史と文化 （株）小学館 奈良県平城遷都１３００年記念2010年委員会 柳町敬直 13 (２ 県一般書)

10803 大和の祭りと芸能 奈良県無形民族文化財ガイドブック 総合地域活性化事業実行委員会 12 (１ 郷土資料)

10804 大和の考古学100年 奈良県立橿原考古学研究所/編集 財団法人 由良大和古代文化研究所 13 (２ 県一般書)

10805 葛城の古墳と古代寺院 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 12 (１ 郷土資料)

10806 三世紀の九州と近畿 特別展図録 奈良明新社 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 奈良明新社 12 (１ 郷土資料)

10807 万葉文庫 万葉 第３１号 奈良県立橿原図書館 県立橿原図書館 17 (６ 総記 社会科学)

10808 奈良県立図書情報館十周年記念誌 奈良県立図書情報館 奈良新聞印刷株式会社 17 (６ 総記 社会科学)

10809 読み歩き奈良の本 奈良県立図書情報館 株式会社１４０Ｂ 13 (２ 県一般書)

10810 平成万葉・千人一首 奈良県立万葉文化館 株）奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

10811 「万葉日本画の世界」 奈良県立万葉文化館所蔵品図録 奈良県立万葉文化館 奈良県 12 (１ 郷土資料)

10812 奈良県の歴史散歩（下） 奈良県歴史学会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

10813 奈良県の歴史散歩（上） 奈良県歴史学会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

10814 わたくしたちの奈良県 奈良県歴史教育者協議会  奥西 一夫 奈良新聞社 12 (１ 郷土資料)

10815 日本仏教美術の源流 奈良国立博物館 奈良国立博物館 19 (８ 美術 芸術)

10816 正倉院展 第五十三回 奈良国立博物館 奈良国立博物館 12 (１ 郷土資料)

10817
鏡を作る｡ 飛鳥資料館図録第３４冊 海獣葡萄鏡を中心と
して

奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館 12 (１ 郷土資料)

10818 ＵＴＡＭＡＫＵＲＡ 映像・翻訳・万葉集 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館 12 (１ 郷土資料)



10819 陶芸（１） 原色日本の美術２２ 楢崎 彰一 小学館 7 (大型本)

10820 奈良県の動物 母と子のための 奈良新聞社編 奈良新聞社編 12 (１ 郷土資料)

10821 花ひらく ならの女性生活史 ならの女性生活史編さん委員会 奈良県（奈良県女性センター） 12 (１ 郷土資料)

10822 花ひらく ならの女性生活史 ならの女性生活史編さん委員会／編著 奈良県（奈良県女性センタ－） 5 (学習室)

10823 奈良の歴史ものがたり 奈良の歴史物語編集委員会 日本標準 12 (１ 郷土資料)

10824 キトラ古墳天文図星座写真資料 奈良文化財研究所 岡村印刷工業株式会社 12 (１ 郷土資料)

10825
奈良文化財研究所創立50周年記念 飛鳥・藤原京展 奈良文
化財研究所創立５０周年記念

奈良文化財研究所 朝日新聞 13 (２ 県一般書)

10826
飛鳥・藤原京展  奈良文化財研究所創立50周年記念 奈良
文化財研究所

奈良文化財研究所 朝日新聞社事業本部大阪企
画事業部

朝日新聞社 5 (学習室)

10827 新わたしの大和路 奈良リビング部 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

10828 風水鑑定 ２ 丑の巻 成合弘著 ワニブックス

10829 はらぺこなしろくまくん 絵本の時間 ２８ 成田 雅子／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10830 いちょうやしきの三郎猫 成田 雅子／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

10831 夢への前進 成田真由美著 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10832 家庭でできる薬膳料理 身近な材料で健康づくり！ 成田 和子／著 日本文芸社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10833 三びきのこぶた ２ 世界名作ファンタジー 成田マキホ/画家 平田昭吾/筆者 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

10834
親と子のすぐできるパソコン入門 １日１時間！ 7日でわ
かるパソコンの使い方

成美堂出版編集部 成美堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

10835
かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおは
なし １２

なりゆきわかこ作 垂石真子絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10836 重さで動く 落ちる・転がる・バランス・フリコ
成井 俊美／著 成井 俊美／イラスト キョウ
コ・チャプモン／イラスト

草土文化
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10837 月のない夜 鳴海章著 徳間書店 22 (１１ 小説)

10838 痩蛙 鳴海章著 角川書店 22 (１１ 小説)



10839 棘 鳴海章著 徳間書店 22 (１１ 小説)

10840 俺は鰯 鳴海 章／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10841 航空事故調査官 鳴海 章／著 集英社 22 (１１ 小説)

10842 五十年目の零戦 鳴海 章／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

10843 デッド・シックス 鳴海 章／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10844 パジャ
成宮 真純／作 橋本 淳子／絵 なるみや ます
み／さく

ひくまの出版 61 (２３ 絵本 北)

10845
ふうみん池にワニがでた なるみやますみ童話コレクショ
ン

成宮 真純／さく 熊谷 厚子／え なるみや ま
すみ／さく

ひくまの出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

10846 長篠・設楽原合戦の真実 甲斐武田軍団はなぜ壊滅したか 名和 弓雄／著 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

10847 雪の上の七つの太陽 岩波少年文庫復刻版 テルディー・ナン／作 石川 湧／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

10848 鬼仙 南条竹則著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

10849 寿宴 南条竹則著 講談社 22 (１１ 小説)

10850 一十郎とお蘭さま 南条範夫著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

10851 遊仙譜 南条 竹則／著 新潮社 22 (１１ 小説)

10852 満漢全席 中華料理小説 南条 竹則／著 集英社 22 (１１ 小説)

10853 飛騨国「屈み岩」秘譚 南条 範夫／著 講談社 22 (１１ 小説)

10854 旋風時代 大隈重信と伊藤博文 南条 範夫／著 講談社 22 (１１ 小説)

10855 出雲の鷹 下 文春文庫 南條 範夫 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10856 出雲の鷹 上 文春文庫 南條 範夫 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10857 複素関数 三幕劇 すうがくぶっくす １０ 難波 誠／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10858 御三家の黄金 新装愛蔵版 南原 幹雄／著 新人物往来社 22 (１１ 小説)



10859 徳川四天王 上 南原幹雄著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

10860 徳川四天王 下 南原幹雄著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

10861 おんな用心棒異人斬り 南原幹雄著 徳間書店 22 (１１ 小説)

10862 名将大谷刑部 南原 幹雄／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10863 銭五の海 上巻 南原 幹雄／著 新潮社 22 (１１ 小説)

10864 銭五の海 下巻 南原 幹雄／著 新潮社 22 (１１ 小説)

10865 徳川御三卿 上 南原 幹雄／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10866 徳川御三卿 下 南原 幹雄／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10867 ケンケンとムンムン 福音館創作童話シリーズ なんぶかずやぶん たしませいぞうえ 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

10868 ネコのタクシーアフリカへ行く 福音館創作童話シリーズ 南部和也さく さとうあやえ 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

10869 均等分布と１あたり 国土社の算数えほん《均等分布》 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10870 分数かける・わる 国土社の算数えほん《分数》 ３ 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10871 分数たす・ひく 国土社の算数えほん《分数》 ２ 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10872 分数ってなんだ！ 国土社の算数えほん《分数》 １ 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10873 割合をとく 国土社の算数えほん《割合》 ２ 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10874 割合っておもしろい 国土社の算数えほん《割合》 １ 新居 信正／著 荒井 公毅／著 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10875 新潟県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 新潟県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

10876 凧をつくる シリーズ親と子でつくる ２ 新坂 和男／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

10877 日本の名峰１５ 八ガ岳連峰と蓼科山 新妻 喜永 山と渓谷社 7 (大型本)

10878 宇宙から見た日本 地球観測衛星の魅力 新井田秀一著 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



10879 この人を見よ 新潮文庫 ニーチェ 阿部 六郎  訳 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

10880 超訳ニーチェの言葉 〔１〕 フリードリヒ・ニーチェ〔著〕 白取春彦編訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 17 (６ 総記 社会科学)

10881 超訳ニーチェの言葉 ２ フリードリヒ・ニーチェ〔著〕 白取春彦編訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 17 (６ 総記 社会科学)

10882 日本の名峰１２ 浅間・上毛三山・西上州 新妻 喜永 山と渓谷社 7 (大型本)

10883 日本の名峰１８ 中央アルプスと御岳 新妻 喜永 山と渓谷社 7 (大型本)

10884 狐 日本の童話名作選 新美 南吉／作 長野 ヒデ子／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

10885 おはなし名作絵本 4 てぶくろをかいに   5歳～8歳向 新美南吉 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10886 ごんぎつね 名作絵本ライブラリー 新美 南吉／作 岩本 康之亮／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

10887 ごんぎつね 新美 南吉／作 かすや 昌宏／絵 あすなろ書房 61 (２３ 絵本 北)

10888 でんでんむしのかなしみ 新美南吉作 かみやしん絵 大日本図書 62 (２４ 絵本 西)

10889 ごんぎつね 日本児童文学名作選５ 新美 南吉著 赤羽 末吉画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

10890 てぶくろを買いに 新版 子ども図書館 新美 南吉／作 高野 玲子／画 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

10891 少年少女日本文学館１５ ごんぎつね・夕鶴 新美南吉  木下順二 講談社 25 (１４ 児童書)

10892 悪魔のラビリンス 講談社ノベルス 二階堂黎人著 講談社 20 (９ 小説)

10893 奇跡島の不思議 二階堂 黎人／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10894 身に覚えのあるナニワ恋愛塾 仁川 高丸／著 青春出版社 22 (１１ 小説)

10895 Ｆ式・夏 仁川 高丸／著 集英社 22 (１１ 小説)

10896 黄泉坂案内人 仁木英之著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）22 (１１ 小説)

10897
とことん煮込み術 Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｈｏｍｅ ｍａｄｅ
遊び尽くし

煮込み探偵団／編 創森社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10898 動物バス かたつむり文庫 ジンバブエ
Ｈ・ニコル／文 バーバラ・マクガイア／絵 柳
生 圭／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)



10899 おつきさま あそびましょ 学研ワールド絵本１２ ニコレッタ・コスタ／作・絵 竹下文子／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

10900 サラバ！ 上 西加奈子著 小学館 09 (新刊書)

10901 サラバ！ 下 西加奈子著 小学館

10902 きいろいゾウ 西加奈子著 小学館 22 (１１ 小説)

10903

はじめてのＷｏｒｄ ２００７ 基本編 Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖ
ｉｓｔａ版 ｔｈｅ ２００７ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆ
ｉｃｅ ｓｙｓｔｅｍ ＢＡＳＩＣ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＲＩ
ＥＳ ２５２

西真由著 秀和システム 17 (６ 総記 社会科学)

10904
がん術後の人の食事 食道・胃・腸・肝・胆・膵などのが
ん 新健康になるシリーズ ２

西 満正／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10905 ゆきゆきどんどん 絵本の時間 ２２ 西内 ミナミ／作 和歌山 静子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10906 くんくんくんくん えほんはともだち ４８
西内 ミナミ／作 和歌山 静子／絵 西内 ミナ
ミ／作

ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

10907
おっかなどうぶつえんのちず かがくのとも傑作集 わくわ
くにんげん

西内 久典／ぶん なかの ひろたか／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10908 ぐるんぱのようちえん こどものとも傑作集 ３２ 西内 みなみ／さく 堀内 誠一／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10909 夏色の軌跡 西浦 一輝／著 角川書店 22 (１１ 小説)

10910 猫物語 黒 講談社ＢＯＸ 西尾 維新／著 講談社 22 (１１ 小説)

10911 子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫訳・再話 茨木啓子再話 こぐま社 25 (１４ 児童書)

10912 人生の価値について 新潮選書 西尾 幹二／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10913 砂糖屋さんが書いた砂糖の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 西尾 弘二／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10914 痛風の人の食事 高尿酸血症 新健康になるシリーズ １７ 西岡 久寿樹／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10915 木のいのち木のこころ 天 草思社 西岡 恒一 加瀬昌男 13 (２ 県一般書)

10916 家族注意報！ 西荻 弓絵／原作 浅野 美和子／ノベライズ 徳間書店 20 (９ 小説)

10917 グッドモーニング 西荻 弓絵／脚本 田村 章／ノベライズ フジテレビ出版 21 (１０ 小説)

10918 雅語・歌語五七語辞典 西方 草志 三省堂 19 (８ 美術 芸術)



10919 やさしく学べる三味線教本 やさしく学べる和楽器教本 １ 西潟昭子著 現代邦楽研究所編 森重行敏監修 汐文社 19 (８ 美術 芸術)

10920
釣魚料理図鑑 ２ もっと食べたい！追求編 釣り人のため
の遊遊さかなシリーズ

西潟正人著 エンターブレイン  角川グループパブリッシング（発売）19 (８ 美術 芸術)

10921
釣魚料理図鑑 我が家でさばこう！うまい魚１０１ 釣り人
のための遊遊さかなシリーズ

西潟正人著 エンターブレイン 19 (８ 美術 芸術)

10922 碧巌録提唱 （付録アリ） 中巻 西片 擔雪 岡本（株） 明日香塾 16 (５ 宗教 歴史)

10923 碧巌録提唱 （付録アリ） 上巻 西片 擔雪 岡本（株） 明日香塾 16 (５ 宗教 歴史)

10924 碧巌録提唱 （付録アリ） 下巻 西片 擔雪 岡本（株）明日香塾 16 (５ 宗教 歴史)

10925
「物づくり」に見る日本人の歴史 １ 日本人は木で何をつ
くってきたか

西ケ谷恭弘監修 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10926 新・日本名城１００選 新１００選シリーズ 西ケ谷 恭弘／編著 秋田書店 13 (２ 県一般書)

10927 城郭 日本史小百科 西ケ谷 恭弘／著 東京堂出版 13 (２ 県一般書)

10928 しろくまのペーター にしかわ おさむ／文・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

10929 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
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

10930 日本の災害 西川  泰 奈良日日新聞社 7 (大型本)

10931 ヘレンのもう、いや！ 多重介護奮戦録 西川ヘレン著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10932 ザ・ラストバンカー 西川善文回顧録 西川善文著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10933 ニホンザル 科学のアルバム ８ 西川 治／著・撮影 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

10934
野球少年物語 ひくまの出版創作童話 はばたきシリーズ
９

西川 夏代／作 岡本 順／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

10935 地域環境から地球環境へ 西川 治光／ほか共著 岐阜新聞社出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

10936 日本語、その再審請求 すとれいしいぷを追って 西川 幹生／著 社会評論社 19 (８ 美術 芸術)

10937 江戸時代図誌 第17巻 畿内 一 西川幸治・木村至宏/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

10938 大和の古寺/新薬師寺・白毫寺・円成寺・大安寺 ４ 西川新次/ほか３名 岩波書店 12 (１ 郷土資料)



10939 養安先生、呼ばれ！ 西木正明著 恒文社２１ 22 (１１ 小説)

10940 氷海の幻日 西木 正明／著 講談社 22 (１１ 小説)

10941 梟の朝 西木 正明／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

10942 大和のことば誌 国語国文学研究叢書  ３９ 西崎 亨 桜楓社 13 (２ 県一般書)

10943 黒の貴婦人 西沢保彦著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

10944 異邦人 ｆｕｓｉｏｎ 西沢保彦著 集英社 22 (１１ 小説)

10945 夏の夜会 カッパ・ノベルス 西沢保彦著 光文社 20 (９ 小説)

10946 日本郷土玩具事典 西沢 笛畝／著 岩崎美術社 19 (８ 美術 芸術)

10947 朝焼けの輪舞（ロンド） 西沢 裕子／著 講談社 22 (１１ 小説)

10948 源氏物語を知る事典 西沢 正史／編 東京堂出版 19 (８ 美術 芸術)

10949 日本の名峰２０ 立山・剣・薬師 西田 高生 山と渓谷社 7 (大型本)

10950 修羅の棲む家 西舘 好子／著 はまの出版 22 (１１ 小説)

10951 食べ物と自然の秘密 自然とともに 西谷大著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

10952 いのち煌いて 仁科 明子／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10953
海を歩く 海人オジィとシンカの海 シリーズ自然いのちひ
と

西野嘉憲 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

10954 マネーの常識１００ 知らない、苦手ではすまされない！ 西野武彦著 ＰＨＰエディターズ・グループ 17 (６ 総記 社会科学)

10955
グラタンコロッケ大へんしん ケイコさんのへんしん料理
どうわレストラン ７

西野 陽子／作 青山 みるく／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

10956 ポンタ先生とドクター・コーン おもしろ童話館 ７ 西野 陽子／作 長谷川淳／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10957 ポンタ先生とヒポポナース おもしろ童話館 １２ 西野 陽子／作 長谷川 淳／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

10958
経済用語に強くなる本 日本と世界の現代が見えてくる
キーワード集 ＰＨＰビジネス選書

西野 武彦／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)



10959 能・狂言・風姿花伝 新潮古典文学アルバム １５ 西野 春雄／編集・執筆 竹西 寛子／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

10960
薬害エイズを生きる 帝京大病院血友病患者島田照国の記
録

西野 留美子／著 西野 瑠美子／著 明石書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

10961 サンタクロースのくるひ 日本傑作絵本シリーズ 西巻 茅子／さく・え 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

10962 こんにちはさようなら にしまきかやこあかちゃんの本 西巻 茅子／作 にしまき かやこ／作 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

10963 はけたよ はけたよ にしまきかよこ/え かんざわとしこ/ぶん 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

10964 机上登山 西丸 震哉／著 博品社 13 (２ 県一般書)

10965 西丸震哉の日本百山 西丸 震哉／著 実業之日本社 13 (２ 県一般書)

10966 さよなら、ピー太 西村 文/作 佐々 玲子/絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

10967 はるにうまれるこども 西村 香英／作 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

10968 十津川警部の怒り カッパ・ノベルス 西村 京太郎／著 光文社 20 (９ 小説)

10969 十津川警部の試練 カッパ・ノベルズ 西村 京太郎 光文社 20 (９ 小説)

10970
金沢歴史の殺人 ５ 十津川警部シリーズ Ｆｕｔａｂａ ｎ
ｏｖｅｌｓ

西村 京太郎／著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

10971
愛と復讐の桃源郷 ４ 十津川警部シリ-ズ Ｆｕｔａｂａ
ｎｏｖｅｌｓ

西村 京太郎／著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

10972 苦役列車 西村 賢太／著 新潮社 22 (１１ 小説)

10973 にちよういち 童心社の絵本 西村繁男 童心社 62 (２４ 絵本 西)

10974 はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま 童心社の絵本 西村 繁男／画 神戸 光男／構成・文 童心社 61 (２３ 絵本 北)

10975 おふろやさん こどものとも傑作集 ６６ 西村 繁男／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

10976 ぽれぽれ 西村 まり子／作 はやし まり／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

10977 くまさんのえ、ください げんきわくわくえほん １８ 西村 祐見子／作 土田 義晴／絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

10978 気がつけば俳句 西村和子著 角川学芸出版  角川グループパブリッシング（発売）19 (８ 美術 芸術)



10979
仕事がどんどん楽しくなる「超★仕事力」入門 Ｂ＆Ｔ
ブックス

西村克己著 日刊工業新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

10980 記憶 双葉文庫  に－０１－６９  十津川警部 西村京太郎著 双葉社

10981 遠野伝説殺人事件 西村京太郎著 文芸春秋 33 (２２ 文庫本)

10982 十津川警部「故郷」 ノン・ノベル 西村京太郎著 祥伝社 33 (２２ 文庫本)

10983 男鹿・角館殺しのスパン Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 徳間書店 33 (２２ 文庫本)

10984 誘拐の季節 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

10985 東北新幹線「はやて」殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎著 光文社 20 (９ 小説)

10986 出雲神々の殺人 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 双葉社 20 (９ 小説)

10987 鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村京太郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

10988 東京湾アクアライン十五・一キロの罠 西村京太郎著 新潮社 33 (２２ 文庫本)

10989 十津川警部「目撃」 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 有楽出版社 33 (２２ 文庫本)

10990
十津川警部の青春 旅情ミステリー集 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏ
ｖｅｌｓ

西村京太郎著 徳間書店 20 (９ 小説)

10991 十津川警部「荒城の月」殺人事件 講談社ノベルス 西村京太郎著 講談社 20 (９ 小説)

10992
ＪＲ周遊殺人事件 傑作トラベルミステリー １ ２ ｐｏｃ
ｋｅｔ ｎｏｖｅｌｓ

西村京太郎著 向陽舎 20 (９ 小説)

10993 十津川警部「家族」 ノン・ノベル 西村京太郎著 祥伝社 33 (２２ 文庫本)

10994 熱海・湯河原殺人事件 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 中央公論新社 20 (９ 小説)

10995
仙台・青葉の殺意 十津川警部 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌ
ｓ

西村京太郎著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

10996 十津川警部「ダブル誘拐」 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)

10997 松山・道後十七文字の殺人 西村京太郎著 新潮社 20 (９ 小説)

10998 愛と殺意の津軽三味線 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 中央公論新社 33 (２２ 文庫本)



10999
十津川警部「標的（ザ・ターゲット）」 カドカワ・エン
タテインメント

西村京太郎著 角川書店 20 (９ 小説)

11000
十七年の空白 珠玉トラベルミステリー Ｊｏｙ ｎｏｖｅ
ｌｓ

西村京太郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)

11001 裏切りの特急サンダーバード 西村京太郎著 新潮社 33 (２２ 文庫本)

11002 焦げた密室 Ｇｅｎｔｏｓｈａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 幻冬舎 20 (９ 小説)

11003 十津川警部「狂気」 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 中央公論新社 20 (９ 小説)

11004 十津川警部帰郷・会津若松 講談社ノベルス 西村京太郎著 講談社 20 (９ 小説)

11005 十津川警部「射殺」 カドカワ・エンタテインメント 西村京太郎著 角川書店 20 (９ 小説)

11006 東京発ひかり１４７号 ノン・ノベル 西村京太郎著 祥伝社 20 (９ 小説)

11007 十津川警部「ある女への挽歌」 西村京太郎著 小学館 20 (９ 小説)

11008 しまなみ海道追跡ルート Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 徳間書店 20 (９ 小説)

11009 空白の時刻表 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 徳間書店 20 (９ 小説)

11010 竹久夢二殺人の記 講談社ノベルス 西村京太郎著 講談社 20 (９ 小説)

11011 祭りの果て、郡上八幡 西村京太郎著 文芸春秋 20 (９ 小説)

11012 華やかな殺意 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎著 徳間書店 33 (２２ 文庫本)

11013 殺意の青函トンネル ノン・ノベル 西村京太郎著 祥伝社 20 (９ 小説)

11014 女流作家 西村京太郎著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

11015 文学にみる日本女性の歴史 西村汎子〔ほか〕編 吉川弘文館 17 (６ 総記 社会科学)

11016 経済学のすすめ ２１世紀学問のすすめ １ 西村 和雄／編 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

11017 浅草偏奇館の殺人 西村 京太郎／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11018 密教入門 とんぼの本 西村 公朝／著 新潮社 16 (５ 宗教 歴史)



11019 はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま 童心社の絵本 西村 繁男／画 神戸 光男／構成 文 童心社 61 (２３ 絵本 北)

11020 やこうれっしゃ こどものとも傑作集 ６５ 西村 繁男／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11021 大厄病神 西村 寿行／著 角川書店 22 (１１ 小説)

11022 デビルズ・アイランド 西村 寿行／著 角川書店 22 (１１ 小説)

11023 幻覚の鯱 神軍の章 西村 寿行／著 講談社

11024 ヤマネのくらし 科学のアルバム ９８ 西村 豊／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11025
玲子さんのおしゃれ素敵発見 自分らしい着こなしセンス
アップ

西村 玲子／著 海竜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11026 「のと恋路号」殺意の旅 中公文庫 西村 京太郎 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11027 上野駅殺人事件 光文社文庫 西村 京太郎 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11028 殺しのバンカーショット 集英社文庫 西村 京太郎 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11029
九州特急「ソニックにちりん」殺人事件 カッパ・ノベル
ス

西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11030 仙台駅殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11031
蜜月列車殺人事件 ハネムーン・トレイン カッパ・ノベル
ズ

西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11032 山形新幹線「つばさ」殺人事件 カッパ・ノベルズ 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11033 「あさかぜ1号」殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11034 秋田新幹線「こまち」殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11035 伊豆・河津七滝に消えた女 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11036 伊豆誘拐行 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11037 奥能登に吹く殺意の風 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11038 九州新特急「つばめ」殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)



11039 京都駅殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11040 北能登殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11041 札幌駅殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11042
特急「あずさ」殺人事件 アリバイ・トレイン カッパ・ノ
ベルス

西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11043
特急「おおぞら」殺人事件 ハイデッカー・エクスプレス
カッパ・ノベルス

西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11044 東京・松島殺人ルート カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11045
東北新幹線殺人事件 スーパー・エクスプレス カッパ・ノ
ベルス

西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11046 十津川警部、沈黙の謎に挑む カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11047 十津川警部の死闘 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11048 十津川警部の挑戦（下） ジョイ・ノベルス 西村京太郎 実業之日本社 20 (９ 小説)

11049 十津川警部の挑戦（上） ジョイ・ノベルス 西村京太郎 実業の日本社 20 (９ 小説)

11050 日本海からの殺意の風 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11051 山手線五・八キロの証言 カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11052 十津川警部 長良川に犯人を追う カッパ・ノベルス 西村京太郎 光文社 20 (９ 小説)

11053 地球の発明発見物語 西村寿雄 近代文藝社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11054 私のなかの昭和の戦争 西村 弘 西村 弘 12 (１ 郷土資料)

11055 医療・看護・メンタルヘルスの心理学 西村良二 ナカニシヤ出版 17 (６ 総記 社会科学)

11056
おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリー
ズ

西本 鶏介／作 長谷川 義史／絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

11057 てんぐ 絵本メルヘン博物館シリーズ 西本 鶏介／文 赤坂 三好／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

11058 おに 絵本メルヘン博物館シリーズ 西本 鶏介／文 村上 幸一／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)



11059 こびと 絵本メルヘン博物館シリーズ 西本 鶏介／文 篠崎 三朗／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

11060 少年少女詩集 あまえんぼうは おばあちゃん にしもと みさこ らくだ出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11061 いちばんをさがせ！世界一 えさがしあそび にしもとおさむ〔ほか〕作・絵 高橋書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11062 いちばんをさがせ！日本一 えさがしあそび にしもとおさむ〔ほか〕作・絵 高橋書店

11063
子どもがよろこぶ！読み聞かせ絵本１０１冊ガイド すぐ
に役立つ読み聞かせの情報も満載

西本鶏介著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

11064
読書の時間によむ本 小学４年生 読書の時間によむ本小学
生版 ４

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11065
読書の時間によむ本 小学５年生 読書の時間によむ本小学
生版 ５

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11066
読書の時間によむ本 小学６年生 読書の時間によむ本小学
生版 ６

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11067
どくしょのじかんによむ本 小学１年生 読書の時間によむ
本小学生版 １

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11068
どくしょのじかんによむ本 小学２年生 読書の時間によむ
本小学生版 ２

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11069
読書の時間によむ本 小学３年生 読書の時間によむ本小学
生版 ３

西本鶏介編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11070 幼児のためのよみきかせおはなし集 １ 西本鶏介編・著 狩野富貴子〔ほか〕絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11071 本気ではじめる大人の勉強法 毎日が楽しくなる 西山昭彦著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

11072 散桜 西山裕貴著 郁朋社 22 (１１ 小説)

11073 江戸時代図誌 第5巻 江戸 二 西山松之助・竹内誠/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11074 江戸時代図誌 第6巻 江戸 三 西山松之助・宮田登/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11075 江戸時代図誌 第4巻 江戸 一 西山松之助・吉原健一郎/編集 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11076 ポプラ社・ゲーム大百科 １ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11077 ポプラ社・ゲーム大百科 ２ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11078 ポプラ社・ゲーム大百科 ３ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



11079 ポプラ社・ゲーム大百科 ４ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11080 ポプラ社・ゲーム大百科 ５ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11081 ポプラ社・ゲーム大百科 ６ ２１世紀・子どもの遊び研究 ... ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11082 空を飛んだ桜門  ニ反半大坂の民話 平凡社名作文庫 ５ 二反長半 平凡社 25 (１４ 児童書)

11083 世界の偉人 読書案内・伝記編
日外アソシエーツ／編集 日外アソシエーツ株
式会社／編集

日外アソシエーツ 5 (学習室)

11084 世界の作家 読書案内・伝記編
日外アソシエーツ／編集 日外アソシエーツ株
式会社／編集

日外アソシエーツ 5 (学習室)

11085 音訓引き難読語辞典
日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ辞書
編集部／編

日外アソシエーツ 5 (学習室)

11086 児童文化人名事典
日外アソシエーツ／編集 日外アソシエーツ株
式会社／編集

日外アソシエーツ 5 (学習室)

11087 浮世絵 美術全集作品ガイド
日外アソシエーツ／編集 日外アソシエーツ株
式会社／編集

日外アソシエーツ 5 (学習室)

11088
親と子の科学の冒険 ２００１ 自由研究に役立つおもしろ
不思議大実験！ 日経ムック

日経サイエンス編 日本経済新聞社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11089
環境を守るしごと 自然を生かす！命を救う！ 日経仕事の
本ＳＥＲＩＥＳ

日経事業出版社／編 日経事業出版社書籍出版
本部／編

日経事業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11090 ちょっと気になるこの症状 こころとからだの「診察室」
日経ＢＰ社／編 日経ＢＰ社／編 日経ビジネス
／編

日本経済新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11091
世界が見ている「ニッポン」という国 あなたの知らな
い、これが「日本」と「日本 ＫＡＷＡＤＥ夢新書

日商岩井／編 日商岩井トレードピア編集部／
編

河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

11092 芙蓉の人  新装版 文春文庫  に１－４３ 新田次郎著 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

11093 雲のかたちで天気がわかる かがくだいすき 新田尚ぶん 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11094 会計学・簿記入門 新田 忠誓／ほか著 白桃書房 17 (６ 総記 社会科学)

11095 図説古代エジプト １ 仁田 三夫／編著・写真 河出書房新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11096 図説古代エジプト ２ 仁田 三夫／編著・写真 河出書房新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11097
エジプト古代文明の旅 ナイルのほとりの遺跡をめぐる 講
談社カルチャーブックス １１５

仁田 三夫／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11098 劒岳 ＜点の記＞ 新田次郎 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)



11099 少年少女日本文学館２９ 強力伝・高安犬物語 新田次郎  戸川幸夫  田辺聖子 講談社 25 (１４ 児童書)

11100
最新日常の類似語使い分け辞典 まぎらわしい類似異義語
がわかる

日東書院／編 日東書院編集部／編 日東書院 5 (学習室)

11101
ＮＨＫためしてガッテン定番の裏ワザ「中国料理＆エス
ニック」 ＡＣ ｍｏｏｋ

ＮＨＫ科学・環境番組部編 アスコム
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11102
ＮＨＫためしてガッテンおいしい健康メニュー ４つの万
能だれ活用集 ＡＣ ｍｏｏｋ

ＮＨＫ科学・環境番組部編 アスキー・コミュニケーションズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11103 世の中まるごとわかるＮＨＫ週刊こどもニュース ’０２ ＮＨＫ週刊こどもニュースプロジェクト編 日本放送出版協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11104
日本人はるかな旅 ３ 海が育てた森の王国 ＮＨＫスペ
シャル

ＮＨＫスペシャル「日本人」プロジェクト編 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11105
世の中まるごとわかるＮＨＫ週刊こどもニュース ２００
１年版

ＮＨＫ週刊こどもニュースプロジェクト編 日本放送出版協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11106
日本人はるかな旅 ２ 巨大噴火に消えた黒潮の民 ＮＨＫ
スペシャル

ＮＨＫスペシャル「日本人」プロジェクト編 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11107
日本人はるかな旅 ４ イネ、知られざる１万年の旅 ＮＨ
Ｋスペシャル

ＮＨＫスペシャル「日本人」プロジェクト編 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11108 聖徳太子信仰への旅 ＮＨＫ「聖徳太子」プロジェクト著 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11109
日本人はるかな旅 １ マンモスハンター、シベリアからの
旅立ち ＮＨＫスペシャル

ＮＨＫスペシャル「日本人」プロジェクト編 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11110 プロジェクトＸ挑戦者たち ７ 未来への総力戦 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班編 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11111
ＮＨＫためしてガッテン食べ物・栄養 健康にチャレン
ジ！ ４ 食物せんいと乳酸菌の秘密をさぐる

ＮＨＫ科学番組部編 タカダカズヤイラスト 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11112
ＮＨＫためしてガッテンレシピ集 １ からだにいい健康メ
ニュー

ＮＨＫ科学番組部編 アスキー
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11113
司馬遼太郎の風景 ９ 南伊予・西土佐の道／梼原街道／阿
波紀行

ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11114 司馬遼太郎の風景 ５
日本放送協会／著 ＮＨＫ「街道をゆく」プロ
ジ ...

日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11115 堂々日本史 １８ 日本放送協会／編 ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11116 堂々日本史 １９ 日本放送協会／編 ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11117 堂々日本史 ２０ 日本放送協会／編 ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11118 司馬遼太郎の風景 ３
日本放送協会／著 ＮＨＫ「街道をゆく」プロ
ジ ...

日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



11119 トップランナー Ｖｏｌ．２
日本放送協会／編 ＮＨＫ「トップランナー」
制 ...

ＫＴＣ中央出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11120 堂々日本史 １５ 日本放送協会／編 ＮＨＫ取材班／編 ＫＴＣ中央出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11121 海知られざる世界 １ ＮＨＫスペシャル
日本放送協会／著 ＮＨＫ「海」プロジェクト
／著

日本放送出版協会 7 (大型本)

11122
突入 ペルー人質事件の１２７日間 ＮＨＫスペシャルセレ
クション

日本放送協会／著 ＮＨＫスペシャル「ペルー
人 ...

日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

11123 安楽死 生と死をみつめる
日本放送協会／編著 ＮＨＫ人体プロジェクト
／編著

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11124
道具の扱いと鑑賞 裏千家 表千家 武者小路千家 薮内家
ＮＨＫ趣味百科 茶の湯

日本放送協会／編集 日本放送出版協会／編集 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11125 日本語 発音アクセント辞典 改訂新版 日本放送協会／編 ＮＨＫ／編 日本放送出版協会 5 (学習室)

11126
ＮＨＫテレビクイズ日本人の質問 日本人の目からウロコ
を落とす知識を満載

日本放送協会／編 ＮＨＫ「クイズ日本人の質
問 ...

日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

11127 歴史誕生 １ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11128 歴史誕生 ２ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11129 歴史誕生 ３ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11130 歴史誕生 ４ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11131 歴史誕生 ５ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11132 歴史誕生 ６ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11133 歴史誕生 ７ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11134 歴史誕生 ８ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11135 歴史誕生 ９ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11136 歴史誕生 １０ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11137 歴史誕生 １１ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11138 歴史誕生 １２ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



11139 歴史誕生 １３ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11140 歴史誕生 １４ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11141 歴史誕生 １５ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史誕生取材班／編 角川書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11142 ＮＨＫ歴史発見 ４ 日本放送協会／編 ＮＨＫ歴史発見取材班／編 角川書店 13 (２ 県一般書)

11143
ＮＨＫ中学生・高校生の生活と意識調査 楽しい今と不確
かな未来

ＮＨＫ放送文化研究所編 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

11144 元禄繚乱 前編 ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー 日本放送出版協会／編 ＮＨＫ出版／編 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11145 国宝への旅 ４ ＮＨＫライブラリー ３０ 日本放送出版協会／編 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11146 国宝への旅 ２ ＮＨＫライブラリー ２８ 日本放送出版協会／編 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11147 地球核汚染 ヒロシマからの警告 ＮＨＫスペシャル
日本放送出版協会／著 ＮＨＫ『原爆』プロ
ジェクト／著

日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

11148
覚えたい観葉植物のテクニック ＮＨＫ趣味の園芸実践作
業 ２

日本放送出版協会／編 ＮＨＫ出版／編 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11149
大根・かぶ・白菜クッキング 煮物、サラダ、漬物に葉も
茎もみんな使える ＮＨＫきょうの料理

日本放送出版協会編 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11150
南極からのメッセージ 地球環境探索の最前線 ＮＨＫスペ
シャルドキュメント

ＮＨＫ出版編 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11151 日本武道館五十年史 日本武道館編 三友社 7 (大型本)

11152
ＮＨＫマテマティカ 中・上級編 ＮＨＫマテマティカ見
て、感じて、発見する算数

ＮＨＫ「マテマティカ」制作班編 金の星社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11153
ＮＨＫマテマティカ 初級編 ＮＨＫマテマティカ見て、感
じて、発見する算数

ＮＨＫ「マテマティカ」制作班編 金の星社

11154 無縁社会 “無縁死”三万二千人の衝撃
ＮＨＫ「無縁社会プロジェクト」取材班／編・
著

文藝春秋 17 (６ 総記 社会科学)

11155 よみがえる源氏物語絵巻 全巻復元に挑む
ＮＨＫ名古屋「よみがえる源氏物語絵巻」取材
班著

日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

11156 よみがえる脳、延びる寿命 老化に挑む ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「老化に挑む」プロジェクト著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11157
新シルクロードの旅 １ 楼蘭・トルファンと河西回廊 楼
蘭王国の謎を探り、葡萄のオアシスを歩く

ＮＨＫ取材班監修 講談社 13 (２ 県一般書)

11158 武士道 Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ ｂｏｏｋｓ ３０ 新渡戸 稲造／著 須知 徳平／訳 講談社インターナショナル 17 (６ 総記 社会科学)



11159 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮 由紀子／文 中新井 純子／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

11160
英国プライベートガーデンを訪ねて Ｅｎｇｌｉｓｈ ｇａ
ｒｄｅｎ

二宮 英児／写真 土井 ゆう子／文 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

11161 覇王の海 海将九鬼嘉隆 二宮 隆雄／著 角川書店 22 (１１ 小説)

11162 道徳的人間と非道徳的社会 イデー選書 ニーバー／著 大木 英夫／訳 白水社 17 (６ 総記 社会科学)

11163
はんたいのことば つくばシリーズ はじめてのこくご １
０

二瓶 弘行／作 高木 あきこ／作 平埜 哲雄／
絵

太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

11164 もじ つくばシリーズ はじめてのこくご ５ 二瓶 弘行／作 竹野 栄／作 毛利 将範／絵 太平出版社 62 (２４ 絵本 西)

11165 完全マニュアル健康ウオーキング 日本ウオーキング協会編 池田克紀監修 実業之日本社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11166
図解映像編集の秘訣 映画とテレビ番組、コマーシャルか
ら学ぶ映 玄光社ＭＯＯＫ １１

日本映画・テレビ編集協会／編 玄光社 19 (８ 美術 芸術)

11167 父と母の昔話 ’９６年版ベスト・エッセイ集 日本エッセイスト・クラブ／編 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11168 地球環境問題と日本の役割
日本応用地質学会／編 日本応用地質学会関西
支部／編

かもがわ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11169
介護福祉士まるごとガイド 資格のとり方・しごとのすべ
て まるごとガイドシリーズ ２

日本介護福祉士会監修 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

11170 スポーツと化学 一億人の化学 １ 日本化学会／編 大日本図書 19 (８ 美術 芸術)

11171 お化粧と科学 一億人の化学 １８ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11172 驚くべき生命力の科学 一億人の化学 ８ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11173 クルマと化学 一億人の化学 ４ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11174 健やかに老いる 一億人の化学 １２ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11175 ストレスを科学する 一億人の化学 ９ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11176 脳の働きを科学する 一億人の化学 １０ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11177 光が活躍する 一億人の化学 １５ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11178 ファッションと化学 一億人の化学 ６ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11179 めっきとハイテク 一億人の化学 １１ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11180 リサイクルのための化学 一億人の化学 ５ 日本化学会／編 大日本図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11181
ハンドブック事例でよむ学校と家庭・地域 融合の可能性
を探る

日本学校・家庭・地域教育研 ... 教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

11182 天気の変わりかた なんでもウォッチング 日本気象協会／編 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11183
女たちの山歩き ゆっくり、あせらず、前向きに 登山シ
リーズ ２

日本勤労者山岳連盟女性委員会編著 本の泉社 19 (８ 美術 芸術)

11184 登山と自然の科学Ｑ＆Ａ
日本勤労者山岳連盟編 小泉武栄執筆 塚本治弘
執筆 大森薫雄執筆

大月書店 19 (８ 美術 芸術)

11185 やる気を引き出す職場管理術 若手を動かす１８のヒント 日経連出版部編 日経連出版部 17 (６ 総記 社会科学)

11186 年金を問う 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11187 できれば幸せに働きたい 働く女の身の振り方 日本経済新聞生活情報部編 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11188 Ｑ＆Ａ欧州単一通貨ユーロ 日本経済新聞社／編 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11189 ゼミナール日本経済入門 １３版 日本経済新聞社／編 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11190 世の中まるごとなるほどランキング 日本経済新聞社／編 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11191 けん玉
日本けん玉協会監修 丸石照機文 鈴木一郎文
千葉雄司文

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11192 建築学用語辞典 日本建築学会／編 岩波書店 5 (学習室)

11193 太平洋戦争への道 １ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11194 太平洋戦争への道 ２ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11195 太平洋戦争への道 ３ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11196 太平洋戦争への道 ４ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11197 太平洋戦争への道 ５ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11198 太平洋戦争への道 ６ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



11199 太平洋戦争への道 ７ 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11200 太平洋戦争への道 別巻 開戦外交史 新装版
日本国際政治学会／編 日本国際政治学会太平
洋戦争 ...

朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11201 民と官 ２００１年役所と役人はこうなる
日本再建のため行革を推進す ... 行革７００
人委員会／著

講談社 17 (６ 総記 社会科学)

11202 昆虫ウォッチング フィールドガイドシリーズ ６ 日本自然保護協会／編集・監修 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11203 パソコン用語の意味がわかる辞典 日本実業出版社／編 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

11204 難読漢字の字典 読めない漢字でも引ける 日本実業出版社／編 日本実業出版社 12 (１ 郷土資料)

11205 児童文学事典  日本児童文学学会編・補遺 日本児童文学学会／編 東京書籍 5 (学習室)

11206 児童文学の魅力 日本編 いま読む１００冊 日本児童文学者協会／編 文渓堂 19 (８ 美術 芸術)

11207 学校のでまえです くやし～い宅急便 おはなし宅急便 日本児童文学者協会／編 童心社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11208 心があったかくなる話 １年生 日本児童文学者協会／編 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11209 心があったかくなる話 ２年生 日本児童文学者協会／編 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11210 心があったかくなる話 ３年生 日本児童文学者協会／編 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11211 心があったかくなる話 ４年生 日本児童文学者協会／編 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11212 なぞなぞおばけ おかしな宅急便 おはなし宅急便 日本児童文学者協会／編 童心社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11213 まよなかのおまじない どっきり宅急便 おはなし宅急便 日本児童文学者協会／編 童心社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11214 ぼうしにのる魔女 夢いろ童話コレクション ２ 日本児童文学者協会／編 ふりや かよこ／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11215 語りつぐ戦争体験 １
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11216 語りつぐ戦争体験 ２
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11217 語りつぐ戦争体験 ３
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11218 語りつぐ戦争体験 ４
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



11219 語りつぐ戦争体験 ５
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11220 語りつぐ戦争体験 続 １
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11221 語りつぐ戦争体験 続 ２
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11222 語りつぐ戦争体験 続 ３
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11223 語りつぐ戦争体験 続 ４
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11224 語りつぐ戦争体験 続 ５
日本児童文学者協会／編 日本子どもを守る会
／編

草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11225 子どもと本の明日 魅力ある児童文学を探る 日本児童文学者協会編 新日本出版社 19 (８ 美術 芸術)

11226
社会福祉士まるごとガイド 資格のとり方・しごとのすべ
て まるごとガイドシリーズ １

日本社会福祉士会監修 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

11227 現代人の忘れもの ちょっといい法話集 日本取材センター／編 リバティ書房 16 (５ 宗教 歴史)

11228 生涯学習事典 増補版 日本生涯教育学会／編 東京書籍 5 (学習室)

11229 障害者のスポーツ指導の手引 最新版 日本障害者スポーツ協会編 ぎょうせい 19 (８ 美術 芸術)

11230 よくわかる暮しのなかの食品添加物
日本食品添加物協会／編 日本食品添加物協会
暮しのな ...

光生館 5 (学習室)

11231 農薬要覧   1995 １９９５ 日本植物防疫協会／編集 日本植物防疫協会 19 (８ 美術 芸術)

11232 塩料理 海の精シンプルクッキング 体と心と環境に
日本食用塩研究会／制作 未来食アトリエ・風
／編著

塩の道クラブ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11233 日本書籍総目録 １９９ ... 日本書籍出版協会／編集 日本書籍出版協会 12 (１ 郷土資料)

11234 日本書籍総目録 １９９ ... 日本書籍出版協会／編集 日本書籍出版協会 12 (１ 郷土資料)

11235 日本書籍総目録 １９９ ... 日本書籍出版協会／編集 日本書籍出版協会 12 (１ 郷土資料)

11236 日本書籍総目録 １９９ ... 日本書籍出版協会／編集 日本書籍出版協会 12 (１ 郷土資料)

11237 小惑星衝突 最悪のシナリオをいかに回避するか？ 日本スペースガード協会／著 ニュートンプレス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11238
連続写真でうまくなる！テニス最新スイング ２０１５ Ｎ
ＳＫ ＭＯＯＫ

スマッシュ責任編集 日本スポーツ企画出版社 09 (新刊書)



11239 日本国語大辞典 第４巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

11240 地震列島日本の謎を探る 日本地質学会編著 東京書籍
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11241 土をどう教えるか 新たな環境教育教材
日本土壌肥料学会／編 日本土壌肥料学会土壌
教育委 ...

古今書院 17 (６ 総記 社会科学)

11242 「図書館員の倫理綱領」解説 増補版
日本図書館協会図書館員の問題調査研究委員会
編

日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11243 図書館年鑑 １９９８
日本図書館協会／編集 日本図書館協会図書館
年鑑編 ...

日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11244 図書館用語集 改訂版
日本図書館協会／編集 日本図書館協会用語委
員会／編集

日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11245 図書館法規基準総覧 日本図書館協会／編集 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11246 選定図書総目録 １９９ ... 日本図書館協会／編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11247 日本目録規則 １９８７年版改訂版
日本図書館協会／編 日本図書館協会目録委員
会／編

日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11248 図書館法規基準総覧 増補追録篇 日本図書館協会／編集 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11249 はじめてのローマ字の本 ２ ローマ字で遊ぼう
日本のローマ字社編・著 ＲＥＡＬＩＺＥイラ
スト・構成

汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11250 解説薬剤管理指導業務 その考え方とあり方 日本病院薬剤師会／編 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11251
赤ちゃんの名前実例全書 名づけのヒントと実例約１５０
００収録

日本文芸社／編 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

11252
「ジュエリー」用具と使い方 初級技法講座 Ｔｏｏｌｓ
＆ ｔｅｃｈｎ ｉｑｕｅ

日本宝飾クラフト学院／編 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

11253 魔女と魔法 民話の手帖 日本民話の会／編集 童心社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11254 図書館・ＭＲのための医薬情報略語集
日本薬学図書館協議会／編 日本薬学図書館協
議会関東地 ...

日本薬学図書館協議会 12 (１ 郷土資料)

11255
ユネスコで世界を読む ２１世紀にひきつぐ国連の良心 ユ
ネスコ選書

日本ユネスコ協会連盟／編 古今書院 17 (６ 総記 社会科学)

11256 森の木の１００不思議 日本林業技術協会／編 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

11257 臨床心理士に出会うには 日本臨床心理士会〈学術教育出版委員会〉編 創元社 17 (６ 総記 社会科学)

11258 味のなんでも小事典 甘いものはなぜ別腹？ 日本味と匂学会/編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11259 やってみよう！水ロケット遊び 日本宇宙少年団 日刊工業新聞社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11260 旅の発見 日本エッセイスト・クラブ編 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11261
好奇心をそだて考えるのが好きになる科学のふしぎな話３
６５ ナツメ社こどもブックス

日本科学未来館監修 ナツメ社

11262 噛み合わせが人生を変える 日本顎咬合学会 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11263 今と未来がまるごとわかる２０１３日本地図 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11264 やってみよう！むかしのあそび ２ けん玉 日本けん玉協会監修 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11265 建築のディテール １ 木造 日本建築家協会 7 (大型本)

11266 建築のディテール ２ 木造 日本建築家協会 7 (大型本)

11267 小学生の「にほんご」大疑問１００ 目からうろこ 日本語を考える会構成・執筆 講談社編集 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11268 日本人の心 -昭和天皇生誕100年記念- 日本国政審査会/発行所 日本国政審査会 7 (大型本)

11269 「色」の大研究 ２ 色のはたらき 日本色彩研究所監修 高岡昌江構成・文 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11270 学校・なぞのカード事件 きみも名探偵 １
日本児童文学者協会編 咲麗慧絵 ホリグチヒロ
シ絵

偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11271 こちら、ふたり探偵局 きみも名探偵 ２ 日本児童文学者協会編 佐藤由惟絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11272 探偵クラブにようこそ！ きみも名探偵 ３ 日本児童文学者協会編 いのうえたかこ絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11273 歩いて楽しい 日本の名城１００ 日本城郭管理者協議会 碧水社 13 (２ 県一般書)

11274 新約聖書 詩篇つき  口語訳 日本聖書協会／発行所 日本聖書協会／発行所 16 (５ 宗教 歴史)

11275 日本村落史講座 第２巻 景観１（原始・古代・中世） 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11276 日本村落史講座 第９巻 特論 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11277 日本村落史講座 第6巻 生活 Ⅰ（原始・古代・中世） 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11278 日本村落史講座 第７巻 生活 Ⅱ（近世） 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



11279 日本村落史講座 第8巻 生活 Ⅲ（近現代） 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11280 日本村落史講座 第２巻 景観Ⅰ原始・古代・中世 日本村落史講座編集委員会 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11281
料理のなんでも小事典 カレ－はなぜ翌日に食べる方がお
いしいの？

日本調理科学会/編 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11282 日本再発見 ｢道」 ① 日本電気株式会社 同朋舎出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11283 日本再発見 ｢道」 ② 日本電気株式会社 同朋舎出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11284 やさしく読み解く裁判員のための法廷用語ハンドブック
日本弁護士連合会裁判員制度実施本部法廷用語
の日常語化に関するプロジェクトチーム編

三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

11285 信玄と謙信 NHK編 NHK 歴史への招待 第６巻 日本放送協会 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11286 みんなで楽しい！レクリエーションゲーム集 カラー版 日本レクリエーション協会監修 西東社

11287
福祉レクリエ－ションの援助 （財）日本レクリエ－ショ
ン協会 編集

（財）日本レクリエ－ション協会 中央法規出版株式会社 17 (６ 総記 社会科学)

11288
ワールドスポーツ大事典 世界の国ぐにのいろんな競技 新
しいスポーツにチャレンジしよう！

日本ワールドゲームズ協会監修 造事務所編
集・構成

ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11289 王の森のふしぎな木 チャーリー・ボーンの冒険 ５
ジェニー・ニモ作 田中薫子訳 ジョン・シェ
リー絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11290 魔女からの贈り物 評論社の児童図書館・文学の部屋
ジェニー・ニモ作 佐藤見果夢訳 ポール・ハ
ワード絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11291
使いやすいキッチン２３０選 アイデア８９０ 新築・リ
フォームに役立つ ホームメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11292
間取り自慢の特選住宅集 建てたい家がみつかる！ ホーム
メイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11293
最新の浴室・洗面・トイレ３２９集 気分さわやか！ ホー
ムメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11294
１０００万円台からの建主自慢の家 見どころいっぱい！
ホームメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版

11295
住まいの浴室・洗面・トイレ３００選 家庭生活を２倍快
適にする！ ホームメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11296
住み心地自慢の住宅集 １０００万円台からの ホームメイ
ク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11297
魅力のインテリア３００選 居心地のいい住空間を発見す
る！ ホームメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11298
魅力の外観と間取り２６０選 新感覚デザインを生かし
た！ ホームメイク

ニューハウス出版／編 ニューハウス出版株式
会社／編

ニューハウス出版



11299
あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリー
ズ

ホープ・ニューウェル／作 松岡 享子／訳 山
脇 百合子／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11300 ウサギのオッカケ 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジル・ニューサムぶん クラウディオ・ムニョ
スえ 山口文生やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

11301 口笛ジャックをおいかけて 文研ブックランド
Ｌ．ニューベリー作 長滝谷富貴子訳 矢島真澄
絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11302 もしもムースにマフィンをあげると
ローラ・ジョフィ・ニューメロフ文 フェリシ
ア・ボンド絵 青山南訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

11303
イラストでわかる天気のしくみ 気象現象の基礎知識と観
測から天気予報の実

饒村 曜／著 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11304 うちへ帰れなくなったパパ
ラグンヒルド・ニルスツン／作 山内 清子／訳
はた こうしろう／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11305 ８９番めのネコ
エレノア・ニルソン／作 常陸宮 華子／訳 大
社 玲子／絵

国土社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11306 夜が闇のうちに 楡井 亜木子／著 集英社 22 (１１ 小説)

11307 ５５才からのパソコン入門 ウィンドウズＭｅ対応版 丹羽信夫著 技術評論社 17 (６ 総記 社会科学)

11308
３本足の魔術師 トランジスター 入門エレクトロニクス
１

丹羽 一夫／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11309 ０と１の世界ディジタルＩＣ 入門エレクトロニクス ７ 丹羽 一夫／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11310 天皇（エンペラドール）の密使 丹羽 昌一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11311 ベクトル解析 場の量の解析 すうがくぶっくす ６ 丹羽 敏雄／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11312 漢字の民俗誌 あじあブックス ００５ 丹羽 基二／著 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

11313 家系 あなたの先祖を調べる 丹羽 基二／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11314 家紋 千五百種の美と歴史 丹羽 基二／著 秋田書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11315 ナイフを持たせぬ教育論 丹羽 祐而／編 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11316
クスリで病気は治らない 化学薬品の致命的欠陥を訴え、
真の健康のあ

丹羽 靭負／著 みき書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11317 日本文学全集 ４６ 丹羽文雄 筑摩書房 24 (１３ 全集)

11318 近世日本と日中貿易 東アジアのなかの日本歴史４ 任。鴻章 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



11319
原子力の時代は終わった 東海ウラン臨界事故とＹ２Ｋの
教訓

「人間家族」編集室編 雲母書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11320 としょかんライオン 海外秀作絵本  １７
ミシェル・ヌードセンさく ケビン・ホークス
え 福本友美子やく

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

11321 慟哭 貫井 徳郎 東京創元社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11322 後悔と真実の色 幻冬舎文庫  ぬ－１－４ 貫井徳郎〔著〕 幻冬舎 33 (２２ 文庫本)

11323 ミハスの落日 貫井徳郎著 新潮社 22 (１１ 小説)

11324 修羅の終わり 貫井 徳郎／著 講談社 22 (１１ 小説)

11325 雪男がでた！ モンスター・タウン ５ Ｒ．Ａ．ヌーナン／作 岩本 正恵／訳 ほるぷ出版 25 (１４ 児童書)

11326 おしゃべりポルターガイスト モンスター・タウン ４ Ｒ．Ａ．ヌーナン／作 岩本 正恵／訳 ほるぷ出版 25 (１４ 児童書)

11327 先生はゾンビ モンスター・タウン ３ Ｒ．Ａ．ヌーナン／作 岩本 正恵／訳 ほるぷ出版 25 (１４ 児童書)

11328 魔女の悪だくみ モンスター・タウン ２ Ｒ．Ａ．ヌーナン／作 岩本 正恵／訳 ほるぷ出版 25 (１４ 児童書)

11329 ドラキュラにご用心！ モンスター・タウン １ Ｒ．Ａ．ヌーナン／作 岩本 正恵／訳 ほるぷ出版 25 (１４ 児童書)

11330 絹の東伝 衣料の源流と変遷 小学館ライブラリー １１８ 布目 順郎／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11331 孤愁の仮面 沼口勝之著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

11332 自由研究 観察と工作 小学館の学習百科図鑑 １４ 沼田 正／ほか著 小学館 25 (１４ 児童書)

11333 自然保護ハンドブック 沼田 真／編 朝倉書店 5 (学習室)

11334 現代生態学とその周辺 沼田 真／編 東海大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11335 日本の妖怪ばなし 沼田曜一の親子劇場 １ 沼田 曜一／文 森野 さかな／絵 あすなろ書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

11336 日本の笑いばなし 沼田曜一の親子劇場 ２ 沼田 曜一／文 佐藤 やゑ子／絵 あすなろ書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

11337 アナと雪の女王 ディズニーアニメ小説版  １００
サラ・ネイサン作 セラ・ローマン作 しぶやま
さこ訳

偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11338 色々な色 Ｃｏｌｏｒｓ ｏｆ ｎａｔｕｒｅ ネイチャー・プロ編集室／構 ... 光琳社出版 19 (８ 美術 芸術)



11339 さびしい犬 世界の子どもライブラリー
フィリス＝レノルズ＝ネイラ ... 斉藤 健一／
訳 井江 栄／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11340
ネコクラブ３つのなぞ マルコとポーロ 世界の子どもライ
ブラリー

フィリス＝レノルズ＝ネイラ ... 斉藤 健一／
訳 内藤 あけみ／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11341
ｍｉｘｉ（ミクシィ）と第二世代ネット革命 無料モデル
の新潮流

根来龍之/監修 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

11342 ぎゅうぎゅうかぞく ひまわりえほんシリーズ ねじめ正一 つちだのぶこ 鈴木出版 62 (２４ 絵本 西)

11343 うがいライオン チューリップえほんシリーズ ねじめ 正一／作 長谷川 義史／絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

11344 まんまるおつきさん ねじめ正一さく さいとうしのぶえ 偕成社

11345 万引き変愛記 ねじめ正一著 集英社 22 (１１ 小説)

11346 街物語 ねじめ正一〔ほか〕著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

11347 熊谷突撃商店 ねじめ 正一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11348 耳の中の小人
クリスティーネ・ネストリン ... ユッタ・バ
ウアー／絵 松沢 あさか／訳

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11349 わたしにはパパだっているもんね
クリスティーネ・ネストリン ... 松沢 あさか
／訳

さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11350 鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット著 中村妙子訳 教文館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11351 砂の妖精 新訂版 講談社青い鳥文庫 ７２－１
イーディス＝ネズビット／作 八木田 宜子／訳
ハロルド＝ロバート＝ミラー／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11352 よい子連盟 世界の名作全集 ５ イーディス・ネズビット／原作 酒井 邦秀／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

11353 北の山里に生きる みちのくの自然と人生 根深 誠／著 実業之日本社 13 (２ 県一般書)

11354 ここまで知って大相撲通 根間 弘海／著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

11355
インターネット時代の学校図書館 司書・司書教諭のため
の「情報」入門

根本彰監修 堀川照代編著 中村百合子編著 芳
鐘冬樹〔ほか〕著

東京電機大学出版局 17 (６ 総記 社会科学)

11356 紙ねんどでつくる シリーズ親と子でつくる １３ ねもと いさむ／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

11357
悪魔の肖像画 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １８ フラ
ンス編

ネルバァル／原作 村松 定史／訳・文 井上 栄
／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11358 インフルエンザ大流行の謎 ＮＨＫブックス ９０７ 根路銘国昭著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11359 私は韓国を変える 盧武鉉著 青柳純一訳 青柳優子訳 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11360 植物エキスで防ぐ病気と害虫 つくり方と使い方 農山漁村文化協会／編 農文協／編 農山漁村文化協会 19 (８ 美術 芸術)

11361 月化の棋士 15 欠陥 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11362 月化の棋士 10 錯乱 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11363 月化の棋士 11 記憶 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11364 月化の棋士 8 入魂 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11365 月化の棋士 9 四歩 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11366 月化の棋士 21 ゲ－ム 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11367 月化の棋士 18 次代 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11368 月化の棋士 12 血戦 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11369 月化の棋士 13 質問 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11370 月化の棋士 14 新種 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11371 月化の棋士 16 宿命 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11372 月化の棋士 17 師弟 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11373 月化の棋士 19 A 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11374 月化の棋士 22 爆弾 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11375 月化の棋士 23 音色 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11376 月化の棋士 20 二番の男 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11377 月化の棋士 4 不成 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11378 月化の棋士 5 血戒 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



11379 月化の棋士 6 王竜戦 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11380 月化の棋士 7 棋神 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11381 月化の棋士 3 力将棋 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11382 月化の棋士 2 必至 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11383 月化の棋士 1 将来の名人なり 能條純一 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11384 減農薬の宝物 木酢・竹酢・モミ酢とことん活用読本 農文協 農山漁村文化協会 19 (８ 美術 芸術)

11385 母べえ 野上照代著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

11386 日本文学全集 第34巻 野上弥生子集 野上弥生子 集英社 24 (１３ 全集)

11387 昭和文学全集 第８巻
野上彌生子、林芙美子、壺井栄、宮本百合子、
平林たい子、幸田文

小学館 24 (１３ 全集)

11388
タオルｄｅストレッチ 腰・膝・肩の痛みにサヨナラ！や
せる！

野口克彦監修 主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

11389
誰とでも１５分以上会話がとぎれない！話し方６６のルー
ル

野口敏著 すばる舎 17 (６ 総記 社会科学)

11390
みんなであそぼう！やさしいあやとり 幼稚園児から小学
生高学年まで楽しめる

野口広監修 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11391 ＩＴ時代の社会のスピード 「超」整理日誌 ５ 野口悠紀雄著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

11392 健康心理学 野口 京子／著 金子書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11393 地球に今、何が起こっているか １冊ですべてがわかる！ 野口 哲典／著 坂田 俊文／監修 ベストセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11394 よくわかる医薬品業界 業界の常識 野口 実／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11395
図解ファイリングの方法 名刺の整理からオフィスのシス
テムづくりま

野口 靖夫／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

11396 「超」知的生産とパソコン 野口 悠紀雄／著 アスキー 17 (６ 総記 社会科学)

11397 パソコン「超」仕事法 野口 悠紀雄／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

11398 「超」勉強法 野口 悠紀雄／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)



11399 維新を動かした男  小説 尾張藩主・徳川慶勝 野口 勇 PHP研究所 22 (１１ 小説)

11400 「超」文章法」-伝えたいことをどう書くか 野口悠紀雄 中央公論新社 19 (８ 美術 芸術)

11401
八月の風船 ソルジャーズ・ファミリー／ぼくの防空壕 戦
争童話集－忘れてはイケナイ物語り－

野坂昭如原作 黒田征太郎絵 日本放送出版協会
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11402 同心円 野坂 昭如／著 講談社 22 (１１ 小説)

11403 アニメ－ション 火垂るの墓 -ほたるのはか- 野坂昭如 新潮社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11404 安吾探偵控 創元クライム・クラブ 野崎六助著 東京創元社 22 (１１ 小説)

11405 さかさまさかさ たくさんのふしぎ傑作集 野崎 昭弘／文 タイガー立石／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11406 一日一絵 第６集 野崎 耕二／著 日本交通公社出版事業局 19 (８ 美術 芸術)

11407 朝鮮の物語 あじあブックス ００２ 野崎 充彦／著 大修館書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11408 発達障害とメディア 野沢和弘編著 北村肇編著 現代人文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11409 ひたひたと 野沢尚著 講談社 22 (１１ 小説)

11410 竜時 ０３－０４ 野沢尚著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11411 ふたたびの恋 野沢尚著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11412 はるかなるわがラスカル 小学館ライブラリー ７１１ スターリング・ノース／著 亀山 竜樹／訳 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11413
自分の安心を買う方法 年金 リストラ 失業 離婚 働き盛
りの突

野末 陳平／著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

11414 魚の事典 能勢 幸雄／ほか編集 東京堂出版 5 (学習室)

11415 つきのゆうえんち 絵本の時間 ４ のぞえ 咲／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

11416 ビーチャといたずら友だち 世界の名作全集 ２５ ニコラエ・ニコラーエビッチ ... 昇 隆一／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

11417 植物は考える生きもの！？ 未知へのとびら 野田道子文 藤田ひおこ絵 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11418
南の川まで こぎおろしエッセイ Ｂｅ・ｐａｌ ｂｏｏｋ
ｓ

野田 知佑／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



11419
ねむりからさめた日本ワニ 巨大ワニ化石発見ものがたり
ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション

野田 道子／作 藤田 ひおこ／絵 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11420 これから話す物語 新潮・現代世界の文学 Ｃ・ノーテボーム／著 鴻巣 友季子／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11421
マンガでわかるバドミントンの技術 それゆけシャトル一
家！  ６人家族の２１のストーリーで楽しく技術をマス
ター！

能登則男監修 菅原キク画 ベースボール・マガジン社 09 (新刊書)

11422 装飾文字の世界 カリグラフィー入門
ティモシー・ノード／画 パトリシア・セリグ
マン／文 鶴岡 真弓／訳

三省堂 19 (８ 美術 芸術)

11423 住まいの複合汚染 アトピー、アレルギーから発ガンまで 能登 春男／著 能登 あきこ／著 三一書房 19 (８ 美術 芸術)

11424 殺人者の健康法 アメリー・ノートン／著 柴田 都志子／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11425 アメリカの歴史 ５ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11426 アメリカの歴史 ６ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11427 アメリカの歴史 ３ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11428 アメリカの歴史 ４ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11429 アメリカの歴史 １ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11430 アメリカの歴史 ２ メアリー・ベス・ノートン／ ... 三省堂
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11431 このベッドのうえ 野中柊著 集英社 22 (１１ 小説)

11432 小春日和 野中柊著 青山出版社 22 (１１ 小説)

11433 未練 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 乃南 アサ／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11434 幸せになりたい 乃南 アサ／著 祥伝社 22 (１１ 小説)

11435 ウツボカズラの夢 乃南アサ著 双葉社 22 (１１ 小説)

11436 火のみち 上 乃南アサ著 講談社 22 (１１ 小説)

11437 火のみち 下 乃南アサ著 講談社 22 (１１ 小説)

11438 嗤う闇 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 乃南アサ著 新潮社 22 (１１ 小説)



11439 女のとなり 乃南アサ著 祥伝社 22 (１１ 小説)

11440 あなた 乃南アサ〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

11441 花散る頃の殺人 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 乃南 アサ／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11442 ドラマチックチルドレン 乃南 アサ／著 読売新聞社 22 (１１ 小説)

11443 凍える牙 新潮ミステリー倶楽部 乃南 アサ／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11444 窓 乃南 アサ／著 講談社 22 (１１ 小説)

11445 いちばん長い夜に 乃南アサ 新潮社 22 (１１ 小説)

11446 国際政治経済学・入門 有斐閣アルマ Ｂａｓｉｃ 野林 健／ほか著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

11447 おばけちゃんのバア！ 赤ちゃんが笑ってくれる絵本 のぶみ絵と文 佼成出版社 62 (２４ 絵本 西)

11448 はなちゃんだいすき はなちゃんえほん ３ のぶみ／作・絵 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

11449 日本文学全集 ４２ 野間 宏 新潮社 24 (１３ 全集)

11450 美術鑑定事典 新装版 野間 清六／編 谷 信一／編 東京堂出版 5 (学習室)

11451 モンスターズ・インク ディズニーランド 名作アニメ３７ 野間佐和子 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11452
ディズニー名作アルバム 第４集 講談社のディズニーゴー
ルド絵本

野間佐和子 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11453 はじめてのまんが日本昔ばなし １６ いっすんぼうし 野間佐和子 講談社 61 (２３ 絵本 北)

11454 １０１匹わんちゃん ディズニー名作童話館８ 野間佐和子/発行者 間所ひさこ/文 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11455 じどうしゃ ディズニーえほん文庫 野間 佐和子／発行者 講談社 62 (２４ 絵本 西)

11456 しらゆきひめ ディズニーランド 名作えほん３ 野間佐和子/発行者 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11457 シンデレラ ディズニーランド  名作えほん１ 野間佐和子/発行者 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11458 ピーター＝パン ディズニーランド 名作アニメ６ 野間佐和子/発行者 講談社 63 (２５ 絵本 南)



11459 ピノキオ 野間佐和子/発行者 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11460
ママよんで！第３集どうぶつのおはなし 新ディズニー名
作童話

野間佐和子/発行者 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11461 詳細図鑑さかなの見分け方 野間佐和子/発行者 講談社 5 (学習室)

11462 日本文学全集 ５５ 野間宏 筑摩書房 24 (１３ 全集)

11463 日本文学全集 第７７巻 野間宏集 野間宏 集英社 24 (１３ 全集)

11464
ひと目でわかる 日常食品成分表（新装改題縮刷版） 日ご
ろ食べている分量で計算した便利な成分表

野間惟道 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11465
人を賢くする道具 ソフト・テクノロジーの心理学 新曜社
認知科学選書

Ｄ．Ａ．ノーマン／著 岡本 明／ほか訳 新曜社 17 (６ 総記 社会科学)

11466 ねぎまの殿さま 少年少女名作落語⑫ 能見正比古 偕成社 25 (１４ 児童書)

11467 ももたろう/完結版 野村 純一／監修 守屋 裕史／画 田原本町観光協会 61 (２３ 絵本 北)

11468
風景を描くコツと裏ワザ たった１０日でうまくなる「水
彩画」の基本

野村重存著 青春出版社

11469
野村重存「水彩スケッチ」の教科書 この一冊で、スケッ
チと着色の技術がすべてわかる 趣味をイチからはじめた
い！大人のための教科書シリーズ

野村重存著 実業之日本社

11470
今日から描けるはじめての水彩画 実用ＢＥＳＴ ＢＯＯＫ
Ｓ

野村重存著 日本文芸社

11471 おばあちゃんのおはぎ クローバーえほんシリーズ 野村たかあき作・絵 佼成出版社

11472 嫌なことがあったら鉄道に乗ろう 元気と希望が湧く旅 野村正樹著 日本経済新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11473 沖縄八重山〈星の砂〉殺人 Ｆｕｔａｂａ ｎｏｖｅｌｓ 野村正樹著 双葉社 20 (９ 小説)

11474 昔話の森 桃太郎から百物語まで 野村 純一／著 大修館書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11475 アジア新しい物語 野村 進／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

11476 報告書作成法 技術者必携！読み手をうならせる 野村 俊夫／著 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11477 最後の幕臣 小説大久保一翁 野村 敏雄／著 ＰＨＰ研究所 22 (１１ 小説)

11478 日本語事典 野村 雅昭／編 小池 清治／編 東京堂出版 5 (学習室)



11479
ビジネスマン夜・寝る前１５分間の奇跡 明日がウソのよ
うに元気になれる本

野村 正樹／著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

11480
超「週末生活」術 フライデーナイト発・快適人への変身
４９

野村 正樹／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

11481 巨大望遠鏡時代 すばるとそのライバルたち 野本陽代著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11482 免疫と健康 生体防御の考え方から応用へ ブルーバックス 野本亀久雄 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11483 野本三吉ノンフィクション選集 １ 野本 三吉／著 新宿書房 17 (６ 総記 社会科学)

11484 野本三吉ノンフィクション選集 ２ 野本 三吉／著 新宿書房 17 (６ 総記 社会科学)

11485 事典あなたは大丈夫ですか相続税から自宅を守る法 野本 康明／著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

11486 名犬？エリックのおかしな冒険 新・文学の扉 １７
Ａ・ノリス／作 光野 多惠子／訳 岩淵 慶造／
画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11487 パズル崩壊 Ｗｈｏｄｕｎｉｔ ｓｕｒｖｉｖａｌ １９ 法月 綸太郎／著 集英社 22 (１１ 小説)

11488 ヴェルナー・ホルトの冒険 ある青春の物語 東欧の文学 ディーター・ノル／著 保坂 一夫／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

11489 子どもが育つ魔法の言葉 ＰＨＰ文庫
ドロシー・ロー・ノルト著 レイチャル・ハリ
ス著 石井千春訳

ＰＨＰ研究所 33 (２２ 文庫本)

11490
行動が早い人の仕事と生活の習慣 入社１年目から差がつ
いていた！

野呂エイシロウ著 すばる舎

11491 酒鬼薔薇聖斗の告白 悪魔に憑かれたとき 少年Ａの軌跡 河 信基／著 元就出版社 22 (１１ 小説)

11492 サイレント・ジョー Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ
Ｔ．ジェファーソン・パーカー著 七搦理美子
訳

早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11493
写真でビックリ！目に見えないこわ～い虫たち ３ 土にひ
そむミクロの虫

スティーブ・パーカー著 うえかわのりこ訳 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11494 真相 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ロバート・Ｂ．パーカー著 菊池光訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11495 ガンマンの伝説 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ロバート・Ｂ．パーカー著 菊池光訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11496 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
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11497 あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト／文 ジェイ
ムズ・スティーブンソン／絵 千葉 茂樹／訳

光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

11498 世界文学全集 ３０ ハーディ 筑摩書房 24 (１３ 全集)



11499
呪われた腕 ハーディ傑作選 新潮文庫  む－６－３  村上
柴田翻訳堂

トマス・ハーディ〔著〕 河野一郎訳 新潮社

11500
いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ
; アメリカの絵本

バージニア・リー・バートン むらおかはなこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

11501 うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン ふじたちえ インターコミュニケーションズ 62 (２４ 絵本 西)

11502
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー  新版 世界傑作
絵本シリーズ  アメリカの絵本

ばーじにあ・りー・ばーとん／文・絵 いしい
ももこ／訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

11503 きょうりゅうきょうりゅう
バイロン・バートンさく・え なかがわちひろ
やく

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

11504 ぶんぶんぶるるん バイロン・バートン／作 手島 悠介／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

11505 ひこうき バートンののりものえほん  ３
バイロン・バートン／作・絵 こじま まもる／
訳

金の星社 62 (２４ 絵本 西)

11506 ふね バートンののりものえほん  ４
バイロン・バートン／作・絵 こじま まもる／
訳

金の星社 62 (２４ 絵本 西)

11507 とらっく バートンののりものえほん  ２
バイロン・バートン／作・絵 こじま まもる／
訳

金の星社 62 (２４ 絵本 西)

11508 でんしゃ バートンののりものえほん  １
バイロン・バートン／作・絵 こじま まもる／
訳

金の星社 62 (２４ 絵本 西)

11509 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム みつよしなつや ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

11510
ねえ、どれがいい？  新版 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

ジョン・バーニンガム／作 まつかわ まゆみ／
訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

11511 キツネのハーキン 原本ほるぷ世界の絵本 ジョン・バーニンガム／絵 Jonathan Cape 5 (学習室)

11512 消えた王子 上 岩波少年文庫  １６２
フランシス・ホジソン・バーネット作 中村妙
子訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

11513 消えた王子 下 岩波少年文庫  １６３
フランシス・ホジソン・バーネット作 中村妙
子訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

11514
やんちゃなサルとしずかなパンダ 評論社の児童図書館・
絵本の部屋

アントニア・バーバーぶん メイロ・ソーえ 山
口文生やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

11515 ようちえんっていうところ
ジェシカ・ハーパーぶん Ｇ．ブライアン・カ
ラスえ いしづちひろやく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

11516 イソップ寓話集
バーバラ・ベイダー 文 アーサー・ガイサート
絵 いずみちほこ 訳

セーラー出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11517 生物時計の謎をさぐる ジョン・Ｄ．パーマー著 小原孝子訳 大月書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11518 嵐の中のシリウス 文研じゅべにーる
Ｊ．Ｈ．ハーロウ作 長滝谷富貴子訳 津尾美智
子絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



11519 雪女 夏の日の夢 岩波少年文庫 ５６３ ラフカディオ・ハーン作 脇明子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

11520 １８番目の大ピンチ あかね世界の文学シリーズ
Ｂ．バイアーズ／作 金原 瑞人／訳 古川 タク
／画

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11521 マチス 線と形の画家 名画の秘密をさぐる ６
Ｙ・バイエ／文 Ｂ・テュレ／絵 長島 良三／
訳

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11522 私たちの友だち 岩波少年文庫復刻版 バイコフ／作 上脇 進／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

11523 司法の犯罪（冤罪）は防げるか 陪審制度を復活する会 奈良新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

11524 アジアを鏡として戦争が見える 「敗戦５０年」企画実行委員 ... 社会評論社 12 (１ 郷土資料)

11525 コバンザメのぼうけん 童心社の絵本 灰谷 健次郎／文 村上 康成／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

11526 ろくすけどないしたんや 灰谷 健次郎／文 坪谷 令子／絵 理論社 62 (２４ 絵本 西)

11527 ろくべえ まってろよ みるみる絵本 灰谷 健次郎／作 長 新太／絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

11528 天の瞳 あすなろ編１ 灰谷健次郎著 角川書店 22 (１１ 小説)

11529 アジアを生きる 灰谷健次郎文 石川文洋写真 実業之日本社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11530 天の瞳 成長編１ 灰谷健次郎著 角川書店 22 (１１ 小説)

11531 優しい時間 灰谷 健次郎／著 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11532 灰谷健次郎のどうわ５年生 灰谷健次郎童話館 灰谷 健次郎／作 長 新太／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11533 灰谷健次郎のどうわ４年生 ３ 灰谷健次郎童話館 灰谷 健次郎／作 坪谷 令子／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11534 灰谷健次郎のどうわ６年生 灰谷健次郎童話館 灰谷 健次郎／作 長谷川 集平／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11535 天の瞳 幼年編１ 灰谷 健次郎／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11536 天の瞳 幼年編２ 灰谷 健次郎／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11537 マコチン あかね新作幼年童話 １４ 灰谷 健次郎／著 長 新太／画 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

11538 兎の眼 長編小説 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎／作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



11539 太陽の子 てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎／作 田畑 精一／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11540 灰谷健次郎のどうわ４年生 １ 灰谷健次郎童話館 灰谷 健次郎／作 坪谷 令子／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11541 灰谷健次郎のどうわ４年生 ２ 灰谷健次郎童話館 灰谷 健次郎／作 坪谷 令子／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11542 いえでぼうや フォア文庫愛蔵版 灰谷 健次郎／作 理論社 25 (１４ 児童書)

11543 海の図 上 灰谷 健次郎／著 理論社 22 (１１ 小説)

11544 海の図 下 灰谷 健次郎／著 理論社 22 (１１ 小説)

11545 バルシューレ  幼児のためのボール遊びプログラム ハイデンベルク大学 株式会社東山書房 19 (８ 美術 芸術)

11546 きいてよこいしがはなしてる 国際版絵本 Ｈ・ハイドゥック‐フート／作 佐久間 彪／文 至光社 61 (２３ 絵本 北)

11547 あらくれ物語 ニコライ・Ａ・ハイトフ／著 真木 三三子／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

11548
メギー新しい国へ メギー・マッキントッシ 岩波少年文庫
復刻版

エリザベス・グレイ・ヴァイ ... 清水 二郎／
訳 ヴァイニング夫人／作

岩波書店 25 (１４ 児童書)

11549 ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネさく いとうひろしやく あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

11550 ともだち
ヘルメ・ハイネ／さく 池田 香代子／やく い
けだ かよこ／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

11551
水棲・陸棲カメの飼育ガイドブック トータス・トラスト
公認 飼育下での世話と 増補改訂版

Ａ．Ｃ．ハイフィールド／著 日向野 ブレンダ
／訳

真菜書房 19 (８ 美術 芸術)

11552 リズ 上 Ｃ・デビッド・ハイマン／著 広瀬 順弘／訳 読売新聞社 19 (８ 美術 芸術)

11553 リズ 下 Ｃ・デビッド・ハイマン／著 広瀬 順弘／訳 読売新聞社 19 (８ 美術 芸術)

11554 クリスマスをさがして 世界の絵本ライブラリー Ｔ・Ｓ・ハイマン／作・絵 若林 千鶴／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11555 スポーツ科学辞典 日独英仏対照 エリッヒ・バイヤー／編 朝岡 正雄／監訳 大修館書店 5 (学習室)

11556 星のある生活他 東欧の文学
イージー・ヴァイル／著 ルスティク／著 栗栖
継／訳

恒文社 24 (１３ 全集)

11557 世界文学全集 ４５ ハインリヒ・マン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

11558 色の女王 ユッタ・バウアー／作 橋本 香折／訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)



11559 いつもだれかが… ユッタ・バウアー作・絵 上田真而子訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

11560 おこりんぼママ ユッタ・バウアー／文・絵 小森 香折／訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

11561
混色パーフェクトレシピ１５００ 描きたいものから色を
探せる  油彩・アクリル・水彩

ウィリアム Ｆ．パウエル著 森竹訳 マール社

11562 はしけのアナグマ 児童図書館・文学の部屋
ジャニ・ハウカー／作 三保 みずえ／訳 宇野
亜喜良／絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11563 消えた一日 文研じゅべにーる
Ｔ・ハウゲン／作 木村 由利子／訳 浜田 洋子
／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11564 中国衝撃の古代遺跡を追う
ハルトヴィヒ・ハウスドルフ／著 ペーター・
クラッサ／著 畔上 司／訳

文芸春秋
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11565
ハロー・ディア・エネミー！ こんにちは敵さんさよなら
戦争

グードルン・パウゼバンク文 インゲ・シュタ
イネケ絵 桑田富三子訳

くもん出版 63 (２５ 絵本 南)

11566 むぎうちヨナス
クルト・バウマン／文 マルタ・コチー／絵 大
塚 勇三／訳

リブリオ出版 63 (２５ 絵本 南)

11567 オズへの道 完訳 オズの魔法使いシリーズ  ５ ライマン・フランク・ボーム著 宮坂宏美訳 復刊ドットコム
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11568 オズとドロシー 完訳 オズの魔法使いシリーズ  ４ ライマン・フランク・ボーム著 田中亜希子訳 復刊ドットコム
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11569 オズのオズマ姫 完訳 オズの魔法使いシリーズ  ３
ライマン・フランク・ボーム著 ないとうふみ
こ訳

復刊ドットコム
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11570 オズのふしぎな国 完訳 オズの魔法使いシリーズ  ２ ライマン・フランク・ボーム著 宮坂宏美訳 復刊ドットコム
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11571 オズの魔法使い 完訳 オズの魔法使いシリーズ  １ ライマン・フランク・ボーム著 宮坂宏美訳 復刊ドットコム
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11572 オズの魔法使い 世界の名作全集 ７
ライマン・フランク・ボーム ... 谷本 誠剛／
訳

国土社 25 (１４ 児童書)

11573 こわがりトミー
クラウス・バウムガート／文・絵 池田 香代子
／訳 いけだ かよこ／訳

西村書店 63 (２５ 絵本 南)

11574 モエギ ザ・ブック・オブ・カラーズ 南風椎著 ＤＨＣ 19 (８ 美術 芸術)

11575 日本の祭り事典 芳賀日出男著 汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11576 牛乳パックで作るへんしん・からくり 芳賀 哲／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11577 紙パックでつくる シリーズ子どもとつくる ３５ 芳賀 哲／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

11578 ひと目でわかる土地評価の実務 芳賀 則人／著 六法出版社出版事業部 19 (８ 美術 芸術)



11579 こどもの１２かげつ １ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11580 こどもの１２かげつ ２ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11581 こどもの１２かげつ ３ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11582 こどもの１２かげつ ４ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11583 こどもの１２かげつ ５ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11584 こどもの１２かげつ ６ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11585 こどもの１２かげつ ７ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11586 こどもの１２かげつ ９ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11587 こどもの１２かげつ １０ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11588 こどもの１２かげつ １１ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11589 こどもの１２かげつ １２ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11590 こどもの１２かげつ ８ 堅牢版 芳賀 日出男／著 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11591 格言大辞典 辞典叢書 ８ 芳賀 矢一／ほか編 東出版 5 (学習室)

11592 ハーブ シンプル＆ナチュラル 暮らしに生かして使 萩尾 エリ子／著 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

11593 ちくま日本文学全集 ０１８ 萩原朔太郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11594 日本文学全集 ３４ 萩原朔太郎・三好達治・西脇順三郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

11595 輪廻の暦 萩原 葉子／著 新潮社 21 (１０ 小説)

11596 奈良のなかの朝鮮 歩いて知る朝鮮と日本の歴史 朴鐘鳴著 明石書店 13 (２ 県一般書)

11597 帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い 朴裕河著 朝日新聞出版

11598 地球が緑になったわけ かたつむり文庫 バングラデシュ ナイマ・ハク／文・絵 本山 央子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)



11599
ウォレスとグルミット～ペンギンに気をつけろ！～ ニッ
ク・パーク監督作品

ニック・パーク／原作 早野 美智代／訳 庄山
則子／訳

小学館 63 (２５ 絵本 南)

11600 かぜがふいたら
ルース・パーク／ぶん デボラ・ナイランド／
え 前沢 明枝／やく

朔北社 63 (２５ 絵本 南)

11601 爆笑問題の日本史原論 爆笑問題著 メディアワークス
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11602 陶芸技法の手引き トニー・バークス／著 堀江 綾子／訳 グラフィック社 19 (８ 美術 芸術)

11603 マンモス／反逆のシルヴァーヘア 海外ＳＦノヴェルズ スティーヴン・バクスター著 中村融訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11604 赤毛のアンの手作り絵本 １ 少女編 白泉社書籍編集部編 白泉社 19 (８ 美術 芸術)

11605 赤毛のアンの手作り絵本 ２ 青春編 白泉社書籍編集部編 白泉社 19 (８ 美術 芸術)

11606 赤毛のアンの手作り絵本 ３ 夢の家族編 白泉社書籍編集部編 白泉社 19 (８ 美術 芸術)

11607
クマクマ、クマがいっぱい！ 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

マラ・バーグマン／ぶん ヘレン・クレイグ／
え 山口 文生／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

11608 小川のほとりで 新装版 のばらの村のものがたり ２ ジル・バークレム／作 岸田 衿子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11609 木の実のなるころ 新装版 のばらの村のものがたり ３ ジル・バークレム／作 岸田 衿子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11610 春のピクニック 新装版 のばらの村のものがたり １ ジル・バークレム／作 岸田 衿子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11611 雪の日のパーティー 新装版 のばらの村のものがたり ４ ジル・バークレム／作 岸田 衿子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

11612
図解世の中のしくみ 必ずわかる 情報・通信・金融・経
済・政治

Ｐａｑｕｅｔ／編著 ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)

11613 フクロウ物語 福音館のかがくのほん
モーリー・バケット／文 松浦 久子／訳 岩本
久則／絵

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11614 フローラ・ビーズ ハザマノリコ著 ヒノキヨカ著 永岡書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11615 春またぎ 葉治英哉著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11616 たいへん！ホテルは水びたし ハンナのすてきなホテル ４ マーク・バージェス／作 竹下 千花子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11617 １００回めのたんじょうび ハンナのすてきなホテル ２ マーク・バージェス／作 竹下 千花子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11618 ふたごのがちょうグーとスー ハンナのすてきなホテル １ マーク・バージェス／作 竹下 千花子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)



11619
ま夜中にお客さんがやってきた ハンナのすてきなホテル
３

マーク・バージェス／作 竹下 千花子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11620 ひとりが、いちばん！ 頼らず、期待せず、ワガママに 橋田 寿賀子 大和書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11621 結婚、思わずホロリとするいい話 縁は異なもの味なもの 橋田 真希／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

11622 やまんばと魔女のたいけつ 鈴の音童話 【ハシ】立悦子作・絵 銀の鈴社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11623
おともだちみつけた 児童詩の世界 シリーズ児童詩が光る
教室風景

橋立 悦子／編著 絵 【ハシ】立 悦子／編著
絵

教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11624
どれくらいすき？ 児童詩の世界 シリーズ児童詩が光る教
室風景

橋立 悦子／編著 絵 【ハシ】立 悦子／編著
絵

教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11625 生きる歓び 橋本 治／著 角川書店 22 (１１ 小説)

11626 夜 橋本治著 集英社 22 (１１ 小説)

11627 京都桜百景 ＳＵＩＫＯ ＢＯＯＫＳ １４０ 橋本健次著 中田昭著 光村推古書院 19 (８ 美術 芸術)

11628 流れ星が消えないうちに 橋本紡〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

11629 三日月物語 橋本 治／著 岡田 嘉夫／絵 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

11630 春宵 小論集 橋本 治／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11631 花物語 橋本 治／文 さべあのま／絵 集英社 22 (１１ 小説)

11632 美男へのレッスン 橋本 治／著 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11633 かならず咲く洋ラン ビジュアル園芸ブックス １ 橋本 清美／著 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

11634
業績がみるみる伸びるお掃除道入門 ゴミ一つ見逃さない
心がなぜ大切か 汚れた

橋本 奎一郎／著 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

11635
小さな巨人ＬＳＩ（大規模集積回路） 入門エレクトロニ
クス ４

橋本 尚／著 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11636 使ってわかるハーブα媚薬百科 橋本 竹二郎／監修 国書刊行会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11637
２０００年からの医療と介護 「かかりつけ医」のための
介護保険ガイド

橋本 信也／編 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

11638 ストレス イラスト・わかる漢方 橋本 憲子／著 ユリシス・出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11639
お年寄りのケア知恵袋 専門家が教える介護のコツ ＭＩＮ
ＥＲＶＡ福祉ライブラリー ９

橋本 正明／編著 ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

11640
ティモシーとサラのパーティー えほんとなかよし ３５
ティモシーとサラ のえほん ５

芭蕉 みどり／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

11641 サーカスのよる おはなしカーニバル １５ 芭蕉 みどり／作 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

11642 石の花 フォア文庫愛蔵版 バジョーフ／作 島原 落穂／訳 童心社 25 (１４ 児童書)

11643
サマータイムソング つきあかりのにわで 世界傑作絵本シ
リーズ アメリカの絵本

アイリーン・ハース／さく・え 渡辺 茂男／や
く わたなべ しげお／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

11644 モリーはどこ？ ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 ウーリ・ヴァース／作 遠山 明子／訳 ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11645 宝の館チベット イギリス女性がくらした二年間 カトリーナ・バス／著 古川 修／訳 中央公論社

11646 葉っぱのフレディ いのちの旅
レオ・バスカーリア／作 みらい なな／訳 し
まだ みつお／画

童話屋
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11647 アイランド 葉月 堅／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11648 森をすくったシンバ かたつむり文庫 キューバ
Ｍ・バスケスペレス／文 Ｅ・レイエス／絵 片
山 和子／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

11649 幻視者 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ドン・パスマン著 奥村章子訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11650 子どもに語るモンゴルの昔話 蓮見治雄訳・再話 平田美恵子再話 こぐま社 25 (１４ 児童書)

11651 オペラ・オペラシオネル 蓮実 重彦／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

11652 弥勒世（みるくゆー） 上 馳星周著 小学館 22 (１１ 小説)

11653 弥勒世（みるくゆー） 下 馳星周著 小学館 22 (１１ 小説)

11654 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ編 飯野和好絵 富山房

11655 異常にふえるホテイアオイのなぞ 子ども科学図書館 長谷 寛／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11656 淳 土師 守／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11657 アラマ、あいうえお！ ことばをあるく９０００日 波瀬 満子／著 谷川 俊太郎／著 太郎次郎社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11658 かっぱ、かっぱらったか？ ことばをあるく９０００日 波瀬 満子／著 谷川 俊太郎／著 太郎次郎社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



11659 リボンアート・フラワー 四季を彩る 長谷 良子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11660 すいみんぶそく 絵本・こどものひろば 長谷川 集平／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

11661 きつねにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 長谷川摂子 片山健 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

11662 さくら かがくのとも絵本 長谷川 摂子／文 矢間 芳子／絵・構成 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11663 めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集 ８５ 長谷川 摂子／作 降矢 奈々／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11664 きゃっちぼーるきゃっちぼーる 長谷川 知子／文・絵 新日本出版社 61 (２３ 絵本 北)

11665 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版 62 (２４ 絵本 西)

11666 どこどこどこ いってきまーす えさがしえほん 長谷川義史 ひかりのくに 62 (２４ 絵本 西)

11667 どこどこどこ いってみたーい えさがしえほん 長谷川義史 ひかりのくに 62 (２４ 絵本 西)

11668 いいから いいから ２ 長谷川 義史 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

11669 いいから いいから ３ 長谷川 義史 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

11670 いいから いいから ４ 長谷川 義史 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

11671 いいから いいから 長谷川 義史 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

11672 どこどこどこ いってみたーい えさがしえほん  ２ 長谷川 義史作／絵 ひかりのくに 62 (２４ 絵本 西)

11673
おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃ
ん

長谷川 義史／作 ＢＬ出版

11674 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史／作・絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

11675 なわとびしましょ 学研おはなし絵本 長谷川 義史／作 学研 61 (２３ 絵本 北)

11676 トトトのトナカイさん 長谷川 義史／作 ブロンズ新社 61 (２３ 絵本 北)

11677 うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川 義史／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

11678
働かないアリに意義がある メディアファクトリー新書
０１５

長谷川英祐著 メディアファクトリー
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11679 こぞうさんとりゅうのたま はせがわかこぶん・え 大日本図書 61 (２３ 絵本 北)

11680 孤独のいいなり 長谷川純子著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

11681 ぐやんよやん 長谷川摂子ぶん ながさわまさこえ 福音館書店

11682 おっきょちゃんとかっぱ こどものとも絵本 長谷川摂子文 降矢奈々絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11683 聖なる王権ブルボン家 講談社選書メチエ ２３４ 長谷川輝夫著 講談社

11684 うんこのあかちゃん おとうちゃんの出産絵日記 長谷川義史 村中李衣 クレヨンハウス 62 (２４ 絵本 西)

11685 だじゃれ日本一周 長谷川義史作 理論社 61 (２３ 絵本 北)

11686 ラーメンちゃん 長谷川義史作 絵本館 61 (２３ 絵本 北)

11687 どこどこどこ いってきまーす えさがしえほん  １ 長谷川義史作・絵 ひかりのくに 6 (あのね文庫)

11688 ボケる脳ボケない脳 長谷川 和夫／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11689
ストレスに負けたくない人へ 職場と家庭のメンタルヘル
ス やさしい医学と健康のシリーズ

長谷川 和夫／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11690 痴呆のお年寄りの介護 あたたかい医学のシリーズ 長谷川 和夫／共著 五島 シズ／共著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11691
老年痴呆に負けたくない人へ やさしい医学と健康のシ
リーズ

長谷川 和夫／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11692 ナチ強制収容所 その誕生から解放まで 長谷川 公昭／著 草思社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11693 原爆ドームの祈り 長谷川 敬／文 山本 東陽／写真 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11694 脱原子力社会の選択 新エネルギー革命の時代 長谷川 公一／著 新曜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11695 光年のかなたデヴォ 童話パラダイス １１ 長谷川 集平／作 伊藤 正道／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11696 女だから、女だてらに 長谷川 智恵子／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

11697 ぼくの自然図鑑 長谷川 哲雄／絵と文 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11698 昆虫 小さな虫たちのせかい 絵本図鑑シリーズ ２ 長谷川 哲雄／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



11699 のはらのずかん 野の花と虫たち 絵本図鑑シリーズ １２ 長谷川 哲雄／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11700 森の草花 絵本図鑑シリーズ ７ 長谷川 哲雄／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11701
聴覚障害者とインターネット 初心者のためのインター
ネット入門

長谷川 洋／監修 大山 博／監修 日本聴覚障害
者コンピュータ ...

中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

11702 走らんか！ 長谷川 法世／著 集英社 22 (１１ 小説)

11703 籐でつくる シリーズ子どもとつくる ２１ 長谷川 正勝／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

11704 カエルの田んぼ 森の新聞 １４ 長谷川 雅美／著 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11705 ネズミと日本人 長谷川 恩／著 三一書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11706 青春の詩 詩のおくりもの２ 長谷川 龍生編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11707 吉備津の雨月物語 釜うらない 平凡社名作文庫 ８ 長谷川四郎 平凡社 25 (１４ 児童書)

11708 ちくま日本文学全集 ０４６ 長谷川四郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11709 図説  日本の古典 第15巻 井原西鶴 井原西鶴 長谷川強/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

11710 おかあちゃんがつくったる 長谷川義史 株式会社 講談社 6 (あのね文庫)

11711 心を整える。 勝利をたぐり寄せるための５６の習慣 長谷部 誠／著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

11712 請来美術（陶芸） 原色日本の美術２９ 長谷部 楽爾 小学館 7 (大型本)

11713 森が語るドイツの歴史 カール・ハーゼル／著 山県 光晶／訳 築地書館
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11714 軛の下で 東欧の文学 ２ イワン・ヴァーゾフ／著 松永 緑弥／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

11715 母は娘がわからない 子離れのレッスン
イヴリン・Ｓ・バソフ／著 村本 邦子／訳 山
口 知子／訳

創元社 17 (６ 総記 社会科学)

11716 娘が母を拒むとき 癒しのレッスン
イヴリン・Ｓ・バソフ／著 村本 邦子／訳 山
口 知子／訳

創元社 17 (６ 総記 社会科学)

11717 ふしぎいっぱい鳥 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ １０
アレクサンドラ・パーソンズ／文 ジェリー・
ヤング／写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11718
ふしぎいっぱい毒をもつ動物 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄ
ｓ ２０

アレクサンドラ・パーソンズ／文 ジェリー・
ヤング／写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



11719
ふしぎいっぱいほ乳類 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ １
３

アレクサンドラ・パーソンズ／文 ジェリー・
ヤング／写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11720 なつのいちにち はた こうしろう／作 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

11721 御不浄バトル 集英社文庫  は４６－１ 羽田圭介著 集英社

11722 スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介著 文藝春秋

11723 おとうさんもういっかい = One More Papa! 3 はたこうしろう アリス館 62 (２４ 絵本 西)

11724 おとうさんもういっかい 1 たかいたかい はたこうしろう アリス館 62 (２４ 絵本 西)

11725 シェルター 女が暴力から逃れるために 波田 あい子／編 平川 和子／編 青木書店 17 (６ 総記 社会科学)

11726 現代史の争点 秦 郁彦／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

11727 地質スケッチ集 羽田 忍／著 築地書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11728 ムツゴロウの人生上達の術 畑 正憲／著 マガジンハウス
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11729
ムツさんジェルミ魔の島漂流記 ガラパゴス諸島を行く ム
ツゴロウとゆかいな仲間たちシリーズ ３

畑 正憲／著 ジェルミ・エンジェル／著 フジテレビ出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11730 犬ずきのひとこの指とまれ ムツゴロウの図書館 ３ 畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11731
ウミガメ・ゴンク動物記 上 海や川の神秘 ムツゴロウの
図書館 ５

畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11732
ウミガメ・ゴンク動物記 下 海や川の神秘 ムツゴロウの
図書館 ６

畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11733 ウミガメゴンクのぼうけん ムツゴロウの図書館 ４ 畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11734 新ぼくのくろう ムツゴロウの図書館 ７ 畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11735 ぼくの友だちかみ犬ボス ムツゴロウの図書館 １ 畑 正憲／著 朝日出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11736 峠越え 羽太 雄平／著 角川書店 22 (１１ 小説)

11737 星をまく人 キャサリン・パターソン著 岡本浜江訳 ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11738 私はだれ？ 自分さがしのヒント キャサリン・パターソン著 中村妙子訳 晶文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



11739 ときぐすり 畠中 恵 文藝春秋 22 (１１ 小説)

11740 まことの華姫 畠中恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

11741 おおあたり 〔「しゃばけ」シリーズ〕  〔１５〕 畠中恵著 新潮社

11742
さくら聖・咲く 新潮文庫  は－３７－５２  佐倉聖の事
件簿  〔２〕

畠中恵著 新潮社

11743
アコギなのかリッパなのか 新潮文庫  は－３７－５１
佐倉聖の事件簿  〔１〕

畠中恵著 新潮社

11744 若様とロマン 畠中恵著 講談社

11745 うずら大名 畠中恵著 集英社

11746 なりたい 〔「しゃばけ」シリーズ〕  〔１４〕 畠中恵著 新潮社

11747 明治・金色キタン 畠中恵著 朝日新聞出版

11748 まったなし 〔「まんまこと」シリーズ〕  〔５〕 畠中恵著 文藝春秋 09 (新刊書)

11749 すえずえ 〔「しゃばけ」シリーズ〕  〔１３〕 畠中恵著 新潮社 22 (１１ 小説)

11750 たぶんねこ 〔「しゃばけ」シリーズ〕  〔１２〕 畠中恵著 新潮社 22 (１１ 小説)

11751 つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）22 (１１ 小説)

11752 明治・妖（あやかし）モダン 畠中恵著 朝日新聞出版 22 (１１ 小説)

11753 こころげそう 男女九人お江戸の恋ものがたり 畠中恵著 光文社

11754 しゃばけ 畠中恵著 新潮社 22 (１１ 小説)

11755 現代語訳 日本の古典 ６ 枕草子 秦恒平 学研 24 (１３ 全集)

11756 教科書にでてくる詩のわかる本 ２年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11757 教科書にでてくる詩のわかる本 ３年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11758 教科書にでてくる詩のわかる本 ４年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



11759 教科書にでてくる詩のわかる本 ５年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11760 教科書にでてくる詩のわかる本 ６年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11761 教科書にでてくる詩のわかる本 １年生 畑島 喜久生／編 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11762 なんでもハップンとんちん旧館物語
レオ・ハータス／絵 リチャード・プラット／
構成 柳瀬 尚紀／訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

11763 かぼちゃ畑の女王さま キャサリン パターソン／作 岡本 浜江／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11764 罪の段階
リチャード・ノース・パター ... 東江 一紀／
訳

新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11765 日本一ブック ’９６ 日本記録事典 畑田 国男／共著 加瀬 清志／共著 騎虎書房 17 (６ 総記 社会科学)

11766 鬼の助 畑中 弘子／作 辻 恵子／絵 てらいんく 61 (２３ 絵本 北)

11767 けさくしゃ 畠中 恵 新潮社 22 (１１ 小説)

11768 ｉＰＳ細胞ができた！ ひろがる人類の夢 畑中正一著 山中伸弥著 集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11769
どっちがお得？定年後のお金 働き方、年金、保険、住ま
い…ｅｔｃ．人生後半の分岐点徹底ガイド

畠中雅子著 高齢期のお金を考える会〔著〕 高橋書店 09 (新刊書)

11770 自然断面図鑑
モイラ・バターフィールド／作 リチャード・
オー／絵 原 まゆみ／ほか訳

偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11771 オオハクチョウ ドンキ－の空 ムツゴロウの図書館 ② 畑 正憲 朝日出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11772 ウミガメ ゴンクのぼうけん ムツゴロウの図書館 ④ 畑正憲 朝日出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11773
ウミガメ・ゴンク動物記 ムツゴロウの図書館 ⑤ 海や川
の神秘 （上）

畑正憲 朝日集版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11774
ウミガメ・ゴンク動物記 ムツゴロウの図書館⑥ 海や川の
神秘（下）

畑正憲 朝日出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11775 ホルスの谷 畑山 博／著 集英社 22 (１１ 小説)

11776 アマンダのすてきなちょうちょ 世界の絵本ライブラリー Ｎ・バトワース／作 ゆきたけ のりこ／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11777
ひみつのめいろ 世界の絵本ライブラリー パーシーとどう
ぶ つたちの絵本

Ｎ・バトワース／作 林 真実／訳 はやし まみ
／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11778 ゆきのふるよる 世界の絵本ライブラリー
Ｎ・バトワース／作 林 真実／訳 はやし まみ
／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)



11779 ゆきのふるよる ミニ絵本パーシーとどうぶつたち ニック・バトワース／作 林 真実／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

11780 簡単な陶芸 基本的な技法の演習
サラ・ピーチ／著 ジェラルディン・クリス
ティ／著 朝岡 あかね／訳

グラフィック社 19 (８ 美術 芸術)

11781 すばらしい人間のからだ １
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11782 すばらしい人間のからだ ２
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11783 すばらしい人間のからだ ３
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11784 すばらしい人間のからだ ４
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11785 すばらしい人間のからだ ５
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11786 すばらしい人間のからだ ６
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11787 すばらしい人間のからだ ７
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11788 すばらしい人間のからだ ８
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11789 すばらしい人間のからだ ９
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11790 すばらしい人間のからだ １０
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11791 すばらしい人間のからだ １１
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11792 すばらしい人間のからだ １２
アレッサンドロ・パチーニ／絵 アリオ・ズ
イッリ／文 稲垣洋子／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11793 蛍火 蜂谷涼著 講談社 22 (１１ 小説)

11794 煙波 蜂谷涼著 講談社 22 (１１ 小説)

11795 大いなる河の流れ フレデリック・バック／作 寺岡 襄／訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

11796 ヤンとスティッピー
ペッツィー・バックス／さく 野坂 悦子／やく
のざか えつこ／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

11797 国際ボランティアガイド パックストン美登利／著 ジャパンタイムズ 17 (６ 総記 社会科学)

11798 ちいさなちいさな王様
アクセル・ハッケ／作 ミヒャエル・ゾーヴァ
／絵 那須田 淳／共訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



11799 ルノワール ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ウォルター・パッチ／著 富山 秀男／訳 美術出版社 7 (大型本)

11800 ベーコンわすれちゃだめよ！ ハッチンスの絵本 パット=ハッチンス／作・絵 渡辺 茂男／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

11801 いたずらかいじゅうはどこ？ パット=ハッチンス／作 乾 侑美子／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

11802 サプライス パーティ 原本ほるぷ世界の絵本 パット・ハッチンス／絵 Macmillan 61 (２３ 絵本 北)

11803 ティッチ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
パット・ハッチンス／さく・え 石井 桃子／や
く いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

11804 いたずらビリーとほしワッペン
パット・ハッチンス／さく 乾 侑美子／やく
いぬい ゆみこ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

11805 児童図書館論 フランスの現場から
ジュヌヴィエーヴ・パット／著 赤星 隆子／
編・訳

日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

11806
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ４ 十八年目の卒業式 講談社
青い鳥文庫  ２４３－１６

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11807
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ９ 一年ぶりの仲直り 講談社
青い鳥文庫  ２４３－２１

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11808
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ６ 絵の中の女の人 講談社青
い鳥文庫  ２４３－１８

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11809
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ１１ 恋の大バトル！？ 講談
社青い鳥文庫  ２４３－２３

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11810
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ５ 転校生のひみつ 講談社青
い鳥文庫  ２４３－１７

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11811
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ７ トキメキ〓修学旅行！ 講
談社青い鳥文庫  ２４３－１９

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11812
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ２ 「図書館登校」の女の子？
講談社青い鳥文庫  ２４３－１４

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11813
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ１ 二人のそらとわたし 講談
社青い鳥文庫  ２４３－１３

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11814
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ１０ 別荘にご招待？ 講談社
青い鳥文庫  ２４３－２２

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11815
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ３ 霊能少女萌！？ 講談社青
い鳥文庫  ２４３－１５

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11816
トキメキ〓図書館 ＰＡＲＴ８ ドキドキ★校内キャンプ！
講談社青い鳥文庫  ２４３－２０

服部千春作 ほおのきソラ絵 講談社

11817
病気がわかるからだのビジュアル百科 ホーム・メディカ
安心ガイドＷＩＤＥ版

服部光男総監修 岡島重孝総監修 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11818 人気の押し花アレンジ 服部 さち子／著 世界文化社 19 (８ 美術 芸術)



11819 鷲の驕り Ｔｈｅ ｓｅｃｒｅｔ ｐａｔｅｎｔ 服部 真澄／著 祥伝社 22 (１１ 小説)

11820
多重人格者の真実 Ｋｏｄａｎｓｈａ ｓｏｐｈｉａ ｂｏ
ｏｋ ｓ

服部 雄一／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

11821 だれでもかける最新四季のイラスト教室 服部 夕紀／著 誠文堂新光社 19 (８ 美術 芸術)

11822 日本の心 服部明行/発行人 奈良日日新聞社 7 (大型本)

11823 チャレンジアイデア工作 木で作るくふう 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11824 チャレンジアイデア工作 木でつくるくふう その２ 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11825 チャレンジアイデア工作 磁石を使ったくふう 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11826 チャレンジアイデア工作 楽しいくふういろいろ 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11827 チャレンジアイデア工作 電気で動かすくふう 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11828
チャレンジアイデア工作 トランジスター回路を使ったく
ふう

発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11829 チャレンジアイデア工作 プラバンで作るくふう 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11830 チャレンジアイデア工作 木でつくるくふう その２ 発明協会 発明協会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11831 ゴヤ スペインの栄光と悲劇 「知の再発見」双書 ０８ ジャニーヌ・バティクル／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

11832 ミケランジェロ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 フレデリック・ハート／著 大島 清次／訳 美術出版社 7 (大型本)

11833 魔女図鑑 魔女になるための１１のレッスン マルカム・バード／作・絵 岡部 史／訳 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11834 めぐる月日に 講談社の翻訳絵本 エリック・バトゥー作 谷内こうた訳 講談社 5 (学習室)

11835 夢を追う子 岩波少年文庫復刻版 ハドソン／作 網野 菊／訳 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11836 さんびきのくま
バイロン・バートン／ぶん・え 中川 千尋／や
く なかがわ ちひろ／やく

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

11837 ちいさなあかいめんどり
バイロン・バートン／文・絵 中川 千尋／訳
く

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

11838
いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ
アメリカの絵本

バージニア・リー・バートン ... 村岡 花子／
やく むらおか はなこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



11839
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 新版 世界傑作絵
本シリーズ アメリカの絵本

ばーじにあ・りー・ばーとん ... 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11840 せいめいのれきし 大型絵本 １
バージニア・リー・バートン ... 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

11841 タヌキ森のなかまたち 花烏賊 康繁／作 神保 亮／絵 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11842
「小沢新党」は何をめざすか！？ 日本が情緒政治と決別
する日

花岡 信昭／著 サンドケー出版局 17 (６ 総記 社会科学)

11843 荒野のマーくん その試練 花形みつる作 やまだないと絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11844 一瞬の原っぱ 花形 みつる／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

11845 天使の墓 花木 深／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11846 もっとワインが好きになる 必携Ｗｉｎｅ好きノート 花崎 一夫／監修・執筆 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11847 ユダによれば 外典 ヘンリック・パナス／著 小原 雅俊／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

11848 ちくま日本文学全集 ０６０ ちくま日本文学全集 花田 清輝／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11849 手作り室内装飾品 １０１のコツ ジュリア・バーナード／著 藤田 晴子／訳 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11850 おじいさんのはしご えほん・ドリームランド ２８ 花之内 雅吉／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

11851 日本の名峰８ 尾瀬ガ原・燧・至仏 花畑 日尚 山と渓谷社 7 (大型本)

11852 日本の名峰 日光・足尾・南会津 花畑 日尚 山と渓谷社 7 (大型本)

11853 日本の名峰２２ 槍・常念・燕岳 花畑 日尚 山と渓谷社 7 (大型本)

11854 ジャンゴ 花村 万月／著 角川書店

11855 私の庭 蝦夷地篇 花村万月著 光文社 22 (１１ 小説)

11856 虹列車・雛列車 花村万月著 集英社 22 (１１ 小説)

11857 皆月 花村 万月／著 講談社 22 (１１ 小説)

11858 暴れ影法師 花家 圭太郎／著 集英社 22 (１１ 小説)



11859 植物記 埴沙萠 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

11860 サボテンのふしぎ 科学のアルバム ４４ 埴 沙萠／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11861 たねのゆくえ 科学のアルバム ６２ 埴 沙萠／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11862 ドングリ 科学のアルバム ９６ 埴 沙萠／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11863 薬局製剤漢方１９４方の使い方 改訂 埴岡 博／共著 滝野 行亮／共著 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11864
日本人の顔 小顔・美人顔は進化なのか Ｋｏｄａｎｓｈａ
ｓｏｐｈｉａ ｂｏｏｋ ｓ

埴原 和郎／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11865 いっしょにきしゃにのせてって！ ジョン・バーニンガム／さく 長田 弘／やく ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

11866 コートニー
ジョン・バーニンガム／さく 谷川 俊太郎／や
く たにかわ しゅんたろう／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

11867 小公子 世界の名作全集 ８ フランシス・エリザ・バーネ ... 白木 茂／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

11868 がまくんかろくん 馬場 のぼる／作 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

11869 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる／著 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

11870 １１ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる／著 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

11871 １１ぴきのねことぶた 馬場 のぼる／著 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

11872 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる／著 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

11873 １１ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる／著 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

11874 貝殻の採集と観察 やさしい科学 馬場勝良著 さ・え・ら書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11875
漢字の遊園地 遊び心で右脳がジャンプ！！ スーパーヴィ
ジュアルパズル カッパ・ブックス

馬場雄二著 光文社 19 (８ 美術 芸術)

11876 薬草５００種－栽培から効用まで 馬場 篤／文 大貫 茂／写真 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11877 鉄の実験 たのしい科学あそび 馬場 勝良／著 永井 泰子／絵 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

11878
やさしい天気図の読み方 ヨット、ボート、釣り－海で遊
ぶ人のための

馬場 邦彦／著 舵社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



11879 高脂血症の人の食事 新健康になるシリーズ ６ 馬場 茂明／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11880 たのしい図画工作 １ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11881 たのしい図画工作 ２ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11882 たのしい図画工作 ３ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11883 たのしい図画工作 ４ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11884 たのしい図画工作 ５ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11885 たのしい図画工作 ６ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11886 たのしい図画工作 ７ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11887 たのしい図画工作 ８ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11888 たのしい図画工作 ９ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11889 たのしい図画工作 １０ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11890 たのしい図画工作 １１ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11891 たのしい図画工作 １２ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11892 たのしい図画工作 １３ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11893 たのしい図画工作 １４ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11894 たのしい図画工作 １５ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11895 たのしい図画工作 １６ 羽場 徳蔵／著 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11896 崩壊曲線 羽場 博行／著 新潮社 22 (１１ 小説)

11897 パパがワニになった日 いわさき創作童話 １４ 馬場 真理子／作 西村 達馬／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

11898 わけのわかる算数 数と計 ... 馬場 良和／著 さ・え・ら書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



11899
わたしの古典 １５ 馬場あき子の謡曲集 三枝和子の狂言
集

馬場あき子 三枝和子 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11900 空夜 帚木 蓬生／著 講談社 22 (１１ 小説)

11901 安楽病棟 帚木逢生 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11902 受精 帚木逢生 角川書店 33 (２２ 文庫本)

11903 私流ペン画三十年 馬場正博 天理時報社 12 (１ 郷土資料)

11904 フロイト 無意識の扉を開く 「知の再発見」双書 ２４ ピエール・ババン／著 小林 修／訳 創元社 24 (１３ 全集)

11905 ベーシック・アメリカ手話
ベン・バーハン／著 ジョー・デニス／著 高村
真理子／訳

径書房 17 (６ 総記 社会科学)

11906 おどるねこネリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ナタリー・バビット／さく たなか まや／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

11907 もう一つの悪魔の物語 評論社の児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット／作・絵 小旗 英次／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11908 悪魔の物語 評論社の児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット／作・絵 小旗 英次／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11909
ニーノック・ライズ 魔物のすむ山 評論社の児童図書館・
文学の部屋

ナタリー・バビット／作・絵 たなか まや／訳
田中 まや／訳

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11910 薬草ハーブ 種類・効能ハーブバス ハーブ選書 ハーブ編集部／編 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11911
図解羽生善治の頭脳強化ドリル 直感力、集中力、決断
力、構想力を鍛える この考え方で他人との差がつく！

羽生善治著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

11912 羽生マジック ２ 羽生 善治／著 日本将棋連盟 19 (８ 美術 芸術)

11913 マサチューセッツ工科大学 フレッド・ハプグット 鶴岡雄二 訳 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

11914 徳川家光/英明・武勇の三代将軍 羽生道英 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11915 パペットマペットの４コマショートコント大作戦 パペットマペット著 竹書房 19 (８ 美術 芸術)

11916 でんしゃにのったチョウチョ ＰＨＰどうわのポケット 浜 たかや／さく 鬼藤 あかね／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

11917
おじいさんのタイムカプセル 新日本少年少女の文学 ２・
２３

浜 たかや／作 宮崎 耕平／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11918 霧の彼方へ はま みつを／著 江 雲／画 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



11919
鍋もの＆煮込み ほのぼのとおいしい湯気につつまれて マ
イライフシリーズ特集版

浜内 千波／著 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11920 現代エイジング辞典 浜口 晴彦／ほか編集 早稲田大学出版部 5 (学習室)

11921 語りによる日本の民話 ８ 新潟 南佐渡の民話 浜口一夫/編著者 桃井ユリの語り 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11922 自然と友だちになる法-⑥ 街の中の森 浜口哲一 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11923 雑誌の死に方 “生き物”としての雑誌、その生態学 浜崎 広／著 出版ニュース社 17 (６ 総記 社会科学)

11924 油屋さんが書いた食用油の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 浜島 守男／著 太田 昌男／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11925 大和の古寺 浄瑠璃寺・岩船寺・海住山寺 ７ 浜島正士 他４名 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

11926 シニアに便利な生活グッズ 浜田きよ子著 晶文社出版 17 (６ 総記 社会科学)

11927 ぼくがあかちゃんだったとき 教育画劇みんなのえほん 浜田桂子さく・え 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

11928 硝子の絆 ハルキ・ノベルス 浜田文人著 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

11929 タイニィ・タイニィ 浜田順子著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

11930 少年カヌトの旅立ち 創作児童文学館 ４ 浜田 けい子／作 高田 勲／絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11931
糖尿病・自分にみあった克服法 糖尿病とつきあいはじめ
たあなた 健康家族シリーズ １６

浜田 順三／著 労働旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11932 体操ハンドブック 基礎から応用まで 浜田 靖一／監修・編著 ビネバル出版 19 (８ 美術 芸術)

11933 力試し運動 遊ぶスポーツ 浜田 靖一／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

11934 ろくぼく体操 遊ぶスポーツ 浜田 靖一／著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

11935
よくわかる「哲学の世界」 自分を深く知り、心をもっと
強くする

浜田 正／著 山下出版 17 (６ 総記 社会科学)

11936
たぬきのちょうちん 大人になっても忘れたくない名作絵
本

浜田 広介／作 いもと ようこ／絵 白泉社 62 (２４ 絵本 西)

11937
彼らはあまりにも知りすぎた ＵＦＯをめぐる宇宙的沈黙
の系譜

浜田 政彦／著 三五館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11938
NHK 地球大紀行 別巻（２） 地球を読み解くキーワード
（付,総索引）

濱田隆士+松井孝典+NHK取材班 日本放送出版協会 13 (２ 県一般書)



11939 りゅうの目のなみだ 日本児童文学名作選３ 浜田 広介／著 桑田 雅一／画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

11940 逆引き同類語辞典 浜西 正人／編 東京堂出版 5 (学習室)

11941 ゴーヤーマン
浜野 えつひろ／文 荒木 慎司／絵 岡田 惠和
／原案

インターメディア出版 61 (２３ 絵本 北)

11942 ヘヴンリープレイス ノベルズ・エクスプレス  ８ 濱野 京子／作 猫野 ぺすか／絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

11943 フュージョン 浜野京子著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11944 その角を曲がれば 浜野京子著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11945
２００年いじめ伝説 コノ橋ワタルベカラズ ポプラ怪談倶
楽部 ４

浜野 卓也／作 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

11946 父と子のアウトドア共育学 浜野 安宏／著 広済堂出版 19 (８ 美術 芸術)

11947 空のフェイス テンの物語 浜松文也著 三一書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11948
使い捨て＆コンパクトカメラの達人になる本 オフサイ
ド・ブックス

浜村 多恵／編著 泉 幸彦／編著 彩流社 19 (８ 美術 芸術)

11949 紋章が語るヨーロッパ史 浜本 隆志／著 白水社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

11950
新ＰＬ法のしくみと対策 欠陥商品の発生防止からトラブ
ルが起きたと

浜本 哲治／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

11951 コレステロ－ルに薬はいらない！ 浜 六郎 /医師 角川書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11952 心的外傷と回復 ジュディス・Ｌ・ハーマン／著 中井 久夫／訳 みすず書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11953 雪あらしの町 ｳﾞｧｼﾞﾆｱ・ハミルトン／作 掛川 恭子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11954 プリティ・パールのふしぎな冒険 ヴァジニア・ハミルトン／作 荒 このみ／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11955
人間だって空を飛べる アメリカ黒人民話集 世界傑作童話
シリーズ

ヴァージニア・ハミルトン／ ... レオ・ディ
ロン／絵 ダイアン・ディロン／絵

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

11956 牛追いの冬 岩波少年文庫 マリー・ハムズン 石井桃子 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

11957 小さい牛追い 岩波少年文庫 マリー・ハムズン 石井桃子 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

11958 はだれ雪 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 22 (１１ 小説)



11959 決戦！大坂城
葉室麟著 木下昌輝著 富樫倫太郎著  乾緑郎著
天野純希著  冲方丁著  伊東潤著

講談社

11960 春雷 葉室麟著 祥伝社

11961 風かおる 葉室麟著 幻冬舎

11962 川あかり 双葉文庫  は－２５－０１ 葉室麟著 双葉社 33 (２２ 文庫本)

11963 蜩ノ記 葉室麟著 祥伝社 22 (１１ 小説)

11964 橘花抄 葉室麟 新潮社 22 (１１ 小説)

11965 陽炎の門 葉室麟 講談社 09 (新刊書)

11966 快眠の医学 「眠れない」の謎を解く 早石修編 井上昌次郎編 日本経済新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11967 人生は老いてからが楽しい 早川一光著 洋泉社 17 (６ 総記 社会科学)

11968 横浜道慶橋縁起 早川真澄著 郁朋社 22 (１１ 小説)

11969 不思議・ふしぎ？からだ再発見！ ２ 早川 一光／著 ミネルヴァ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11970 ほうけてたまるか 早川 一光／著 労働旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11971 木工の世界 新潮選書 早川 謙之輔／著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11972 おれたちはステップブラザー 子どもの本 早川 真知子／作 風川 恭子／絵 大日本図書
31 (２０ 読み物 高学
年)

11973 レッツ・ゴー多摩川フレンズ 文研じゅべにーる 早川 真知子／作 伊藤 重夫／絵 文研出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11974 悪夢のシグナル 創作のメロディ ５ 早川 真知子／作 伊藤 重夫／画 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

11975 世界の日本人ジョーク集 中公新書ラクレ ２０２ 早坂隆著 中央公論新社 17 (６ 総記 社会科学)

11976 大河遥かなり 早坂秀繁著 文芸社 22 (１１ 小説)

11977 白い船 早坂真紀文 山口はるみ絵 新潮社 22 (１１ 小説)

11978 首人形 放哉の島 早坂 暁／著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)



11979 反重力はやはり存在した 宇宙第５の力 早坂 秀雄／著 杉山 敏樹／著 徳間書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11980 おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店 6 (あのね文庫)

11981 こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林 明子／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

11982 どうぶつぴったんことば 林 木林／作 西村 敏雄／絵 くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

11983 花 林 真理子／著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

11984 まほうのえのぐ こどものとも絵本 林明子さく 福音館書店

11985 樺太・千島に夢をかける 岡本韋庵の生涯 林啓介著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

11986 明治がらくた博覧会 林丈二著 晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11987 メイフェア劇場の亡霊 林望著 日本放送出版協会 22 (１１ 小説)

11988 林芙美子巴里の恋 林芙美子著 今川英子編 中央公論新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11989 野ばら 林真理子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11990 ａｎｅｇｏ 林真理子著 小学館 22 (１１ 小説)

11991 聖家族のランチ 林真理子著 角川書店 22 (１１ 小説)

11992 初夜 林真理子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

11993 みんな誰かの愛しい女 林真理子著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

11994
足腰の悩み 痛みを和らげる方法や生活術、食事や運動に
よる予防・改善策など、わかりやすく解説！ 専門医が解
決！

林泰史著 ナツメ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

11995
こころの介助犬天ちゃん 難病のキヨくんの「妹」はレト
リバー

林優子著 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

11996
江戸と上方 人・モノ・カネ・情報 歴史文化ライブラリー
１１２

林玲子著 吉川弘文館 19 (８ 美術 芸術)

11997 はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林 明子／さく・え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

11998 法律類語難語辞典 新版 林 大／編 山田 卓生／編 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)



11999 おさきに 林 京子／著 講談社 22 (１１ 小説)

12000 樫の木のテーブル 林 京子／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12001 花を描く 人気作家に学ぶ日本画の技法 林 潤一／画 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

12002
いい歯医者・悪い歯医者 噛み合わせが狂えば、命も危な
い

林 晋哉／著 林 裕之／著 クレスト社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12003 黄金色の風 シリーズ戦争 ３ 林 壮太／著 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12004 ウソつきのススメ わくわくライブラリー 林 多加志／作 南 伸坊／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12005
タバコがやめられない本当の理由（わけ） 禁煙できる
人、できない人

林 高春／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12006
利根川のはじまり探検 源流をみた小野伊喜雄 いきいき人
間ノンフィクション ５

林 朝子／作 池田 仙三郎／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12007
そのまま使える英文レター実例集 基本の書き方と応用文
例６５４ Ａｉ ｂｏｏｋｓ

林 俊一／著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

12008 くりやのくりごと リンボウ先生家事を論ず 林 望／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12009 クワガタムシ 科学のアルバム ５９ 林 長閑／構成・文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12010 穀物をもっと楽しもう 林 弘子／著 晶文社 19 (８ 美術 芸術)

12011 日本文学全集 ４０ 林 芙美子 新潮社 24 (１３ 全集)

12012 まかせてダーリン 林 誠人／脚本 浅野 美和子／ノベライザー 近代映画社 20 (９ 小説)

12013 法然の世界 仏典を知る 林 淳／解説文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

12014 不機嫌な果実 林 真理子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12015 断崖、その冬の 林 真理子／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12016 皆勤賞 林 真理子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12017 東京デザート物語 林 真理子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12018 女文士 林 真理子／著 新潮社 22 (１１ 小説)



12019 そう悪くない 林 真理子／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12020 白蓮れんれん 林 真理子／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12021 週末陶芸のすすめ 林 寧彦／著 晶文社 19 (８ 美術 芸術)

12022 定年前から考える年金と医療 林 幸雄／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

12023
犬はなぜ足をあげてオシッコをするのか ぼくの勉強は
“なぜ”からはじまった ポプラ社いきいきノンフィク
ション １７

林 良博／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12024 タンチョウの四季 科学のアルバム ２１ 林田 恒夫／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12025 子どもが絵本と出あうとき ２ 林田 哲治 解放出版社 17 (６ 総記 社会科学)

12026 標準原色図鑑全集 動物Ⅰ １９ 林寿郎/著者 保育社 5 (学習室)

12027 標準原色図鑑全集 動物Ⅱ ２０ 林寿郎/著者 保育社 5 (学習室)

12028 日本文学全集 第４８巻 林芙美子集 林芙美子 集英社 24 (１３ 全集)

12029 ちくま日本文学全集 ０４５ 林芙美子 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12030 ゴ－タマ・ブッタ 早島鏡生 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12031 最終便に間に合えば 林真理子 文藝春秋 22 (１１ 小説)

12032 林家木久蔵の子ども落語 その５ 林家 木久蔵／編 フレーベル館 25 (１４ 児童書)

12033 陶芸（２） 原色日本の美術２３ 林屋 晴三 嶋崎 丞 西田 宏子 小学館 7 (大型本)

12034 原色樹木図鑑Ⅰ ４ コンパクト版 林弥栄/他２名/監修 北隆館 5 (学習室)

12035 原色樹木図鑑Ⅱ ５ コンパクト版 林弥栄/他２名/監修 北隆館 5 (学習室)

12036 江戸時代図誌 第2巻 京都 二 林屋辰三郎・森谷尅久/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12037 江戸時代図誌 第1巻 京都 一 林屋辰三郎・森谷尅久/編集 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12038 秘籍 江戸文学選 第７巻 玉の盃・好色變生男子 林美一/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)



12039 秘本江戸文学選 第９巻 はつはな・笑本春の曙 林美一/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)

12040 秘本 江戸文学選 第３巻 金勢霊夢伝 林美一/訳・解説 日輪閣 7 (大型本)

12041 絵島団十郎 早瀬詠一郎著 集英社 22 (１１ 小説)

12042 夫が書いた失敗しない共働き１２の方法 早瀬 鉱一／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12043
ぎざみみうさぎ アライグマのぼうけん／スプリング
フィールドのきつね シートン動物絵本

早野 美智代・こわせ たまみ／文 樋口 大寒／
絵 シートン／原作

小学館 61 (２３ 絵本 北)

12044 どうして？ 学研の新しい創作 早野 美智代／作 山野辺 若／絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

12045 キューポラのある街 １ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12046 キューポラのある街 ２ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12047 キューポラのある街 ３ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12048 キューポラのある街 ４ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12049 キューポラのある街 ５ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12050 キューポラのある街 ６ 早船 ちよ／著 けやき書房 5 (学習室)

12051 波涛の王 ノン・ノベル 羽山信樹著 祥伝社 20 (９ 小説)

12052 がえん忠臣蔵 羽山 信樹／著 講談社 22 (１１ 小説)

12053 今、着たい服が作れる きものリメイクスタイルブック 羽山みな子 佐藤智子 永岡書店 09 (新刊書)

12054 昭和文学全集 第３２巻 中短編小説集 葉山嘉樹他 小学館 24 (１３ 全集)

12055 日本文学全集 ３７ 葉山嘉樹・小林多喜二・徳永直 筑摩書房 24 (１３ 全集)

12056 イノセント・デイズ 早見和真著 新潮社 22 (１１ 小説)

12057 ずっと、そこにいるよ。 早見裕司作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12058 となりのウチナーンチュ 早見裕司著 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



12059 恐竜がくれた夏休み はやみねかおる作 武本糸会絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12060 ぼくらの先生！ はやみねかおる著 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12061
いつも心に好奇心（ミステリー）！ 名探偵夢水清志郎Ｖ
Ｓ．パソコン通信探偵団

はやみねかおる作 松原秀行作 村田四郎絵 梶
山直美絵

講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12062 もりのみんなのたんじょうび えほんとなかよし ４４ 原 京子／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

12063 もりのおやくそく えほんとなかよし ３９ 原 京子／作・絵 ポプラ社 6 (あのね文庫)

12064
４４ かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ ポプラ
社の新・小さな童話  ２４０  かいけつゾロリシリーズ４
４

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12065
４５ かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう 〔ポプ
ラ社の新・小さな童話〕  〔２４４〕  かいけつゾロリシ
リーズ  ４５

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12066
２３ かいけつゾロリの大金もち ポプラ社の新・小さな童
話  １６３  かいけつゾロリシリーズ２３

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12067
４７ かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 前編
〔ポプラ社の新・小さな童話〕  〔２５２〕  かいけつゾ
ロリシリーズ  ４７

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12068
４８ かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 後編
〔ポプラ社の新・小さな童話〕  〔２５５〕  かいけつゾ
ロリシリーズ  ４８

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12069
６ かいけつゾロリのチョコレートじょう ポプラ社の新・
小さな童話  ２８  かいけつゾロリシリーズ６

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12070
１ かいけつゾロリのドラゴンたいじ ポプラ社の小さな童
話  ９７  かいけつゾロリシリーズ

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12071
３８ かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 前編
ポプラ社の新・小さな童話  ２１９  かいけつゾロリシ
リーズ３８

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12072
３９ かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 後編
ポプラ社の新・小さな童話  ２２２  かいけつゾロリシ
リーズ３９

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12073
３３ かいけつゾロリのようかい大リーグ ポプラ社の新・
小さな童話  １９８  かいけつゾロリシリーズ

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12074
４０ かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご ポ
プラ社の新・小さな童話  ２２６  かいけつゾロリシリー
ズ４０

原 ゆたか／作・絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12075 翻訳百年 外国文学と日本の近代 原卓也編集 西永良成編集 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

12076 ジャイアンツ愛 原辰徳著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

12077
狩猟採集から農耕社会へ 先史時代ワールドモデルの構築
Ｂｅｎｓｅｙ ｂｏｏｋｓ

原俊彦著 勉誠出版 16 (５ 宗教 歴史)

12078
３０ かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ ポプラ
社の新・小さな童話  １８４  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



12079
４３ かいけつゾロリカレーｖｓ．ちょうのうりょく ポプ
ラ社の新・小さな童話  ２３７  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12080
１９ かいけつゾロリけっこんする！？ ポプラ社の新・小
さな童話  １４２  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12081
２８ かいけつゾロリぜったいぜつめい ポプラ社の新・小
さな童話  １７９  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12082
４１ かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん ポプ
ラ社の新・小さな童話  ２３０  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12083
２０ かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう ポプラ社
の新・小さな童話  １５０  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12084
２６ かいけつゾロリちきゅうさいごの日 ポプラ社の新・
小さな童話  １７４  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12085
１５ かいけつゾロリつかまる！！ ポプラ社の新・小さな
童話  １０４  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12086
１６ かいけつゾロリとなぞのひこうき ポプラ社の新・小
さな童話  １０６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12087
３４ かいけつゾロリとなぞのまほう少女 ポプラ社の新・
小さな童話  ２０１  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12088
３５ かいけつゾロリとまほうのへや ポプラ社の新・小さ
な童話  ２０６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12089
３７ かいけつゾロリの大どろぼう ポプラ社の新・小さな
童話  ２１５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12090
１７ かいけつゾロリのおばけ大さくせん ポプラ社の新・
小さな童話  １１６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12091
２９ かいけつゾロリのきょうふのカーニバル ポプラ社の
新・小さな童話  １８１  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12092
２１ かいけつゾロリのきょうふのカーレース ポプラ社の
新・小さな童話  １５６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12093
１４ かいけつゾロリのきょうふのサッカー ポプラ社の
新・小さな童話  ９５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12094
２５ かいけつゾロリのきょうふの宝さがし ポプラ社の
新・小さな童話  １７１  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12095
２２ かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ ポプラ社の
新・小さな童話  １５８  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12096
１２ かいけつゾロリのきょうふのプレゼント ポプラ社の
新・小さな童話  ７５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12097
２  かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社の新・
小さな童話  １  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12098
８ かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち ポプラ社の
新・小さな童話  ４３  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



12099
３２ かいけつゾロリのじごくりょこう ポプラ社の新・小
さな童話  １９０  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12100
１０ かいけつゾロリの大かいじゅう ポプラ社の新・小さ
な童話  ５８  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12101
４ かいけつゾロリの大かいぞく ポプラ社の新・小さな童
話  １５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12102
２４ かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ ポプラ
社の新・小さな童話  １６７  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12103
３１ かいけつゾロリのてんごくとじごく ポプラ社の新・
小さな童話  １８６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12104
１３ かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん ポプラ社の
新・小さな童話  ８６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12105
１１ かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん ポプラ社の
新・小さな童話  ６６  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12106
１８ かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん ポプラ社の
新・小さな童話  １２７  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12107
４９ かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 〔ポプラ社
の新・小さな童話〕  〔２６１〕  かいけつゾロリシリー
ズ  ４９

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12108
３ かいけつゾロリのまほうつかいのでし ポプラ社の新・
小さな童話  ５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12109
９ かいけつゾロリのママだーいすき ポプラ社の新・小さ
な童話  ５２  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12110
２７ かいけつゾロリのめいたんていとうじょう ポプラ社
の新・小さな童話  １７７  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12111
５ かいけつゾロリのゆうれいせん ポプラ社の新・小さな
童話  ２４  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12112
４２ かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん ポ
プラ社の新・小さな童話  ２３３  かいけつゾロリシリー
ズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12113
４６ かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく 〔ポプ
ラ社の新・小さな童話〕  〔２４７〕  かいけつゾロリシ
リーズ  ４６

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12114
７ かいけつゾロリの大きょうりゅう ポプラ社の新・小さ
な童話  ３５  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12115
３６ かいけつゾロリたべられる！！ ポプラ社の新・小さ
な童話  ２１１  かいけつゾロリシリーズ

原ゆたかさく・え ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12116
かいけつゾロリのめいたんていとうじょう ポプラ社の
新・小さな童話 １７７

原ゆたかさく・え ポプラ社

12117 きもの着ます。 原由美子著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12118 まだかなまだかな ぴかぴか童話 ８ 原 京子／さく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



12119 天使の足あと
ベント・ハラー／作 中川 あゆみ／訳 中釜 浩
一郎／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12120
南の島ルソンから 戦地の兄との交信 創作児童文学館 １
０

はら みちを／作・絵 岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12121 近松門左衛門 新潮古典文学アルバム １９ 原 道生／編集・執筆 橋本 治／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

12122 きょうふのクリスマス なぞなぞおばけポヨン 原 ゆたか／さく・え くもん出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12123 でたぞ！だじゃれ大かいじゅう なぞなぞおばけポヨン 原 ゆたか／さく・え くもん出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12124 学研まんが 日本の歴史 ２ 大和の国ぐに 原島 三郎／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12125
かなえちゃんへ おとうさんからのてがみ 日本傑作絵本シ
リーズ

原田 宗典／文 西巻 茅子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12126 りり はらだ ゆうこ／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

12127 はじまらないティータイム 原田ひ香著 集英社 22 (１１ 小説)

12128 ロマンシエ 原田マハ著 小学館

12129 道草食う記 原田宗典著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12130 海霧 上 原田康子著 講談社 22 (１１ 小説)

12131 海霧 下 原田康子著 講談社 22 (１１ 小説)

12132 早ね早おき朝ごはん １ 早ね早おき はらだゆうこ絵と文 田村幸子監修 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12133 日本の失われた十年 失敗の本質復活への戦略 原田泰著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

12134
楽しいおし花 ママとこどもで作る花物語 レディブティッ
クシリーズ ７２９

原田 昭子／著 ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12135
人は昭和をどう生きてきたか 「ぜいたくは敵」から「浪
費時代」へ ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ ５

原田 勝正／著 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12136
中年からの歯の健康法 食べる楽しみをいつまでも 健康家
族シリーズ １５

原田 富夫／著 労働旬報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12137 どう生きる、日本人 原田 奈翁雄／著 東方出版 17 (６ 総記 社会科学)

12138 人の短篇集 原田 宗典／著 角川書店 22 (１１ 小説)



12139 家族それはヘンテコなもの 原田 宗典／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12140 かんがえる人 エッセイ 原田 宗典／著 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12141 図説・昭和の歴史 第4巻 大陸制覇への夢 原田勝正/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12142 明治大正図誌 第9巻 東海道 原田勝正・田村貞雄/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12143 卑弥呼の墓 原田大六 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12144 江戸時代図誌 第２３巻 西海道 二 原田伴彦・山口修/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12145 江戸時代図誌 第２２巻 西海道 一 原田伴彦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12146
クリスマスツリーをつくる シリーズ・子どもとつくる ２
０

原山 尭子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

12147 おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリーさく 光吉夏弥やく 大日本図書 63 (２５ 絵本 南)

12148 五輪の薔薇 上 チャールズ・パリサー／著 甲斐 万里江／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12149 五輪の薔薇 下 チャールズ・パリサー／著 甲斐 万里江／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12150 イギリスの都会のキツネ ワイルドライフ・ブックス スティーヴン・ハリス／著 斎藤 慎一郎／訳 晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12151 グウェンの旅だち ヒルクレストの娘たち ４ Ｒ．Ｅ．ハリス／作 脇 明子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12152 くまにてがみをかきました ジョアナ・ハリスン／作 竹下 文子／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

12153 姉なる月 上 アリューシャン黙示録 第２部 スー・ハリソン／著 行方 昭夫／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12154 姉なる月 下 アリューシャン黙示録 第２部 スー・ハリソン／著 行方 昭夫／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12155 アインシュタインの世界 「知の再発見」双書 ５９
フランソワーズ・バリバール／著 南条 郁子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

12156 モイモイのポッケ Ｈ＠Ｌ（ハル）／作・絵 図書印刷株式会社 61 (２３ 絵本 北)

12157 女優 春口裕子著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

12158 ムーミンのぼうけん ３ ムーミン谷に冬がきた
ミンナ・パルクマン文 矢田堀厚子訳 トーベ・
ヤンソン原作 モルデン・シュメット絵

偕成社 63 (２５ 絵本 南)



12159 ムーミンのぼうけん ４ ムーミンとたのしいなかまたち
ミンナ・パルクマン文 日高真由美訳 トーベ・
ヤンソン原作 モルデン・シュメット絵

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

12160 世界文学全集 １７ バルザック 筑摩書房 24 (１３ 全集)

12161 かちんこちんのムニア アスン・バルソラ／作・絵 宇野 和美／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

12162 黙殺 デイヴィッド・バルダッチ／著 村上 博基／訳 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12163 グリシーヌ病院の惨劇 ジャック・バルダン／著 長島 良三／訳 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12164
モーツァルト 神に愛されしもの 「知の再発見」双書 ０
４

ミシェル・パルティ／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

12165 ひいおばあちゃん 世界の子どもライブラリー
モニカ＝ハルティヒ／作 高橋 洋子／訳 イル
ムトゥラウト＝グーエ／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12166 古代の装い 春成 秀爾 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12167 ウィリーのそりのものがたり
ダニイル・ハルムス／文 ウラジーミル・ラ
ドゥンスキ ... たかはし けいすけ／訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

12168 脳内革命 春山 茂雄／著 サンマーク出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12169 脳内革命 ２ 春山 茂雄／著 サンマーク出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12170
花ことば 下 花の象徴とフォークロア 平凡社ライブラ
リー １５７

春山 行夫／著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

12171
花ことば 上 花の象徴とフォークロア 平凡社ライブラ
リー １５４

春山 行夫／著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

12172 カバのプメル 原本ほるぷ世界の絵本 ヨゼフ・バレチェック／絵 Nord-Sud 5 (学習室)

12173 おつきさまはきっと 世界の絵本
ゲオルク・ハレンスレーベン絵 ケイト・バン
クス文 さくまゆみこ訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

12174 ゴースト ウィリアム・バロウズ／著 山形 浩生／訳 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12175 少年少女世界文学館２ ロビン＝フッドの冒険 ハワード＝バイル 講談社 25 (１４ 児童書)

12176 隠された神の山 モ－セの遺産を追え ハワ－ド・ブルム 篠原慎/訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12177 しくだい 伴 弘子／作 中村 景児／絵 ばん ひろこ／作 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12178 聖書物語 世界の名作全集 ２８ バン・ルーン／原作 片岡 政昭／訳 国土社 25 (１４ 児童書)



12179
レオナルド・ダ・ヴィンチ 鳥に話しかけた画家 名画の秘
密をさぐる １

Ｙ・パンギーリ／文 長島 良三／訳 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12180 くも バング オン ザ ドアのおかしなおかしな 絵本 ２
バング オン ザ ドア／作・絵 末吉 暁子／訳
すえよし あきこ／訳

あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

12181
なめくじ バング オン ザ ドアのおかしなおかしな 絵本
１

バング オン ザ ドア／作・絵 末吉 暁子／訳
すえよし あきこ／訳

あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

12182 秘密 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ イアン・バンクス／著 高儀 進／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12183 神々の指紋 上 グラハム・ハンコック／著 大地 舜／訳 翔泳社

12184 神々の指紋 下 グラハム・ハンコック／著 大地 舜／訳 翔泳社

12185 惑星の暗号 グラハム・ハンコック／著 田中 真知／訳 翔泳社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12186 神の刻印 下 グラハム・ハンコック／著 田中 真知／訳 凱風社 16 (５ 宗教 歴史)

12187 神の刻印 上 グラハム・ハンコック／著 田中 真知／訳 凱風社

12188 ちいさなもみの木 くまのアーネストおじさん
ガブリエル・バンサン／さく 森 比左志／やく
もり ひさし／やく

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

12189 パプーリとフェデリコ １
ガブリエル・バンサン／作 今江 祥智／訳 中
井 珠子／訳

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

12190 パプーリとフェデリコ ２
ガブリエル・バンサン／作 今江 祥智／訳 中
井 珠子／訳

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

12191 パプーリとフェデリコ ３
ガブリエル・バンサン／作 今江 祥智／訳 中
井 珠子／訳

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

12192
ガリレオと地動説 近代科学のとびらをひらいた偉大な科
学者  ２５の体験学習〈ためしてみよう！〉 ジュニアサ
イエンス

ＲＩＣＨＡＲＤ ＰＡＮＣＨＹＫ〔著〕 大森充
香訳

丸善
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12193 トラキチ用語辞典虎辞苑 阪神タイガースｉｓ Ｎｏ．１！編 集英社インターナショナル 19 (８ 美術 芸術)

12194 細菌と人類 終わりなき攻防の歴史
ウィリー・ハンセン著 ジャン・フレネ著 渡辺
格訳

中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12195 旅の終わりの音楽 Ｃｒｅｓｔ ｂｏｏｋｓ エリック・フォスネス・ハン ... 村松 潔／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12196
楽々理解ハンセン病 人間回復－－奪われた９０年「隔
離」の責任を問う

ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本編 武
村淳編

花伝社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12197 夜がくるまでは
イヴ・バンティング／作 デイヴィッド・
ウィーズナー／絵 江国 香織／訳

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

12198 春待つ家族 世界の子どもライブラリー
イブ＝バンティング／作 児玉 真美／訳 岩淵
慶造／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



12199
ベーロチカとタマーロチカのおはなし 世界傑作童話シ
リーズ

Ｌ・パンテレーエフ／さく 内田 莉莎子／やく
浜田 洋子／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12200 ふしぎなまちのかおさがし えほんのぼうけん  ２５ 阪東 勲／写真・文 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

12201 山妣（やまはは） 坂東 真砂子／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12202 ふしぎなまちのかおさがし えほんのぼうけん 阪東勲 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

12203 徹底分析川中島合戦 半藤一利著 ＰＨＰ研究所
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12204 鬼神の狂乱 坂東真砂子著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

12205 善魂宿 坂東真砂子著 新潮社 22 (１１ 小説)

12206 曼荼羅道 坂東真砂子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12207 道祖土家の猿嫁 坂東真砂子著 講談社 22 (１１ 小説)

12208
将来の夢さがし！職業ガイド２３４種 「なりたい！」が
見つかる

坂東眞理子監修 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12209 大人になる前に身につけてほしいこと 心の友だち 坂東真理子著 ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12210 女性の品格 装いから生き方まで ＰＨＰ新書 ４１８ 坂東真理子著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

12211 屍の声 坂東 真砂子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12212 桜雨 坂東 真砂子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12213 桃色浄土 坂東 真砂子／著 講談社 22 (１１ 小説)

12214 日本のいちばん長い夏 半籐 一利 文藝春秋 12 (１ 郷土資料)

12215 夏目家の糠みそ 半藤末利子 PHP研究所 33 (２２ 文庫本)

12216 親業完全マニュアル Ｅ．パントリー著 幾島幸子訳 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

12217 ズーム イシュトバン・バンニャイ／著 復刊ドットコム 63 (２５ 絵本 南)

12218 あくたれジャンの日記 世界の名作全集 ２２ ヴァンバ／原作 安藤 美紀夫／訳 国土社 25 (１４ 児童書)



12219
いま地球の財産を診る 鉱床学と鉱物資源 増補改訂 エコ
ロジー・ファイル １

番場 猛夫／著 教育出版センター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12220 図書館資料論 ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ ７ 馬場 俊明／編著 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

12221 すべて辛抱 上 半村良著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

12222 すべて辛抱 下 半村良著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

12223 黄金郷伝説 慶長太平記 人の巻 半村 良／著 祥伝社 22 (１１ 小説)

12224 飛雲城伝説 ３ 半村 良／著 講談社 22 (１１ 小説)

12225 億単位の男 半村 良／著 集英社 22 (１１ 小説)

12226 暗殺春秋 半村 良／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12227 飛雲城伝説 ２ 半村 良／著 講談社 22 (１１ 小説)

12228 飛雲城伝説 １ 半村 良／著 講談社 22 (１１ 小説)

12229 葛飾物語 半村 良／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12230 虚空王の秘宝 上 半村 良／著 徳間書店 22 (１１ 小説)

12231 虚空王の秘宝 下 半村 良／著 徳間書店 22 (１１ 小説)

12232 講談 大久保長安  下 半村 良 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12233 石の血脈 半村良 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12234 講談 大久保長安 上 光文社文庫 半村 良 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12235 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 高杉一郎 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

12236 まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 猪熊葉子 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

12237 真夜中のパーティー 岩波少年文庫  ０４２ フィリパ・ピアス作 猪熊葉子訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12238 ８つの物語 思い出の子どもたち フィリッパ・ピアス著 片岡しのぶ訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



12239
恐怖の王国 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ６ アメリ カ
編

ビアス／原作 岡本 浜江／訳・文 井江 栄／絵 金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12240 きつねとねずみ こどものとも傑作集 ５ ビアンキ／作 山田 三郎／絵 内田 莉莎子／訳 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12241 小ネズミのピーク 岩波少年文庫復刻版 ビアンキ／作 網野 菊／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12242
進化をつづける新ロボット大図鑑 きみにもできるロボッ
ト研究

ＰＨＰ研究所編 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12243 近畿日本鉄道のひみつ ＰＨＰ研究所編 ＰＨＰ研究所

12244 ネジマキ草と銅の城 〔世界傑作童話シリーズ〕 パウル・ビーヘル作 野坂悦子訳 村上勉画 福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12245 嘘つき男と泣き虫女
アラン・ピーズ著 バーバラ・ピーズ著 藤井留
美訳

主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

12246 ＳＴＥＰＨＥＮ ＢＩＥＳＴＹ’Ｓ人体透視図鑑
スティーブン・ビースティー画 リチャード・
プラット文 吉田秀樹訳

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12247
ナショナルジオグラフィックプロの撮り方露出を極める
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ

ブライアン・ピーターソン著 武田正紀訳 関利
枝子訳

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（発売）

12248
ゆきだるまはよるがすき！ 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

キャラリン・ビーナー マーク・ビーナー せな
あいこ

評論社 62 (２４ 絵本 西)

12249 恐竜探偵フェントン ３ ごちゃまぜ化石事件 B.B.カルホ－ン/作 千葉茂樹/訳 太田大八/絵 小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12250 拉致 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 柊治郎著 実業之日本社 20 (９ 小説)

12251 猫の恩返し 徳間アニメ絵本２５ 柊あおい/原作 宮崎駿/企画 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12252 よぞらをみあげて ジョナサン・ビーン作 さくまゆみこ訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

12253 カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる
ロベルト・ピウミーニ作 高畠恵美子訳 末崎茂
樹絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12254 マッティアのふしぎな冒険 文研じゅべにーる
ロベルト・ピウミーニ／作 高畠 恵美子／訳
広野 多珂子／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12255 バッタのオリンピック たくさんのふしぎ傑作集
日浦 勇／案 宮武 頼夫／文 なかにし あきら
／絵

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12256 いざというときの手続きハンドブック １９９ ... ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

12257 〈図解〉禅のすべて ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 16 (５ 宗教 歴史)

12258 人文学と情報処理 別冊１ ＢＳ Ｄａｔａ／編集 17 (６ 総記 社会科学)



12259 クラゲの一生 新版かんさつシリーズ ５ 稗田 一俊／文・写真 大塚 高雄／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12260 ヒグマのくる川 たくさんのふしぎ傑作集 稗田 一俊／文 夏目 義一／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12261
ゴーギャン 南の国にひかれた画家 名画の秘密をさぐる
５

Ｍ・ピエール／文 Ｐ・モワン／絵 オカダ ヨ
シエ／訳

岩崎書店 19 (８ 美術 芸術)

12262 ヨ－ロッパ最後の王たち
ピエ－ル・ミケル 加藤雅彦/監訳 田辺希久子/
訳

創元者
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12263 カンナと十二支 ひおきけいじ著 碧天舎
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12264 ぼくのかえりみち 東 力／作 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

12265 おかあさんがいっぱい フォア文庫 Ｂ１８１ 東 君平／作・画 金の星社 25 (１４ 児童書)

12266 おはようどうわ ６ 東 君平／著 サンリオ
31 (２０ 読み物 高学
年)

12267
セカンド・ボタン 巣立つ季節 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生
日記 １５

東 多江子／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

12268 完全犯罪に猫は何匹必要か？ 長編推理小説 東川 篤哉／著 光文社 33 (２２ 文庫本)

12269
学ばない探偵たちの学園 長編推理小説 光文社文庫  ひ１
２－４

東川 篤哉／著 光文社 33 (２２ 文庫本)

12270 放課後はミステリーとともに 東川 篤哉／著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

12271 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉／著 小学館 22 (１１ 小説)

12272 謎解きはディナーのあとで ３ 東川篤哉著 小学館 22 (１１ 小説)

12273 謎解きはディナーのあとで ２ 東川篤哉著 小学館 22 (１１ 小説)

12274
交換殺人には向かない夜 長編推理小説 光文社文庫  ひ１
２－５

東川篤哉著 光文社 33 (２２ 文庫本)

12275
密室に向かって撃て！ 長編推理小説 光文社文庫  ひ１２
－２

東川篤哉著 光文社 33 (２２ 文庫本)

12276 密室の鍵貸します 長編推理小説 光文社文庫  ひ１２－１ 東川篤哉著 光文社 33 (２２ 文庫本)

12277 館島 ミステリ・フロンティア １６ 東川篤哉著 東京創元社 22 (１１ 小説)

12278
自閉症の僕が跳びはねる理由 会話のできない中学生がつ
づる内なる心

東田直樹著 エスコアール出版部 17 (６ 総記 社会科学)



12279 白夜行 東野 圭吾／著 集英社 09 (新刊書)

12280 赤い指 東野 圭吾 講談社 22 (１１ 小説)

12281 幻夜 東野 圭吾 集英社

12282 白馬山荘殺人事件 東野 圭吾 光文社

12283 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 集英社 09 (新刊書)

12284 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社

12285 プラチナデータ 東野 圭吾／著 幻冬舎 09 (新刊書)

12286 カッコウの卵は誰のもの 東野 圭吾／著 光文社 09 (新刊書)

12287 新参者 東野 圭吾／著 講談社 09 (新刊書)

12288 麒麟の翼 東野 圭吾／著 講談社 09 (新刊書)

12289 真夏の方程式 東野 圭吾／著 文藝春秋 09 (新刊書)

12290 流星の絆 東野 圭吾／著 講談社 09 (新刊書)

12291 容疑者Ｘの献身 東野 圭吾／著 文芸春秋 09 (新刊書)

12292 さまよう刃 東野 圭吾／著 朝日新聞社 09 (新刊書)

12293 殺人の門 東野 圭吾／著 角川書店 09 (新刊書)

12294 名探偵の掟 東野 圭吾／著 講談社 22 (１１ 小説)

12295 パラレルワールド・ラブストーリー 東野 圭吾／著 中央公論社 09 (新刊書)

12296 天空の蜂 東野 圭吾／著 講談社 22 (１１ 小説)

12297 恋のゴンドラ 東野圭吾著 実業之日本社

12298 危険なビーナス 東野圭吾著 講談社



12299 人魚の眠る家 東野圭吾著 幻冬舎

12300 ラプラスの魔女 東野圭吾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

12301 白銀ジャック 実業之日本社文庫  ひ１－１ 東野圭吾著 実業之日本社

12302 マスカレード・イブ 集英社文庫  ひ１５－１１ 東野圭吾著 集英社

12303 虚ろな十字架 東野圭吾著 光文社

12304 禁断の魔術 ガリレオ  ８ 東野圭吾著 文藝春秋 21 (１０ 小説)

12305 虚像の道化師 ガリレオ  ７ 東野圭吾著 文藝春秋 09 (新刊書)

12306 聖女の救済 〔ガリレオ〕  〔５〕 東野圭吾著 文藝春秋 09 (新刊書)

12307 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（発売）

12308 ダイイング・アイ 東野圭吾著 光文社

12309 使命と魂のリミット 東野圭吾著 新潮社 22 (１１ 小説)

12310 手紙 東野圭吾著 毎日新聞社 09 (新刊書)

12311 レイクサイド 東野圭吾著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

12312
超・殺人事件 推理作家の苦悩 新潮エンターテインメント
倶楽部ＳＳ

東野圭吾著 新潮社 22 (１１ 小説)

12313 片想い 東野圭吾著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12314 名探偵の掟 変幻自在の痛快連作短篇集 講談社ノベルス 東野 圭吾／著 講談社 20 (９ 小説)

12315 毒笑小説 東野 圭吾／著 集英社 22 (１１ 小説)

12316 怪笑小説 東野 圭吾／著 集英社 22 (１１ 小説)

12317 夢幻花 東野圭吾 PHP研究所 09 (新刊書)

12318 ガリレオの苦悩 東野圭吾 文藝春秋 09 (新刊書)



12319 予知夢 東野圭吾 文藝春秋 09 (新刊書)

12320 ゲームの名は誘拐 東野圭吾 光文社 22 (１１ 小説)

12321 探偵ガリレオ 東野圭吾 文藝春秋 09 (新刊書)

12322 東山魁夷自選画文集 ５ 東山 魁夷／著 集英社 7 (大型本)

12323 東山魁夷自選画文集 ２ 東山 魁夷／著 集英社 7 (大型本)

12324 東山魁夷自選画文集 ４ 東山 魁夷／著 集英社 7 (大型本)

12325 唐招提寺障壁画展 第二期 東山魁夷 日本経済新聞社 12 (１ 郷土資料)

12326 唐招提寺への道 〈新潮選書〉 東山 魁夷 新潮社 13 (２ 県一般書)

12327 子どもの心の叫びに応える 市民が考えた不登校問題 東大和市不登校問題市民会議／編 教育出版 17 (６ 総記 社会科学)

12328
ピカソとあそぼう！ チルドレンズ・ミュージアム アート
シリー ズ

ピカソ／画 シルヴィ・ジラルデ／文 クレー
ル・メルロ＝ポンティ／文

ブロンズ新社 63 (２５ 絵本 南)

12329
１００％満足できる家づくり 「こんなはずじゃなかっ
た」と後悔しないた

日向野 利治／著 すばる舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12330 密室ロジック 講談社ノベルス 氷川透著 講談社 20 (９ 小説)

12331 追いし者追われし者 ミステリー・リーグ 氷川透著 原書房 22 (１１ 小説)

12332 最後から二番めの真実 講談社ノベルス 氷川透著 講談社 20 (９ 小説)

12333 私はウサギ 千野姉妹のルナティックな毎日 氷川 玲子／著 ひかわ 玲子／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12334 引導をわたせる医者となれ 比企 寿美子／著 春秋社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12335 ヤモリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん １０
疋田努監修 佐藤裕撮影 関慎太郎撮影 Ｃｈｅ
ｕｎｇ＊ＭＥ絵

集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12336 〈まんが〉地球大紀行 １ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12337 〈まんが〉地球大紀行 ２ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12338 〈まんが〉地球大紀行 ３ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



12339 〈まんが〉地球大紀行 ４ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12340 〈まんが〉地球大紀行 ５ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12341 〈まんが〉地球大紀行 ６ 愛蔵版         愛蔵版 ひきの 真二／まんが 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12342 地下鉄の軍曹 引間 徹／著 集英社 22 (１１ 小説)

12343
バオバブの木と星の歌 アフリカの少女の物語 こみね地球
文庫シリーズ ２

レスリー・ビーク／作 さくま ゆみこ／訳 近
藤 理恵／絵

小峰書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12344 たけくらべ 樋口 一葉 岩崎 ちひろ 画 童心社 22 (１１ 小説)

12345 ちくま日本文学全集 ０４１ ちくま日本文学全集 樋口 一葉／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12346 かみさまからの おくりもの ひぐちみちこ こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

12347 一葉の日記 〔樋口一葉著〕 井村小波〔訳〕著 新風舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12348 黒姫伝説殺人事件 樋口京輔著 新潟日報事業社 22 (１１ 小説)

12349 縁かいな 始末屋清七 樋口修吉著 徳間書店 22 (１１ 小説)

12350 大人ドロップ 樋口直哉著 小学館 22 (１１ 小説)

12351 月とアルマジロ 樋口直哉著 講談社 22 (１１ 小説)

12352 僕らは出来が悪かった！ ガキ大将と落ちこぼれの生き方 樋口広太郎著 中坊公平著 財界研究所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12353 人材論 樋口広太郎著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

12354 ひぐちみちこの手づくり絵本講座 樋口通子著 こぐま社 19 (８ 美術 芸術)

12355 小・中学生のスポーツ栄養ガイドブック 樋口満監修・指導 石井恵子指導 田口素子指導 女子栄養大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

12356 雨の匂い 樋口有介著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

12357 ２色で楽しむ刺繍生活 樋口愉美子著 文化学園文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12358
新・女性のマナー事典 センスを磨いて素敵に振舞う 人に
好かれる

樋口 栄子／著 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



12359
私は１３歳だった 一少女の戦後史 ちくまプリマーブック
ス １００

樋口 恵子／著 筑摩書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12360 老いて甲斐あり生きて甲斐あり 女の老いは自分次第 樋口 恵子／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

12361 花川戸へ 樋口 修吉／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12362 法然を歩く 写真紀行日本の祖師 樋口 英夫／写真 林 淳／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

12363 明日を読むヒント 樋口 広太郎／著 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12364
飛べない鳥の謎 鳥の生態と進化をめぐる１５章 平凡社・
自然叢書 ３３

樋口 広芳／著 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12365 林檎の木の道 樋口 有介／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12366 １１月そして１２月 樋口 有介／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12367 楽園 樋口 有介／著 角川書店 22 (１１ 小説)

12368 憲法理論の５０年 樋口 陽一／ほか編 日本評論社 17 (６ 総記 社会科学)

12369 少年少女日本文学館１ たけくらべ・山椒大夫 樋口一葉  森鴎外 講談社 25 (１４ 児童書)

12370 樋口清之/日本の歴史 「２」 植物--植物と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12371 樋口清之/日本の歴史 [３] 金銭--お金と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12372 樋口清之/日本の歴史 [４] 性--性と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12373 樋口清之/日本の歴史 [5] 醫術--医術と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12374 樋口清之/日本の歴史 [6] 装--装いと日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12375 樋口清之/日本の歴史 [7] 旅--旅と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12376 樋口清之/日本の歴史 [8] 遊び--遊びと日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12377 樋口清之/日本の歴史 [9] 笑--笑いと日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12378 樋口清之/日本の歴史 [10] 夢--夢と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



12379 樋口清之/日本の歴史 [Ⅰ2] 悪--悪と日本人 樋口清之 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12380 語りによる日本の民話 ５ 新潟 越後 松代の民話 樋口淳・高橋八十八/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12381 YESと言わせる文章術 自分の意見が面白いほど伝わる 樋口裕一 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

12382 少年少女世界文学館１７ ああ無情 ビクトル＝ユーゴー 講談社 25 (１４ 児童書)

12383 赤姫さまの冒険
パウル・ビーヘル／作 フィール・ファン・デ
ア・フ ... 野坂 悦子／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12384 ごめん ひこ・田中／作 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12385 お引越し Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ ひこ・田中／作 福武書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12386 日本恐竜図鑑 絵本図鑑シリーズ ９ ヒサ クニヒコ／文・絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12387 恐竜のタマゴ ヒサ クニヒコ／文 絵 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12388 オニの生活図鑑 ヒサクニヒコの不思議図鑑 １ ヒサ クニヒコ／文・絵 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12389 カッパの生活図鑑 ヒサクニヒコの不思議図鑑 ２ ヒサ クニヒコ／文・絵 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12390 虎の城 上 火坂雅志著 祥伝社 22 (１１ 小説)

12391 虎の城 下 火坂雅志著 祥伝社 22 (１１ 小説)

12392 骨董屋征次郎京暦 火坂雅志著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

12393 家康と権之丞 火坂雅志著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

12394 蒼き海狼 火坂雅志著 小学館 22 (１１ 小説)

12395 覇商の門 火坂雅志著 祥伝社 22 (１１ 小説)

12396
山野草早わかり百科 育て方、楽しみ方がひと目でわかる
主婦と生活生活シリーズ ２６８

久志 博信／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

12397 身近な鳥・けもの なんでもウォッチング 久田 雅夫／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12398 図で考える人は仕事ができる 実践編 久恒啓一著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)



12399
図で考える人の図解表現の技術 思考力と発想力を鍛える
２０講

久恒啓一著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

12400 魔の国アンヌピウカ 久間 十義／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12401 ぶたぶたくんのおかいもの こどものとも絵本 土方 久功／作・絵 福音館書店

12402 ぶたぶたくんのおかいもの こどものとも傑作集 ８１ 土方 久功／作・絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12403 須恵器の系譜 菱田 哲郎 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12404
山野草 雑草から山菜、薬草、毒草まで４５０種の特 Ｆｉ
ｅｌｄ ｂｏｏｋｓ

菱山 忠三郎／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12405
土・日で覚えるヨーガ ヴィジュアル版 土・日で覚えるシ
リーズ １４

ヴィシュヌ・テヴァナンダ／著 高城 恭子／訳 同朋舎出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12406 おーいタクヤくん 読み語りおはなし集 肥田美代子さく 岡島礼子え ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12407 うごくものつくろ 小学生版ＮＨＫ「つくってあそぼ」 １ ヒダ オサム／作・絵 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12408
ＮＨＫ人間講座-2004/8月～９月期 ピ－タ－・フランクル
-数学の愛しかた

ピ－タ－・フランクル 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

12409
トコトンやさしいパーソナルロボットの本 Ｂ＆Ｔブック
ス

日高俊明著 日本ロボット工業会監修 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12410
覚悟はよいか日本 「史上最強のアメリカ」にどう立ち向
かうか

日高義樹著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

12411 日本国に大統領が誕生する日 無政治国家再建への提言 日高 義樹／著 集英社 17 (６ 総記 社会科学)

12412 自然と友だちになる法-⑤ 森のほ乳類 日高敏隆・羽田節子 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12413 資源世界大戦が始まった 2015年日本の国家戦略 日高義樹 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

12414
インタ－ネット社会に対応 カタカナ語・欧文略語辞典-最
新キ－ワ－ド20.000語収録

飛田茂雄/監修 集英社 5 (学習室)

12415 オスマン帝国の栄光 「知の再発見」双書 ５１ テレーズ・ビタール／著 富樫 瓔子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

12416 虫のおもしろ私生活 身近な虫の観察図鑑 ピッキオ／編著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12417 まいにちがたんじょうび
ジェイン・ヒッセイ／作 千葉 美香／訳 ちば
みか／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

12418 ゆきをみつけたよ！
ジェイン・ヒッセイ／作 千葉 美香／訳 ちば
みか／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)



12419 のっぽのジョリーがやってきた！
ジェイン・ヒッセイ／作 千葉 美香／訳 ちば
みか／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

12420
９月１１日の英雄たち 世界貿易センタービルに最後まで
残った消防士の手記

リチャード・ピッチョート著 ダニエル・ペイ
ズナー著 春日井晶子訳

早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12421 夢と自由 １９９８．４．１０～５．１ Ｒａｄｉｏ
Ｈｉｄｅ／述 ニッポン放送／編 ニッポン放送
オールナイトニ ...

ニッポン放送プロジェクト 19 (８ 美術 芸術)

12422 草野球の神様 ビートたけし／著 新潮社

12423 鳥たちの木 かたつむり文庫 ドミニカ共和国 カンディド・ビド／文・絵 山本 真梨子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

12424 フランス文化誌事典 祭り・歴・気象・ことわだ
ジョルジュ・ビドー・ド・リ ... 堀田 郷弘／
訳 野池 恵子／訳

原書房 5 (学習室)

12425
阪神タイガースへぇ～７７連発！！ その数字中途ハンパ
やんけ！ 小学館スポーツスペシャル

一ツ橋猛虎会編 小学館

12426 落葉 神の小さな庭で 短篇集 日野啓三著 集英社 22 (１１ 小説)

12427 今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん ２０ 日野多香子文 増田勝正写真 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

12428 光 日野 啓三／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12429 聖岩（ホーリー・ロック） 日野 啓三／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12430 音楽のはじまり １ ひの まどか／訳 木村 瞳／訳 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12431 音楽のはじまり ２ ひの まどか／訳 木村 瞳／訳 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12432 音楽のはじまり ３ ひの まどか／訳 木村 瞳／訳 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12433 音楽のはじまり ４ ひの まどか／訳 木村 瞳／訳 リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12434 星の国のアリア ひの まどか／著 講談社 22 (１１ 小説)

12435 日本文学全集 第６７巻 火野葦平・田村泰次郎集 火野葦平・田村泰次郎 集英社 24 (１３ 全集)

12436 ６０歳からの旅は人生の栄養剤
日野原 重明／監修 長寿社会文化協会編（ＷＡ
Ｃ）

三笠書房 13 (２ 県一般書)

12437 生きかたの処方箋 日野原重明著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12438 夢を実現するチカラ 日野原重明著 黒岩祐治聞き手 扶桑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



12439 日野原重明のいのちと生きがい 日野原重明著 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12440 生きるのが楽しくなる１５の習慣 日野原重明著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

12441 「フレディ」から学んだこと 音楽劇と哲学随想 日野原重明著 童話屋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12442 〈ケア〉の新しい考えと展開 日野原 重明／著 春秋社

12443 ワタの絵本 そだててあそぼう １０
日比 暉／へん 山田 博之／え ひび あきら／
へん

農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12444 氷あめのひみつ ぶんけい童話館 ９ 日比 茂樹／作 岩淵 慶造／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

12445 図解バリア・フリー百科 日比野正己編著 ＴＢＳブリタニカ 5 (学習室)

12446 世界史年表 改訂新版 日比野 丈夫／編 河出書房新社 5 (学習室)

12447 おこづかい大作戦 世界こどもの文学
イリーナ・ピボワロワ／作 宮川 やすえ／訳
かみやしん／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12448 ホンの幸せ 氷室 冴子／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12449 中国革命に生きる コミンテルン軍事顧問の運命 姫田 光義/著 中央公論社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12450 不倫（レンタル） 姫野 カオルコ／著 角川書店 22 (１１ 小説)

12451 すべての女は痩せすぎである 真説・美人論 姫野カオルコ著 大和出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12452 整形美女 姫野 カオルコ／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12453 愛は勝つ、もんか それでも恋を待っている 姫野 カオルコ／著 大和出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12454 殉愛 百田 直樹 幻冬舎 22 (１１ 小説)

12455 夢を売る男 百田 尚樹 太田出版 22 (１１ 小説)

12456 影法師 講談社文庫  ひ４３－４ 百田尚樹〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

12457 プリズム 幻冬舎文庫  ひ－１６－２ 百田尚樹〔著〕 幻冬舎 33 (２２ 文庫本)

12458 幸福な生活 祥伝社文庫  ひ１３－１ 百田尚樹著 祥伝社 33 (２２ 文庫本)



12459 モンスター 幻冬舎文庫  ひ－１６－１ 百田尚樹〔著〕 幻冬舎 33 (２２ 文庫本)

12460 海賊とよばれた男 下 百田尚樹 講談社 22 (１１ 小説)

12461 海賊とよばれた男 上 百田尚樹 講談社 22 (１１ 小説)

12462 永遠の０（ゼロ） 百田 尚樹 講談社 33 (２２ 文庫本)

12463 ぶぅさんのブー ０．１．２．えほん １００％Ｏｒａｎｇｅさく 福音館書店

12464 段ボール遊具をつくる シリーズ親と子でつくる ６ 桧山 永次／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

12465
ドリトル先生物語１ ドリトル先生アフリカゆき 岩波少年
文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12466 ドリトル先生物語２ ドリトル先生航海記 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12467
ドリトル先生物語９ ドリトル先生月から帰る 岩波少年文
庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12468 ドリトル先生物語８ ドリトル先生月へゆく 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12469
ドリトル先生物語７ ドリトル先生と月からの使い 岩波少
年文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12470
ドリトル先生物語１０ ドリトル先生と秘密の湖 上 岩波
少年文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12471
ドリトル先生物語１１ ドリトル先生と秘密の湖 下 岩波
少年文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12472
ドリトル先生物語１２ ドリトル先生と緑のカナリア 岩波
少年文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12473
ドリトル先生物語６ ドリトル先生のキャラバン 岩波少年
文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12474
ドリトル先生物語４ ドリトル先生のサーカス 岩波少年文
庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12475
ドリトル先生物語１３ ドリトル先生の楽しい家 岩波少年
文庫

ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12476 ドリトル先生物語５ ドリトル先生の動物園 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12477 ドリトル先生物語３ ドリトル先生の郵便局 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 井伏鱒二 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12478
土日にできる大人の小遣い稼ぎ Ｔｈｅ ｎｅｗ ｆｉｆｔ
ｉｅｓ

日向 咲嗣／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)



12479
生きんと、あかん 神戸大空襲と、おじいさん、おばあ
ちゃんの 童話の森

日向 道子／著 ひなた あかね／え けやき書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12480 元気になりたい！女の本 北京世界女性会議からあなたへ Ｈｕｍａｎ Ｒｉｇｈｔｓ ｏ ... 日本評論社 17 (６ 総記 社会科学)

12481 おつきさまと ふくろう とべたよ とべた フローラル
ルース・ヒュルリマン／作・絵 稗田 宰子／文
スーザン・ラングロア／作・絵

学研 5 (学習室)

12482
ビートルくんの ぼうけん てんとうむしさん あぶないよ
フローラル

ルース ・ヒュルリマン／作・絵 寺村 輝夫／
文

学研 5 (学習室)

12483 兵庫県の歴史散歩下 新全国歴史散歩シリーズ２８ 兵庫県高等学校教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

12484 兵庫県の歴史散歩上 新全国歴史散歩シリーズ２８ 兵庫県高等学校教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

12485 佐々木主浩 メジャーをゆるがす大魔神 素顔の勇者たち 平井勉著 旺文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12486 図説日本の名城 平井 聖／編 小室 栄一／編 斉藤 政秋／写真 河出書房新社 13 (２ 県一般書)

12487
長男・長女をのびのび育てる本 イラスト版思いやりと個
性をはぐくむシリー ズ

平井 信義／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

12488 このゆびとまれ 日本傑作絵本シリーズ 平出 衛／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12489 保存版古写真で見る失われた城 平井聖 小沢健志 世界文化社 13 (２ 県一般書)

12490 新・御宿かわせみ 蘭陵王の恋 平岩 弓枝 文藝春秋 22 (１１ 小説)

12491 花世の立春 新・御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

12492 老いること暮らすこと 平岩 弓枝／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12493 はやぶさ新八御用旅 東海道五十三次 平岩 弓枝／著 講談社 22 (１１ 小説)

12494 お伊勢まいり 新・御宿かわせみ  〔６〕 平岩弓枝著 文藝春秋

12495 千春の婚礼 新・御宿かわせみ  〔５〕 平岩弓枝著 文藝春秋

12496 新・御宿かわせみ 平岩弓枝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12497 日光例幣使道の殺人 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著 講談社 22 (１１ 小説)

12498 道長の冒険 平安妖異伝 平岩弓枝著 新潮社 22 (１１ 小説)



12499 十三歳の仲人 御宿かわせみ 平岩弓枝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12500 初春（はる）の客 御宿かわせみ傑作選 平岩弓枝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12501 中仙道六十九次 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著 講談社 22 (１１ 小説)

12502 魚の棲む城 平岩弓枝著 新潮社 22 (１１ 小説)

12503 初春弁才船 御宿かわせみ 平岩弓枝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12504 獅子の座 足利義満伝 平岩弓枝著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

12505 平安妖異伝 平岩弓枝著 新潮社 22 (１１ 小説)

12506 いばるな！医者おごるな！！病院 平岩 正樹／著 大和書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12507 妖怪 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12508 清姫おりょう 御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12509 はやぶさ新八御用帳 ７ 平岩 弓枝／著 講談社 22 (１１ 小説)

12510 水鳥の関 下 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12511 水鳥の関 上 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12512 犬張子の謎 御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12513 お吉の茶碗 御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12514 時代小説最前線 ３ 平岩 弓枝／ほか著 新潮社 21 (１０ 小説)

12515 清姫おりょう  御宿かわせみ  ２２ 文春文庫 平岩 弓枝 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12516 春の高瀬舟    御宿かわせみ  ２４ 文春文庫 平岩 弓枝 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12517 源太郎の初恋 御宿かわせみ２３ 文春文庫 平岩 弓枝 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12518 女の旅 文春文庫 平岩 弓枝 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



12519 現代語訳 日本の古典 ２０ 椿説弓張月 平岩弓枝 学研 24 (１３ 全集)

12520 可楽まんだら草紙 三笑亭可楽 京屋又五郎 平河半蔵著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

12521 古代日本の文字世界 平川南編 稲岡耕二〔ほか著〕 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

12522 いまの自分をほめてみよう 元気が出てくる心の法則 平木 典子／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

12523 だめな歯医者はすぐ削る 歯科医療後進国ニッポン 平沢正夫著 草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12524 超薬アスピリン ス－パ－ドラッグへの道 平沢正夫 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12525
おとうさんはしょうぼうし おとうさん・おかあさんのし
ごとシリーズ

平田 昌広／作 鈴木 まもる／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

12526 女ありて 平田敬著 講談社 22 (１１ 小説)

12527
死にぎわの法律Ｑ＆Ａ くらしの相談室 有斐閣選書 １７
９ 市民相談室シリーズ

平田 厚／著 前田 敬子／著 有斐閣
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12528 最新中国データブック 平田 幹郎／著 古今書院 17 (６ 総記 社会科学)

12529 パラグライダー 風になる本 入門からハイテクニックまで 平田 実／ほか共著 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

12530 うさぎとかめ ５７ 世界名作ファンタジー 平田昭吾/文・絵 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

12531 ブレーメンのおんがくたい ４９ 世界名作ファンタジー 平田昭吾/文・絵 ポプラ社 63 (２５ 絵本 南)

12532 ヨコハマのサギ山 日本児童文学名作選１０ 平塚 武二著 太田 大八画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

12533 馬ぬすびと 創作童話シリーズ 平塚 武二／さく 太田 大八／画 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

12534 太陽よりも月よりも フォア文庫愛蔵版 平塚 武二／作 童心社 25 (１４ 児童書)

12535 最新宇宙論 コミック版 知的常識シリーズ ７
フェリックス・ピラニー／著 Ｃ・ロッシュ／
著 池田 比佐子／訳

心交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12536 やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野 直／再話 太田 大八／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12537 野鳥記 平野伸明 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12538 ごはん 日本傑作絵本シリーズ 平野恵理子作 福音館書店



12539
たたんでむすんでぬのあそび かがくのとも傑作集 わいわ
いあそび

平野恵理子さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12540 高瀬川 平野啓一郎著 講談社 22 (１１ 小説)

12541 まずは、めし。 平野寿将著 ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12542 ガラスの月 平野威馬雄少年詩集 詩の散歩道 平野 威馬雄／著 和田誠／ほか絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12543 英会話革命 こうすればすぐ話せる 平野 清／著 大修館書店 19 (８ 美術 芸術)

12544 日蝕 平野 啓一郎／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12545 Ｃの悲劇 ノン・ノベル 平野 肇／著 祥伝社 20 (９ 小説)

12546 還 平野 肇／著 講談社 22 (１１ 小説)

12547 三輪山の古代史 平林章仁著 白水社 13 (２ 県一般書)

12548 パソコン・インターネットの教え方 平林雅英著 共立出版 17 (６ 総記 社会科学)

12549 七夕と相撲の古代史 平林 章仁／著 白水社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12550
入門ＩＳＯ１４０００ 環境マネジメントシステム ＩＳＯ
１４０００’ｓ審査登録シリーズ １

平林 良人／著 笹 徹／著 日科技連出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12551 日本文学全集 第４６巻 平林たい子集 平林たい子 集英社 24 (１３ 全集)

12552 日本文学全集 ４０ 平林たい子・圓地文子 筑摩書房 24 (１３ 全集)

12553
学校教育相談の組織づくり 臨床心理士との連携の可能性
カウンセリングの新時代 ２

平松 清志／編著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

12554 抗生物質が効かない Ｌｏｓｔ ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ 平松 啓一／著 集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12555 わたしの地域おこし 地方のＣＩ戦略 平松 守彦／著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

12556 四季の摘み菜１２ヵ月 健康山野草の楽しみ方と料理法 平谷けいこ著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

12557 やさい 福音館の幼児絵本 平山和子 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12558
サッカーボールの音が聞こえる ブラインドサッカー・ス
トーリー

平山 讓／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



12559 永遠のシルクロード 平山郁夫著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

12560 落ち葉 平山和子文と絵 平山英三構成と写真 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12561 明治ちぎれ雲 平山寿三郎著 講談社 22 (１１ 小説)

12562 女人しぐれ 平山寿三郎著 講談社 22 (１１ 小説)

12563 忘れないと誓ったぼくがいた 平山瑞穂〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

12564 私の選んだ国宝絵画 仏教絵画 平山郁夫美術館 １ 平山 郁夫／監修・著 毎日新聞社 7 (大型本)

12565 たんぽぽ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 平山 和子／ぶん・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12566 世界遺産 ６ ラテンアメリカ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12567 世界遺産 7 アフリカ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12568 世界遺産 ８ 西アジア 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12569 世界遺産 ９ 南アジア 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12570 世界遺産 １０ 東アジア 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12571 世界遺産 １１ 日本 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12572 世界遺産 １２ オセアニア 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12573 世界遺産 ５ 北アメリカ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12574 世界遺産 ４ 東ヨーロッパ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12575 世界遺産 ３ 北ヨーロッパ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12576 世界遺産 ２ 西ヨーロッパ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12577 世界遺産 １ 南ヨーロッパ 平山郁夫 毎日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12578 くだもの ようじえほん 平山和子/さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



12579 思考する機械コンピュータ サイエンス・マスターズ １５ ダニエル・ヒリス著 倉骨彰訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

12580 猫たちの森 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ アキフ・ピリンチ／著 池田 香代子／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12581
コロちゃんのクリスマスのぼうけん 評論社の児童図書
館・絵本の部屋

エリック・ヒル／さく 松川 真弓／やく まつ
かわ まゆみ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

12582
幸運を招く男 Ｈａｙａｋａｗａ ｐｏｃｋｅｔ ｍｙｓｔ
ｅｒｙ ｂｏｏｋｓ ...

レジナルド・ヒル／著 羽田 詩津子／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12583 ケイティーとおおきなくまさん 世界の絵本
ヨゼフ・ウィルコン／絵 ヘルマン・メールス
／文 鷺沢 萠／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)

12584 マガーク少年探偵団 １
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12585 マガーク少年探偵団 ２
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12586 マガーク少年探偵団 ３
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12587 マガーク少年探偵団 ４
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12588 マガーク少年探偵団 ５
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12589 マガーク少年探偵団 ６
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12590 マガーク少年探偵団 ７
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12591 マガーク少年探偵団 ８
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12592 マガーク少年探偵団 ９
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12593 マガーク少年探偵団 １０
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12594 マガーク少年探偵団 １１
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12595 マガーク少年探偵団 １２
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12596 マガーク少年探偵団 １３
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12597 マガーク少年探偵団 １４
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／著 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12598 マガーク少年探偵団 １５
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)



12599 マガーク少年探偵団 １６
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12600 マガーク少年探偵団 １７
Ｅ・Ｗ・ヒルディック／作 蕗沢 忠枝／訳 山
口 太一／画

あかね書房 25 (１４ 児童書)

12601 不思議な体験 比留間 久夫／著 集英社 22 (１１ 小説)

12602 禅がわかる本 新潮選書 ひろ さちや／著 新潮社 16 (５ 宗教 歴史)

12603 最澄の願い 仏教コミックス ８４ 仏教に生きた人たち ひろ さちや／原作 横山 まさみち／漫画 鈴木出版 16 (５ 宗教 歴史)

12604 禅のはなし 仏教コミックス ５４ ほとけの道を歩む ひろ さちや／原作 本山 一城／漫画 鈴木出版 16 (５ 宗教 歴史)

12605 親鸞と道元 自力か、他力か ひろ さちや／著 徳間書店 16 (５ 宗教 歴史)

12606 ミミヨッポ 広井 法子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

12607 凧をつくる シリーズ子どもとつくる ３０ 広井 力／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

12608
世界を変えた日本の技術 ７ 世界記録を生みだすシューズ
科学読み物

広岡勲文 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12609 知識ゼロからのクレーム処理入門 弘兼憲史著 援川聡著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

12610
かばくんのがさごそたんけんたい かばくん・くらしのえ
ほん ９

広川 沙映子／作・絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

12611
かばくんのどきどきゆうえんち かばくん・くらしのえほ
ん ８

広川 沙映子／作・絵 あかね書房 62 (２４ 絵本 西)

12612 おまめちゃん ちいさなやさいえほん ひろかわさえこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

12613 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわさえこさく アリス館 62 (２４ 絵本 西)

12614 たんと・タヌキ タヌキについてのまじめなはなし 新装版 広川 沙映子／さく ひろかわ さえこ／さく あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12615 やたら・カラス カラスについてのまじめなはなし 新装版 広川 沙映子／さく ひろかわ さえこ／さく あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12616
川の王さまオオサンショウウオ ドキュメント地球のなか
またち

広島市安佐動物公園編 新日本出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12617 原子炉時限爆弾 大地震におびえる日本列島 広瀬隆著 ダイヤモンド社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12618 そして、カエルはとぶ！ 広瀬寿子作 渡辺洋二絵 国土社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



12619 数学・基礎の基礎 広瀬 健／著 海鳴社

12620 漢方で治す この病気にこの漢方薬
広瀬 滋之／著 海越出版社／編集 海越出版社
編集部／編集

海越出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12621 食品Ｇメンが書いた食品添加物の本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 広瀬 俊之／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12622 季語と切字と定型と 俳句実作入門講座 ４ 広瀬 直人／編 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

12623 追え！秘密のおたから事件 おはなしフェスタ １６ 広瀬 寿子／作 久住 卓也／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

12624 イルカのてがみ りとる １１ 広瀬 裕子／作 杉田 比呂美／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12625 星空をさがす なんでもウォッチング 広瀬 洋治／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12626 アメリカの巨大軍需産業 広瀬隆 集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12627 わずか１０分のレ－シック手術で近視が治る 広瀬信治 ごま書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12628 日本一周！特急１００点 ゴールデンブック 広田尚敬写真 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12629 女性によく効く漢方薬 広田 曄子／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12630 ジグザグトラック家族 わくわくライブラリー ひろた みを／作 野村 たかあき／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12631 ついてくるなよ、お化けのベー 童話パラダイス ２２ ひろた みを／作 中川 大輔／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12632 そらから恐竜がおちてきた ひろた みを／作 吉備 団太／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12633 不随の家 広谷 鏡子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12634 日本書誌学を学ぶ人のために 広庭 基介／著 長友 千代治／著 世界思想社 12 (１ 郷土資料)

12635 さんぽみちははなばたけ 広野 多珂子／作・絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

12636 ねぼすけスーザのおかいもの こどものとも傑作集 １０８ 広野 多珂子／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

12637 ろくでなし怒殺 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 広山義慶著 徳間書店 20 (９ 小説)

12638
悪鬼の罠 ろくでなし、やったるぜ！ Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌ
ｓ

広山義慶著 有楽出版社 20 (９ 小説)



12639 下水道のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ１１７ ひろゆうこ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12640 ライオンとねずみ イソップものがたり ジェリー・ピンクニー さくまゆみこ 光村教育図書 62 (２４ 絵本 西)

12641 お話のすむ家 本の森 ２
ミンダルト・ヴィンストラ／作 バッブス・
ヴィンストラ／絵 小林 たん子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12642 ことりのかずあそび
ジュディ・ヒンドリー／ぶん アリソン・バー
トレット／え 工藤 直子／訳

メディアファクトリー 63 (２５ 絵本 南)

12643 ひもってすごい！ 大型絵本 かがくとなかよし
ジュディ・ヒンドリー／文 マーガレット・
チェンバレン／絵 掛川 恭子／訳

岩波書店 61 (２３ 絵本 北)

12644 町かどのジム 子どもの文学・青い海シリーズ  １４
エリノア・ファージョン文 エドワード・アー
ディゾーニ絵 松岡享子訳

童話館出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12645 天国を出ていく 岩波少年文庫  ０８３  本の小べや  ２ ファージョン作 石井桃子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12646 ムギと王さま 岩波少年文庫  ０８２  本の小べや  １ ファージョン作 石井桃子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

12647
バーナムの骨 ティラノサウルスを発見した化石ハンター
の物語

トレイシー・Ｅ．ファーン文 ボリス・クリコ
フ絵 片岡しのぶ訳

光村教育図書

12648
ごきげんならいおん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵
本

ルイーズ・ファティオ／ぶん ロジャー・デュ
ボアザン／え 村岡 花子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

12649 イヌのすべて 大型絵本 サーラ・ファネッリ／作 掛川 恭子／訳 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

12650 黒い手と金の心 岩波少年文庫復刻版
ファビアーニ／作 杉浦 明平／共訳 安藤 美紀
夫／共訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

12651 ファーブルこんちゅう記 １ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12652 ファーブルこんちゅう記 ２ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12653 ファーブルこんちゅう記 ３ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12654 ファーブルこんちゅう記 ４ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12655 ファーブルこんちゅう記 ５ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12656 ファーブルこんちゅう記 ６ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12657 ファーブルこんちゅう記 ７ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12658 ファーブルこんちゅう記 ８ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



12659 ファーブルこんちゅう記 ９ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12660 ファーブルこんちゅう記 １０ 幼年版
ファーブル／著 小林 清之介／ぶん たかはし
きよし／え

あすなろ書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12661 更年期を迎える からだの転換期と心の準備 Ｃ・スー・ファーマン／著 金城 千佳子／訳 三田出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12662 北朝鮮崩壊へのシナリオ 黄長〓著 中根悠訳 河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

12663 しんせつなともだち こどものとも傑作集 ３９ 方 軼羣／作 君島久子／訳 村山 知義／画 福音館書店

12664 楽しいスケート遠足 世界傑作童話シリーズ
ヒルダ・ファン・ストックム作絵 ふなとよし
子訳

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12665
オオカミくんのホットケーキ 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

ジャン・フィアンリーさく まつかわまゆみや
く

評論社 63 (２５ 絵本 南)

12666 たのしいあやとり大図鑑 みんなであやとり フィグインク編 汐文社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12667 たのしいあやとり大図鑑 ひとりであやとり フィグインク編 汐文社

12668 ピートとうさんとティムぼうや 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 高橋 源一郎／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12669 うさぎのホッパーちかみちにはきをつけて 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 角野 栄子／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12670 きらきらきょうりゅう 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 谷川 俊太郎／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12671 にじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 谷川 俊太郎／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12672 クリスマスのほし 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 俵 万智／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12673 こっちをむいてよ，ピート！ 世界の絵本 マーカス・フィスター／作 高橋 源一郎／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12674 しあわせミシュカ 世界の絵本 マーカス・フィスター作 斉藤洋訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

12675 たんじょうび 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
ハンス・フィッシャー／ぶん，え 大塚 勇三／
やく おおつか ゆうぞう／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

12676 こねこのぴっち 大型絵本 ハンス・フィッシャー 石井桃子 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

12677
スパイになりたいハリエットのいじめ解決法 世界の子ど
もライブラリー

ルイーズ＝フィッツヒュー／作絵 鴻巣 友季子
／訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12678 木漏れ日の少女 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ
Ｗ・グラスゴー・フィリップ ... 三浦 彊子／
訳

早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



12679 ナチュラリストのためのＷＷＷ インターネットガイド フィールドワークス／著 日経サイエンス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12680 和訳聊斎志異 ちくま学芸文庫  ホ１７－１ 蒲松齢著 柴田天馬訳 筑摩書房

12681 世界文学全集 ２０ プーシキン・ツルゲーネフ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

12682
ベンとふしぎな青いびん ぼくはアスペルガー症候群 あか
ね・新読み物シリーズ １４

キャシー・フープマン作 代田亜香子訳 木村桂
子絵

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12683 女盗賊プーラン 下巻 プーラン・デヴィ 武者圭子 訳 草思社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12684 女盗賊プーラン 上巻 プーラン・デヴィ 武者圭子/訳者 草思社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12685
真珠の首飾り Ｈａｙａｋａｗａ ｐｏｃｋｅｔ ｍｙｓｔ
ｅｒｙ ｂｏｏｋｓ １６９８

ロバート・ファン・ヒューリック著 和爾桃子
訳

早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12686 ブラック・ボックス 航空機事故はなぜ起きるのか ニコラス・フェイス／著 小路 浩史／訳 原書房 19 (８ 美術 芸術)

12687 さて、ぼくは？ モニカ・フェート／作 松沢 あさか／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12688 クラシック作曲家辞典 フェニックス企画／編 東京堂出版 5 (学習室)

12689
グリム童話 しあわせハンス 世界傑作絵本シリーズ・スイ
スの絵本

フェリクス・ホフマン え せた ていじ やく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

12690 時を超えた記憶 ラスコーの夢 ときめき文学館 ４
Ｊ・フェリス／作 若林 千鶴／訳 宇野 亜喜良
／画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12691 ミレニアム 上 文明の興亡この１０００年の世界
フェリペ・フェルナンデス＝ ... 別宮 貞徳／
監訳

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

12692 ミレニアム 下 文明の興亡この１０００年の世界
フェリペ・フェルナンデス＝ ... 別宮 貞徳／
監訳

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

12693 ぼくといっしょにあそんでよ
ドルフ・フェルルーンぶん ヴォルフ・エァル
ブルッフえ うえのようこやく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

12694 世界をみにいこう マイケル・フォアマン作・絵 長田弘訳 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

12695 おじいさんのえんぴつ 世界の絵本ライブラリー マイケル・フォアマン／作・絵 黒沢 優子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

12696 戦争ゲーム マイケル・フォアマン／著 ゆあさ ふみえ／訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12697 世界文学全集 ５９ フォークナー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

12698 大地の動きと岩石・鉱物・化石 ４ 化石
レベッカ・フォークナー著 斎藤めぐみ日本語
版監修 熊谷淳子訳

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



12699 大地の動きと岩石・鉱物・化石 ３ 鉱物
レベッカ・フォークナー著 松原聡日本語版監
修 山口羊子訳

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12700 大地の動きと岩石・鉱物・化石 ２ 堆積岩
レベッカ・フォークナー著 松原聡日本語版監
修 浜田勝子訳

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12701
トリノオリンピック日本代表選手写真集 日本オリンピッ
ク委員会公式ライセンス商品 有終の輝き メディアパル
ムック

フォート・キシモト写真 ジャニス 19 (８ 美術 芸術)

12702 犬種大図鑑 ブルース・フォーグル／著 小幡 照雄／ほか訳 ペットライフ社 5 (学習室)

12703 きょうりゅうが学校にやってきた 世界こどもの文学
アン・フォーサイス／作 熊谷 鉱司／訳 むか
い ながまさ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12704 きょうりゅうが図書館にやってきた 世界こどもの文学
アン・フォーサイス／作 熊谷 鉱司／訳 むか
い ながまさ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12705 きょうりゅうで町はおおさわぎ 世界こどもの文学
アン・フォーサイス／作 熊谷 鉱司／訳 むか
い ながまさ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12706 きょうりゅうが学校にやってきた フォア文庫愛蔵版 Ａ・フォーサイス／作 熊谷 鉱司／訳 金の星社 25 (１４ 児童書)

12707 イコン 上 フレデリック・フォーサイス／著 篠原 慎／訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12708 イコン 下 フレデリック・フォーサイス／著 篠原 慎／訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12709
天使も踏むを恐れるところ 白水Ｕブックス １１７ 海外
小説の誘惑

Ｅ・Ｍ・フォースター／著 中野 康司／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12710 新電車１００点 ゴールデンブック フォト・クリエーション写真 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12711 新のりものナンバーワン１００点 ゴールデンブック フォト・クリエーション写真 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12712
エイズＱ＆Ａ１００ ＨＩＶに感染した４人の若者へのイ
ンタビュ

マイケル・Ｔ・フォード／著 北沢 杏子／ほか
訳

アーニ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12713
北朝鮮を知りすぎた医者国境からの報告 Ｄｉａｒｙ ｏｆ
ａ ｍａｄ ｐｌａｃｅ Ｐａｒｔ２

ノルベルト・フォラツェン著 瀬木碧訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

12714
北朝鮮を知りすぎた医者 Ｄｉａｒｙ ｏｆ ａ ｍａｄ ｐ
ｌａｃｅ

ノルベルト・フォラツェン著 瀬木碧訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

12715 絵でみる人体大地図 ピクチャーアトラスシリーズ
ジュリアノ・フォルナリ／著 スティーブ・
パーカー／著

同朋舎出版 7 (大型本)

12716
礼節「再」入門 思いやりと品位を示す不変の原則２５
ディスカヴァー携書  ０８９

Ｐ．Ｍ．フォルニ〔著〕 大森ひとみ監修 上原
裕美子訳

ディスカヴァー・トゥエンティワン

12717 森の標本箱 ２ Ｂｅ‐ｐａｌ ｏｕｔｉｎｇ ｍｏｏｋ Ｆｏｒｅｓｔ Ｆａｒｍ／編 矢野 正／編 小学館 19 (８ 美術 芸術)

12718 今日の新薬 近代医薬品の変遷 第６版 深井 三郎／著 薬業時報社 5 (学習室)



12719
松井、イチローのようになれなかったけれど！ 野球で学
んだ家族の絆ドキュメント

深沢英寿著 19 (８ 美術 芸術)

12720 児童文学版 はだしの」ゲン 上巻 深沢一夫 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12721 児童文学版 はだしの」ゲン 「 中巻」 深沢一夫 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12722 児童文学版 はだしの」ゲン 「 下巻」 深沢一夫 汐文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

12723 ちくま日本文学全集 ０５２ 深沢七郎 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12724 昭和文学全集 第25巻
深沢七郎、瀬戸内晴美、有吉佐和子、水上勉、
曾野綾子

小学館 24 (１３ 全集)

12725 仏像を彫る 初めてノミを持つ人のために 深田 快雲／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

12726 造艦テクノロジー開発物語 海軍技術士官の回想 深田 正雄／著 光人社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12727 ぐっすりおやすみ ＰＨＰにこにこえほん 深見 春夫／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

12728 いたずらねこのミロ ＰＨＰにこにこえほん 深見 春夫／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

12729 あし にょきにょき えほん・ドリームランド ４ 深見 春夫／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

12730 せかいいちのぼうし えほん・ドリームランド １３ 深見 春夫／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

12731 ぽんぽこトリオとおへそのしま どうわがいっぱい ６４ 深見春夫作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12732 〈ガン〉遺伝子治療 講談社選書メチエ ７９ 深見 輝明／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12733 目撃 深谷忠記著 角川書店 22 (１１ 小説)

12734
逆転！一億円詐取 ダンチェンコの罠 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏ
ｖｅｌｓ

深谷忠記著 徳間書店 20 (９ 小説)

12735 迷界流転 「長屋王の変」異聞 深谷 忠記／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12736 自白の風景 深谷 忠記／著 講談社 22 (１１ 小説)

12737
多摩湖・洞爺湖殺人ライン タマコ・トウヤコサツジンラ
イン

深谷忠記 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12738 釧路・札幌１/10000の逆転 カッパ・ノベルス 深谷忠記 光文社 20 (９ 小説)



12739 天風の吹くとき 福 明子／作 小泉 るみ子／絵 国土社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12740 ボスがきた 福井 達雨／編 竹内 雅輝／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

12741 おばあちゃんを すてちゃいやだ 福井達雨 馬嶋純子 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

12742 子どもに語る北欧の昔話 福井信子編訳 湯沢朱実編訳 こぐま社 25 (１４ 児童書)

12743 福井県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ１８ 福井県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

12744 時刻表の達人 使える・遊べる・勉強できる！ 福岡健一著 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12745 環境破壊の構図を読む 地球再生への道 現代を読む 福岡 克也／著 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12746
国が川を壊す理由（わけ） 川辺川ダムは誰のためか い
ま、地方を考える ６

福岡 賢正／著 葦書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12747
ふゆじたくのおみせ 日本傑作絵本シリーズ  おおきなク
マさんとちいさなヤマネくん

ふくざわ ゆみこ／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12748
めざめのもりのいちだいじ 日本傑作絵本シリーズ  おお
きなクマさんとちいさなヤマネくん

ふくざわ ゆみこ／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12749
もりいちばんのおともだち 日本傑作絵本シリーズ  おお
きなクマさんとちいさなヤマネくん

ふくざわ ゆみこ／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12750
みずたまりのメダカくん アマガエルくんとなかまたち Ｐ
ＨＰにこにこえほん

福沢 由美子／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

12751 行政書士に３カ月で合格できる本 新版 福沢繁樹著 山田浩司監修 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

12752 学問のすゝめ 福沢諭吉著 桧谷昭彦現代語訳・解説 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

12753
あめのもりのおくりもの 日本傑作絵本シリーズ  おおき
なクマさんとちいさなヤマネくん

ふくざわゆみこさく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12754 ふゆじたくのおみせ 日本傑作絵本シリーズ ふくざわゆみこさく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12755 明治十年 丁丑公論 瘠我慢の説 福沢諭吉 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12756
図解・主婦が見つけたパソコンＤＥ“賢約”ハンドブック
講談社ニューハードカバー

福島幸恵著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

12757 福島県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ７ 福島県高等学校社会科研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

12758 はいけい、たべちゃうぞ
福島サトル/作  はらだゆうこ/え はらだゆう
こ/絵

ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)



12759 性格のバイブル エゴグラム式性格診断の本 副島 寛 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

12760 おにいちゃんだから えほんのもり 福田 岩緒／作 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

12761
ぼく、きょうだけいえでする！ 絵本・ちいさななかまた
ち

福田 岩緒／作 童心社 61 (２３ 絵本 北)

12762 さとしとすてネコ えほんはともだち ３８ 福田 岩緒／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

12763 おなら ばんざい 絵本・子どものくに ８ 福田 岩緒／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

12764 うしろにいるのだあれ ふくだ としお／作 新風舎 61 (２３ 絵本 北)

12765 ごりら どうぶつえんであそぼ
ふくだ とよふみ ・しゃしん なかの ひろみ・
ぶん

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12766 夏のわすれもの 文研の創作えどうわ 福田岩緒作・絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

12767 熱風 福田隆浩著 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12768 ぼくは、ぼくなんだ ふくだ ちさと／作・絵 新風舎 61 (２３ 絵本 北)

12769 遊んで学ぼう電気の自由研究 福田務編著 電気学会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12770
マンガのイメージでごっそり覚えるちょっと難しい日常語
１４００ 小学生版

福田尚弘作 まつだしょうごマンガ うじなかず
ひこマンガ  アーバン出版局編

アーバン

12771 寝る子は育つ 福田幸広 二見書房 62 (２４ 絵本 西)

12772 なんでもわかる恐竜百科 人気の５０頭大集合！！ 福田芳生監修 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12773 元気が出るねばねばパワーレシピ 福田芳子著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12774 壊滅 なぜ日本人はかくも幼稚になったのか ３ 福田 和也／著 角川春樹事務所 17 (６ 総記 社会科学)

12775 マクロ経済学・入門 有斐閣アルマ Ｂａｓｉｃ 福田 慎一／著 照山 博司／著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

12776 フクロウ 科学のアルバム ６４ 福田 俊司／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12777 いぬ いきものスーパー百科 ５ 福田 豊文／写真 植木 裕幸／写真 ひかりのくに

12778 ４つの甘みでつくるお菓子 福田 里香／クッキング＆ス ... 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)



12779 果物を愉しむ１００の方法 お菓子とリキュールと保存食 福田 里香／著 柴田書店 19 (８ 美術 芸術)

12780 すいぞくかんにいこう 福武忍著 坂本和弘監修 文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12781 原色薬草図鑑Ⅰ コンパクト版 １３ 福田元次郎/発行者 北隆館 5 (学習室)

12782 昭和文学全集 第27巻
福田恆存、江藤淳、竹内好、花田清輝、吉本隆
明、林達夫

小学館 24 (１３ 全集)

12783
巧みな交渉ができる人できない人 この巧妙な話のもって
いき片

福田 健 （株）三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

12784 やったら、やれるよ！人生を好転させる魔法の言葉 ふくだ友子 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

12785 日本の民家 第八巻 洋館 福田晴虔/編集 学習研究社 7 (大型本)

12786
観察でわかる地学 中学理科を完全マスター 連続写真でビ
ジュアル解説 中学科学完全実践教科書

福地孝宏著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12787 家づくり住んでから後悔しない１００の知恵 福地 脩悦／著 オリジン社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12788 クレヨン王国１２か月のおくりもの 福永 令三／作 三木 由記子／絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

12789 やさしく学べる箏教本 やさしく学べる和楽器教本 ２ 福永千恵子著 現代邦楽研究所編 森重行敏監修 汐文社 19 (８ 美術 芸術)

12790
クレヨン王国いちご村 児童文学創作シリーズ クレヨン王
国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12791
クレヨン王国七つの森 児童文学創作シリーズ クレヨン王
国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12792
クレヨン王国なみだ物語 児童文学創作シリーズ クレヨン
王国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12793
クレヨン王国の白いなぎさ 児童文学創作シリーズ クレヨ
ン王国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12794
クレヨン王国の十二か月 児童文学創作シリーズ クレヨン
王国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12795
クレヨン王国の花ウサギ 児童文学創作シリーズ クレヨン
王国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12796
クレヨン王国のパトロール隊長 児童文学創作シリーズ ク
レヨン王国シリー ズ

福永 令三／著 三木 由記子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12797 ちくま日本文学全集 ０１６ 福永武彦 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12798 やさしく学べる笛教本 やさしく学べる和楽器教本 ３ 福原徹著 現代邦楽研究所編 森重行敏監修 汐文社 19 (８ 美術 芸術)



12799 疾走する家族 福本 武久／著 筑摩書房 22 (１１ 小説)

12800 怖くない少子・高齢社会 富士総合研究所／著 読売新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

12801 ちくま日本文学全集 ０５６ ちくま日本文学全集 富士 正春／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12802
いたずらまじょ子のゆうれいたいじ 学年別こどもおはな
し劇場 ７１ ２年生

藤 真知子／作 ゆーち みえこ／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12803
まじょ子とリボンの王国 学年別こどもおはなし劇場 ８９
２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12804
ミニミニおばけホネホネのおてつだい ポプラ社の新・小
さな童話 ２０２

藤真知子さく 国井節え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12805
まじょ子とまいごのかいじゅうちゃん 学年別こどもおは
なし劇場 ８８ ２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12806 ときめきのまほう王国へ！！ こども童話館 １０６ 藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12807
まじょ子とドキドキの森 学年別こどもおはなし劇場 ８６
２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12808 王子さまはすてきな天使！！ こども童話館 １０４ 藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12809 すてきなまほうつかいの男の子！！ こども童話館 １０３ 藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12810
まじょ子のまほうテスト 学年別こどもおはなし劇場 ８４
２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12811 まほうの国へつれてって！！ こども童話館 １０１ 藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12812
まほう小学校のまじょ子 学年別こどもおはなし劇場 ８３
２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社

12813 まほうの森の恋のメロディー こども童話館 １００ 藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12814
まじょ子のすてきなハートうらない 学年別こどもおはな
し劇場 ８２ ２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12815
おいしい国のまじょ子 学年別こどもおはなし劇場 ８１
２年生

藤真知子作 ゆーちみえこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12816 花残月 藤水名子著 広済堂出版 22 (１１ 小説)

12817
迷信・俗信大百科 招福大宝典 Ｅｌｆｉｎ ｂｏｏｋｓ ｓ
ｅｒｉｅｓ

不二 竜彦／著 学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12818
まじょ子と３にんのこどもドラキュラ 学年別こどもおは
なし劇場 ７８ ２年生

藤 真知子／作 ゆーち みえこ／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



12819
いたずらまじょ子とのろわれた小学校 学年別こどもおは
なし劇場 ７２ ２年生

藤 真知子／作 ゆーち みえこ／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12820 鏡の中の魔法使い ジュニア文学館 １９ 藤 真知子／作 金井塚 道栄／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12821
おねぼうパイとおはようケーキ まじょのケーキやさん ポ
プラ社の新・小さな童話 １１３

藤 真知子／さく ゆーち みえこ／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12822
ミモレひめとデモレひめ お花のくにのプリンセス ＰＨＰ
どうわのポケット

藤 真知子／さく いがわ ひろこ／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

12823
いたずらまじょ子と３つのおねがい 学年別こどもおはな
し劇場 ６９ ２年生

藤 真知子／作 ゆーち みえこ／絵 ポプラ社

12824 王昭君 藤 水名子／著 講談社 22 (１１ 小説)

12825 炎のように抱きしめて 戦国鬼話 藤 水名子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12826 公子曹植の恋 藤 水名子／著 講談社 22 (１１ 小説)

12827 ジェラシー 藤 水名子／著 講談社 22 (１１ 小説)

12828 花道士 藤 水名子／著 集英社 22 (１１ 小説)

12829 涼月記 藤 水名子／著 角川書店 22 (１１ 小説)

12830 クレヨン 藤井 郁子／作・絵 新風舎 61 (２３ 絵本 北)

12831 星空を歩く本 藤井旭写真・文 インデックス・コミュニケーションズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12832 星と星座 超はっけん大図鑑 １５ 藤井旭監修 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12833
会社を辞めずに起業する！週末起業完全マニュアル 独立
したいけど、はじめの一歩が踏み出せない人のための 小
資本、低リスクで、週末に育む自分サイズのビジネス

藤井孝一著 森英樹著 明日香出版社 17 (６ 総記 社会科学)

12834
現代に生きる大山振り飛車 大山十五世名人独特の勝負
術！ 最先端の将棋に及ぼす影響を徹底分析！！

藤井猛著 鈴木宏彦著 日本将棋連盟 19 (８ 美術 芸術)

12835
心にやさしい百歳食 簡単で美味しくて健康で長生きの百
歳食１０ヵ条を新提案 バンブームック

藤井まり監修 竹書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12836
包丁いらずのスライサーおかず せん切り、薄切り、みじ
ん切りが３０秒でできる

藤井恵著 永岡書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12837 彗星 ほうき星のひみつ 科学のアルバム ５０ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12838 星雲星団をみよう 科学のアルバム ４０ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



12839 星座をさがそう 科学のアルバム ２２ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12840 太陽のふしぎ 科学のアルバム １２ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12841 月をみよう 科学のアルバム １ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12842 流れ星・隕石 科学のアルバム ９７ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12843 星の一生 科学のアルバム ４ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12844 惑星をみよう 科学のアルバム ２８ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12845 惑星の探検 科学のアルバム ７６ 藤井 旭／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12846
竹取物語・大和物語・宇津保物語 新潮古典文学アルバム
３

藤井 貞和／編集・執筆 大岡 信／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

12847 仏教語源散策辞典 藤井 宗哲／著 創拓社 5 (学習室)

12848
マンガでおぼえる囲碁入門 囲碁なんておぼえるのはカン
タン！

藤井 博司／著 藤井 ひろし／著 山海堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12849 雲さわぐ 天草の代官・鈴木重成 藤井 素介／著 講談社 22 (１１ 小説)

12850 中坊公平の闘い 藤井 良広／著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

12851 星座ガイドブック 秋冬編 藤井 旭 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12852 図説・昭和の歴史 第10巻 復興のあゆみ 藤井松一/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12853 バッハ 神はわが王なり 「知の再発見」双書 ５８ ポール・デュ＝ブーシェ／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

12854 今ここ 藤枝 静男／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12855 学校犬クロ 藤岡改造文 滝川照子絵 角川書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12856 ＮＯといえる教科書 真実の日韓関係史 藤岡 信勝／著 井沢 元彦／著 祥伝社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12857 教科書が教えない歴史 ２ 藤岡 信勝／著 自由主義史観研究会／著 産経新聞ニュースサービス
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12858 城と書院 原色日本の美術１２ 藤岡 通夫 小学館 7 (大型本)



12859 城 その美と構成 第２版 カラーブックス ８２０ 藤岡 通夫／著 保育社 13 (２ 県一般書)

12860 大和川 日本の歴史地理 藤岡謙二郎 学生社 13 (２ 県一般書)

12861 ありがとうフクロウじいさん 教育画劇みんなのえほん 武鹿 悦子／作 中村 悦子／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

12862 ひとりぼっちじゃないよ 思いやり絵本シリーズ ８ 武鹿 悦子／文 黒井 健／絵 ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

12863 ぶたの・ポテトはひとりぼっち？ 子どもの本 武鹿 悦子／作 渡辺 洋二／絵 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

12864 ぶたの・ポテトのひみつのやくそく 子どもの本 武鹿 悦子／作 渡辺 洋二／絵 大日本図書
30 (１９ 読み物 中学
年)

12865 一寸法師のメッセージ 古典ライブラリー ７ 藤掛 和美／著 笠間書院 19 (８ 美術 芸術)

12866 出会い系サイト 今子どもたちが危ない！ 藤川博樹著 汐文社 17 (６ 総記 社会科学)

12867 のしのし ぎたいごのえほん 藤川 秀之／さく ふじかわ ひでゆき／さく 佼成出版社 62 (２４ 絵本 西)

12868 ぶうぶう ぎせいごのえほん 藤川 秀之／さく ふじかわ ひでゆき／さく 佼成出版社 62 (２４ 絵本 西)

12869 ぱくり ぎおんごのえほん 藤川 秀之／さく ふじかわ ひでゆき／さく 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

12870 わたしは家裁調査官 藤川 洋子／著 日本評論社 17 (６ 総記 社会科学)

12871 夫婦愛 糖尿病が教えてくれたこと 藤木悠著 藤木晶子著 アミューズブックス 19 (８ 美術 芸術)

12872 戦国の作法 村の紛争解決 平凡社ライブラリー ２５１ 藤木 久志／著 平凡社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12873 雷のおちない神社「小柳」 藤木容子 田村實 三宅町役場 61 (２３ 絵本 北)

12874
ドラえもん科学ワールド昆虫の不思議 ビッグ・コロタン
１４１

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 岡島秀
治監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12875
ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌはじめてのふしぎ
ビッグ・コロタン  １２６

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12876
ドラえもん科学ワールド宇宙の不思議 ビッグ・コロタン
１１４

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12877
ドラえもん科学ワールドエネルギーの不思議 ビッグ・コ
ロタン  １３９

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12878
ドラえもん科学ワールドからだと生命の不思議 ビッグ・
コロタン  １２０

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 森千里
監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



12879
ドラえもん科学ワールド恐竜と失われた動物たち ビッ
グ・コロタン  １１６

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 真鍋真
監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12880
ドラえもん科学ワールド生物の源・海の不思議 ビッグ・
コロタン  １４５

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12881
ドラえもん科学ワールド地球の不思議 ビッグ・コロタン
１２３

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12882
ドラえもん科学ワールド天気と気象の不思議 ビッグ・コ
ロタン  １３４

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 大西将
徳監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12883
ドラえもん科学ワールド光と音の不思議 ビッグ・コロタ
ン  １１８

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 北原和
夫監修  鈴木康平監修  小学館ドラえもんルー
ム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12884
ドラえもん科学ワールドミクロの世界 ビッグ・コロタン
１３５

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12885
ドラえもん科学ワールドロボットの世界 ビッグ・コロタ
ン  １２８

藤子・Ｆ・不二雄まんが 藤子プロ監修 日本科
学未来館監修  小学館ドラえもんルーム編

小学館

12886
ドラえもんひみつ道具大事典 最新版 ビッグ・コロタン
９６

藤子・Ｆ・不二雄監修 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12887
ドラえもんマジックルーペでさがせ！ 絵が浮き出すふし
ぎな絵本

藤子・Ｆ・不二雄／原作 田中 道明／絵 小学館 6 (あのね文庫)

12888 とってもだいすきドラえもん
藤子・Ｆ・不二雄／原作 乙武 洋匡／詩 むぎ
わら しんたろう／絵

小学館 61 (２３ 絵本 北)

12889 ドラえもんをさがせ！ かくれんぼ絵本
藤子・Ｆ・不二雄／原作 岡田 康則／画 藤子
プロ／監修

小学館

12890 どらえもんをさがせ！２ かくれんぼ絵本 藤子・Ｆ・不二雄／作 岡田 康則／画 小学館 6 (あのね文庫)

12891 紫の領分 藤沢周著 講談社 22 (１１ 小説)

12892 さだめ 藤沢周著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

12893 オレンジ・アンド・タール 藤沢周著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

12894 海坂藩大全 上 藤沢周平著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12895 海坂藩大全 下 藤沢周平著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12896 義民が駆ける 新装改版 藤沢周平著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

12897 橋ものがたり 藤沢周平著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

12898 刺客 用心棒日月抄 藤沢周平著 新潮社 22 (１１ 小説)



12899 うるしの文化 新版 新版図説日本の文化をさぐる 藤沢保子文 稲川弘明図絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12900
胆石・胆のう炎・膵炎の人の食事 胆石症 胆のう炎 胆管
炎 急性膵炎 慢性 新健康になるシリーズ １３

藤沢 洌／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12901 日暮れ竹河岸 藤沢 周平／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12902
しっかり生きるんやでエンちゃん 阪神大震災・ガレキの
なかを生き抜いた子猫

藤沢 昇／作 森田 あずみ／絵 どうぶつ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12903 金属でつくろう あたらしい造形・美術 ５ 藤沢 英昭／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12904 ゲーム・パズルをつくろう あたらしい造形・美術 ３ 藤沢 英昭／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12905 自然のものでつくろう あたらしい造形・美術 ９ 藤沢 英昭／著 藤沢 保子／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12906 不思議なものをつくろう あたらしい造形・美術 ７ 藤沢 英昭／著 田辺 徹／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12907 韓国との対話 戦争・若者・教科書 藤沢 法暎／著 大月書店 17 (６ 総記 社会科学)

12908
知的世界が広がる世の中のふしぎ４００ 小さな疑問から
大きな発見へ！ ナツメ社こどもブックス

藤嶋昭監修 ナツメ社

12909 あかいリボンのおくりもの 新しいえほん 藤田 良子／作 末崎 茂樹／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

12910 幽霊屋敷のなぞを追え！ だいすきミステリー ２ 藤田和子画 高村冴夜子画 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

12911 うんちのえほん いのちのえほん １５ 藤田紘一郎文 上野直大絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

12912
寄生虫はつらいよ 右も左も抗菌グッズ 清潔病で世界一ひ
弱になった日本人へ

藤田紘一郎著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12913 獅子身中のサナダ虫 藤田紘一郎著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12914
やさいはいきている そだててみようやさいのきれはし し
ぜんにタッチ！

藤田智監修 岩間史朗写真撮影 ひさかたチャイルド
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12915 まほうのコップ 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 藤田千枝原案 川島敏生写真 長谷川摂子文 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12916 魏志倭人伝の解明 西尾幹二『国民の歴史』を批判する 藤田友治著 論創社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12917
おはなしおばさんの詩でダンス・ダンス おはなしおばさ
んシリーズ  ３巻

藤田浩子編著 近藤理恵絵 一声社

12918 藤田浩子のわらべうたあそびこのゆびとーまれ 藤田浩子著 アイ企画  生活ジャーナル（発売）



12919
ふれあいあそび〓ギュッ おはなしおばさんシリーズ  ２
巻

藤田浩子編著 近藤理恵絵 一声社

12920 左腕の猫 藤田宜永著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12921 密事 藤田宜永著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

12922 流砂 藤田宜永著 講談社 22 (１１ 小説)

12923 邪恋 藤田宜永著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

12924 愛の領分 藤田宜永著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12925 異端の夏 藤田宜永著 講談社 22 (１１ 小説)

12926 農協事業活動の基本論理 制度・機能論から協同活動論へ 藤田 教／著 農林統計協会 19 (８ 美術 芸術)

12927
藤田久美子のパッチワークレッスン Ｓｔｅｐ ｂｙ ｓｔ
ｅｐ ｐａｔｃｈｗｏ

藤田 久美子／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12928
恋する寄生虫 ヒトの怠けた性、ムシたちの可愛い性 Ｋｏ
ｄａｎｓｈａ ｓｏｐｈｉａ ｂｏｏｋ ｓ

藤田 紘一郎／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12929 スパゲティなら まけないわ 学研ワールド絵本９ 藤田 桜／作・絵 関根栄一／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

12930 ギリシア路地裏のほほえみ 藤田 順子／著 広済堂出版 13 (２ 県一般書)

12931 与謝蕪村・小林一茶 新潮古典文学アルバム ２１ 藤田 真一／編集・執筆 古井 由吉／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

12932 どうしよう、どうしよう 文研の創作えどうわ 藤田 千津／作 岡本 美子／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

12933 チョコがとんだ！ 文研の創作えどうわ ５０ 藤田 千津／作 岡本 美子／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

12934 もうひとりの佐藤くん 文研ブックランド 藤田 千津／作 原 ゆたか／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

12935
恐るべき自動車排ガス汚染 環境と健康を破壊するクルマ
社会

藤田 敏夫／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12936 ばいばい、フヒタ 藤田直子 読売新聞社 22 (１１ 小説)

12937 学校しょってどこ行くの？ 登校拒否を考える絵本 ３
藤田 のぼる／作 峰村 亮而／絵 峰村 りょう
じ／絵

汐文社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

12938
大和路の四季花ごよみ 花咲く道を歩く 講談社カルチャー
ブックス ７３

藤田 浩／写真・文 講談社 13 (２ 県一般書)



12939 糞袋 藤田 雅矢／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12940 理由はいらない 藤田 宜永／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12941 じっとこのまま 藤田 宜永／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

12942 巴里からの遺言 藤田 宜永／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

12943 鋼鉄の騎士 新潮ミステリー倶楽部 藤田 宜永／著 新潮社 22 (１１ 小説)

12944 野菜づくり大全 やさいの時間 NHK趣味の園芸 藤田智 NHK出版 09 (新刊書)

12945 風屋敷の告白 藤田宜永 新潮社 22 (１１ 小説)

12946 情報技術用語辞典 第２版 富士通／編 富士通株式会社情報技術用語 ... 電波新聞社 5 (学習室)

12947 よめとりばし 藤戸輝子 こおりやま民話絵本の会 12 (１ 郷土資料)

12948 やさいたちのうた 幼児絵本シリーズ 藤富 保男／詩 谷口 広樹／絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

12949 ２歳のえほん百科 講談社の年齢で選ぶ知育絵本  ２
藤永 保／総監修 いしかわ やすし／いその み
つえ／絵

講談社 63 (２５ 絵本 南)

12950 地球にやさしいソーラーカー ハイテク選書ワイド 藤中 正治／著 東京電機大学出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12951 縄文の土偶 藤沼 邦彦 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12952 ＮＨＫ  歴史への招待 ５ 刃傷松之廊下 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12953 ＮＨＫ  歴史への招待 ６ 義経騎馬軍団 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12954
ＮＨＫ  歴史への招待 ７ 大阪城攻防 １--難攻不落冬の
陣

藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12955 ＮＨＫ  歴史への招待 ８ 明治天皇村を行く 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12956 ＮＨＫ  歴史への招待 ９ 義経は二人いた 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12957 ＮＨＫ  歴史への招待 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12958
ＮＨＫ  歴史への招待 １２ 秘伝開化写真術--下岡蓮杖
他

藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



12959 ＮＨＫ  歴史への招待 １３ 日吉丸出世街道を行く 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12960 ＮＨＫ  歴史への招待 １４ 火を吹くガトリング砲 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12961 ＮＨＫ  歴史への招待 １５ 水戸黄門漫遊せず 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12962 ＮＨＫ  歴史への招待 １６ 新選組・池田家騒動 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12963 ＮＨＫ  歴史への招待 １７ バルチック艦隊来たる 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12964
ＮＨＫ  歴史への招待 １８ 関ヶ原合戦１--決戦への七百
日 他

藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12965 ＮＨＫ  歴史への招待 １９ 百姓一揆大行進 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12966 ＮＨＫ  歴史への招待 ２０ 日本人はどこから来たか 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12967 ＮＨＫ  歴史への招待 １０ 元禄成金番付 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12968 ＮＨＫ 歴史への招待 １ 旗本八万騎 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12969 ＮＨＫ 歴史への招待 ２ 新選組流亡 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12970 ＮＨＫ 歴史への招待 ４ 秘剣一の太刀--塚原ト伝 他 藤根井和夫/編集・発行人 日本放送出版協会
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

12971
今こそ考えよう！エネルギーの危機 ５ みんなの未来とエ
ネルギー

藤野純一総監修 藤野純一著 文溪堂

12972 彼女の部屋 藤野千夜著 講談社 22 (１１ 小説)

12973 夏の約束 藤野千夜著 講談社 22 (１１ 小説)

12974
最後の晩ごはん 〔１〕 ふるさととだし巻き卵 角川文庫
ふ３０－１

椹野道流〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

12975 壷中の天 講談社ノベルス 椹野道流著 講談社 20 (９ 小説)

12976 手話で話そうイソップ物語 藤野 信行／著 東樹 美智子／イラスト 福村出版 17 (６ 総記 社会科学)

12977
最新社会保険の手続き百科 健康保険から労災保険まで保
険手続きがよく

藤橋 克実／著 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)

12978
社会保険の手続き百科 健康保険から労災保険までやさし
い保険事務

藤橋 克実／著 日本文芸社 17 (６ 総記 社会科学)



12979 公立校の逆襲いい学校をつくる！ 藤原和博著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

12980 映像でつづる  昭和の記録 藤原彰 他5名/編集協力 ＮＨＫサ－ビスセンタ－ 7 (大型本)

12981 図説・昭和の歴史 第7巻 太平洋戦争 藤原彰/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

12982 徒然草とその周縁 藤原正義／著 風間書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12983
漢方薬のすべて 体質で選ぶ、症状で選ぶ わかりやすい処
方

藤平 健／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12984 美乃里の夏 福音館創作童話シリーズ 藤巻吏絵作 長新太画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

12985 ふしぎなゆきだるま 新・ともだちぶんこ ９ 藤牧 久美子／作 土田 義晴／絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

12986 異文化を「知る」ための方法 藤巻 正己／ほか編 古今書院 17 (６ 総記 社会科学)

12987 現代語訳 日本の古典 １５ 奥の細道 富士正晴 学研 24 (１３ 全集)

12988 花の虫さがし 昆虫図鑑 みぢかなかがく 藤丸 篤夫／文・写真 福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

12989 ぼくのパズル・ブック 数のライブラリイ １１ 藤村 幸三郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

12990 夜間検証 藤村 耕造／著 角川書店 22 (１１ 小説)

12991 人生は、いつも始発駅 藤本義一著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12992 人生レシピ 「定年」も「老い」もこれまた愉し 藤本義一著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12993 こころの休日 平成人間カルテ 藤本義一著 経済界
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12994 大阪・東京ゼニカネ文化論 この違いがオモロイ 藤本義一著 家の光協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

12995
青いダイヤが知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－１
５  探偵チームＫＺ事件ノート  〔１５〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12996
黄金の雨は知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－１８
探偵チームＫＺ事件ノート  〔１７〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12997
お姫さまドレスは知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６
－１４  探偵チームＫＺ事件ノート  〔１４〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

12998
消えた美少女は知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－
２１  探偵チームＫＺ事件ノート  〔１９〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



12999
七夕姫は知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－２０
探偵チームＫＺ事件ノート  〔１８〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13000
ハート虫は知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－１３
探偵チームＫＺ事件ノート  〔１３〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13001
バレンタインは知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－
１２  探偵チームＫＺ事件ノート  〔１２〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形カバー絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13002
妖怪パソコンは知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－
２２  探偵チームＫＺ事件ノート  〔２０〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13003
赤い仮面は知っている 講談社青い鳥文庫  ２８６－１７
探偵チームＫＺ事件ノート  〔１６〕

藤本ひとみ原作 住滝良文 駒形絵 講談社

13004 ジャンヌ・ダルク暗殺 藤本ひとみ著 講談社 22 (１１ 小説)

13005 離婚まで 藤本ひとみ著 集英社 22 (１１ 小説)

13006 人生を愉しむ心得 ここが面白くなる分岐点 藤本 義一／著 青春出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13007 人生にホットな紅茶を 藤本 義一／編 沖藤 典子／編 旬報社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13008 なにわ魂 したたかに生きのびる知恵 藤本 義一／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13009 モノロジイ モノからの発想モノへの愛着 藤本 義一／著 グリーンアロー出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13010 未来からきたカメときょうりゅう いわさき創作童話 ２３ 藤本 たか子／作 中村 景児／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

13011 考古学を考える 方法論的展望と課題 増補版 藤本 強／著 雄山閣出版 16 (５ 宗教 歴史)

13012 モノが語る日本列島史 旧石器から江戸時代まで 藤本 強／著 同成社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13013 ミュー一族 童話のパレット １ 藤本 ともひこ／作 絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

13014 大修院長ジュスティーヌ 藤本 ひとみ／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13015 ウィーンの密使 フランス革命秘話 藤本 ひとみ／著 講談社 22 (１１ 小説)

13016 綺羅星 藤本 ひとみ／著 角川書店 22 (１１ 小説)

13017 コキュ伯爵夫人の艶事 藤本 ひとみ／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13018 ハプスブルクの宝剣 上 藤本 ひとみ／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



13019 ハプスブルクの宝剣 下 藤本 ひとみ／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13020 四季の星座ガイド 星の正体を探る 藤本 正樹／著 永田 美絵／著 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13021 包帯をまいたイブ 富士本 由紀／著 集英社 22 (１１ 小説)

13022 つめたい彼女のつめたい悩み 富士本 由紀／著 集英社 22 (１１ 小説)

13023 歴史と文化の町たんけん １ 奈良をたずねる 藤森陽子編著 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13024 歴史と文化の町たんけん ５ 東京をたずねる 藤森陽子編著 あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13025 富士山の身代金 藤山 健二／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13026
結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる 能力以上に
結果が出る「行動力」の秘密

藤由達藏著 青春出版社

13027 マダガスカルがこわれる 藤原 幸一／写真・文 ポプラ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13028 蜻蛉日記 平凡社ライブラリー １４１
藤原道綱母／著 与謝野 晶子／訳 今西 祐一郎
／補注

平凡社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13029 モナの瞳 藤原智美著 講談社 22 (１１ 小説)

13030 紀香魂 ハッピー・スピリット 藤原紀香著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

13031 花鳥 藤原緋沙子著 広済堂出版 22 (１１ 小説)

13032 日本人の誇り 文春新書  ８０４ 藤原正彦著 文藝春秋 17 (６ 総記 社会科学)

13033 国家の品格 新潮新書 １４１ 藤原正彦著 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

13034 メイクの神髄 講談社ニューハードカバー 藤原美智子著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13035 はちみつ かがくのとも絵本 ふじわらゆみこ文 いせひでこ絵 福音館書店

13036 テロリストのパラソル 藤原 伊織／著 講談社 22 (１１ 小説)

13037
わが山、わが人生 山の手帳とスケッチブックから Ｍｙ
ｂｏｏｋｓ

藤原 功／著 藤原功 19 (８ 美術 芸術)

13038 わらべ地蔵 悲しみをお地蔵さんにあずけて…… フォト 藤原 東演／著 杉村 孝／著 鈴木出版 16 (５ 宗教 歴史)



13039 Ｒ リアリティ 藤原 智美／著 集英社 22 (１１ 小説)

13040 総合金融サービスの時代 ビッグバンで変わる金融産業 藤原 英郎／著 中央経済社 17 (６ 総記 社会科学)

13041 ロマントピア藤原京９５ 株式会社きんきﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝ 藤原京創都1300記念事業事務局 橿原市 12 (１ 郷土資料)

13042 母 その６ 婦人画報社／編 婦人画報／編 婦人画報社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13043 母 「婦人画報」編 婦人画報社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13044
なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の
当たり前をかえていく

布施哲治著 くもん出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13045 箱をつくろう ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13046 立体をつくろう ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13047 暮しを彩る楽々のおりがみ カルチャーサポート 布施 知子／編 いしずえ 19 (８ 美術 芸術)

13048 四季の箱 ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13049 世界のユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／編 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13050 長方形でおろう ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13051 つかってあそぼう ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13052 つないでつくろう ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13053 箱をつくろう ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13054 立体をつくろう ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13055 立体からくり ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13056 立体バラエティー ユニットおりがみ おりがみランド 布施 知子／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13057
〈労働法〉早わかり事典 豊富な判例でコンパクト解説 Ｐ
ＨＰビジネス選書

布施 直春／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13058 宮本武蔵の時代 歴史・文化ガイド ＮＨＫシリーズ 二木謙一監修 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)



13059
すべてがわかる！やきもの技法辞典 陶芸家たちの秘密
が、この一冊に

『つくる陶磁郎』編集部編 双葉社 19 (８ 美術 芸術)

13060
はじめての四国八十八カ所いたれりつくせりガイド 超実
用！

双葉社編 双葉社 16 (５ 宗教 歴史)

13061 窯場の一日陶芸体験 東日本 陶磁郎ＢＯＯＫＳ 双葉社／編 『陶磁郎』編集部／編 双葉社 19 (８ 美術 芸術)

13062 日本文学全集 １ 二葉亭 四迷 尾崎 紅葉 幸田 露伴 新潮社 24 (１３ 全集)

13063 役割別葬儀のしきたり 改訂 仏教文化研究会／編著 ひかりのくに
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13064 黒いお姫さま ドイツの昔話 世界傑作童話シリーズ
ヴィルヘルム・ブッシュ／採話 上田 真而子／
編・訳 佐々木 マキ／絵

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13065 百万石を支えた女人たち 加賀藩政秘聞 筆内幸子著 北国新聞社 22 (１１ 小説)

13066 がいこつはまほうつかい おもしろ童話館 ９ 舟木 玲子／作 永井 郁子／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13067 ぶーぶーブースカ ロボットカー おもしろ童話館 ４
舟木 玲子／作 エム・ナマエ／絵 なまえ えり
こ／絵

国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13068 たなばたものがたり 行事の由来えほん 舟崎 克彦／文 二俣 英五郎／絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

13069 おまじないさん 舟崎 克彦／文 鈴木 康司／絵 ベネッセコーポレーション 61 (２３ 絵本 北)

13070 とうきょうものがたり えほんとなかよし ４５ 舟崎 克彦／作 井上 洋介／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

13071 いぬねこ かさねがふち ぶんけい絵本のひろば ９ 舟崎 克彦／文 橋本 淳子／絵 文渓堂 61 (２３ 絵本 北)

13072 はらだちごんべ おはなし名作絵本１８ 舟崎 克彦／文 金沢 佑光／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

13073 どのくらいおおきいかっていうとね 舟崎靖子文 にしかわおさむ絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

13074 月光のコパン 舟崎克彦作 岩波書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13075 もりのスパゲッティやさん もりはおもしろランド １５
舟崎 靖子／さく 奈良坂 智子／え ふなざき
やすこ／さく

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13076 とんぼがかいたへんな地図 おはなしはらっぱ ２ 舟崎 靖子／作 大島 妙子／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

13077 亀八 偕成社の創作 舟崎 靖子／著 かみや しん／絵 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13078 原始くんがやってきた！！ 新しいこどもの文学 舟崎 克彦／著 長 新太／画 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



13079 ウニマルじゃ〓 新しい日本の幼年童話 舟崎 克彦／作・絵 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

13080 ばけべそ大王のふくしゅう ばけべそチャンネル ２ 舟崎 克彦／作 月岡 貞夫／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

13081 ばけべそひめがやってきた ばけべそチャンネル １ 舟崎 克彦／作 月岡 貞夫／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

13082
ようこそもりのおばけパーティー プッチとヌーボ ぴかぴ
か童話 １０

舟崎 克彦／さく 内田 佳代子／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13083 プッチとヌーボとかいぶつドロンゴ ぴかぴか童話 １６ 舟崎 克彦／さく 内田 佳代子／え ポプラ社

13084 自然の詩 詩のおくりもの ５ 舟崎 克彦編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13085 ぽっぺん先生のクリスマス 舟崎 克彦／著 筑摩書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13086 薮枯らし純次 船戸与一著 徳間書店 22 (１１ 小説)

13087 新宿・夏の死 船戸与一著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13088 虹の谷の五月 船戸与一著 集英社 22 (１１ 小説)

13089 蝕みの果実 Ｓｅｖｅｎ ｅａｓｙ ｐｉｅｃｅｓ 船戸 与一／著 講談社 22 (１１ 小説)

13090 蝦夷地別件 上 新潮ミステリー倶楽部 船戸 与一／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13091 蝦夷地別件 下 新潮ミステリー倶楽部 船戸 与一／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13092 光の踊り子 ヤング・アダルト文庫 １５ 舩橋 幸恵／著 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13093 日本文学全集 ３１ 舟橋 聖一 新潮社 24 (１３ 全集)

13094 絵本の住所録 テーマ別絵本リスト 舟橋 斉／編著 法政出版 5 (学習室)

13095 日本文学全集 ４７ 舟橋聖一 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13096 日本文学全集 第６０巻 舟橋聖一集 舟橋聖一 集英社 24 (１３ 全集)

13097 めいたんていワープくん いわさき創作童話 １５ 武馬 美恵子／作 小泉 るみ子／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

13098 恋の呼び出し、恋離れ 夫馬 基彦／著 中央公論社 22 (１１ 小説)



13099
世界がわかるちずのえほん キッズ・えほんシリーズ  Ｋ
ｉｄｓ’ ＭＡＰ

ふゆのいちこえ 学研教育出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13100
日本がわかるちずのえほん  改訂版 キッズ・えほんシ
リーズ  Ｋｉｄｓ’ ＭＡＰ

ふゆのいちこえ 学研教育出版  学研マーケティング（発売）
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13101 カタカナあいうえお はじめてのもじ・ことばシリーズ ５ 冬野 いちこ／絵 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13102 １０００の星のむこうに 大型絵本 アネッテ・ブライ文絵 木本栄訳 岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

13103 テイクオーバー スティーヴン・Ｗ・フライ／著 篠原 慎／訳 徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13104 フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ／著 矢川 澄子／訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13105 アイアン・ジョンの魂（こころ） ロバート・ブライ／著 野中 ともよ／訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13106 アメリカ式読書法 ロン・フライ／著 金 利光／訳 東京図書 12 (１ 郷土資料)

13107 アメリカ式ノートのとり方 ロン・フライ／著 金 利光／訳 東京図書 17 (６ 総記 社会科学)

13108 ウエズレーの国
ポール・フライシュマン／作 ケビン・ホーク
ス／絵 千葉 茂樹／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

13109
マクブルームさんのへんてこ動物園 あかね世界の文学シ
リーズ

Ｓ．フライシュマン／作 Ｑ．ブレイク／画 金
原 瑞人／訳

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13110 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 あかね世界の文学シリーズ
Ｓ．フライシュマン／作 渡辺 了介／訳 佐竹
美保／画

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13111
マクブルームさんのすてきな畑 あかね世界の文学シリー
ズ

Ｓ．フライシュマン／作 Ｑ．ブレイク／画 金
原 瑞人／訳

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13112 種をまく人 ポール・フライシュマン／著 片岡 しのぶ／訳 あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13113
ニッポン英語で丸かじり 英語人による日本人のための表
現小事典

マーガレット・プライス／著 伊藤 延司／著 ＮＥＣクリエイティブ 19 (８ 美術 芸術)

13114 となかいはなぜサンタのそりをひく？ 大型絵本
モー・プライス／文 アツコ・モロズミ／絵 松
野 正子／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

13115 びくびくビリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン 灰島かり 評論社 62 (２４ 絵本 西)

13116 びくびくビリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウンさく 灰島かりやく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

13117 こしぬけウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウンさく 久山太市やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

13118 ちいさなタグボートポッポ
セバスチャン・ブラウン／作・絵 前沢 明枝／
訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)



13119 ロスト・シンボル 上 ダン・ブラウン／著 越前 敏弥／訳 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13120 ロスト・シンボル 下 ダン・ブラウン／著 越前 敏弥／訳 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13121 小さいりょうしさん
マーガレット・ワイズ・ブラウン文 ダーロ
フ・イプカー絵 やましたはるお訳

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13122
三びきのやぎのがらがらどん ノルウェーの昔話 世界傑作
絵本シリーズ  アメリカの絵本

マーシャ・ブラウンえ せたていじやく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13123 ベンジーのもうふ
マイラ・ベリー・ブラウン／文 ドロシー・マ
リノ／絵 間崎 ルリ子／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

13124 チックタック 評論社の児童図書館・絵本の部屋
アイリーン・ブラウン／ぶん デビット・パー
キンズ／え 小川 仁央／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13125
ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

アンソニー・ブラウン／さく 久山 太市／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

13126 ぺちゃんこスタンレー
ジェフ・ブラウン／文 トミー・ウンゲラー／
絵 さくま ゆみこ／訳

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13127 グリーンピース・ストーリー
マイケル・ブラウン／著 ジョン・メイ／著 中
野 治子／訳

山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13128 ちいさなもみのき 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
マーガレット・ワイズ・ブラ ... バーバラ・
クーニー／え 上条 由美子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13129
おやすみなさいのほん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの
絵本

マーガレット・ワイズ・ブラ ... ジャン・
シャロー／え 石井 桃子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13130 しずかでにぎやかなほん
マーガレット・ワイズ・ブラ ... レナード・
ワイスガード／え 谷川 俊太郎／やく

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

13131 ともだち できたかな？ えほん・ドリームランド ２６
マーガレット・ワイズ・ブラ ... レナード・
ワイスガード／絵 各務三郎／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

13132
三びきのやぎのがらがらどん アスビョルンセンとモーの
北欧民話 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

マーシャ・ブラウン／え 瀬田 貞二／やく せ
た ていじ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13133 子ども地球白書 １９９ ...
レスター・Ｒ・ブラウン／編著 松村 郡守／編
訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13134 1はゴリラ かずのほん アンソニー・ブラウン さくまゆみこ 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

13135
だいじょうぶどんどんいこう まっかなちっちゃいきかん
しゃのぼうけん

ベネディクト・ブラスウェイト作 青山南訳 ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13136 アンガスとあひる 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
マージョリー・フラック／さ ... 瀬田 貞二／
やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13137 シェイクスピアを盗め！ ゲアリー・ブラックウッド著 安達まみ訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13138
呪いの魔法人形 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ３ イギ
リ ス編

ブラックウッド／ほか原作 山主 敏子／訳・文
藤原 孝史／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)



13139 ブラッドベリがやってくる 小説の愉快 レイ・ブラッドベリ／著 小川 高義／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13140 ブラッドベリはどこへゆく 未来の回廊 レイ・ブラッドベリ／著 小川 高義／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13141 ろばに乗った英雄 東欧の文学
ミオドラグ・ブラトーヴィッ ... 大久保 和郎
／訳

恒文社 24 (１３ 全集)

13142 なぞなぞ１００このほん 世界傑作絵本シリーズ
Ｍ・ブラートフ／採集 松谷 さやか／編・訳
Ｍ・ミトゥーリチ／絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13143 「北の国から」ガイドブック 富良野クリエイティブシンジ ... フジテレビ出版 19 (８ 美術 芸術)

13144
クレオパトラ 古代エジプト最後の女王 「知の再発見」双
書 ４０

エディット・フラマリオン／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13145
やさしくできる手作り石けん入門 汚れ落ちのよい化粧石
けんを簡単に作る法

アン・ブラムソン／著 恒任 明子／訳 山谷 友
子／訳

合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13146 知識の灯台 古代アレクサンドリア図書館の物語 デレク・フラワー著 柴田和雄訳 柏書房 17 (６ 総記 社会科学)

13147 アンネの日記 アニメ絵本 アンネ・フランク／原作 大石 好文／文 理論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13148
イワンと がらくたべやの ともだち さようなら ぼくの
りす フローラル

ジョン・プランク作 マルタ・コチ絵 関根 栄
一文

学研 5 (学習室)

13149 ピーター流生き方のすすめ 岩波ジュニア新書  ６２５ ピーター・フランクル著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13150 楽器の絵本ヴァイオリン ハイケ・プランゲ文・絵 宍戸里佳訳 河合楽器製作所・カワイ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13151 ロベルタのなつやすみ シルビア・フランシア／作・絵 高田 桂子／訳 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

13152 烈風 Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅｌｓ ディック・フランシス著 菊池光訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13153 庭の意味論 思想・場所そして行為
Ｍ．フランシス／共編 Ｒ．Ｔ．ヘスターＪ
ｒ．／共編 佐々木 葉二／共訳

鹿島出版会 19 (８ 美術 芸術)

13154 少年少女世界文学館１０ 小公子 フランシス＝ホジソン＝バーネット 講談社 25 (１４ 児童書)

13155 ともだちからともだちへ
アンソニー・フランスさく ティファニー・
ビークえ 木坂涼やく

理論社 63 (２５ 絵本 南)

13156 きみのからだのきたないもの学
シルビア・ブランゼイ／文 ジャック・キー
リー／絵 藤田 紘一郎／訳

講談社 61 (２３ 絵本 北)

13157 あたしもびょうきになりたいな！
フランツ=ブランデンベルク／作 アリキ=ブラ
ンデンベルク／絵 福本 友美子／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

13158
アレクサンダー大王 未完の世界帝国 「知の再発見」双書
１１

ピエール・ブリアン／著 福田 素子／訳 創元社 24 (１３ 全集)



13159 ペルシア帝国 「知の再発見」双書 ５７ ピエール・ブリアン／著 柴田 都志子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13160 やまあらしのあまやどり
プリーダー・パンヤージャンえ ふせまさこぶ
ん

新世研 63 (２５ 絵本 南)

13161 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン=フリーマン／作 松岡 享子／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

13162 くまのビーディーくん フリーマンの絵本 ドン=フリーマン／作 松岡 享子／訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

13163 空高く飛べ、飛べ雲の下 原本ほるぷ世界の絵本 ドン・フリーマン／絵 ほるぷ 5 (学習室)

13164 森と水と日の照る夜 セーヴェル民俗紀行 ミハイル・プリーシヴィン／著 太田 正一／訳 成文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13165
ミリー・モリー・マンデーのおはなし 世界傑作童話シ
リーズ

ジョイス・Ｌ・ブリスリー／さく 上条 由美子
／やく 菊池 恭子／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13166
ハーブ・ガーデン ＦＯＲ ＹＯＵＲ ＧＡＲＤＥＮシリー
ズ ６

レベッカ・Ｗ・アットウォー ... 志門 君子／
訳

Ｐａｒｃｏ 19 (８ 美術 芸術)

13167
さむがりやのサンタ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵
本

レイモンド・ブリッグス／さ ... 菅原 啓州／
やく すがはら ひろくに／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13168 くまさん レイモンド・ブリッグズ／作 角野 栄子／訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

13169
いつまでもすきでいてくれる？ 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

マーガレット・Ｐ・ブリッジズ／文 メリッ
サ・スウィート／絵 まつかわ まゆみ／訳

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13170 合衆国憲法のできるまで
ジーン・フリッツ著 トミー・デ・パオライラ
スト 富永星訳 阿川尚之監修

あすなろ書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13171 すえっこおおかみ
ラリー・デーン・ブリマー／文 ホセ・アルエ
ゴ・アリエンヌ・デューイ／絵 間崎 ルリ子／
訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

13172 すえっこおおかみ
ラリー・デーン・ブリマーぶん ホセ・アルエ
ゴえ アリアンヌ・デューイえ まさきるりこや
く

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

13173 図説古代ローマ文化誌
Ｃ・フリーマン／著 Ｊ・Ｆ・ドリンクウォー
ター／編 上田 和子／訳

原書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

13174 おばあちゃんのしまで えほんのもり ２８ ふりや かよこ／作・絵 文研出版 61 (２３ 絵本 北)

13175 ちょろりんととっけー こどものとも傑作集 降矢 なな／作 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13176 ちょろりんのすてきなセーター こどものとも傑作集 ７０ 降矢 なな／さく・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13177
どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集 どきど
きしぜん

降矢 洋子／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13178 ペギー・スー 幸福を運ぶ魔法の蝶 セルジュ・ブリュソロ著 金子ゆき子訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



13179
おうさまババール 児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー
ル ３

ジャン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13180
ぞうのババール こどものころのおはなし 児童図書館・絵
本の部屋 ぞうのババール １

ジャン・ド・ブリュノフ／さく やがわ すみこ
／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13181
ババールとサンタクロース 児童図書館・絵本の部屋 ぞう
のババール ５

ジャン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13182
ババールのこどもたち 児童図書館・絵本の部屋 ぞうのバ
バール ４

ジャン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13183
ババールのしんこんりょこう 児童図書館・絵本の部屋 ぞ
うのババール ２

ジャン・ド・ブリュノフ／さく やがわすみこ
／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13184 ボノム 世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本
ロラン・ド・ブリュノフ／さく 末松 氷海子／
やく すえまつ ひみこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13185
ババールといたずらアルチュール 児童図書館・絵本の部
屋 ぞうのババール ６

ロラン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13186
ババールとグリファトンきょうじゅ 児童図書館絵本の部
屋 ぞうのババール ９

ロラン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13187
ババールとりのしまへ 児童図書館・絵本の部屋 ぞうのバ
バール ７

ロラン・ド・ブリュノフ／さく やがわすみこ
／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13188
ババールのはくらんかい 児童図書館・絵本の部屋 ぞうの
ババール ８

ロラン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13189
ババールのひっこし 児童図書館絵本の部屋 ぞうのババー
ル １ ０

ロラン・ド・ブリュノフ／さく 矢川 澄子／や
く やがわ すみこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13190 １０までかぞえられるこやぎ 日本傑作絵本シリーズ
アルフ・プリョイセン／作 山内 清子／訳 林
明子／絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13191 小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズ １０ アルフ・プリョイセン／著 大塚 勇三／訳 学研
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13192 障害を理解しよう ３ 学習の障害がある人たち
マーガレット・フリン文 ピーター・フリン文
茂木俊彦監訳 京兼玲子訳

小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13193 プリント回路技術用語辞典 プリント回路技術用語辞典編 ... 日刊工業新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13194
土・日で覚えるマウンテンバイク ビジュアル版 土・日で
覚えるシリーズ ７

アンディ・ブル／著 山田 蘭／訳 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

13195 聖耳 古井由吉著 講談社 22 (１１ 小説)

13196 白髪の唄 古井 由吉／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13197 黒猫が海賊船に乗るまでの話 古市卓也作 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13198 歌舞伎 新潮古典文学アルバム ２２
古井戸 秀夫／編集・執筆 河野 多恵子／エッ
セイ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)



13199 世界文学全集 ４８ プルースト 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13200 河出世界文学全集１７ 花咲く乙女のかげに プルースト 河出書房新社 24 (１３ 全集)

13201 氷の上のボーツマン
ベンノー・プルードラ作 上田真而子訳 ヴェル
ナー・クレムケ絵

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13202 氷の上のボーツマン
ベンノー・プルードラ／作 ヴェルナー・クレ
ムケ／絵 上田 真而子／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13203 うさこちゃんおとまりにいく ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ まつおかきょうこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13204 うさこちゃんがっこうへいく ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ まつおかきょうこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13205 うさこちゃんとうみ 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13206 うさこちゃんとじてんしゃ ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ 松岡享子 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13207
うさこちゃんとどうぶつえん 子どもがはじめてであう絵
本

ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13208 うさこちゃんとゆうえんち 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13209
うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ブルーナの
ゆかいななかま

ディック・ブルーナ まつおかきょうこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13210
うさこちゃんのたんじょうび 子どもがはじめてであう絵
本

ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13211 うさこちゃんのにゅういん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13212
うさこちゃんひこうきにのる 子どもがはじめてであう絵
本

ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13213 ちいさなうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13214 ゆきのひのうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ いしいももこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13215 くんくんにこいぬがうまれたよ
ディック・ブルーナぶんえ まつおかきょうこ
やく

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13216 うさこちゃんのゆめ ディック・ブルーナ／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13217 うさこちゃんおばけになる ディック・ブルーナ まつおかきょうこ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13218 ちいさなうさこちゃん  改版
ディック・ブルーナ／文・絵 いしい ももこ／
訳

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



13219
シベリアの豆の木 香月泰男ものがたり 影絵ものがたりシ
リーズ １

古川 薫／文 石井 昭／影絵 新日本教育図書 61 (２３ 絵本 北)

13220 花も嵐も 女優・田中絹代の生涯 古川薫著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13221 坂本竜馬 飛べ！ペガスス 時代を動かした人々 古川薫著 岡田嘉夫画 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13222 高杉晋作 走れ！若き獅子 時代を動かした人々 古川薫著 岡田嘉夫画 小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13223 小説土佐堀川  新装改訂版 女性実業家・広岡浅子の生涯 古川智映子著 潮出版社

13224 身近な食べもののひみつ ７ すがたをかえる牛乳・たまご 古川徳監修 神みよ子監修 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13225 将軍慶喜と幕末の風雲 古川 薫／著 文芸春秋
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13226 空飛ぶ虚ろ舟 古川 薫／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13227 軍神 古川 薫／著 角川書店 22 (１１ 小説)

13228 わかりやすい天気予報の知識と技術 古川 武彦／著 オーム社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13229 墨絵年中行事カット集 コピーして使える毛筆画 古川 貢／ほか共著 マール社 19 (８ 美術 芸術)

13230
リアルタイムＭＩＴ 科学ジャーナリストたちの九カ月 科
学のとびら

古郡 悦子／著 東京化学同人 17 (６ 総記 社会科学)

13231
台所用具の近代史 生産から消費生活をみる 生活と技術の
日本近代史

古島 敏雄／著 有斐閣
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13232 大きい１年生と小さな２年生 創作どうわ傑作選 古田 足日 作 中山 正美 絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13233 おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ １ 古田 足日／作 田畑 精一／画 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13234 雲の涯（はて） 甲斐武田二代合戦記 古田十駕著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13235 日本書紀を批判する 記紀成立の真相 古田 武彦／共著 渋谷 雅男／共著 新泉社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13236 月の上のつよがりロボット おはなしフェスタ ３ 古田 足日／作 ヒロナガ シンイチ／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

13237 ロボット・カミイ 創作童話シリーズ 古田 足日／さく 堀内 誠一／え 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

13238 ともだちいっぱいぐみのきようちえん 古田 足日／作 駒井 啓子／絵 福武書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



13239 学校へいく道はまよい道 古田 足日／著 土田 義晴／画 草土文化
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13240 宿題ひきうけ株式会社 理論社名作の愛蔵版 古田 足日／作 久米 宏一／え 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13241 生き残る人生き残る会社 古田 英明／著 縄文アソシエイツ／著 サイビズ 17 (６ 総記 社会科学)

13242 世界文学全集 ５ プルターク・クセノポン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13243 でんでんでんしゃがやってくる のびのび・えほん １７ 古舘綾子作 葉祥明絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

13244 「塩上手」は料理上手 フルタニマサエ著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13245
金のがちょうのほん 四つのむかしばなし 福音館世界傑作
童話シリーズ

レズリー・ブルック／文・画 瀬田 貞二／訳
松瀬 七織／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13246 招く女たち ブルックナー・コレクション アニータ・ブルックナー／著 小野寺 健／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13247 海賊の心臓 ジュニア・ライブラリー
ベノ・プルードラ／作 若林 ひとみ／訳 ユ
タ・バウアー／画

大日本図書
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13248 赤ちゃん、いりませんか？ ジュディ・ブルーム／作 長田 敏子／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13249 ひみつのそばかすジュース 世界こどもの文学
ジュディ・ブルーム／作 清水 奈緒子／訳 沢
田 あきこ／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13250 ねこ ねこやなぎ 福音館の幼児絵本 古矢 一穂／え 岸田 衿子／ぶん 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13251 真吾の恋人 古山 高麗雄／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13252 みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク／作 千葉 茂樹／訳 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

13253 １０わのインコどこいった！ 世界の絵本コレクション クェンティン・ブレイク作 さかいきみこ訳 小峰書店 63 (２５ 絵本 南)

13254 みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク／作 千葉 茂樹／訳 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

13255 ピエロくん あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク／作 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

13256 カレーとインド料理 ウィークエンド・クッキング ２２
リンダ・フレイザー／著 武藤 真美／訳 Ａｌ
ｉｓｔｅｒ Ｔｈｏｒｐ ...

ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13257 海へさがしに 福音館のかがくのほん デブラ・フレイジャーさく 井上荒野やく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13258 黒ネコ、ミコシュのぼうけん くれよん文庫
ユリィー・ブレジャン／文 クヴィエタ・パ
ツォウスカー／絵 遠山 明子／訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



13259 ぼくらはゆめのたんけんたい
バークリ・ブレスエット／作 今江 祥智／訳
遠藤 育枝／訳

ブックローン出版 63 (２５ 絵本 南)

13260 ヴュイヤール ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ステュアート・プレストン／著 木島 俊介／訳 美術出版社 7 (大型本)

13261 幸せを待ちながら ミリアム・プレスラー／作 松沢 あさか／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13262 だれが石を投げたのか？ ミリアム・プレスラー／作 松沢 あさか／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13263 マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー／作 松永 美穂／訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13264
男の子おことわり、魔女オンリー ２ 兄貴をカエルにかえ
る？

トーマス・ブレツィナ作 松沢あさか訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13265
男の子おことわり、魔女オンリー １ きのうの敵は今日も
敵？

トーマス・ブレツィナ作 松沢あさか訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13266 Ｅメール・ラブ
ステファニー・フレッチャー／著 布施 由紀子
／訳

徳間書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13267 悪魔の選択 上 角川文庫 フレデリック・フォーサイス 篠原 慎  訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13268 リベラルアーツ・カレッジ 繁栄か，生き残りか，危機か
デイヴィッド・Ｗ・ブレネマ ... 宮田 敏近／
訳

玉川大学出版部 17 (６ 総記 社会科学)

13269
むしゃ！むしゃ！むしゃ！ マグリーリさんとはらぺこウ
サギ

カンダス・フレミングぶん Ｇ．ブライアン・
カラスえ いしづちひろやく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13270 あおむしけむし 大型絵本 かがくとなかよし
ヴィヴィアン・フレンチ／文 シャーロット・
ヴォウク／絵 歌崎 秀史／訳

岩波書店 61 (２３ 絵本 北)

13271 ハーブ図鑑１１０ 栽培と利用法の実践ガイド
レスリー・ブレンネス／著 槙島 みどり／日本
語版監修 訳

日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

13272 小さい魔女 新しい世界の童話シリーズ ３
オトフリート＝プロイスラー／著 大塚 勇三／
訳 ウィニー＝ガイラー／画

学研
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13273
大どろぼうホッツェンプロッツ  改訂 新・世界の子ども
の本  １  ドイツの新しい童話

オトフリート・プロイスラー／作 フランツ・
ヨーゼフ・トリップ／絵 中村 浩三／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13274 クラバート  改訂
オトフリート=プロイスラー／作 ヘルベルト=
ホルツィング／絵 中村 浩三／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13275 魔法のかたつむり かたつむり文庫 メキシコ
ファブリシオ・Ｖ・ブロエク ... 加藤 耕子／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

13276 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ作 木村由利子訳 かみやしん絵 文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13277 世界文学全集 ２８ フローベール・メリメ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13278
河出世界文学全集１１ ボヴァリー夫人・女の一生・脂肪
の塊

フローベール・モーパッサン 河出書房新社 24 (１３ 全集)



13279 ワーシャとまほうのもくば 世界こどもの文学
プロコフィエバ／作 宮川 やすえ／訳 渡辺有
一／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13280 ヴェネツィア・水の迷宮の夢 ヨシフ・ブロツキー／著 金関 寿夫／訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13281 江田島 イギリス人教師が見た海軍兵学校 セシル・ブロック／著 西山 真雄／訳 銀河出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13282 ２０００年間で最大の発明は何か ジョン・ブロックマン編 高橋健次訳 草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13283 世界文学全集 ５６ ブロッホ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13284 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる
リブ・フローデ／作 木村 由利子／訳 本庄 久
子／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13285 およげ、ぼくのコイ
ヤン・プロハズカ／作 フランス・ハーケン／
絵 吉原 高志／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13286 夕ごはんまでの五分間 本の森 １
プロハースコヴァー／作 ポコルニー／絵 平野
卿子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13287 カロリーヌのひっこし カロリーヌとゆかいな８ひき
ピエール・プロブストさく やましたはるおや
く

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13288 カロリーヌとやどなしさん カロリーヌとゆかいな８ひき
ピエール・プロブストさく やましたはるおや
く

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13289 カロリーヌエジプトへいく カロリーヌとゆかいな８ひき
ピエール・プロブストさく やましたはるおや
く

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13290 発掘された日本列島 ２００３ 新発見考古速報 文化庁編 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13291 発掘された日本列島 ２０００ 新発見考古速報 文化庁編 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13292 発掘された日本列島 ’９８ 新発見考古速報 文化庁／編 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13293 発掘された日本列島 ’９６ 新発見考古速報 文化庁／編 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13294
～親から子、子から孫へ～ 親子で歌いつごう日本の歌百
選

文化庁/編 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

13295 どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ／著 細井 直子／訳 ＷＡＶＥ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13296 ソルビム お正月の晴れ着 ペヒョンジュ ピョンキジャ セーラー出版 62 (２４ 絵本 西)

13297 やさしい図解・地球があぶない １ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13298 やさしい図解・地球があぶない ２ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



13299 やさしい図解・地球があぶない ３ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13300 やさしい図解・地球があぶない ４ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13301 やさしい図解・地球があぶない ５ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13302 やさしい図解・地球があぶない ６ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13303 やさしい図解・地球があぶない ７ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13304 やさしい図解・地球があぶない ８ トニー・ヘアー／文 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13305 トラを救おう
サマンサ・ベアーズ著 中野園子訳 戸川久美監
訳 吉野信写真

トラ保護活動ネットワーク出版委員会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13306 もしもし 白水Ｕブックス １１８ 海外小説の誘惑 ニコルソン・ベイカー／著 岸本 佐知子／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13307 小・中学生のインターネット入門 ジェイソン・ペイジ／著 田中 浩子／訳 文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13308 平城遷都1300年際-公式記録 平城遷都1300年記念事業協会/企画編集・発行 奈良新聞社 12 (１ 郷土資料)

13309
フランバーズ屋敷の人びと  新版 １ 愛の旅だち 岩波少
年文庫  ５９７

Ｋ．Ｍ．ペイトン作 掛川恭子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13310
フランバーズ屋敷の人びと  新版 ２ 雲のはて 岩波少年
文庫  ５９８

Ｋ．Ｍ．ペイトン作 掛川恭子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13311
フランバーズ屋敷の人びと  新版 ３ めぐりくる夏 岩波
少年文庫  ５９９

Ｋ．Ｍ．ペイトン作 掛川恭子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13312 人はなぜ老いるのか 老化の生物学
レオナード・ヘイフリック／著 今西 二郎／訳
穂北 久美子／訳

三田出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13313 染と織のある暮らし コロナ・ブックス ５７ 平凡社／編 太陽編集部／編 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

13314 江戸川乱歩 コロナ・ブックス ４６ 平凡社／編 太陽編集部／編 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

13315 最新世界現勢 １９９４ 平凡社／編集 平凡社 12 (１ 郷土資料)

13316
アウシュヴィッツの手紙 アウシュヴィッツ・ビルケナウ
博物館を訪ね

平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13317 あの日、広島と長崎で 写真物語 平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13318
クッキーモンスターはくいしんぼう セサミストリートえ
ほん ５

リンダ・ヘイワード／ぶん ジョー・ユーワー
ズ／え 野中 しぎ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)



13319 オデッセイ号航海記 クジラからのメッセージ ロジャー・ペイン著 宮本貞雄訳 角川学芸出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13320 エデンより彼方に トッド・ヘインズ原案 百瀬しのぶ著 アーティストハウスパブリッシャーズ 22 (１１ 小説)

13321 ムーミンのぼうけん １ 彗星がやってくる
ノーミ・ヘーベルト文 横手美紀訳 トーベ・ヤ
ンソン原作 モルデン・シュメット絵

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

13322 ムーミンのぼうけん ２ ムーミン谷をめざせ！
ノーミ・ヘーベルト文 有尾さゆり訳 トーベ・
ヤンソン原作 モルデン・シュメット絵

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

13323 戦国の山城 学研 碧水社 学習研究社 13 (２ 県一般書)

13324
シスター・ウェンディの名画物語 はじめて出会う西洋絵
画史

ウェンディ・ベケット／著 千足 伸行／監訳 講談社 5 (学習室)

13325 イエスの生涯 「知の再発見」双書 ４４ ジェラール・ベシエール／著 田辺 希久子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13326
カルタゴの興亡 甦る地中海国家 「知の再発見」双書 ４
１

アズディンヌ・ベシャウシュ／著 藤崎 京子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

13327 ビリー・ジョーの大地 カレン・ヘス作 伊藤比呂美訳 理論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13328 イルカの歌 カレン・ヘス著 金原瑞人訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13329 カイとカイサのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ
エルサ・ベスコフさく・え まつむらゆうこや
く

福音館書店

13330
おりこうなアニカ 世界傑作絵本シリーズ  スウェーデン
の絵本

エルサ・ベスコフさく・え いしいとしこやく 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13331 なきむしぼうや エルサ・ベスコフ作・絵 石井登志子訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

13332 しりたがりやのちいさな魚のお話 エルサ・ベスコフ作・絵 石井登志子訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13333
ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ スウェーデ
ンの絵本

エルサ・ベスコフ／さく・え 小野寺 百合子／
やく おのでら ゆりこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13334 水の精ＳＯＳを発する 文研じゅべにーる
Ｊ・ペストゥム／作 平野 卿子／訳 田中 槙子
／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13335 男の料理 一流シェフの味を１０分で作る！ 一個人編集部編 ベストセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13336 男の料理基本の「き」 一個人編集部／編 ベストセラーズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13337 もぐらとじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ／ぶん ズデネック・ミ
レル／え 内田 莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13338 もぐらとずぼん 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ／ぶん ズデネック・ミ
レル／え 内田 莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



13339 りんごのき 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ／ぶん ヘレナ・ズマト
リーコバー／え 内田 莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13340 ちぐはぐソックス
ユープ・ファン・ト・ヘック作 マライヤ・ト
ルマン絵 野坂悦子訳

ディー・ティー・ジャパン 63 (２５ 絵本 南)

13341 戦争の甘い誘惑 クリス・ヘッジズ著 中谷和男訳 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13342 江戸おんな歳時記 別所真紀子著 幻戯書房 19 (８ 美術 芸術)

13343 世界文学全集 ５２ ヘッセ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13344 河出世界文学全集１９ 郷愁・車輪の下・春の嵐・知と愛 ヘッセ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

13345 のうじょうは大さわぎ 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジャック・ベッドソン／ぶん ピーター・グー
ルドソープ／え 久山 太市／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13346 さばくの町のＸたんてい どうわがいっぱい １８ 別役 実／作 阿部 隆夫／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13347 時間と分 東欧の文学 アルフォンス・ベドナール／著 栗栖 継／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

13348 Ｉｃａ 模様石に秘められた謎
コルネリア・ペトラトゥ／著 ベルナルト・ロ
イディンガー／著 赤根 洋子／訳

文芸春秋
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

13349 ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ
アン・ピートリさく 古川博巳やく 黒沢優子や
く 大社玲子え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13350 ノンカの愛他 東欧の文学
イヴァイロ・ペトロフ／ほか著 松永 緑弥／訳
矢代 和夫／訳

恒文社 24 (１３ 全集)

13351 片目のオオカミ ダニエル・ペナック〔著〕 末松氷海子訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13352 子ども諸君 ダニエル・ペナック〔著〕 平岡敦訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13353 パセリ通りの古い家 岩波少年文庫復刻版 Ｍ・Ｂ＝イスベルト／作 藤村 宏／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13354 世界ユ－モア文学全集 第５巻 当世人気男 他1件 ベネット 吉田 健一／訳 筑摩書房 5 (学習室)

13355 リッキとおともだち
ヒド・ファン・ヘネヒテンさく・え のざかえ
つこやく

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

13356 おしりをだして
ヒド・ファン・ヘネヒテンさく・え のざかえ
つこやく

フレーベル館

13357 みんなおやすみ
ヒド・ファン・ヘネヒテンさく・え のざかえ
つこやく

フレーベル館

13358
日本人の知らない日本語 ２ 爆笑！日本語「再発見」コ
ミックエッセイ

蛇蔵著 海野凪子著 メディアファクトリー 19 (８ 美術 芸術)



13359 世界文学全集 ６０ ヘミングウェイ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13360 河出世界文学全集２４ 誰がために鐘は鳴る ヘミングウェイ 河出書房新社 24 (１３ 全集)

13361
げんきなマドレーヌ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵
本

ルドウィッヒ・ベーメルマン ... 瀬田 貞二／
訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13362 マドレーヌといぬ 世界傑作絵本シリーズ
ルドウィッヒ・ベーメルマン ... 瀬田 貞二／
訳

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13363
まほうのじゅうたんあそび 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

ニコラス・ヘラー／さく その ひかる／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

13364
コモチのキモチ お気楽ママのヘラヘラ育児日記 たまひよ
ブックス

ペリー荻野／著 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

13365 マグナス・マクシマス、なんでもはかります
キャスリーン・Ｔ・ペリー／文 Ｓ．Ｄ．シン
ドラー／絵 福本 友美子／訳

光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

13366 地球からのメッセージ
ウィリアム・ベル／著 ひろせ みちこ／訳 広
瀬 美智子／訳

文渓堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13367 ねこのオーランドー農場をかう キャスリーン・ヘイル／作・画 脇 明子／訳 童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

13368 古代エジプト探検史 「知の再発見」双書 ０２ ジャン・ベルクテール／著 福田 素子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13369 実物大恐竜図鑑
デヴィッド・ベルゲン著 真鍋真日本語版監修
藤田千枝訳

小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13370 ツイーゼルちゃん 岩波少年文庫復刻版 ベルゲングリューン／作 植田 敏郎／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13371 ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ・ヴェルシュ／作 松沢 あさか／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13372 小さな男の子と大きな魚 原本ほるぷ世界の絵本 マックス・ベルジュイス／絵 Nord-Sud 5 (学習室)

13373 すごいぞかえるくん
マックス・ベルジュイス／文と絵 清水 奈緒子
／訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

13374 かえるくんのこわい夜
マックス・ベルジュイス／文と絵 清水 奈緒子
／訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

13375 天文不思議集 「知の再発見」双書 ０９
ジャン＝ピエール・ヴェルデ／著 唐牛 幸子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

13376 赤毛のゾラ 上 福音館文庫  Ｓ－７３ クルト・ヘルト作 酒寄進一訳 西村ツチカ画 福音館書店

13377 赤毛のゾラ 下 福音館文庫  Ｓ－７４ クルト・ヘルト作 酒寄進一訳 西村ツチカ画 福音館書店

13378 滅びゆく植物 失われた緑の楽園
ジャン＝マリー・ペルト／著 ナオミ・ベカ
エール／訳 ベカエール直美／訳

工作舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



13379 自然の言葉 コレクション〈知慧の手帖〉 １
ジャン＝マリー・ペルト／編 クロード・ニェ
リッザニー／ ... 中井 久夫／訳

紀伊国屋書店

13380 さよならわたしの本屋さん ペーター・ヘルトリング／作 田尻 三千夫／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13381 クララをいれてみんなで６人
ペーター・ヘルトリング／作 佐々木 田鶴子／
訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13382 モディリアニ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
アルフレッド・ヴェルナー／著 宇佐見 英治／
訳

美術出版社 7 (大型本)

13383 ピカソ 天才とその世紀 「知の再発見」双書 ３１
マリ＝ロール・ベルナダック／著 ポール・
デュ・ブーシェ／著 高階 絵里加／訳

創元社 24 (１３ 全集)

13384 インカ帝国 太陽と黄金の民族 「知の再発見」双書 ０６ カルメン・ベルナン／著 阪田 由美子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13385 海底２万マイル どきどきミステリーランド ７
Ｊ・ベルヌ／作 Ｊ・コナウェイ／文 木下 友
子／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13386 世にも有名な犬たちの物語
ピエール＝アントワーヌ・ベ ... 桧垣 嗣子／
訳

文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

13387 第八森の子どもたち 福音館文庫  Ｓ－５１
エルス・ペルフロム作 野坂悦子訳 ペーター・
ファン・ストラーテン画

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13388 わたしのほんとの友だち 新しい世界の文学 ８
エルス・ペルフロム作 テー・チョン＝キン絵
野坂悦子訳

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13389 アウト・オブ・マインド Ｊ．ベルンレフ／著 枝川 公一／訳 ディーエイチシー
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13390 魔法の指輪 ルイスと魔法使い協会 ジョン・ベレアーズ著 三辺律子訳 アーティストハウス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13391 ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ 作 さくまゆみこ 訳 ブロンズ新社 63 (２５ 絵本 南)

13392 長ぐつをはいたネコ 大型絵本
ペロー／作 マーシャ・ブラウン／絵 光吉 夏
弥／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

13393 シンデレラ 偕成社世界のどうわ １４ 完訳ペローどう わ
シャルル・ペロー／作 箕浦 万里子／訳 アー
メル・モナ・ラザール／画

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13394
長ぐつをはいたねこ 偕成社世界のどうわ １３ 完訳ペ
ローどう わ

シャルル・ペロー／作 箕浦 万里子／訳 ドロ
テ・ドゥンツェ／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13395 出世の道 上 新装普及版
ベロアルド・ド・ヴェルヴィ ... 三宅 一郎／
訳

作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13396 出世の道 下 新装普及版
ベロアルド・ド・ヴェルヴィ ... 三宅 一郎／
訳

作品社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13397 夏の丘、石のことば ケヴィン・ヘンクス／作 多賀 京子／訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13398 せかいいちのあかちゃん ケヴィン・ヘンクス／作 小風 さち／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)



13399 いつもいっしょ ケビン・ヘンクス／作 金原 瑞人／訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

13400
００７／赤い刺青（いれずみ）の男 Ｈａｙａｋａｗａ ｐ
ｏｃｋｅｔ ｍｙｓｔｅｒｙ ｂｏｏｋｓ １７４０

レイモンド・ベンスン著 小林浩子訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13401 ひよこのアーサーがきえた！
ナサニエル・ベンチリー／文 アーノルド・
ローベル／絵 福本 友美子／訳

文化学園 文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

13402
奈良歴史探訪ウォーキング 県内各地で気軽に楽しめる
ルートガイド

ペンハウス著 メイツ出版

13403 Ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｒｏａｄ ホウキンス父子癒しの旅 ポール・ヘンフィル／著 茂木 健／訳 大栄出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13404 自分自身への審問 辺見庸著 毎日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13405 ゆで卵 辺見 庸／著 角川書店 22 (１１ 小説)

13406 最後のひと葉 岩波少年文庫  ５３９ オー・ヘンリー作 金原瑞人訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13407
パッチワーク講座 パッチワークとキルティングの完全ガ
イド ブティック・ムック Ｎｏ．１４４

アン・ポー／著 アンジェラ・ベズリー／編集
石黒 陽子／訳

ブティック社

13408
モルグ街の殺人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ５ アメ
リ カ編

ポー／原作 岡上 鈴江／訳・文 レオ・沢鬼／
絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

13409
すぐ使えるイラスト＆おたより 行事中心のイラストおた
より文例決定版〓 すぐに生かせる実技シリーズ

保育のひろば編集室／編 メイト 17 (６ 総記 社会科学)

13410 標準原色図鑑全集 総さくいん 保育社／編 保育社編集部／編 保育社 5 (学習室)

13411
ふくろうおばけとゆうれいねずみ 評論社の児童図書館・
絵本の部屋

ジークリット・ホイク／ぶん ベルンハート・
オーベルディ ... 那須田 淳／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13412
月の狩人 アマゾンでみたわたしだけの夢 Ｂｅｓｔ ｃｈ
ｏｉｃｅ

ジクリト・ホイク／作 酒寄 進一／訳 福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13413 死者に投げられたパン 東欧の文学 ５ ボグダン・ヴォイドフスキ／著 小原 雅俊／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

13414 ホイヴェルス神父日本人への贈り物
Ｈ・ホイヴェルス／著 土居 健郎／編 森田 明
／編

春秋社 16 (５ 宗教 歴史)

13415 おりこうバーニィ そうえんしゃ・世界のえほん ５
ソニヤ・ボウガエバさく・え ふかさわえいす
けやく

草炎社 63 (２５ 絵本 南)

13416 心理カウンセラーの仕事がわかる本 法学書院／編 法学書院編集部／編 法学書院 17 (６ 総記 社会科学)

13417 消費生活アドバイザーの仕事がわかる本 法学書院／編 法学書院編集部／編 法学書院 17 (６ 総記 社会科学)

13418 介護保険要介護認定ハンドブック 月刊介護保険編集部編 法研 17 (６ 総記 社会科学)



13419 完全黙秘の女 弁護士探偵物語 法坂一広 宝島社 22 (１１ 小説)

13420 弁護士探偵物語 天使の分け前 法坂一広 宝島社 22 (１１ 小説)

13421 猟奇の夏 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 宝生茜著 中央公論新社 20 (９ 小説)

13422 幕末江戸草紙 御家人侠七郎 北城小路著 文芸社 22 (１１ 小説)

13423
税金ハンドブック １９９ ... 知って得する、知らないと
損をする

北条 恒一／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13424 さよなら逆転ホームラン フォア文庫愛蔵版 北条 誠／作 金の星社 25 (１４ 児童書)

13425 五体字類 改訂新版 法書会／編纂 法書会編輯部／編纂 西東書房 5 (学習室)

13426 働く条件ってどうなってるの？ 仕事の絵本 ４ 朴木佳緒留文 石井勉絵 大月書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13427
ああ、三者面談 受験・進学 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日
記 １

蓬莱 泰三／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

13428
いやと言えないわたし トラブル－人間関係 ポプラ社版・
ＮＨＫ中学生日記 １９

蓬莱 泰三／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

13429
かね・カネ・金 金銭感覚 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
１２

蓬莱 泰三／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

13430 遅刻ゲーム 校則 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 ８ 蓬莱 泰三／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

13431
ママの敷いたレール 家族・母 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生
日記 ５

蓬莱 泰三／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

13432 河出世界文学全集５ 黒猫・モルグ街の殺人・緋文字 ポー・ホーソーン 河出書房新社 24 (１３ 全集)

13433 世界文学全集 ２６ ポオ・ボオドレール 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13434 宇宙への秘密の鍵
ルーシー・ホーキング作 スティーヴン・ホー
キング作 さくまゆみこ訳 佐藤勝彦監修

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13435
なぜそれは起こるのか 過去に共鳴する現在 シェルドレイ
クの仮説

喰代 栄一／著 サンマーク出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13436 世界文学全集 ２５ ホーソーン、マーク・トウェイン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13437
消えたオアシス 灼熱のサハラをさまよって 鈴木出版の海
外児童文学－この地球を生きる子どもたち－ ５

ピエール＝マリー・ボード作 井村順一訳 藤本
泉訳

鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13438
節約食生活の裏ワザ便利帳 食べたいものを食べながら３
０％の食費をカット Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏ
ｋｓ

ホームライフセミナー編 青春出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



13439
収納力３倍の整理術 「目からウロコ」のアイデア 超カン
タン！部屋がグーンと広くなる２６０項 Ｓｅｉｓｈｕｎ
ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

ホームライフセミナー編 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

13440
カマキリと月 南アフリカの八つのお話 福音館文庫  Ｆ－
１１

マーグリート・ポーランド作 さくまゆみこ訳
リー・ヴォイト画

福音館書店

13441 にぐるまひいて
ドナルド・ホールぶん バーバラ・クーニーえ
もきかずこやく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

13442 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／作 岩田 みみ／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

13443
とにかくさけんでにげるんだ わるい人から身をまもる本
いのちのえほん ６

ベティー・ボガホールド／作 河原 まりこ／絵
安藤 由紀／訳

岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

13444
ＲＶ合法改造マニュアル 改造申請不要の公認パーツから
８ナンバー取 ひと目でわかる！図解

帆苅 雅宏／著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13445 大地に抱かれて リンダ・ホーガン／著 浅見 淳子／訳 青山出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13446 言語道断！ ホーキング青山自伝 ホーキング青山／著 情報センター出版局
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

13447 えほん幽霊のひみつ 世界の絵本ライブラリー
Ｃ・ホーキンス／作 Ｊ・ホーキンス／作 竹下
千花子／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

13448 えほん魔女のひみつ 世界の絵本ライブラリー コリン・ホーキンス／作 岩田 佳代子／訳 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

13449 カンバセイション・ピース 保坂和志著 新潮社 22 (１１ 小説)

13450
「嫌な奴」と上手につき合う法 人間関係がラクになる心
のトレーニング

保坂 栄之介／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13451 季節の記憶 保坂 和志／著 講談社 22 (１１ 小説)

13452 この人の閾 保坂 和志／著 新潮社 22 (１１ 小説)

13453 「頭がいい人」は脳のリセットがうまい 保坂 隆 中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13454
謎解き・海洋と大気の物理 地球規模でおきる「流れ」の
しくみ

保坂直紀 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13455 たくさんのタブ- 星 新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13456
クリスマスイブの出来事 星新一ショートショートセレク
ション １３

星新一作 和田誠絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13457 番号をどうぞ 星新一ショートショートセレクション ５ 星新一作 和田誠絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13458 お母さんの安心小児科 子どもの問題行動 星加 明徳／著 アドア出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



13459 しりとりあそびしろとくろ しゃしんであそぼ ① 星川 ひろ子／著 星川 治雄／著 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13460 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真・文 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13461 たま、またたま 星川ひろ子 星川治雄 アリス館 62 (２４ 絵本 西)

13462 しりとりあそびちゃいろ しゃしんであそぼ  ３ 星川 ひろ子／著 星川 治雄／著 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13463 ちえちゃんの卒業式 星川ひろ子写真・文 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13464 イラスト・みんなの農業教室 ４ 星川 清親／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

13465 イラストみんなの農業教室 ５ 星川 清親／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

13466 イラスト・みんなの農業教室 星川 清親／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

13467 イラスト・みんなの農業教室 続 星川 清親／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

13468 イラスト・みんなの農業教室 ３ 星川 清親／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

13469 入相の鐘 星川 清司／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13470 今戸橋晩景 星川 清司／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13471 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真 文 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13472 安全のカ－ド 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13473 おみそれ社会 星新一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13474 凶夢 など３０ 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13475 これからの出来事 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13476 ご依頼の件 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13477 さまざまな迷路 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13478 だれかさんの悪夢 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



13479 夢魔の標的 星新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13480 ありふれた手法 新潮文庫 星 新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13481 どこかの事件 新潮文庫 星 新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13482 ひとにぎりの未来 新潮文庫 星 新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13483 白い服の男 新潮社 星 新一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13484 完全燃焼 闘将日記完結編 星野仙一著 実業之日本社 19 (８ 美術 芸術)

13485 夢 命を懸けたＶ達成への６４７日 星野仙一著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

13486 ファンタジスタ 星野智幸著 集英社 22 (１１ 小説)

13487 しびれが気になるときに読む本 早わかり健康ガイド 星野雄一監修 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13488 医者が見放したがんと闘う４７の法則 星野仁彦著 セブン＆アイ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13489 家庭教育のあり方 知的な創造のヒント ８ 星野 謙一郎／著 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

13490 うたのパペット １ 人形劇の本
星野 サエ／さく 松尾 篤興／うた 鏑木 昌弥
／え

星の環会 17 (６ 総記 社会科学)

13491 うたのパペット ２ 人形劇の本
星野 サエ／さく 松尾 篤興／うた 鏑木 昌弥
／え

星の環会 17 (６ 総記 社会科学)

13492 森へ たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13493 アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13494
夢をくれた盲導犬 ミントといっしょに生きる ポプラ社い
きいきノンフィクション １３

星野 有史／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13495 植物診断室 星野智幸 株式会社 文藝春秋 22 (１１ 小説)

13496
おひさまと、朝ごはん。 和定食からブランチまで、太陽
の恵みいっぱいの素材を楽しむ毎朝レシピ ＭＡＲＢＬＥ
ＢＯＯＫＳ ｄａｉｌｙ ｍａｄｅ

星谷菜々著 マーブルトロン
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13497
ジャケットの縫い方の基礎 わかりやすい写真でマスター
する

八角 節子／著 文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13498 パサジェルカ〈女船客〉 他ｑ謔T版 東欧の文学 ゾフィア・ポスムイシ／著 佐藤 清郎／訳 恒文社 24 (１３ 全集)



13499 結び方百科 ロープワークステップ・バイ・ステップ デズ・ポースン／著 手塚 勲／訳 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

13500 日本と世界の歴史 第１３巻 16世紀 細川 一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13501 おおかみこどもの雨と雪 角川つばさ文庫  Ｃほ１－２ 細田守作 喜久屋めがね挿絵 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）25 (１４ 児童書)

13502
貧血の人の食事 鉄欠乏性貧血 悪性貧血 再生不良性貧血
ほ 新健康になるシリーズ １０

細田 四郎／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13503 耐震偽装 なぜ、誰も見抜けなかったのか 細野透著 日本経済新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13504 日本と世界の歴史 第１４巻 １７世紀 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13505 日本と世界の歴史 第２１巻 ２０世紀（Ⅱ） 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13506 日本と世界の歴史 第１７巻 １９世紀（Ⅰ） 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13507 日本と世界の歴史 第１５巻 １８世紀（Ⅰ） 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13508 日本と世界の歴史 第１巻 古代 （日本）先史-５世紀 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13509 日本と世界の歴史 第２巻 古代 （西洋）先史-５世紀 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13510 日本と世界の歴史 第６巻 ９世紀 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13511 日本と世界の歴史 第１６巻 １８世紀（Ⅱ） 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13512 日本と世界の歴史 第１９巻 １９世紀（Ⅲ） 細野一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13513 日本と世界の歴史 第３巻 古代（東洋）先史－５世紀 細野 一治 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

13514
日本と世界の歴史第２２巻 ２０世紀（Ⅲ） 第二次世界大
戦

細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13515 日本と世界の歴史第１８巻 １９世紀（Ⅱ） 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13516 日本と世界の歴史第２０巻 ２０世紀（Ｉ） 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13517 日本と世界の歴史第１１巻 １４世紀 細野一治 16 (５ 宗教 歴史)

13518 日本と世界の歴史第１２巻 １５世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)



13519 ６ ．７ 世紀日本と歴史 第４巻 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13520 日本と世界の歴史 第５巻 8世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13521 日本と世界の歴史 第7巻 １０世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13522 日本と世界の歴史 第８巻 １１世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13523 日本と世界の歴史第９巻 １２世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13524 日本と世界の歴史第１０巻 １３世紀 細野一治 学研 16 (５ 宗教 歴史)

13525 おにいちゃんがいてよかった いのちのえほん １３ 細谷 亮太／作 永井 泰子／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

13526 赤ちゃんとの時刻（とき） 細谷 亮太／著 朝日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

13527
毒草の少女 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １５ アメ リ
カ編

ホーソン／ほか原作 山主 敏子／訳・文 井江
栄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

13528 竜のきば 岩波少年文庫復刻版 ホーソン／作 塩谷 太郎／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13529 もぐらのディガー 森の動物たち ３
テサ・ポター／作 ケン・リリー／絵 今泉 吉
晴／訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

13530 ピーターラビットの絵本 １ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13531 ピーターラビットの絵本 ２ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13532 ピーターラビットの絵本 ３ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13533 ピーターラビットの絵本 ４ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13534 ピーターラビットの絵本 ５ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13535 ピーターラビットの絵本 ６ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13536 ピーターラビットの絵本 ７ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13537 ピーターラビットの絵本 ８ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13538 ピーターラビットの絵本 ９ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)



13539 ピーターラビットの絵本 １０ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13540 ピーターラビットの絵本 １１ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13541 ピーターラビットの絵本 １２ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13542 ピーターラビットの絵本 １３ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13543 ピーターラビットの絵本 １４ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13544 ピーターラビットの絵本 １５ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13545 ピーターラビットの絵本 １６ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13546 ピーターラビットの絵本 １７ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13547 ピーターラビットの絵本 １８ 新版
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13548 ピーターラビットの絵本 １９
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井 桃子／
やく いしい ももこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13549 ピーターラビットの絵本 ２０
ビアトリクス・ポター／さく・え 間崎 ルリ子
／やく まさき るりこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13550 ピーターラビットの絵本 ２１
ビアトリクス・ポター／さく・え 間崎 ルリ子
／やく まさき るりこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13551 ピーターラビットの絵本 ２２ ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13552 ピーターラビットの絵本 ２３ ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13553 ピーターラビットの絵本 ２４ ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13554
こぶたのピグリン・ブランドのおはなし  新装版 ピー
ターラビットの絵本  ２１

ビアトリクス・ポターさく・え まさきるりこ
やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13555 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高 順也／文 荒井 良二／絵 ビリケン出版 61 (２３ 絵本 北)

13556 北海道の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ１ 北海道歴史教育委員会 山川出版 13 (２ 県一般書)

13557 世界文学全集 ７ 千一夜物語・デカメロン ボッカッチオ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13558 おごるな上司！ 堀田 力 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)



13559
自分たちでつくろうＮＰＯ法人！ 認証・登記から税務・
保険までＮＰＯ法人設立完全マニュアル！ 改正法対応！

堀田力監修 ＮＰＯ事業サポートセンター編著
名越修一編著

学陽書房 17 (６ 総記 社会科学)

13560 あなたの気持ち 堀田 あけみ／著 角川書店 22 (１１ 小説)

13561 唇の、することは。 堀田 あけみ／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

13562 加群十話 代数学入門 すうがくぶっくす ３ 堀田 良之／著 朝倉書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13563
ごきげんいかががちょうおくさん 世界傑作童話シリーズ
; どうぶつむらのがちょうおくさん

ミリアム・クラーク・ポター まつおかきょう
こ こうもとさちこ

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13564
ごきげんいかががちょうおくさん 世界傑作童話シリーズ
どうぶつむらのがちょうおくさん  １のまき

ミリアム・クラーク・ポターさく まつおか
きょうこやく こうもとさちこえ

福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13565 日本文学全集 ６１ 堀田善衛・阿川弘之・遠藤周作・大江健三郎 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13566 メソポタミア文明 「知の再発見」双書 ４３
ジャン・ボッテロ／著 マリ＝ジョゼフ・ス
テーヴ／著 高野 優／訳

創元社 24 (１３ 全集)

13567
マヤ文明 失われた都市を求めて 「知の再発見」双書 ０
７

クロード・ボーデ／著 シドニー・ピカソ／著
阪田 由美子／訳

創元社 24 (１３ 全集)

13568
シーラス山の村の生活 児童図書館・文学の部屋 シーラス
シリーズ ８

セシル・ボトカー／作 橘 要一郎／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13569 五七語辞典 佛渕 健悟・西方 草志 三省堂 19 (８ 美術 芸術)

13570 ゴッホ 燃え上がる色彩 「知の再発見」双書 ０３ パスカル・ボナフー／著 高橋 啓／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13571 ダイエットを医学する 人類は丸くなっている？ 蒲原聖可 中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13572 標準原色図鑑全集 魚 ４ 蒲原稔治/著者 保育社 5 (学習室)

13573
おやすみなさいフランシス 世界傑作絵本シリーズ アメリ
カの絵本

ラッセル・ホーバン／ぶん ガース・ウイリア
ムズ／え 松岡 享子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13574 ジョンのふしぎなぼうけん 世界の絵本ライブラリー
ラッセル・ホーバン／作 パトリック・ベンソ
ン／絵 永田 徹子／訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

13575
リンゴのたび 父さんとわたしたちがオレゴンにはこんだ
リンゴのはなし わくわく世界の絵本

デボラ・ホプキンソン作 ナンシー・カーペン
ター絵 藤本朝巳訳

小峰書店 63 (２５ 絵本 南)

13576 ２０世紀の歴史 上巻 極端な時代 エリック・ホブズボーム／著 河合 秀和／訳 三省堂 16 (５ 宗教 歴史)

13577 ２０世紀の歴史 下巻 極端な時代 エリック・ホブズボーム／著 河合 秀和／訳 三省堂 16 (５ 宗教 歴史)

13578
黄金のつぼ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １１ ドイ ツ
編

ホフマン／原作 塩谷 太郎／訳・文 井江 栄／
絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)



13579 くるみわり人形 新装版
Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン／作 モーリス・セン
ダック／イラ ... 渡辺 茂男／日本語訳

ほるぷ出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13580 クルミわりとネズミの王さま 岩波少年文庫復刻版 ホフマン／作 国松 孝二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13581
クリスマスのものがたり 世界傑作絵本シリーズ 日本とス
イスの絵本

フェリクス・ホフマン／さく 生野 幸吉／やく
しょうの こうきち／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13582
ヘンリーのごじまんは… 評論社の児童図書館・絵本の部
屋

メアリー・ホフマン／さく スーザン・ウィン
ター／え せな あいこ／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13583
死の歴史 死はどのように受けいれられてきたのか 「知の
再発見」双書 ６３

ミシェル・ヴォヴェル／著 富樫 瓔子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

13584
食品保存の便利帳 おいしくたべるゾ！ 買いすぎ、腐らせ
ちゃ Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

ホームライフセミナー／編 青春出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13585
〈収納〉アイデアの便利帳 超カンタン！ お金かけない、
出し入れ自在 Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

ホームライフセミナー／編 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

13586 にょっ記 穂村弘著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13587 あるばんあるねこ…
イワン・ポモー／さく 山下 明生／やく やま
した はるお／やく

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

13588 ありがとう、フォルカーせんせい 海外秀作絵本  ６
パトリシア・ポラッコ／作・絵 香咲 弥須子／
訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

13589 風景のブロンテ姉妹
アーサー・ポラード／著 サイモン・マックブ
ライド／写真 山脇 百合子／訳

南雲堂
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13590 このはなだれの？ おおきなかがく 堀浩 内山晟 ひさかたチャイルド 62 (２４ 絵本 西)

13591 アユタヤから来た姫 堀和久著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

13592 秀吉とおね 堀 和久／著 講談社 22 (１１ 小説)

13593 大岡越前守 堀 和久／著 講談社 22 (１１ 小説)

13594 星・星座 学研の図鑑
堀 源一郎／指導・執筆 小林 悦子／指導・執
筆

学研 25 (１４ 児童書)

13595
誰でも行ける意外な水源・不思議な分水 ドラマを秘めた
川たち

堀 淳一／文・写真 東京書籍 13 (２ 県一般書)

13596 日本文学全集 ２１ 堀 辰雄 新潮社 24 (１３ 全集)

13597 少女たちの帆を張って ジョイ・ストリート 堀 直子／作 佐竹 美保／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13598 ライオンとさんぽしながら おはなしはらっぱ ３ 堀 直子／作 神山 ますみ／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)



13599 楽しい鉱物図鑑 新装版 堀 秀道／著 草思社 5 (学習室)

13600 能面 [鑑賞と打ち方]
堀 安右衛門／著 増田 正造／著 宮野 正喜／
写真

淡交社 7 (大型本)

13601 外来語語源辞典 堀井 令以知／編 東京堂出版 5 (学習室)

13602 東大寺お水取り 二月堂修二会の記録と研究 普及版 堀池 春峰／著者代表 小学館 12 (１ 郷土資料)

13603 わがまち桜井 堀井 孝昭 櫻井市・桜井市教育委員会 12 (１ 郷土資料)

13604 わがまち桜井 堀井 孝昭 桜井市・桜井市教育委員会 12 (１ 郷土資料)

13605 絵本の世界 １１０人のイラストレーター 第１集 堀内 誠一／編 福音館書店 19 (８ 美術 芸術)

13606 絵本の世界 １１０人のイラストレーター 第２集 堀内 誠一／編 福音館書店 19 (８ 美術 芸術)

13607 どうくつをたんけんする たくさんのふしぎ傑作集 堀内 誠一／さく 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13608 世界音楽全集７ 第６回配本 ベ－ト－ヴェン ２ 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13609 世界音楽全集８ 第２１回配本 ｳｪ-ﾊﾞ-／ロッシ－ニ 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13610 世界音楽全集６ 第１回配本 ベ－ト－ヴェン １ 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13611 世界音楽全集３ 第１５配本 ハイドン 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13612 世界音楽全集９ 第２回配本 シュ－ベルト 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13613 世界音楽全集１０ 第１４回配本 メンデルスゾ－ン 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13614 世界音楽全集１３ 第２０回配本 ベルリオ－ズ／グノ－ 掘内敬三  他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13615 世界音楽全集１４ 第１０回配本 リスト 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13616 世界音楽全集１５ 第１８回配本 ワ－グナ－ 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13617 世界音楽全集１６ 第１６回配本 ヴェルディ／プッチ－ニ 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13618 世界音楽全集１７ 第１７回配本 ビゼ－／サン＝サ－ンス 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)



13619 世界音楽全集１８ 第８回配本 ヨハン・シュトラウス 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13620
世界音楽全集１９ 第２３回配本 ムソルグスキ－／ボロ
ディン／リムスキ－・コルサコフ

掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13621 世界音楽全集２１ 第７回配本 ドヴォルザ－ク 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13622 世界音楽全集２２ 第１９回配本 グリ－ク／シベリウス 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13623 世界音楽全集２３ 第２２回配本 ドビュッシ－／ラヴェル 掘内敬三 他 ／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13624
世界音楽全集２４ 第２４回配本 ラフマニノフ／ストラ
ヴィンスキ－他２

掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13625 世界音楽全集２ 第１３回配本 ヘンデル／ヴィヴァルディ 掘内敬三 他／監修 東芝音楽工業株式会社 河出書房 19 (８ 美術 芸術)

13626 熊の敷石 堀江敏幸著 講談社 22 (１１ 小説)

13627
簡単おせちとごちそうレシピ 初めてでも、忙しくても、
１日でもできる！ 主婦の友生活シリーズ

堀江ひろ子著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13628 書 原色日本の美術２６ 堀江 知彦 小学館 7 (大型本)

13629 なずな 堀江敏幸 集英社 22 (１１ 小説)

13630
ホレイショー 人生っておかしなもんだね あかね世界の文
学シリーズ

Ｂ．Ｇ．ポリコフ／作 岡本 浜江／訳 浜田 洋
子／画

あかね書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13631 おじいさんのてぶくろ よかったねかかしくん フローラル ボリスラフ・ストエフ作／絵 寺村 輝夫文 学研 5 (学習室)

13632 日本文学全集 第５０巻 掘辰雄集 掘辰雄 集英社 24 (１３ 全集)

13633 ちくま日本文学全集 ０２８ 堀辰雄 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13634 バンパイヤ どきどきミステリーランド ５
Ｊ・ポリドリ／作 Ｌ・マーチン／文 さとり
まりこ／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13635 広太はじめてのなつやすみ あつまれ１年生 ４ 堀野 慎吉／作 金森 一意／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

13636 童謡唱歌名曲集 第３集 ピアノ伴奏付 堀野 羽津子／共編 原 礼彦／共編 成美堂出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13637 童謡唱歌名曲集 第２集 ピアノ伴奏付 堀野 羽津子／共編 原 礼彦／共編 成美堂出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13638 きたばやしのたぬきーかしはらのむかしばなしー 堀見 日紗子 岡林 巧子 橿原ライオンズクラブ 61 (２３ 絵本 北)



13639 きたばやしのたぬきーかしはらのむかしばなしー 堀見 日紗子 岡林 巧子 橿原ライオンズクラブ 12 (１ 郷土資料)

13640
土・日で覚えるゴルフ ビジュアル版 土・日で覚えるシ
リーズ ２

ピーター・ボーリンガル／著 和田 美智子／訳 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

13641
宝石の写真図鑑 完璧版 オールカラー宝石１３０ 地球自
然ハンドブック

キャリー・ホール／著 宮田 七枝／訳 日本ヴォーグ社 5 (学習室)

13642 あるがままを受け入れて 新しいきずな 文研じゅべにーる
クリスティ・ホール／作 清水 奈緒子／訳 広
野 多珂子／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13643 もし冬が来たら 児童図書館・文学の部屋 リン・ホール／作 宮下 嶺夫／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13644 だいすきだよ、オルヤンおじいちゃん
カミラ・ボルイストレム／作 石井 登志子／訳
千葉 史子／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13645 日本のごはん、私のごはん
フサコ・ホルトハウス／著 ホルトハウス房子
／著

文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13646 自然の薬箱 動物・植物・鉱物などの自然薬百科
ミリアム・ポルーニン／著 クリストファー・
ロビンズ／著 鯉淵 百合子／訳

マール社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13647 幼年期の構図 クリスタ・ヴォルフ／著 保坂 一夫／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

13648 リトル・ムーン インディアンの男の子
ヴィンフリード・ヴォルフ／ぶん ナタリー・
ドロシー／え 永野 ゆう子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

13649 わが友キキー 岩波少年文庫復刻版 フリードリヒ・ヴォルフ／作 北 通文／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13650 どうする？ビアンカ
リンダ・ヴォルフスグルーベ ... いずみ ちほ
こ／訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

13651 不死の人 白水Ｕブックス １１４ 海外小説の誘惑 ホルヘ・ルイス・ボルヘス／著 土岐 恒二／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13652
ハッピー・ガールズ、バッド・ガールズ Ｖｏｉｃｅｓ ｏ
ｖｅｒｓｅａｓ

ウィリアム・Ｔ・ヴォルマン／著 迫 光／訳 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13653 マリアからの手紙 グレーテリース・ホルム／作 伊佐山 真実／訳 徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13654 空がレースにみえるとき
エリノア・Ｌ・ホロウィッツぶん バーバラ・
クーニーえ しらいしかずこやく

ほるぷ出版

13655 ちきゅうのえほん １
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13656 ちきゅうのえほん ２
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13657 ちきゅうのえほん ３
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13658 ちきゅうのえほん ４
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



13659 ちきゅうのえほん ５
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13660 ちきゅうのえほん ６
スティーヴ・ポロック／著 ピーター・ウィン
ガム／絵 さくま ゆみこ／訳

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13661
バルカン超特急 消えた女 Ｓｈｏｇａｋｕｋａｎ ｍｙｓ
ｔｅｒｙ

エセル・リナ・ホワイト著 近藤三峰訳 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13662
おねがいだからなかよくしてね 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

キャスリン・ホワイトぶん クリフ・ライトえ
山口文生やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13663 障害を理解しよう １ 目の不自由な人たち
ピーター・ホワイト文 茂木俊彦監訳 京兼玲子
訳

小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13664 エイズと闘った少年の記録 心にのこる文学 ７
ライアン＝ホワイト／著 アン＝マリー＝カニ
ンガム／著 加藤 耕一／訳

ポプラ社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13665
土・日で覚えるウエイト・トレーニング ビジュアル版
土・日で覚えるシリーズ １２

ニック・ホワイトヘッド／著 前田 啓子／訳 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

13666
えんとつには魔女がいる 魔法の森をひとっとび みんなの
ライブラリー ２２

ビクトリア・ホワイトヘッド／作 久瀬 麻子／
訳 伊藤 悌夫／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13667 ゆきのともだち
イアン・ホワイブロウさく ティファニー・
ビークえ 木坂涼やく

理論社 63 (２５ 絵本 南)

13668 山の郵便配達 彭見明著 大木康訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13669 がんと知るとき伝えるとき 本家 好文／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13670 中村俊輔物語 黄金のカルテット 本郷陽二編 汐文社 19 (８ 美術 芸術)

13671 きのこ 山渓フィールドブックス １０ 本郷 次雄／監修・解説 伊沢 正名／写真 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

13672 日本人が「９割間違える」日本語 本郷陽二 ＰＨＰ研究所 33 (２２ 文庫本)

13673 うさちゃんのニュース なにかが、なにかが、よんでいる
ルース・Ｌ・ボーンスタイン ... 楠田 枝里子
／やく くすた えりこ／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

13674 みつばちマーヤの冒険 世界の名作全集 １２ ワルデマル・ボンゼルス／原作 高橋 健二／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

13675 ミツバチ・マアヤの冒険 岩波少年文庫復刻版 ボンゼルス／作 実吉 捷郎／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

13676 高血圧の食事 ③ ＮＨＫきょうの料理 本多 京子／著 齊藤 郁夫／監修 ＮＨＫ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13677 脳を若く保つレシピ 物忘れ・ボケ予防 生活実用シリーズ 本多京子著 須貝佑一監修 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13678 幸せな小金持ちへの８つのステップ 本田健著 ゴマブックス 17 (６ 総記 社会科学)



13679 得手に帆あげて 本田宗一郎の人生哲学 本田宗一郎著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

13680 Ｆｉｎｅ ｄａｙｓ 恋愛小説 本多孝好著 祥伝社 22 (１１ 小説)

13681 あなたを狙う感染症 本田武司著 飯島義雄著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13682 幸せの条件 誉田哲也著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

13683 シンメトリー 誉田哲也著 光文社 22 (１１ 小説)

13684 ストロベリーナイト 誉田哲也著 光文社 22 (１１ 小説)

13685 ごみ対策が危ない 絵で見る廃棄物問題の解決策 本多 淳裕／著 省エネルギーセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13686
絵で見る工業生産とリサイクル 各論 シリーズ・資源リサ
イクル ３

本多 淳裕／著 クリーン・ジャパン・センター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13687
絵で見る農林水産とリサイクル シリーズ・資源リサイク
ル ４

本多 淳裕／著 クリーン・ジャパン・センター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13688 貧困なる精神 Ｍ集 悪口雑言罵詈讒謗集 本多 勝一／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

13689 貧困なる精神 Ｌ集 悪口雑言罵詈讒謗集 本多 勝一／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

13690
心とからだの健康を作る子供の料理と栄養 マイライフシ
リーズ特集版

本多 京子／著 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

13691
腎臓病の人の食事 急性腎炎 慢性腎炎 急性腎不全 ネフ
ロー 新健康になるシリーズ ９

本田 西男／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13692 はるかなるサンタ・マリア わくわくライブラリー 本田 昌子／作 ふりや かよこ／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13693 植物の図鑑 学習百科図鑑 １ 本田 正次／共編 牧野 晩成／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

13694 「天職探し」８７のポイント かしこい転職上手な離職 本多信一 法令総合出版 17 (６ 総記 社会科学)

13695 くまのパディントン 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 松岡 享子／訳 ペ
ギー・フォートナム／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13696 パディントンとテレビ 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 松岡 享子／訳 ペ
ギー・フォートナム／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13697 パディントンの一周年記念 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 松岡 享子／訳 ペ
ギー・フォートナム／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13698 パディントンの煙突掃除 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 松岡 享子／訳 ペ
ギー・フォートナム／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



13699 パディントンのクリスマス 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 ペギー・フォートナム
画／訳 松岡 享子／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13700 パディントン フランスへ 世界傑作童話シリーズ
マイケル・ボンド／作 松岡 享子／訳 ペ
ギー・フォートナム／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13701 パディントン妙技公開
マイケル・ボンド／作 ペギー・フォートナム
／画 松岡 享子／訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13702 ＡＢＣブック ほんまちひろさく・え ポール・インカー監修 らくだ出版 61 (２３ 絵本 北)

13703 昔の子どものくらし事典 本間昇監修 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13704 少年野球コーチング 基本と練習法 本間正夫著 西東社

13705 縄文の地名を探る 本間雅彦著 高志書院 13 (２ 県一般書)

13706 その名はゴロニャゴトラブッチ 新しいこどもの文学 本間 正樹／著 ただの ゆみこ／画 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

13707 たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン 作 レナー
ド・ワイスガード 絵 うちだややこ 訳

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

13708 少年少女世界文学館１１ トム＝ソーヤの冒険 マーク＝トウェーン 講談社 25 (１４ 児童書)

13709 モッタイナイで地球は緑になる ワンガリ・マータイ著 福岡伸一訳 木楽舎 19 (８ 美術 芸術)

13710 雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン作 メ
アリー・アゼアリアン絵 千葉茂樹訳

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13711 青い馬の少年
ビル・マーティン Ｊｒ．ジョン・アーシャン
ボルト／文 テッド・ランド／絵 金原 瑞人／
訳

アスラン書房 63 (２５ 絵本 南)

13712 灼熱 シャーンドル・マーライ著 平野卿子訳 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13713
超笑える！心理ゲーム＆クイズランド Ｍ．Ｂ ｂｏｏｋｓ
１３２

マイバースデイ編集部／編 実業之日本社

13714
いまとむかしと大むかし 知りたいことがいっぱいあるの
３

マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13715
すきになるってどんなこと？ 知りたいことがいっぱいあ
るの ２

マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13716
どうぶつ園はなぞだらけ 知りたいことがいっぱいあるの
１

マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13717 なぜ学校にいくの？ 知りたいことがいっぱいあるの ５
マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13718
ぼく、病気になっちゃった 知りたいことがいっぱいある
の ４

マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



13719
道にまよってしまったら 知りたいことがいっぱいあるの
６

マンフレート・マイ／さく ダグマール・ガイ
スラー／え 高柳 英子／やく

リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13720 タイキルとジョッコ 福音館創作童話シリーズ まいえ かずお／作 スズキ コージ／画 福音館書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13721
明治十一年の贋札（フェイク・マネー） カッパ・ノベル
ス

舞岡淳著 光文社 20 (９ 小説)

13722 主夫と生活 マイク・マグレディ/著 伊丹十三／訳 学陽書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13723 ヒトラーの相続人 Ｓ・Ｊ・マイケルズ／著 東江 一紀／訳 原書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13724
スピリットベアにふれた島 鈴木出版の海外児童文学  こ
の地球を生きる子どもたち

ベン・マイケルセン／作 原田 勝／訳 鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13725 クマ追い犬タロ ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ 米田一彦著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13726 生かして防ぐクマの害 米田 一彦／著 農山漁村文化協会 19 (８ 美術 芸術)

13727
おもしろ図書館であそぶ 専門図書館１４２館完全ガイド
ブック 毎日ムック

毎日ムック・アミューズ編 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

13728
ぼくたちが日本のおとしよりに学んだこと。 ２１世紀知
的好奇心探求読本 ４

毎日新聞社／編 毎日新聞社会部「長命社会を
...

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13729 薬害を追う記者たち 毎日新聞社／編 毎日新聞大阪医療取材班／編 三一書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13730 醜い官僚たち 「官官接待」の闇 毎日新聞社／著 毎日新聞社会部／著 毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

13731
自由をわれらに アミスタッド号事件 ノンフィクション・
Ｂｏｏｋｓ

ウォルター・ディーン・マイ ... 金原 瑞人／
訳

小峰書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13732 ひらめき！ 謎解き！ 推理ゲーム まえおか てつや どりむ社 高橋書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13733 とことん知恵出す大阪商法 目立ってなんぼ笑ってなんぼ 前垣 和義／著 明日香出版社 17 (６ 総記 社会科学)

13734 いつか愛になるなら 前川麻子著 角川書店 22 (１１ 小説)

13735 愛という 前川麻子著 角川書店 22 (１１ 小説)

13736 おひさまあはは 前川かずお作・絵 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

13737 宇宙船と太陽系 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13738 星座１２か月 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



13739 星と宇宙 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13740 やさしい天体観測 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13741 ＵＦＯと宇宙人の科学 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13742 地球・月・太陽 子ども天文教室 前川 光／著 大日本図書

13743 世界一すてきなお父さん 赤い鳥文庫 １８ 前川 康男／作 おぼ まこと／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

13744 鳥怪人たんていになった日 ＰＨＰどうわのポケット 前川 康男／さく 渡辺 有一／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

13745
ガソリン屋さんが書いたガソリンスタンドの 本 Ｈａｎｄ
ｓ ｂｏｏｋ

前川 靖国／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13746 標準原色図鑑全集 高山植物 １１ 前沢秋彦/著者 保育社 5 (学習室)

13747 秘聞武田山岳党 前島不二雄著 学研 22 (１１ 小説)

13748
勝つためのイメ－ジトレ－ニング法 成功を呼ぶ５条件を
どうつくり出すか

前嶋孝 ごま書房 17 (６ 総記 社会科学)

13749 ひとさじのはちみつ 自然がくれた家庭医薬品の知恵 前田京子著 マガジンハウス

13750 お風呂の愉しみ 前田京子著 飛鳥新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13751 おまつと利家 加賀百万石を創った人びと 前田利祐ほか筆 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

13752 学校の壁 なぜわが娘が逝ったのかを知りたかっただけ 前田 功／著 前田 千恵子／著 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

13753 検証・ＰＫＯと自衛隊 前田 哲男／編著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

13754 神功皇后伝説の誕生 前田 晴人／著 大和書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13755 どんないじめも皆で当たればこわくない 前田 正雄／著 日本図書刊行会 17 (６ 総記 社会科学)

13756 明治大正図誌 第２巻 東京（二） 前田愛・小木新造/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

13757 ナマズ 育てて、しらべる日本の生きものずかん １２
前畑政善監修 若田部美行撮影 Ｃｈｅｕｎｇ＊
ＭＥ絵

集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13758 日本はなぜ旅客機をつくれないのか 前間孝則著 草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



13759 くるまがいっぱい
グレース・マカローン／文 デイビッド・カー
ター／絵

文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

13760 くいしんぼうのあおむしくん こどものとも傑作集 槙ひろし作 前川欣三画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13761
ふつうがいちばん野菜がいちばん 「おいしい！」が響く
毎日の食卓 技が光る家庭の味 とっておき野菜料理レシピ
１５０ ハイパーレブシリーズ １

牧弘美〔著〕 ニューズ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13762
運をよびこむ自分の手相 いつも最良の選択をするために
Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏｋｓ

槙 玉淑／著 青春出版社 17 (６ 総記 社会科学)

13763 わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキサック／文 ジェリー・ピン
クニー／絵 藤原 宏之／訳

新日本出版社 63 (２５ 絵本 南)

13764 教室はまちがうところだ 蒔田晋治作 長谷川知子絵 子どもの未来社 61 (２３ 絵本 北)

13765 帰らざる故国（くに） 上巻 牧南 恭子／著 双葉社 22 (１１ 小説)

13766 帰らざる故国（くに） 下巻 牧南 恭子／著 双葉社 22 (１１ 小説)

13767 平家物語 新潮古典文学アルバム １３ 牧野 和夫／編集・執筆 小川 国夫／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

13768
赤ちゃんのいい名前８０００ 名字別幸せになる名前のつ
け方

牧野 恭仁雄／著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

13769 ねえちゃんはプロレスラー どうわレストラン ６ 牧野 節子／作 鈴木 びんこ／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

13770 植物一日一題 牧野 富太郎／著 博品社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13771 原色牧野日本植物図鑑（学生版） １ コンパクト版 牧野 富太郎／著 北隆館 5 (学習室)

13772 原色牧野日本植物図鑑Ⅱ ２ コンパクト版 牧野 富太郎／著 北隆館 5 (学習室)

13773 原色牧野日本植物図鑑Ⅲ ３ コンパクト版 牧野 富太郎／著 北隆館 5 (学習室)

13774 危機と好機 これからの２０年 牧野 昇／著 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

13775 あめんぼのゆめ 牧野文子少年詩集 詩の散歩道 牧野 文子／著 牧野 四子吉／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13776 日本文学全集 第３７巻 牧野信一・梶井基次郎集 牧野信一・梶井基次郎 集英社 24 (１３ 全集)

13777 標準原色図鑑全集 熱帯魚 金魚 １７ 牧野信司/著者 松井佳一/著者 保育社 5 (学習室)

13778 偉大なる、しゅららぼん 万城目 学／著 集英社 22 (１１ 小説)



13779 プリンセス・トヨトミ 文春文庫  ま２４－２ 万城目 学／著 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

13780 みんなの少年探偵団
万城目学著 湊かなえ著 小路幸也著  向井湘吾
著  藤谷治著

ポプラ社 22 (１１ 小説)

13781 鴨川ホルモー 角川文庫  ま２８－１ 万城目学〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13782 ホルモー六景 角川文庫  ま２８－２ 万城目学〔著〕 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13783
かのこちゃんとマドレーヌ夫人 角川つばさ文庫  Ｂま１
－１

万城目学作 たまこ絵 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）25 (１４ 児童書)

13784 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

13785 鹿男あをによし 幻冬舎文庫  ま－１７－１ 万城目学〔著〕 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13786 一休 子どもの伝記全集23 槙本 ナナ子 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13787 だれも猫には気づかない アン・マキャフリー著 赤尾秀子訳 東京創元社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13788 夏・みじかくて長い旅 新・文学の扉 １６
Ｊ・マーク／作 百々 佑利子／訳 岩淵 慶造／
画

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13789 世界ユ－モア文学全集 第９巻 西部旅行綺談 他1件 マ－ク・トウェ－ン 野崎 孝／訳 筑摩書房 5 (学習室)

13790 身近な食べもののひみつ ４ すがたをかえる果実・種実 幕内秀夫監修 神みよ子監修 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13791 身近な食べもののひみつ ５ すがたをかえる魚・海そう 幕内秀夫監修 神みよ子監修 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13792 粗食のすすめ旬のレシピ ２ 夏号 幕内秀夫著 検見崎聡美料理 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13793
じょうぶな子どもをつくる基本食 しっかり食べてたくま
しく！ 日本の伝統食が子どもを守る

幕内秀夫著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13794 粗食のすすめ 秋のレシピ 幕内秀夫著 検見崎聡美料理 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13795 粗食のすすめ 春のレシピ 幕内秀夫著 検見崎聡美料理 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13796 粗食のすすめ 冬のレシピ 幕内秀夫著 検見崎聡美料理 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13797 とんでもない母親と情ない男の国日本 トシコ・マークス／著 マークス寿子／著 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

13798 太平洋世界 上
ウォルター・マクドゥーガル／著 木村 剛久／
訳

共同通信社 16 (５ 宗教 歴史)



13799 太平洋世界 下
ウォルター・マクドゥーガル／著 木村 剛久／
訳

共同通信社 16 (５ 宗教 歴史)

13800 ビートルズと６０年代 イアン・マクドナルド／著 奥田 祐士／訳 キネマ旬報社 19 (８ 美術 芸術)

13801 ちいさな島
ゴールデン・マクドナルド／さく レナード・
ワイスガード／え 谷川 俊太郎／やく

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

13802 カタログ注文できた弟 文研じゅべにーる
Ｊ・マクドナルド／作 久米 穣／訳 松島 順子
／絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13803 海辺の骨 デニス・マクファーランド／著 雨沢 泰／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13804
どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社の児童図書
館・絵本の部屋

サム・マクブラットニィ／ぶん アニタ・ジェ
ラーム／え 小川 仁央／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

13805 冬の犬 Ｃｒｅｓｔ ｂｏｏｋｓ アリステア・マクラウド著 中野恵津子訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13806 やっとアーサーとよんでくれたね パトリシア・マクラクラン／作 若林 千鶴／訳 さ・え・ら書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13807 潮風のおくりもの パトリシア・マクラクラン／作 掛川 恭子／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13808 草原のサラ
パトリシア・マクラクラン／作 小玉 知子／訳
中村 悦子／絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13809
明日のまほうつかい Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉ
ｔ〉

パトリシア・マクラクラン／さく キャシー・
ジャコビ／え 金原 瑞人／やく

福武書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13810 たったひとつのねがいごと バーバラ・マクリントック 福本友美子 ほるぷ出版 6 (あのね文庫)

13811 ティムール国のゾウ使い
ジェラルディン・マコックラン／作 こだま と
もこ／訳

小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13812
白鳥の夢はるか 日本ではじめてのバレエ学校 いきいき人
間ノンフィクション ４

まごめ やすこ／作 藤枝 つう／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13813 おやすみなさいトムさん 児童図書館・文学の部屋 ミシェル・マゴリアン／作 中村 妙子／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13814 不思議を売る男
ジェラルディン・マコーリア ... 金原 瑞人／
訳 佐竹 美保／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13815 リトル・エンジェル
ジェラルディン・マコーリン ... イアン・
ベック／え 滝ノ島 ルナ／やく

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

13816 ちくま日本文学全集 ０３７ 正岡子規 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13817 日本文学全集 現代句集 ６９ 正岡子規・荻原井泉水・村上鬼城・飯田蛇笏等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13818 日本文学全集 ７ 正岡子規・高浜虚子 筑摩書房 24 (１３ 全集)



13819 貧血症気味の薔薇 アネミックローズ 真崎 建三／著 講談社 22 (１１ 小説)

13820
せなかを ぴんと のばそう！ ママといっしょによむえほ
ん 子どもの健康を考える絵本 ８

正木 健雄／構成・文 境木 康雄／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

13821 蒼い記憶 シリーズ戦争 １ まさき まき／著 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13822 ヴィクターとクリスタベル そっと恋して
ペトラ・マザーズ／さく 今江 祥智／やく 遠
藤 育枝／やく

童話館出版 63 (２５ 絵本 南)

13823 土佐游挾外伝 鯨道 政延哲士 洋泉社 22 (１１ 小説)

13824 日本文学全集 １２ 政宗白鳥 筑摩書房 24 (１３ 全集)

13825 Ｐａｉｎ 正本 ノン／著 角川書店 22 (１１ 小説)

13826
図書館／建築／開架／書架 ライブラリー・アイデンティ
ティを求めて

益子一彦著 丸善 17 (６ 総記 社会科学)

13827 救命・応急手当ハンドブック イラストで示す 益子 邦洋／著 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13828 太陽は、ぼくの瞳
マジッド・マジディ脚本 ショーレ・ゴルパリ
アン訳 広鰭恵利子文

汐文社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13829 いっしょにうたって！ たのしいうたの絵本 真島 節子／絵 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

13830 あんたがたどこさ おかあさんと子どものあそびうた ましま せつこ／絵 こぐま社 61 (２３ 絵本 北)

13831 鉄道記 真島満秀 真島満秀 真島満秀写真事務所スタッフ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13832 すすめＪＲ・私鉄電車 乗りものパノラマシリーズ ９ 真島満秀写真 松尾定行文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13833 しゅっぱつＳＬ・トロッコ 乗りものパノラマシリーズ ７ 真島満秀写真 松尾定行文 あかね書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

13834 おにいちゃんってたいへん！ きつねのフォックス １
エドワード・マーシャル／文 ジェイムズ・
マーシャル／絵 安藤 紀子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13835
フィッシュ 鈴木出版の海外児童文学－この地球を生きる
子どもたち－

Ｌ．Ｓ．マシューズ作 三辺律子訳 鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13836 子どもは小さな哲学者 合本版 Ｇ．Ｂ．マシューズ／著 鈴木 晶／訳 新思索社 17 (６ 総記 社会科学)

13837 トラウマ 「心の後遺症」を治す ディビッド・マス／著 村山 寿美子／訳 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13838
春になったらあけてください ニッサン童話と絵本のグラ
ンプリ出版

増井 邦恵／作 あべ まれこ／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)



13839 傷つかずになんて生きれない １６歳・繭の物語 ますいさくら著 ポプラ社 22 (１１ 小説)

13840 天使になんかなりたくない １８歳・繭の物語 ますいさくら著 ポプラ社 22 (１１ 小説)

13841
泣き寝入りするな！少額訴訟 この１冊に「おんぶ」に
「だっこ」法律の本

桝井信吾著 明日香出版社 17 (６ 総記 社会科学)

13842 日常生活の物質と化学 ポピュラーサイエンス 増井 幸夫／共著 嶋田 利郎／共著 裳華房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13843
完全図解日本のエネルギー危機 データで読む「国民の常
識」

舛添要一著 東洋経済新報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13844 ぼく、ニホンオオカミになる！！ マスダ ケイコ リーブル出版

13845 とのさまのひげ 増田 裕子／作 国松 エリカ／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

13846
バドミントン練習メニュー２００ 基本が身につく  Ｂａ
ｄｍｉｎｔｏｎ Ｃｏａｃｈｉｎｇ Ｂｏｏｋ

舛田圭太監修 池田書店 09 (新刊書)

13847
小学生のためのテニスがうまくなる本 もっと活躍でき
る！ まなぶっく  Ｅ－２０

増田健太郎監修 メイツ出版 09 (新刊書)

13848 勝負 人生は日々これ戦場 升田幸三著 成甲書房 19 (８ 美術 芸術)

13849 スペースマイマイあらわる！ わくわくライブラリー ますだ あきこ／作 安藤 浩司／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13850 人物を調べる事典 どの人物をどうやって調べるか 増田 信一／編 リブリオ出版 5 (学習室)

13851 沖縄の星 悲劇の英雄 阿麻和利加那 増田 信一／著 北島新平／画 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

13852 海水魚 山渓フィールドブックス ６ 益田 一／著 山と渓谷社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13853 やっぱり劇的、漢方薬 益田 総子／著 同時代社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13854 絵てがみを描く 増田 美恵子／著 エム・ピー・シー 19 (８ 美術 芸術)

13855 うちの庭に舟がきた ものがたりうむ 増田 みず子／著 竹内 美紀／挿画 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

13856 風草 増田 みず子／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

13857 カタツムリ 科学のアルバム ５６ 増田 戻樹／写真 小池 康之／文 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13858 コウモリ 科学のアルバム ８５ 増田 戻樹／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



13859 シカのくらし 科学のアルバム ６７ 増田 戻樹／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13860 水生昆虫のひみつ 科学のアルバム ９５ 増田 戻樹／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13861 ヘビとトカゲ 科学のアルバム ７３ 増田 戻樹／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13862 モリアオガエル 科学のアルバム ６０ 増田 戻樹／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13863 カメのくらし 科学のアルバム ９０ 増田 戻樹／著 あかね書房

13864
ネットワーク世紀の社会経済システム 情報経済と社会進
化

増田 祐司／編著 須藤 修／編著 富士通経営研修所 17 (６ 総記 社会科学)

13865 明日天気になあれ 枡田久男 文 枡田祐 ＮＰＯ法人おかえり 61 (２３ 絵本 北)

13866 わが生涯-住井すゑ 生きて・愛して・闘って 増田れい子/きき手 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13867 歴史を読む智恵 日本人の「クセ」が見えてくる 増原 良彦／著 大和出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

13868
のねずみくんのすてきなマフラー げんきわくわくえほん
２１

ませ なおかた／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

13869 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた／作・絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

13870 いじわるうさぎの日記 俣野 温子／著 ほるぷ出版 19 (８ 美術 芸術)

13871 いじわるうさぎ やっと会えたね… 俣野 温子／著 ほるぷ出版 19 (８ 美術 芸術)

13872 ソバの絵本 そだててあそぼう ８
俣野 敏子／へん 平野 恵理子／え またの と
しこ／へん

農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13873
転機を「飛躍」に変える７０の法則 講談社ニューハード
カバー

又村 紘／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

13874 巡査の首 又吉栄喜著 講談社 22 (１１ 小説)

13875 夜を乗り越える 小学館よしもと新書  ５０１ 又吉直樹著 小学館

13876 火花 又吉直樹著 文藝春秋

13877 豚の報い 又吉 栄喜／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13878 エジプトの少年 岩波少年文庫復刻版 Ｍ．マチエ／作 福井 研介／共訳 杉 勇／共訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)



13879
大人になれないこの国の子どもたち 「壊れた心」の精神
分析

町沢静夫著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13880 あおい目のこねこ 世界傑作童話シリーズ
エゴン・マチーセン／さく・え 瀬田 貞二／・
やく せた ていじ／・やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13881 フォトグラフール 町田康著 講談社 22 (１１ 小説)

13882 爆発道祖神 町田康著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13883 きれぎれ 町田康著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13884
山の霊力 日本人はそこに何を見たか 講談社選書メチエ
２６１

町田宗鳳著 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

13885 年金ハンドブック 新訂版 生涯設計に欠かせない！ 町田長生著 北条恒一監修 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13886 地層の知識 改訂新版 第四紀をさぐる 基礎の考古学 町田洋著 新井房夫著 森脇広著 東京美術
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13887 人間らしく生きる 知的な創造のヒント １０ 町田 静隆／著 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

13888 潮の華 町田 志津子 思想社 19 (８ 美術 芸術)

13889 年金ハンドブック 知って得する、知らないと損をする 町田 長生／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

13890
イタリア語が面白いほど身につく本 基本の基本でも実践
に強い！

町田 亘／著 中経出版 19 (８ 美術 芸術)

13891 美術ガイド 奈良 町田甲一 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

13892 吉原手引草 松井 今朝子 幻冬舎 22 (１１ 小説)

13893 辰巳屋疑獄 松井 今朝子 筑摩書房 22 (１１ 小説)

13894 うさぎのはなたば 松居 スーザン／作 松成 真理子／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

13895 ももたろう 日本傑作絵本シリーズ
松居 直／文 赤羽 末吉／絵 まつい ただし／
ぶん

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13896 こぶじいさま 《こどものとも》傑作集 松居 直／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13897 だいくとおにろく こどものとも傑作集 ３６ 松居 直／再語 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13898 ぴかくん めをまわす こどものとも傑作集 １１ 松居 直／作 長 新太／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)



13899 こぐまをあらう雨 そよかぜ絵本シリーズ ５ 松居 友／作 土田 義晴／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

13900 あめふり あかちゃんのほん まついのりこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13901 ばいばい まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13902 二枚目 角川時代小説倶楽部 松井今朝子〔著〕 角川春樹事務所 22 (１１ 小説)

13903 みいちゃんとたからものたち おはなしバスケット ７ 松居スーザン作 松成真理子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

13904 冬のおはなし ポプラの木かげ ２ 松居スーザン作 山内ふじ江絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

13905 絵本のよろこび 松居直著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

13906 子どものスポーツ障害を防ぐ・治す 健康ライブラリー 松井達也著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

13907 とけいのほん ２ 幼児絵本シリーズ まついのりこさく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13908
じゃあじゃあびりびり  改訂 まついのりこあかちゃんの
ほん

まついのりこ作・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13909 とけいのほん １ 幼児絵本シリーズ まついのりこさく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13910 狂牛病食べていいものいけないもの１００問１００答 松井宏夫監修 主婦と生活社編 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13911 心ある道を旅したい 松井 佐知子／著 潮出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13912 はらっぱのおはなし ジョイ・ストリート 松居 スーザン／著 スズキ コージ／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

13913 ノネズミと風のうた 松居 スーザン／著 しまだ みつお／絵 あすなろ書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

13914 ヤンメイズとりゅう 中国の昔話 世界傑作絵本シリーズ
松居 直／再話 関野 喜久子／再話 譚 小勇／
絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

13915
森の昆虫博士 自然とともに生きる いきいき人間ノンフィ
クション １２

松居 友／作 西山 史真子／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13916 いじわるあくまだどうしよう ひらがなあそびえほん １ まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13917 うちゅうじんがやってきた ひらがなあそびえほん ２ まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13918 おばけくんなかないで ひらがなあそびえほん ３ まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)



13919 かずのほん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん まつい のりこ／ぶん・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13920
こびとくんなにしてるの かずとあそぼう さんすうあそび
えほん １

まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13921
とびらをとんとんとん みぎひだりとあそぼう さんすうあ
そびえほん ３

まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13922
トンネルにはいろう かたちとあそぼう さんすうあそびえ
ほん ２

まつい のりこ／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

13923
症状でわかるあなたの病気 一歩踏み込んだ健康チェック
Ｆｕｔａｂａ ｇｒｅｅｎｅｒｙ ｂｏｏｋ ｓ

松井 宏夫／著 出村 博／監修 双葉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13924 名医名患 名医が語る「患者は皆わが師なり」 松井 宏夫／著 双葉社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13925 アジアの女たち 抱樸舎文庫 ６ 松井 やより／述 旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

13926 アイルランドのおいしい毎日 松井 ゆみ子／文・写真 東京書籍 13 (２ 県一般書)

13927
朝いちばんの毒出しデトックス 身も心もキレイに生まれ
変わる！

松生恒夫著 大和書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13928 ぴーちゃんくもにとぶ ちっちゃなちっちゃなおばけ２ まついのりこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13929 ぴーちゃんにじにのる ちっちゃなちっちゃなおばけ１ まついのりこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13930
ぴーちゃんほしのことあそぶ ちっちゃなちっちゃなおば
け３

まついのりこ 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

13931 川の光 外伝 松浦寿輝著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

13932 川の光 ２ タミーを救え！ 松浦寿輝著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

13933 川の光 〔１〕 松浦寿輝著 中央公論新社 09 (新刊書)

13934 半島 松浦寿輝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

13935 花腐し 松浦寿輝著 講談社 22 (１１ 小説)

13936 裏ヴァージョン 松浦理英子著 筑摩書房 22 (１１ 小説)

13937 おぼれる人生相談 松浦 理英子／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13938 ナチュラル・ウーマン 松浦 理英子／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)



13939 九月の恋と出会うまで 松尾由美著 新潮社 22 (１１ 小説)

13940 雨恋 松尾由美著 新潮社 22 (１１ 小説)

13941 子どもに語るアジアの昔話 2 松岡享子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

13942 子どもに語るアジアの昔話 1 松岡享子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

13943 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡 享子／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13944 それほんとう？  新装版 福音館創作童話シリーズ 松岡 享子／文 長 新太／絵 福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

13945 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡 享子／作 林 明子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13946 とこちゃんはどこ こどものとも傑作集 ３ 松岡 享子／作 加古 里子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13947 うれしいさん かなしいさん まつおか きょうこ さく・え 東京子ども図書館 61 (２３ 絵本 北)

13948 なく虫ずかん みるずかん・かんじるずかん ; 金の本 松岡達英 篠原栄太 佐藤聡明 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

13949 ごろんごろん はじめてのぼうけん ６ 松岡 達英／作・絵 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

13950 だんごむしと恐竜のレプトぼうや 松岡 達英／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13951 だんごむしうみへいく 松岡 達英／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13952 だんごむしそらをとぶ 松岡 達英／作 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13953 恐竜たんけん図鑑 絵本図鑑シリーズ １ 松岡 達英／作 小畠 郁生／監修 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13954 身近な食べもののひみつ ６ すがたをかえる肉 松岡昭善監修 神みよ子監修 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13955 語るためのテキストをととのえる 長い話を短くする 松岡享子著 東京子ども図書館 17 (６ 総記 社会科学)

13956 ヘーメラーの千里眼 松岡圭祐著 小学館 22 (１１ 小説)

13957 千里眼の死角 松岡圭祐著 小学館 22 (１１ 小説)

13958 千里眼／ミドリの猿 松岡圭祐著 小学館 22 (１１ 小説)



13959 火燼 宗麟と博多屋宗伝 松岡沙鴎著 海鳥社 22 (１１ 小説)

13960 色彩と心理おもしろ事典 松岡武著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

13961 なく虫ずかん みるずかん・かんじるずかん  金の本
松岡達英え 篠原栄太もじ 佐藤聡明おと  大野
正男ぶん

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13962
あまがえるりょこうしゃ トンボいけたんけん 福音館のか
がくのほん

松岡たつひでさく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13963 ぴょーん はじめてのぼうけん  １ まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 62 (２４ 絵本 西)

13964 草花とともだち みつける・たべる・あそぶ 松岡達英構成 下田智美絵と文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

13965 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 創作童話シリーズ 松岡 享子／作 寺島 竜一／画 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

13966 生物の大宝庫大雪山 日本自然探険の旅 ２ 松岡 達英／作 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13967 マンモス探検図鑑 絵本図鑑シリーズ １７ 松岡 達英／絵 村田 真一／文 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13968 木の実とともだち みつける・たべる・つくる 松岡 達英／構成 下田 智美／絵と文 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

13969 恐竜とともだちになる本 松岡 達英／絵 富田 京一／文 ブロンズ新社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13970 日本のジャングル西表島 日本自然探険の旅 １ 松岡 達英／作 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13971 われら北極探検隊 科学絵本 松岡 達英／絵 高野 孝子／文 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13972 マザーツリー 科学絵本 松岡 達英／絵 村田 真一／文 小学館 61 (２３ 絵本 北)

13973 かぶとむしはどこ？ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 松岡 達英／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

13974 ジャングル 絵本図鑑シリーズ １４ 松岡 達英／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13975 野外探検大図鑑 Ｆｉｅｌｄ‐ｐａｌ 松岡 達英／絵 塩野 米松／構成・文 小学館 25 (１４ 児童書)

13976 千里眼 松岡 圭祐 小学館 22 (１１ 小説)

13977 ＮＡＲＡＳＩＡならじあ 東アジア共同体？ 松岡正剛 丸善株式会社 13 (２ 県一般書)

13978 いけのおと 松岡達英 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



13979 日本自然探検の旅 ４ 連なる山々 [日本アルプス] 松岡達英/文・絵 大日本図書株式会社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

13980
夏休みは大さわぎ 児童図書館・文学の部屋 わんぱく四人
姉妹 物語 １

ヒラリー・マッカイ／作 ノーマン・ヤング／
絵 とき ありえ／訳

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

13981 限りある命だから
イレーヌ・マッカーシー／著 小西 あつ子／訳
小西 敦子／訳

角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

13982
結婚式のメンバー 新潮文庫  む－６－１  村上柴田翻訳
堂

カーソン・マッカラーズ〔著〕 村上春樹訳 新潮社

13983 沈黙の川 ダムと人権・環境問題 パトリック・マッカリー／著 鷲見 一夫／訳 築地書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

13984 エルマーとゆき デイビッド・マッキー／さく 斉藤 洋／やく ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

13985 しまうまのしゃっくり デーヴィッド・マッキー／作 矢川 澄子／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

13986 遊ＹＯＵキッズサッカー 松木 安太郎／著 ベースボール・マガジン社

13987 エルマーとゼルダおばさん ぞうのエルマー １４
デビッド・マッキーぶんとえ きたむらさとし
やく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13988 エルマーいろいろ ぞうのエルマー
デビッド・マッキー文・絵 きたむらさとし
訳・題字

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13989 エルマーのともだち ぞうのエルマー
デビッド・マッキー文・絵 きたむらさとし
訳・題字

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13990 エルマーとちょうちょ ぞうのエルマー １０
デビッド・マッキーぶんとえ きたむらさとし
やく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13991 エルマーがとんだ ぞうのエルマー ５
デビッド・マッキーぶんとえ きたむらさとし
やく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13992 ぞうのエルマー ぞうのエルマー １
デビッド・マッキーぶんとえ きたむらさとし
やく

ＢＬ出版 63 (２５ 絵本 南)

13993 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー／作 中川 千尋／訳 光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)

13994
生活用品リサイクル百科事典 ガイアブックス 私たちにも
できる地球温暖 化を防ぐ４つのＲ ...

ジャン・マクハリー／著 斉藤 洋子／訳 産調出版 5 (学習室)

13995 丘のむこうの小さな町へ 新大草原の小さな家 ４
ロジャー・リー・マクブライ ... 小玉 知子／
訳 渡辺 南都子／訳

講談社 25 (１４ 児童書)

13996 オウザークの小さな農場 新大草原の小さな家 ２
ロジャー・リー・マクブライ ... 小玉 知子／
訳 渡辺 南都子／訳

講談社 25 (１４ 児童書)

13997 大きな赤いリンゴの地 新大草原の小さな家 ３
ロジャー・リー・マクブライ ... 谷口 由美子
／訳

講談社 25 (１４ 児童書)

13998 ハンタイおばけ
トム・マックレイ文 エレナ・オドリオゾーラ
絵 青山南訳

光村教育図書 63 (２５ 絵本 南)



13999 かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ
ロバート・マックロスキー／ ... わたなべ し
げお／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14000
かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ  アメリカの絵
本

ロバート・マックロスキーぶんとえ わたなべ
しげおやく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14001 海べのあさ 大型絵本  ２９
ロバート・マックロスキー／文・絵 石井 桃子
／訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

14002 デラックスじゃない 双葉文庫  ま－１９－０３ マツコ・デラックス著 双葉社

14003 恋する潜水艦 文学の冒険シリーズ
ピエール・マッコルラン著 大野多加志〔ほ
か〕訳

国書刊行会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14004 走れ！T校 バスケット部 松崎 洋 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14005 お金でさぐる日本史 １ おもしろ日本史入門 ４ 松崎 重広／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14006 お金でさぐる日本史 ２ おもしろ日本史入門 ５ 松崎 重広／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14007 お金でさぐる日本史 ３ おもしろ日本史入門 ６ 松崎 重広／著 原島 サブロー／画 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14008 あなたを変える６７の時間習慣 松崎 俊道／著 産能大学出版部 17 (６ 総記 社会科学)

14009 中学校３年分の英語が簡単にわかる本 イッキにできる！ 松崎 博／著 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

14010 外国から来た魚 日本の生きものをおびやかす魚たち 松沢陽士著 フレーベル館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14011 ことばをおぼえたチンパンジー たくさんのふしぎ傑作集 松沢 哲郎／文 薮内 正幸／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14012 おー、うんこ 松下美砂子 架空社 62 (２４ 絵本 西)

14013 医者がくれる危ない薬の見分け方 Ｙｅｌｌ ｂｏｏｋｓ 松下 一成／著 エール出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14014
効く漢方薬・危ない漢方薬・ムダな漢方薬 Ｙｅｌｌ ｂｏ
ｏｋｓ

松下 一成／著 早川 明夫／著 エール出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14015 子どもに語る中国の昔話 松瀬七織 湯沢朱実 松瀬七織 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

14016
東吉野の給食レシピ ありがとう感謝の心でいただきま
す！

松田 仁 奈良県東吉野村
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14017 いつもみているよ 絵本のおもちゃばこ １６ 松田 もとこ／作 遠藤 てるよ／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14018 ほたるの星 絵本の時間 １３ 松田 もとこ／作 宮本 忠夫／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)



14019 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし ３２ 松田 素子／作 石倉 欣二／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14020 頼まれ仲人のすべてがわかる本 結納からスピーチまで 松田邦夫著 泰光堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14021 小学生までに読んでおきたい文学 １ おかしな話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14022 小学生までに読んでおきたい文学 ２ かなしい話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14023 小学生までに読んでおきたい文学 ３ こわい話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14024 小学生までに読んでおきたい文学 ６ すごい話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14025 小学生までに読んでおきたい文学 ４ たたかう話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14026 小学生までに読んでおきたい文学 ５ ともだちの話 松田哲夫編 あすなろ書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14027 宮沢賢治イーハトーヴ図誌 松田 司郎／著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

14028 なっとくする相対性理論 松田 卓也／著 二間瀬 敏史／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14029 星空はタイムマシン たくさんのふしぎ傑作集 松田 卓也／文 たむら しげる／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14030
楽しく暮らす、おもしろく暮らす。 Ｐａｒ ... Ａｌｌ
ａｂｏｕｔ ｐａｒｔｉｅｓ

松田 直子／著 ミサワホーム総合研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14031
楽しく暮らす、おもしろく暮らす。 Ｐａｒ ... Ａｌｌ
ａｂｏｕｔ ｐａｒｔｉｅｓ

松田 直子／著 ミサワホーム総合研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14032
楽しく暮らす、おもしろく暮らす。 Ｐａｒ ... Ａｌｌ
ａｂｏｕｔ ｐａｒｔｉｅｓ

松田 直子／著 ミサワホーム総合研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14033
楽しく暮らす、おもしろく暮らす。 Ｐａｒ ... Ａｌｌ
ａｂｏｕｔ ｐａｒｔｉｅｓ

松田 直子／著 ミサワホーム総合研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14034 環境科学者の見たチロル 松田 松二／著 山と渓谷社 13 (２ 県一般書)

14035 野鳥をよむ 情報源をよむ 松田 道生／著 アテネ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14036 幸せのごはん 夫のことを考えた 松田 美智子／著 文化出版局 19 (８ 美術 芸術)

14037 トランプ入門 楽しくはじめる 小学館基本攻略シリーズ 松田 道弘／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14038 ふくふくろう えほんはともだち ４１ 松田 素子／作 秋山 巌／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)



14039
いればのパッコンカッパにあう ぶんけい・ようねんどう
わ ８

松田 素子／作 岡本 順／絵 文渓堂
30 (１９ 読み物 中学
年)

14040 図説  日本の古典 第17巻 上田秋成 上田秋成 松田修/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

14041 さるかに ものがたり絵本 ３ 松谷 みよ子／文 滝平 二郎／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

14042 なきだしたやまんじい ベネッセのえほん 松谷 みよ子／文 司 修／絵 ベネッセコーポレーション 61 (２３ 絵本 北)

14043 コッペパンはキツネいろ 偕成社幼年創作どうわ 松谷 みよこ 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14044 いい おかお 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷 みよ子／作 瀬川 康男／絵 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14045 いない いない ばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／作 瀬川康男／絵 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14046 おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／作 東光寺 啓／絵 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14047 のせて のせて 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／作 東光寺 啓／絵 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14048 黒いちょう おはなし名作絵本２２ 松谷 みよ子／文 遠藤 てるよ／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14049 まちんと 新編・絵本平和のために １ 松谷みよ子／文 司 修／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

14050 茂吉のねこ おはなし名作絵本１９ 松谷 みよ子／文 辻 司／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14051 もしもし おでんわ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／作 岩崎ちひろ／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

14052 きつねのよめいり こどものとも傑作集 ７ 松谷 みよ子／作 瀬川 康男／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

14053 ふうちゃんとチャチャ 新しいえほん 松谷 みよ子／作 遠藤 てるよ／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

14054 やまんばのにしき むかしむかし絵本 ２ 松谷 みよ子／文 瀬川 康男／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14055 あの世からの火 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷 みよ子／著 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14056 ちいさいモモちゃん １ おばけとモモちゃん 松谷みよ子文 中谷千代子絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

14057 ちいさいモモちゃん ２ ルウのおうち 松谷みよ子文 中谷千代子絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

14058 ちいさいモモちゃん ３ あめこんこん 松谷みよ子文 中谷千代子絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)



14059
新１年生のためのおはなし絵本館 日本の昔話１ よみきか
せから、ひとりよみへ……

松谷みよ子文 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14060
新１年生のためのおはなし絵本館 日本の昔話２ よみきか
せから、ひとりよみへ……

松谷みよ子文 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14061 りんごころころ あかちゃんのおいしい本 松谷みよ子ぶん とよたかずひこえ 童心社 61 (２３ 絵本 北)

14062 とうろうながし 新編・絵本平和のために ４ 松谷みよ子／文 丸木 俊／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

14063 わたしのいもうと 新編・絵本平和のために ５ 松谷みよ子／文 味戸 ケイコ／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

14064 ぼうさまになったからす 新編・絵本平和のために ２ 松谷 みよ子／文 司 修／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

14065 オバケちゃん オバケちゃんの本 １ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14066 オバケちゃんアカオニにあう オバケちゃんの本 ６ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14067 オバケちゃん学校へいく オバケちゃんの本 ７ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14068 オバケちゃんといそがしおばさん オバケちゃんの本 ５ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14069 オバケちゃんとおこりんぼママ オバケちゃんの本 ４ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14070 オバケちゃんとむわむわむう オバケちゃんの本 ３ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14071 オバケちゃんねこによろしく オバケちゃんの本 ２ 松谷 みよ子／作 いとう ひろし／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14072
アカネちゃんのなみだの海 モモちゃんとアカネちゃんの
本 ６ 児童文学創作シリーズ

松谷 みよ子／著 伊勢 英子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14073
アカネちゃんとお客さんのパパ 児童文学創作シリーズ モ
モちゃんとアカネ ちゃんの本 ５

松谷 みよ子／著 伊勢英子／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14074 竜の子太郎 新版 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子／著 田代三善／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14075
ちいさいアカネちゃん 児童文学創作シリーズ モモちゃん
とアカネ ちゃんの本 ４

松谷 みよ子／著 菊池 貞雄／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14076
ちいさいモモちゃん 〔改訂版〕 児童文学創作シリーズ
モモちゃんとアカネ ちゃんのほん １

松谷 みよ子／著 菊池貞雄／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14077
モモちゃんとアカネちゃん 児童文学創作シリーズ モモ
ちゃんとアカネ ちゃんのほん ３

松谷 みよ子／著 菊池 貞雄／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14078
モモちゃんとプー 児童文学創作シリーズ モモちゃんとア
カネ ちゃんのほん ２

松谷 みよ子／著 菊池 貞雄／絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)



14079 ふたりのイーダ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子／著 司 修／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14080 松谷みよ子全集 １ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14081 松谷みよ子全集 ２ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14082 松谷みよ子全集 ３ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14083 松谷みよ子全集 ４ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14084 松谷みよ子全集 ５ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14085 松谷みよ子全集 ６ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14086 松谷みよ子全集 ７ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14087 松谷みよ子全集 ８ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14088 松谷みよ子全集 ９ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14089 松谷みよ子全集 １０ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14090 松谷みよ子全集 １１ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14091 松谷みよ子全集 １２ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14092 松谷みよ子全集 １３ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14093 松谷みよ子全集 １４ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14094 松谷みよ子全集 １５ 松谷 みよ子／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14095 あなたはだあれ あかちゃんの本 松谷 みよ子 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14096 もうねんね あかちゃんの本 松谷 みよ子 童心社 61 (２３ 絵本 北)

14097 語りによる日本の民話 １/宮城 女川・雄勝の民話 松谷みよ子/編者 岩崎としゑの語り 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14098 「天国行き列車」は３番ホ－ムから・・・ まつだみつよ/文 まつだえりこ/絵 文芸社ビジュアルア－ト
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



14099 ヨ－ロッパ--リサイクル事情 ライフスタイルと排出抑制 松田美夜子 日報
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14100 きの いちねん ちっちょの だいすきな き フローラル
松永 禎朗／作・絵 高田 敏子／文 イワン・ガ
ンチェフ／作・絵

学研 5 (学習室)

14101 金の人生銀の人生 毎日がいきいきと楽しくなる 松永伍一著 祥伝社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14102 命のカレンダー 小児固形がんと闘う 松永正訓著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14103 四季の田舎料理 秋冬編 野山の旬を味わう 松永モモ江著 農山漁村文化協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14104 あおい空に ちひろからあなたへ
松永 伍一／編 岩崎 ちひろ／画 いわさき ち
ひろ／画

童心社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14105 油屋のジョン 松永伍一少年詩集 詩の散歩道 松永 伍一／著 松永 禎郎／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14106 ペアーワーク 遊ぶスポーツ 松浪 健四郎／編著 荒木 祐治／編著 ベースボール・マガジン社 19 (８ 美術 芸術)

14107 りんご 母と子のえほん 松野正子 鎌田暢子 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14108 よくきたね こどものとも０．１．２．えほん 松野 正子／文 鎌田 暢子／絵 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

14109 キクときくちゃん 絵本・こどものひろば 松野 正子／作 広野 多珂子／絵 童心社 61 (２３ 絵本 北)

14110 こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 ２ 松野 正子／文 二俣 英五郎／画 童心社 61 (２３ 絵本 北)

14111 ふしぎなたけのこ こどものとも傑作集 ３０ 松野 正子／作 瀬川 康男／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

14112 ふしぎなたけのこ こどものとも傑作集 ３０ 松野 正子／作 瀬川 康男／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

14113 ありがとうを三つ 子どもの本 松野 正子／作 佐藤 国男／絵 大日本図書
31 (２０ 読み物 高学
年)

14114 こぎつねコンとこだぬきポン フォア文庫愛蔵版 松野 正子／作 童心社 25 (１４ 児童書)

14115 お面をつくる シリーズ子どもとつくる １２ 松延 博／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

14116
カエルの知られざる生態 変態・行動・脱皮のしくみ 子供
の科学★サイエンスブックス

松橋利光著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14117
涙のバレンタイン 自立 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
１３

松林 経明／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

14118 断層迷路 松原温彦著 文芸社 22 (１１ 小説)



14119 背中をポンと押してくれる言葉 松原惇子著 リヨン社 17 (６ 総記 社会科学)

14120 花の色でさがそう春の野の花 しぜんたんけんずかん １ 松原 巌樹／絵・文 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14121 戒語「早起きすべし！」 松原泰道の養生訓 松原 泰道／著 三笠書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14122
普通の子がふるう暴力 いじめ・暴力の心理と予防・指導
法

松原 達哉／編著 教育開発研究所 17 (６ 総記 社会科学)

14123 ティーンズの生き方を見つける本 松原 哲明／著 金の星社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14124 コンピュータ将棋の進歩 ２ 松原 仁／編著 共立出版 19 (８ 美術 芸術)

14125 うみのそこの てんし 松宮敬治 ＰＬ出版 62 (２４ 絵本 西)

14126 漢方薬１００の知識 松宮光伸 東京書籍株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14127 大辞林 第２版 松村 明／編 三省堂編修所／編 三省堂 5 (学習室)

14128 今日も娘が学校へ行かない！ 松村 加津子／著 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

14129 最新占星術入門 Ｅｌｆｉｎ ｂｏｏｋｓ ｓｅｒｉｅｓ 松村 潔／著 学研 17 (６ 総記 社会科学)

14130 占星術のシクミがわかる本 占星術研究会 ０２ 松村 潔／著 シャングリラ・プレス 17 (６ 総記 社会科学)

14131 女人禁制にサヨナラを 今どきのしごと事情 松村 みち子 行研 17 (６ 総記 社会科学)

14132 四大文明 メソポタミア ＮＨＫスペシャル
松本健編著 ＮＨＫスペシャル「四大文明」プ
ロジェクト編著

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

14133
しんかんせん・あたらしいとっきゅう のりものスーパー
百科 １

松本謙一文 真島満秀写真 ひかりのくに
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14134
松本清張自選短篇集 第１巻 大活字 顔 大きな活字で読み
やすい本

松本清張著 リブリオ出版 22 (１１ 小説)

14135
松本清張自選短篇集 第２巻 大活字 白い闇 大きな活字で
読みやすい本

松本清張著 リブリオ出版 22 (１１ 小説)

14136
松本清張自選短篇集 第３巻 大活字 天城越え 大きな活字
で読みやすい本

松本清張著 リブリオ出版 22 (１１ 小説)

14137
松本清張自選短篇集 第４巻 大活字 内なる線影 大きな活
字で読みやすい本

松本清張著 リブリオ出版 22 (１１ 小説)

14138 決戦川中島 風雲の武将信玄 松本清張著 一草舎出版 22 (１１ 小説)



14139 鬼畜 ３版 カッパ・ノベルス 松本清張著 光文社 20 (９ 小説)

14140 のりもの運転席ずかん のりものえほん 松本典久ぶん 井上広和しゃしん 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14141 引き潮 松本侑子著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14142 インドおもしろ不思議図鑑 とんぼの本 松本 栄一／編 宮本 久義／編 新潮社 13 (２ 県一般書)

14143
日常会話なのに辞書にのっていない英語の本 Ｋｏｄａｎ
ｓｈａ ｓｏｐｈｉａ ｂｏｏｋ ｓ

松本 薫／著 Ｊ．ユンカーマン／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

14144 日本文化のゆくえ 松本 健一／著 第三文明社 17 (６ 総記 社会科学)

14145 松本紘斉のよく効く梅百科 松本 紘斉／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14146 やっぱり梅は効く 元気になる赤の本 松本 紘斉／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14147 人魚の棲む森 松本 さゆり／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14148 アフリカで寝る 松本 仁一／著 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

14149 神々の乱心 上 松本 清張／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14150 神々の乱心 下 松本 清張／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14151 わが体験人生こぼれ話 新装版 松本 清張／ほか著 潮出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14152 エイズを正しく知りたい人へ あたたかい医学のシリーズ 松本 孝夫／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14153 風景を描く 日本画技法講座 松本 哲男／ほか著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

14154 ズボンとスカート たくさんのふしぎ傑作集 松本 敏子／文・写真 西山 晶／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14155 関西のとっきゅうずかん のりものえほん 松本 典久／ぶん 井上 広和／しゃしん 小峰書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14156 はやいぞ！ぼくらの新快速 のりものえほん 松本 典久／ぶん 井上 広和／しゃしん 小峰書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14157 こころのありか 分裂病の精神病理 松本 雅彦／著 日本評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14158 花の寝床 松本 侑子／著 集英社 22 (１１ 小説)



14159 時の歯車 機械幻想スイス紀行 松本 零士／著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14160 教室のさびしい貴族たち 松本キミ子 仮説社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14161 奈良の民話 日本の民話 ７５ 松本俊吉/編者 未来社 12 (１ 郷土資料)

14162
黒い福音 ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ運河殺人事件 ｾﾝﾄ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽﾉ事件 松本
清張全集 13

松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14163 或る「小倉日記」伝 短篇１ 松本清張全集 ３５ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14164 かげろう絵図 松本清張全集 ２５ 松本清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14165 北の詩人・象徴の設計 松本清張全集 １７ 松本 張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14166 球形の荒野・死の枝 松本清張全集 ６ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14167 霧の旗・砂漠の塩 松本清張全集 １９ 松本清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14168 屈折回路・象の白い脚 松本清張全集 ２２ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14169 草の陰刻 松本清張全集 ８ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14170 黒い画集 松本清張全集 ４ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14171 黒の図説 松本清張全集 １０ 松本清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14172 黒の様式 松本清張全集 ９ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14173 けものみち 松本清張全集 １５ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14174 古代史疑・古代探求 松本清張全集 ３３ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14175 皿倉学説 短篇４ 松本清張全集 ３８ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14176 小説 東京帝国大学 火の虚舟 松本清張全集 ２１ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14177 昭和史発掘 松本清張全集 ３２ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14178 深層海流・現代官僚論 松本清張全集 ３１ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)



14179 砂の器 松本清張全集 ５ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14180 ゼロの焦点・Ｄの複合 松本清張全集 ３ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14181 装飾評伝 短篇３ 松本清張全集 ３７ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14182 喪失の儀礼・強き蟻 松本清張全集 ２３ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14183 地の骨 松本清張全集 １６ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14184 地方紙を買う女 短篇２ 松本清張全集 ３６ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14185 点と線・時間の習俗・影の車 松本清張全集 １ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14186 天保図録  下 松本清張全集 ２８ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14187 天保図録 上 松本清張全集 ２７ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14188 逃亡・大奥婦女記 松本清張全集 ２９ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14189 波の搭 松本清張全集 １８ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14190 日本の黒い霧 松本清張全集 ３０ 松本  清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14191
半生の記 ハノイで見たことエッセイより 松本清張全集
３４

松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14192 火の縄 小説日本芸譚 私説日本合戦譚 松本清張全集 ２６ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14193 別冊黒い画集 ミステリーの系譜 松本清張全集 ７ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14194
無宿人別帳 彩色江戸切絵図 紅刷り江戸噂 松本清張全集
２４

松本清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14195 眼の壁・絢爛たる流離 松本清張全集 ２ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14196 歪んだ複写・不安な演奏 松本清張全集 １１ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14197 落差 松本清張全集 ２０ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14198 連環・彩霧 松本清張全集 １２ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)



14199 わるいやつら 松本清張全集 １４ 松本 清張 文藝春秋 24 (１３ 全集)

14200 蒼い描点 新潮文庫 松本 清張 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14201 柳生一族 光文社文庫 松本 清張 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14202 大和路塔影 松本 楢重 奈良新聞社刊 13 (２ 県一般書)

14203 香世界懐古 （財）月ヶ瀬梅渓保勝会創立百周年記念誌 松本 嘉正 （財）月ヶ瀬梅渓保勝会 12 (１ 郷土資料)

14204 ２１世紀の平和を考えるシリーズ ６ 貧困 松山章子文 大貫美佐子監修 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14205 闇のなかの石 松山 巌／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14206 あなほりをする虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14207 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14208 おしゃれな虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14209 くいしんぼうの虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14210 土にそだてられる虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14211 はたらきものの虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14212 虫たちのいのちの水 みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14213 虫たちのコンサート みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14214 虫たちのすばらしいからだ みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14215 虫たちの身をまもる力 みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎／文と写真 小川 宏／文と写真 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14216 ぼくはぶたじるじゃない あつまれ１年生 １２ 松山 満夫／作 中野 妙子／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

14217 アザラシとくらした少年 世界の絵本 ２２
レイフ・マーティン／作 デイヴィッド・シャ
ノン／絵 常盤 新平／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

14218 みにくいむすめ 世界の絵本 ２３
レイフ・マーティン／作 デイヴィッド・シャ
ノン／絵 常盤 新平／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)



14219 パパとおはなし まど みちお／作 かわかみ たかこ／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

14220 きりかぶのあかちゃん 国土社の創作えほん １０ まど みちお／文 白根 美代子／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

14221 いっぱいやさいさん 国際版絵本 まどみちお文 斎藤恭久絵 至光社 61 (２３ 絵本 北)

14222 せんねんまんねん まど・みちおの絵本 まどみちお詩 柚木沙弥郎絵 理論社 61 (２３ 絵本 北)

14223 おなかの大きい小母さん まど・みちお詩集 詩を読もう！ まどみちお詩 はたこうしろう画 水内喜久雄編 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14224 てんぷらぴりぴり 新版 まど みちお／作 杉田 豊／絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14225 いいけしき まど・みちお少年詩集 詩の散歩道 まど みちお／著 赤坂 三好／画 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14226 あのうたこのうた まどさんの詩の本 まど みちお／著 長 新太／絵 理論社 19 (８ 美術 芸術)

14227 それから・・・ まど・みちお 童話屋 19 (８ 美術 芸術)

14228 いっぱい やさいさん まど・みちお 文 齊藤恭久 絵 至光社 61 (２３ 絵本 北)

14229
子育てが終わった夫婦のための本 一緒にいて楽しい関係
とは？

円 より子／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

14230 まいごの ころわん 間所 ひさこ／作 黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

14231
１０ぴきのかえるはじめてのキャンプ ＰＨＰにこにこえ
ほん

間所 ひさこ／作 仲川 道子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14232 ころわんちょろわん 間所 ひさこ／作 黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

14233 １０ぴきのかえるうみへいく ＰＨＰにこにこえほん 間所 ひさこ／作 仲川 道子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14234 かくれんぼころわん 間所 ひさこ／作 黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 61 (２３ 絵本 北)

14235
はるだはるだよ！１０ぴきのかえる ＰＨＰにこにこえほ
ん

間所 ひさこ／作 仲川 道子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14236 １０ぴきのかえるののどじまん ＰＨＰにこにこえほん 間所 ひさこ／作 仲川 道子／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14237
ゆっくりとすこしずつ心を開いていこう ひとりぼっち
じゃ淋しいから……

マドモアゼル・愛／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14238
こんなに楽しい子どもの本 小学生が好きになる ２１６さ
つ ある母娘３世代が選びました

まとりょーしか編著 メイツ出版 17 (６ 総記 社会科学)



14239 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン作 日当陽子訳 矢島真澄絵 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14240
はじめての篆刻入門 方寸の世界に遊ぶ 週末の手習い １
１ 淡交ムック ゆうシリーズ

真鍋井蛙監修 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

14241 義なくば立たず 幕末の行財政改革者・村田清風 真鍋 繁樹／著 講談社 22 (１１ 小説)

14242 イザベルと天使
ティエリー・マニエ作 ゲオルグ・ハレンス
レーベン絵 石津ちひろ訳

金の星社 63 (２５ 絵本 南)

14243 危険な空間 マーガレット・マーヒー／作 青木 由紀子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14244 クリスマスの魔術師 マーガレット・マーヒー／作 山田 順子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14245 ゆがめられた記憶 マーガレット・マーヒー／作 清水 真砂子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14246 いかさま海賊こんぐら航海記 世界傑作童話シリーズ
マーガレット・マーヒー／作 青木 由紀子／訳
長 新太／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14247 空中の王国 九つの愛の物語 マーガレット・マーヒー／作 青木 由紀子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14248
魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マー
ヒーお話集 世界傑作童話シリーズ

マーガレット・マーヒー／作 石井 桃子／訳
シャーリー・ヒューズ／画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14249 日本経済の本当の話 上
Ｒ・ターガート・マーフィー／著 畑水 敏行／
訳

毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

14250 日本経済の本当の話 下
Ｒ・ターガート・マーフィー／著 畑水 敏行／
訳

毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

14251 心の威力 願望が信念に変わる ジョセフ・マーフィー／著 宮崎 伸治／訳 騎虎書房 17 (６ 総記 社会科学)

14252
ゾウさんママのダイエット 評論社の児童図書館・絵本の
部屋

ジル・マーフィ／さく その ひかる／やく 評論社 63 (２５ 絵本 南)

14253 木製の王子 非情の超絶推理 講談社ノベルス 麻耶雄嵩著 講談社 20 (９ 小説)

14254 隻眼の少女 麻耶雄嵩 文藝春秋 22 (１１ 小説)

14255 虹の裏側 ふしぎ文学館 眉村 卓／著 出版芸術社 22 (１１ 小説)

14256 声 ダーチャ・マライーニ／著 大久保 昭男／訳 中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14257
わたしはマララ 教育のために立ち上がり、タリバンに撃
たれた少女

マララ・ユスフザイ 学研マーケティング
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14258 アルテーミスの采配 真梨幸子著 幻冬舎



14259 見はてぬ風景 原本ほるぷ世界の絵本 イエラ・マリ／絵 5 (学習室)

14260 にわとりとたまご イエラ・マリ／さく エンツォ・マリ／さく ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

14261 まあるいまあるい イエラ・マリ／作 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

14262 吸血鬼伝説 「知の再発見」双書 ３８ ジャン・マリニー／著 中村 健一／訳 創元社 24 (１３ 全集)

14263 ムーミンママのお料理の本
サミ・マリラ作 トーベ・ヤンソン絵と引用文
渡部翠訳

講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14264 ふしぎなエレベーター
パウル・マール／文 ニコラウス・ハイデル
バッハ／絵 関口 裕昭／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

14265 しろいみち 丸岡 慎一／作 ＢＬ出版社 61 (２３ 絵本 北)

14266 ママはドラキュラ？ いわさき創作童話 ６ まるおか かずこ／作 岡本 順／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

14267 ひとすじの道 第１部 丸岡 秀子／著 偕成社 22 (１１ 小説)

14268 ひとすじの道 第２部 丸岡 秀子／著 偕成社 22 (１１ 小説)

14269 ひとすじの道 第３部 丸岡 秀子／著 偕成社 22 (１１ 小説)

14270 日本一短い手紙「いのち」 一筆啓上 福井県丸岡町編 丸岡町文化振興事業団編 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

14271 日本一短い「愛」の手紙 一筆啓上
丸岡町／編 丸岡町文化振興事業団／編 福井県
丸岡町／編

大巧社 19 (８ 美術 芸術)

14272 月の恋人たち まるこ著 東洋出版 22 (１１ 小説)

14273 第１巻 「最初の２秒」の「なんとなく」が正しい
マルコム・グラッドウェル 沢田 博、あ部 尚
美 （訳）

光文社 17 (６ 総記 社会科学)

14274 しずかなおはなし 世界傑作絵本シリーズ ソビエトの絵本
サムイル・マルシャーク／ぶん 内田 莉莎子／
やく ウラジミル・レーベデフ／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14275 幸福はだれにくる 岩波少年文庫復刻版 マルシャーク／作 湯浅 芳子／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

14276 釣魚で楽しむ魚のごちそう 丸田明彦著 柴田書店 19 (８ 美術 芸術)

14277 たすけて もぐろうちゃん 学研ワールド絵本１ マルタ・コチ／作・絵 保富康午／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

14278 すべてのリズムで踊れ ＬＡラティーノの鳴動 ルベン・マルティネス／著 柳下 毅一郎／訳 白水社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



14279 藁人形 丸本明子詩集 丸本明子 土曜美術社 19 (８ 美術 芸術)

14280
子どもの歯の健康２ ６さいきゅうし はじめて はえる お
となのハ

丸森賢二／監修および著 医歯薬出版株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14281 絵具屋の女房 丸谷才一著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14282 輝く日の宮 丸谷才一著 講談社 22 (１１ 小説)

14283 日本史を読む 丸谷 才一／著 山崎 正和／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

14284 恋と女の日本文学 丸谷 才一／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

14285 二十世紀を読む 丸谷 才一／著 山崎 正和／著 中央公論社 16 (５ 宗教 歴史)

14286 青い雨傘 丸谷 才一／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14287 こんなことがあっタワー 丸山誠司 えほんの杜 62 (２４ 絵本 西)

14288
ご近所トラブル解決！大事典 絶対勝つ！ための法的手段
１００

円山雅也監修 ぶんか社 17 (６ 総記 社会科学)

14289 争いの樹の下で 下 丸山 健二／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14290 争いの樹の下で 上 丸山 健二／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14291 白と黒の十三話 丸山 健二／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14292
ノーベル賞ゲーム 科学的発見の神話と実話 同時代ライブ
ラリー ３４３

丸山 工作／編 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14293 情報と図書館 丸山 昭二郎／著 丸善 17 (６ 総記 社会科学)

14294 地球はだれのもの？ 地球を丸ごと考える ９ 丸山 直樹／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14295
華南経済圏 開かれた地域主義 アジアの経済圏シリーズ
１

丸山 伸郎／編 アジア経済研究所 17 (６ 総記 社会科学)

14296
長江流域の経済発展 中国の市場経済化と地域開発 アジア
の経済圏シリーズ ３

丸山 伸郎／編 アジア経済研究所 17 (６ 総記 社会科学)

14297 虹よ、冒涜の虹よ （上） 純文学書下ろし特別作品 丸山健二 新潮社 22 (１１ 小説)

14298 虹よ、冒涜の虹よ （下） 純文学書下ろし特別作品 丸山健二 新潮社 22 (１１ 小説)



14299 あいさつをしてみよう ふれあいの手話  ２ 丸山 浩路 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14300 自分の気持ちを伝えよう ふれあいの手話  ３ 丸山 浩路 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14301 たずねる表現を覚えよう ふれあいの手話  ４ 丸山 浩路 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14302 身近なものを表現してみよう ふれあいの手話 １ 丸山 浩路 学習研究社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14303 芸術界(2007) 丸山順一/発行人 日本芸術年鑑社 7 (大型本)

14304
ラチとらいおん 世界傑作絵本シリーズ  ハンガリーの絵
本

マレーク・ベロニカぶん・え とくながやすも
とやく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14305 ぼくとおにいちゃん
マレーク・ベロニカ／文・絵 うちだ ひろこ／
訳

風濤社 63 (２５ 絵本 南)

14306 ラチとらいおん 世界傑作絵本シリーズ ハンガリーの絵本
マレーク・ベロニカ／ぶん・え 徳永 康元／や
く とくなが やすもと／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14307 家なき子 世界の名作全集 １９ エクトール・マロ／原作 末松 氷海子／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

14308 家なき子 上 岩波少年文庫復刻版 エクトル・マロ／作 山内 義雄／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

14309 家なき子 中 岩波少年文庫復刻版 エクトル・マロ／作 山内 義雄／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

14310 家なき子 下 岩波少年文庫復刻版 エクトル・マロ／作 山内 義雄／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

14311 スカイファイヤー マック・マロニー／著 赤井 照久／訳 原書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14312 息吹き 東欧の文学 ハインリヒ・マン／著 片岡 啓治／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

14313 少年のはるかな海
ヘニング・マンケル／作 菱木 晃子／訳 ささ
めや ゆき／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14314 マンスフィールド２０世紀の証言 マイク・マンスフィールド著 小孫茂編著 日本経済新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14315 恐竜が町にやってきた！ 世界の絵本 ７ ドム・マンセル／作・絵 神鳥 統夫／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

14316
しなやかな天才たち 〈イチロー〉〈武豊〉〈羽生善治〉
Ａｒｉａｄｎｅ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ ｔ

万代 勉／ほか著 アリアドネ企画
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14317 十二番目の天使 ジュニア版 小さなチャンピオン
オグ・マンディーノ著 坂本貢一訳 塚本やすし
挿画

求竜堂
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14318 自由への長い道 上 ネルソン・マンデラ自伝 ネルソン・マンデラ／著 東江 一紀／訳 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



14319 自由への長い道 下 ネルソン・マンデラ自伝 ネルソン・マンデラ／著 東江 一紀／訳 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14320 万葉の大和路を歩く 上 万葉の大和路を歩く会 共同精版印刷株式会社 13 (２ 県一般書)

14321 はなのすきなうし 岩波の子どもの本
マンロー・リーフ 作 ロバート・ローソン 絵
光吉夏弥 訳

岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

14322 アマゾン自然探検記 女性画家の花に捧げた生涯
マーガレット・ミー／著 トニー・モリソン／
編 南日 康夫／訳

八坂書房 13 (２ 県一般書)

14323 政と源 三浦 しをん 集英社 22 (１１ 小説)

14324 とどくかな はたらくくるま 三浦太郎 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

14325 まかせとけ はたらくくるま 三浦太郎 偕成社 6 (あのね文庫)

14326 よいしょ はたらくくるま 三浦太郎 偕成社 6 (あのね文庫)

14327 ポケット 三浦 太郎／作・絵 童心社 62 (２４ 絵本 西)

14328 サーカス市場 三浦明博著 講談社 22 (１１ 小説)

14329 遺された言葉 三浦綾子著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14330 夜明けの落語 講談社文学の扉 みうらかれん作 大島妙子絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14331 ふむふむ おしえて、お仕事！ 新潮文庫  み－３４－１３ 三浦しをん著 新潮社

14332 まほろ駅前狂騒曲 三浦しをん著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

14333 あの家に暮らす四人の女 三浦しをん著 中央公論新社

14334 まほろ駅前番外地 文春文庫  み３６－２ 三浦しをん著 文藝春秋

14335 仏果を得ず 双葉文庫  み－２２－０１ 三浦しをん著 双葉社

14336 風が強く吹いている 新潮文庫  み－３４－８ 三浦しをん著 新潮社

14337 神去なあなあ日常 三浦しをん著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14338 神去なあなあ夜話 三浦しをん著 徳間書店 22 (１１ 小説)



14339 秘密の花園 三浦しをん著 マガジンハウス 22 (１１ 小説)

14340 月魚 三浦しをん著 角川書店 22 (１１ 小説)

14341 日本よ、びくびくするな 三浦朱門著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

14342 子どもに語る日本の神話 三浦佑之訳 茨木啓子再話 山崎香文子挿絵 こぐま社 25 (１４ 児童書)

14343 古事記講義 三浦佑之著 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

14344 くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

14345 母の微笑 随筆集 三浦哲郎著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14346 わくらば 短篇集モザイク ３ 三浦哲郎著 新潮社 22 (１１ 小説)

14347 絶対弱者 孤立する若者たち 三浦宏文著 渋井哲也著 長崎出版 17 (６ 総記 社会科学)

14348
最新日本名城古写真集成 全国各地の近世城郭９７城を６
８０点の古写真で綴る最新の集大成！ 別冊歴史読本 ０９

三浦正幸監修 来本雅之編集 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

14349 人に聞けない日常マナー 三浦 アヤ子／著 東京書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14350 命ある限り 三浦 綾子／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

14351 小さな一歩から 三浦 綾子／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14352 人工の華 三浦 朱門／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

14353 いやげ物 Ｎｏ ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｓｏｕｖｅｎｉ みうら じゅん／著 メディアファクトリー 17 (６ 総記 社会科学)

14354 百日紅の咲かない夏 三浦 哲郎／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14355 ふなうた 短篇集モザイク ２ 三浦 哲郎／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14356 離婚式 三浦 俊彦／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14357 蜜林レース 三浦 俊彦／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14358 サマータイム／寒い部屋 三浦 恵／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)



14359 はじめてのjavaプログラミング 三浦憲二郎 朝倉書店 17 (６ 総記 社会科学)

14360
紀伊半島大峰山奥駈道 Ⅱ本線の補足とその両側の主要支
道に於ける摘録

三浦 淳 村井測量 12 (１ 郷土資料)

14361 木暮荘物語 三浦しをん 祥伝社 22 (１１ 小説)

14362 舟を編む 三浦しをん 光文社 22 (１１ 小説)

14363 まほろ駅前多田便利軒 文春文庫 三浦しをん 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

14364 大坂城和歌山城 よみがえるn日本の城１ 学研 三浦 正幸 学習研究社 13 (２ 県一般書)

14365
世界２０カ国、７０タイプ高速列車の大図鑑 地球の歩き
方 世界の高速列車

三浦 幹男 ダイヤモンド・ビッグ社 19 (８ 美術 芸術)

14366 三重県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ２４ 三重県高等学校社会科研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

14367
ビブリア古書堂の事件手帖 ３ 栞子さんと消えない絆 メ
ディアワークス文庫  み４－３

三上延〔著〕 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）33 (２２ 文庫本)

14368
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 メディアワークス文庫  み４－１

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）33 (２２ 文庫本)

14369
ビブリア古書堂の事件手帖 ２ 栞子さんと謎めく日常 メ
ディアワークス文庫  み４－２

三上延〔著〕 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）33 (２２ 文庫本)

14370 月と五人の男 三神 弘／著 集英社 22 (１１ 小説)

14371 日本の考古学 Ⅶ 歴史時代 下 三上次男・楢崎彰一/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

14372 日本の考古学 Ⅵ 歴史時代 上 三上次男・楢崎彰一 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

14373 山医者の読みグスリ 見川鯛山著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14374 前田利家の時代 歴史・文化ガイド ＮＨＫシリーズ 三鬼清一郎監修 日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14375 一輪車にのろう １ 一輪車はじめてのれた！
三木たかし著 秋山健司著 日本一輪車協会編
川上政男画

国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14376 八代将軍 吉宗 上 ジェームス 三木著 ＮＨＫ出版 22 (１１ 小説)

14377 八代将軍 吉宗 中 ジェームス 三木著 ＮＨＫ出版 22 (１１ 小説)

14378 八代将軍 吉宗 下 ジェームス 三木著 ＮＨＫ出版 22 (１１ 小説)



14379 英国物語 縮刷 写真紀行 三木 淳／著 グラフィック社 13 (２ 県一般書)

14380 石けん屋さんが書いた石けんの本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ 三木 春逸／著 三木 晴雄／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14381 ボディ・シャンプー 三木 卓／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14382 とうさんのまほう「えいっ」 三木 卓／作 新野 めぐみ／絵 講談社 62 (２４ 絵本 西)

14383 イヌのヒロシ おはなしランドくじらの部屋 １ 三木 卓／作 渡辺 良重／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14384 生還の記 心筋梗塞に襲われて 三木 卓／著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14385 生命の詩 詩のおくりもの７ 三木 卓編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14386 ばけたらふうせん どうわがいっぱい ８ 三木 卓／作 長 新太／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14387 宮沢賢治 群像日本の作家 １２ 三木 卓／ほか著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

14388 列島の考古学  古墳時代 右島和夫・千賀久/著者 河出書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

14389 ウミネコのくらし 科学のアルバム ４７ 右高 英臣／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14390 森のキタキツネ 科学のアルバム ７７ 右高 英臣／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14391 ライチョウの四季 科学のアルバム ３２ 右高 英臣／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14392 キツツキの森 科学のアルバム ７５ 右高 英臣／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14393 エゾリスの森 科学のアルバム ６３ 右高 英臣／著 あかね書房

14394
図説  日本の古典 第10巻 方丈記・徒然草 方丈記・徒然
草

三木紀人/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

14395 なりたい自分になる 夢を実現する３５の心理革命 三国 ますみ／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

14396 少年少女世界文学館２１ ドン＝キホーテ ミゲル＝セルバンテス 講談社 25 (１４ 児童書)

14397 鼓笛隊の襲来 三崎亜記著 光文社 22 (１１ 小説)

14398 銀河のひややかな瞬き 三咲光郎著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



14399 群蝶の空 三咲光郎著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14400
お金持ちより時間持ち モノ持ちよりもココロ持ち ワニの
選書

岬 竜一郎／著 ベストセラーズ 17 (６ 総記 社会科学)

14401 デザインあ 三沢 紫乃・デザイン 相田 章・写真 小学館 19 (８ 美術 芸術)

14402 少年少女日本文学館２６ 潮騒 三島 由紀夫／著 講談社 25 (１４ 児童書)

14403 日本文学全集 ４８ 三島 由紀夫 新潮社 24 (１３ 全集)

14404 日本文学全集 ５８ 三島由紀夫 筑摩書房 24 (１３ 全集)

14405 日本文学全集 第８２巻 三島由紀夫集 三島由紀夫 集英社 24 (１３ 全集)

14406 ちくま日本文学全集 ０１２ 三島由紀夫 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14407 恐竜のすべて 「知の再発見」双書 １５
ジャン＝ギィ・ミシャール／著 阪田 由美子／
訳

創元社 24 (１３ 全集)

14408 歌舞伎鑑賞辞典 水落 潔／著 東京堂出版 5 (学習室)

14409
山犬の子ジロー 熊野のおじいのとっておきの話 学研の
新・創作シリーズ

水上美佐雄作 井江栄画 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

14410 こえがする みずかみかずよ少年詩集 詩の散歩道 みずかみ かずよ／著 箕田源二郎／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14411 帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄／作 高橋 宏幸／画 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

14412 くさらなかった舌 平凡社名作文庫 １ 水上勉 平凡社 25 (１４ 児童書)

14413 現代語訳 日本の古典 １０ 平家物語 水上勉 学研 24 (１３ 全集)

14414 少年少女日本文学館２１ 雪三景・裸の王様 水上勉  開高健 講談社 25 (１４ 児童書)

14415 キャンディ・キャンディ 第１巻
水木 杏子／原作 五十嵐 優美子／著 いがらし
ゆみこ／著

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14416 キャンディ・キャンディ 第２巻
水木 杏子／原作 五十嵐 優美子／著 いがらし
ゆみこ／著

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14417 キャンディ・キャンディ 第３巻
水木 杏子／原作 五十嵐 優美子／著 いがらし
ゆみこ／著

講談社

14418 キャンディ・キャンディ 第４巻
水木 杏子／原作 五十嵐 優美子／著 いがらし
ゆみこ／著

講談社



14419 キャンディ・キャンディ 第５巻
水木 杏子／原作 五十嵐 優美子／著 いがらし
ゆみこ／著

講談社

14420 妖怪大図鑑 ２ 講談社まんが百科 ４１ 水木 しげる／著 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14421 鬼太郎＆妖怪大図解 講談社まんが百科 ３３ 水木 しげる／著 講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14422 二〇〇六年の叛乱 水木 楊／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14423 拒税同盟 水木 楊／著 講談社 22 (１１ 小説)

14424 ボスニア戦記 水口 康成／著 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

14425 森への旅 サライムック 水越 武／写真・文 小学館 19 (８ 美術 芸術)

14426 さんまいのおふだ 新潟の昔話 こどものとも傑作集 ６９ 水沢 謙一／再話 梶山 俊夫／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

14427 おばばの夜語り 新潟の昔話 平凡社名作文庫 ６ 水沢謙一 平凡社 25 (１４ 児童書)

14428 パープルちゃんはおたすけ魔女 学研の新しい創作 みづしま 志穂／作 野沢 まりこ／絵 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

14429 好きといえた日 新・こども文学館 ４０ みづしま 志穂／作 岡本 颯子／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14430
関節リウマチに負けたくない人へ やさしい医学と健康の
シリーズ

水島 裕／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14431 占領下の日本 写真で読む昭和史 水島 吉隆 日本経済新聞出版社 12 (１ 郷土資料)

14432 さらば、哀しみのドラッグ 増補版 水谷修著 高文研 17 (６ 総記 社会科学)

14433
夜回り先生と夜眠れない子どもたち Ｙｏｍａｗａｒｉ‐
ｓｅｎｓｅｉ ２

水谷修著 サンクチュアリ・パブリッシング 17 (６ 総記 社会科学)

14434 夜回り先生の卒業証書 冬来たりなば春遠からじ 水谷修著 日本評論社 17 (６ 総記 社会科学)

14435
６０歳の台所 ご飯、おかず、趣味の料理までこの一冊で
男の台所に不安なし！！

水谷和生著 地球丸
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14436 きょうも星パン 童心社のジョイブックス 水谷 章三／文 長野 ヒデ子／絵 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14437 やさしい電子工作 １ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14438 やさしい電子工作 ２ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



14439 やさしい電子工作 ３ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14440 やさしい電子工作 ４ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14441 やさしい電子工作 ５ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14442 やさしい電子工作 ６ 水谷 紀雄／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14443 スポーツシューズの本 Ｈａｎｄｓ ｂｏｏｋ ミズノ／著 ミズノスポーツシューズ研究 ... 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14444 人生はニャンとかなる！ 水野 敬也 文響社 17 (６ 総記 社会科学)

14445 人生はワンチャンス！ 水野 敬也 文響社 17 (６ 総記 社会科学)

14446 日本が１００人の村だったら 今の日本昔の日本 水野かおる著 データハウス 17 (６ 総記 社会科学)

14447 京都・花の咲く寺 新撰京の魅力 水野克比古写真・文 淡交社 16 (５ 宗教 歴史)

14448 夢をかなえるゾウ ３ ブラックガネーシャの教え 水野敬也〔著〕 飛鳥新社 22 (１１ 小説)

14449
人生はＺＯＯっと楽しい！ 毎日がとことん楽しくなる６
５の方法

水野敬也著 長沼直樹著 文響社 09 (新刊書)

14450 目的別Ｇｏｏｇｌｅ活用テクニック 水野貴明著 翔泳社 17 (６ 総記 社会科学)

14451
紙皿＆紙コップびっくり工作５０ 季節の園行事にお役立
ち！ 教育技術  新幼児と保育ＭＯＯＫ

水野政雄著 小学館

14452 さよなら、アルマ 戦場に送られた犬の物語 水野宗徳著 サンクチュアリ出版 22 (１１ 小説)

14453 幼児が熱中する集団ゲーム ５歳児編 水野 豊二／著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

14454 薬よ，おごるなかれ 水野 肇／著 紀伊国屋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14455
イザ！という時どうする路上故障！ズバリ応急処置 ＪＡ
Ｆ ｃａｒ ｂｏｏｋｓ

水埜 文雄／著 Ａｕｔｏ ｒｏｕｔｅ編集部／
編

ＪＡＦ出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14456
彼と暮らしてわかること 迷い子たちの愛とセックスと結
婚

水野 麻里／著 青春出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14457 身近な薬草百科 採取と利用法 水野 瑞夫／著 リバティ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14458 薬のプロフェッション 高齢社会の要求 水野 睦郎／著 薬事日報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



14459 まんが 音楽事典 水野 良太郎／ほか絵 音楽之友社／編 音楽之友社 5 (学習室)

14460 大和の古寺/ 室生寺 ６ 水野敬三郎・辻本米三郎 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

14461 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 22 (１１ 小説)

14462 夢をかなえるゾウ ２ ガネーシャと貧乏神 水野敬也 飛鳥新社 22 (１１ 小説)

14463 図説  日本の古典 第19巻 曲亭馬琴 曲亭馬琴 水野稔/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

14464
「織物」用具と使い方 初級技法講座 Ｔｏｏｌｓ ＆ ｔｅ
ｃｈｎ ｉｑｕｅ

水町 真砂子／著 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

14465
蜻蛉日記・更級日記・和泉式部日記 新潮古典文学アルバ
ム ６

三角 洋一／編集・執筆 津島 佑子／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

14466 私小説 Ｆｒｏｍ ｌｅｆｔ ｔｏ ｒｉｇｈｔ 日 水村 美苗／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14467 でかい月だな 水森サトリ著 集英社 22 (１１ 小説)

14468
ヘルパーさんに役立つ医学知識のきほん ホームヘルパー
ブックシリーズ １０

三瀬順一編著 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

14469 逆襲するバイ菌たち バイ菌博士のこわい怪談 三瀬 勝利／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14470 ゼネコン大失業時代がやってきた
溝上 幸伸／著 溝上幸伸＆ゼネコン問題取材
...

あっぷる出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14471 日本発！世界技術 この会社が経済再生の原動力になる 溝口敦著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14472 暗闇坂 三田完著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14473
お母さんのための学校行事のスピーチ・文書 Ｆｏｒ ＰＴ
Ａ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ

見田圭祐監修 池田書店 17 (６ 総記 社会科学)

14474 夢将軍頼朝 三田誠広著 集英社 22 (１１ 小説)

14475 めぐみの村のロミーさん 学研の新しい創作 三田 照子／作 狩野 富貴子／絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

14476 書く前に読もう超明解文学史 Ｗ大学文芸科創作教室 三田 誠広／著 朝日ソノラマ 19 (８ 美術 芸術)

14477 キャロラインの星 ものがたりうむ 三田 誠広／著 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

14478 十七歳で考えたこと 三田 誠広／著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



14479 鹿の王 菩薩本生譚 三田 誠広／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14480 春のソナタ 三田 誠広／著 集英社 22 (１１ 小説)

14481 三田佳子「第三の人生」に乾杯！ 三田 佳子／著 石井 真人／著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

14482 清須会議 三谷幸喜著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14483 源氏物語絵巻の謎を読み解く 角川選書 ３０２ 三谷 邦明／著 三田村 雅子／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

14484 ひなの市 教育画劇の創作童話 三谷 亮子／作 菊池 恭子／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

14485 きえた学校ぼっこ ふしぎな教室 三田村信行作 岡本颯子絵 フレーベル館
31 (２０ 読み物 高学
年)

14486 ラブレター大作戦 ふしぎな教室 三田村信行作 岡本颯子絵 フレーベル館
31 (２０ 読み物 高学
年)

14487 動くものをつくろう あたらしい造形・美術 １２ 三田村 〓右／著 煤孫 康二／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14488 砂・石・土でつくろう あたらしい造形・美術 １１ 三田村 〓右／ほか著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14489 プラスチックでつくろう あたらしい造形・美術 ６ 三田村 〓右／著 出町 克人／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14490
にっぽんロビンソン 土佐の長平・無人島漂流記 心にのこ
る文学 ３６

三田村 信行／作 田中 槙子／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14491
ネコカブリ小学校校長先生まぼろしの名画事件 ＰＨＰ創
作シリーズ

三田村 信行／作 佐々木 マキ／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

14492 ゆめのなかの殺人者 ポプラ怪談倶楽部 ６ 三田村 信行／作 前嶋 昭人／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14493 タンス男がやってくる ＰＨＰ創作シリーズ 三田村 信行／作 いそ けんじ／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

14494 犯人をよびだせ ＰＨＰ創作シリーズ
三田村 信行／作 はたの てるお／絵 畑農 照
雄／絵

ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

14495 ゆうれい家庭訪問 スピカの創作童話 三田村 信行／作 永島 慎二／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

14496 八月の恐竜 ほるぷ創作文庫 三田村 信行／作 黒岩 章人／絵 ほるぷ出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14497 向日葵の咲かない夏 道尾 秀介 新潮社

14498 片眼の猿 道尾秀介著 新潮社 22 (１１ 小説)



14499 光 道尾秀介 光文社 22 (１１ 小説)

14500 かわいい小動物の飼い方 道行 めぐ／著 西東社

14501 薔薇噴水 光岡 明／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14502 おとなになること サラ・ミッダ／作 江国 香織／訳 ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14503 風と共に去りぬ ２ 世界文学全集３９ ミッチェル 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14504 河出世界文学全集２２ 風と共に去りぬ１ ミッチェル 河出書房新社 24 (１３ 全集)

14505 河出世界文学全集２３ 風と共に去りぬ２ ミッチェル 河出書房新社 24 (１３ 全集)

14506 天文小辞典
ジャクリーン・ミットン／著 北村 正利／ほか
訳・監修

地人書館 5 (学習室)

14507 指先で紡ぐ愛 グチもケンカもトキメキも 光成沢美著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14508 ちいさな、ちいさな恋物語 みつはし ちかこ／著 大和書房 22 (１１ 小説)

14509 時計を忘れて森へいこう クイーンの１３ 光原 百合／著 東京創元社 22 (１１ 小説)

14510 全予測日本 １９９９ 三菱総合研究所／著 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

14511 中国情報ハンドブック １９９ ... 三菱総合研究所／編 蒼蒼社 17 (６ 総記 社会科学)

14512
三菱総研外資系企業に学ぶ成功戦略 日本企業「５つの
病」克服のヒント

三菱総研経営コンサルタンティン 牧野 昇監修 プレジデント社 17 (６ 総記 社会科学)

14513 古畑任三郎 殺人事件ファイル 三谷幸喜 フジテレビ出版 22 (１１ 小説)

14514
三屋裕子の楽しいバレーボール ジュニア・スポーツ・セ
レクション ２

三屋 裕子／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14515 おかあさんだいすき 岩波の子どもの本 光吉夏弥 岩波書店 6 (あのね文庫)

14516 晴れた日は図書館へいこう 文学の森 緑川聖司作 宮嶋康子絵 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14517 音楽だいすき たくさんのふしぎ傑作集 翠川 敬基／文 堀内 誠一／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14518 本を分類する 緑川 信之／著 勁草書房 17 (６ 総記 社会科学)



14519 大和古寺大観 第一巻 法起寺・法輪寺・中宮寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14520 大和古寺大観 第二巻 当麻寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14521
大和古寺大観 第三巻 元興寺極楽坊・元興寺・大安寺・般
若時・十輪院

緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14522 大和古寺大観 第四巻 新薬師寺・百毫寺・円成寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14523 大和古寺大観 第五巻 秋篠寺・法華寺・海龍王寺・不退寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14524 大和古寺大観 第六巻 室生寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14525 大和古寺大観 第七巻 海住山寺・岩船寺・浄瑠璃寺 緑川亨 岩波書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14526 図書館運動は何を残したか 図書館員の専門性 薬袋秀樹著 勁草書房 17 (６ 総記 社会科学)

14527 植木鉢の土 水上勉著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14528 京都 日本の風景を歩く 水上勉著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14529 清富記 水上 勉／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14530 冬の旅人 皆川博子著 講談社 22 (１１ 小説)

14531 写楽 皆川 博子／著 角川書店 22 (１１ 小説)

14532 戦国幻野 新・今川記 皆川 博子／著 講談社 22 (１１ 小説)

14533 開かせていただき光栄です 皆川博子 早川書房 22 (１１ 小説)

14534 死の泉 皆川 博子 早川書房 22 (１１ 小説)

14535
素直になればすべてはうまくいく 松下幸之助に学ぶ素直
論

皆木 和義／著 総合法令出版 17 (６ 総記 社会科学)

14536 イルカ ぼくら地球のなかまたち  １ 水口博也文・写真 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14537 クジラと海とぼく 水口博也文 しろ絵 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14538 コククジラの旅 たくさんのふしぎ傑作集 水口 博也／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



14539
おちばのしたをのぞいてみたら… はっけんたんけんえほ
ん ２

皆越ようせい写真と文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14540 告白 湊 かなえ 双葉社 22 (１１ 小説)

14541 花の鎖 湊 かなえ／著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

14542 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ著 光文社

14543 物語のおわり 湊かなえ著 朝日新聞出版

14544 ユートピア 湊かなえ著 集英社 21 (１０ 小説)

14545 望郷 文春文庫  み４４－２ 湊かなえ著 文藝春秋

14546 高校入試 湊かなえ著 角川書店  ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売） 22 (１１ 小説)

14547 リバース 湊かなえ著 講談社 09 (新刊書)

14548 絶唱 湊かなえ〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

14549 往復書簡 湊かなえ著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14550 森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊秋作著 金尾恵子絵 文研出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14551 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ 集英社 22 (１１ 小説)

14552 母性 湊かなえ 新潮社 22 (１１ 小説)

14553 夜行観覧車 湊かなえ 双葉社 22 (１１ 小説)

14554 萬葉集 歌の山旅 渋谷文泉閣 三鍋 久雄 桂 書房 12 (１ 郷土資料)

14555 鬼の絵草子 その民俗学と経済学 南 清彦／著 叢文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14556 ぼくのコドモ時間 南 伸坊／著 福音館書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14557 心理学がわかる事典 読みこなし使いこなし自由自在 南 博／編著 日本実業出版社

14558 名水の旅１００選 おいしい水を求めて 南 正時／文 写真 淡交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



14559 樹 随想 南 逸郎 南逸郎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14560 樹 その２ 随想 南逸郎 南逸郎法律事務所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14561
みがわりじぞう たかとりちょうやたの じょうらくじ で
んせつ

南口 とまと 12 (１ 郷土資料)

14562 かしはらのむかしばなし 天の岩戸と七本竹 南口 とまと 岡林 巧子 橿原ライオンズクラブ 61 (２３ 絵本 北)

14563 かしはらのむかしばなし 天の岩戸と七本竹 南口 とまと 岡林 巧子 橿原ライオンズクラブ 12 (１ 郷土資料)

14564
みがわりじぞう たかとりちょうやたの じょうらくじ で
んせつ

南口 とまと 12 (１ 郷土資料)

14565 みがわりじぞう 南口とまと 61 (２３ 絵本 北)

14566 ぼくはちいさなしろいふね 国際版絵本 南本 樹／絵・文 至光社 61 (２３ 絵本 北)

14567 大阪のオバちゃんの逆襲 源祥子著 言視舎 17 (６ 総記 社会科学)

14568 義理 一語の辞典 源 了円／著 三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

14569
おじいちゃんとおばあちゃん 世界傑作童話シリーズ はじ
めてよむどうわ ５

Ｅ．Ｈ．ミナリック／ぶん モーリス・セン
ダック／え 松岡 享子／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14570
くまくんのおともだち 世界傑作童話シリーズ はじめてよ
むどうわ ３

Ｅ．Ｈ．ミナリック／ぶん 松岡 享子／やく
モーリス・センダック／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14571
こぐまのくまくん 世界傑作童話シリーズ はじめてよむど
うわ １

Ｅ．Ｈ．ミナリック／ぶん モーリス・セン
ダック／え 松岡 享子／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14572 ものづくり道具のつかい方事典 峰尾幸仁監修 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14573 海の密謀 峯崎 淳／著 講談社 22 (１１ 小説)

14574 奈良大和路を歩こう 奈良おさんぽマップ 峰村 均 （株）実業之日本社 13 (２ 県一般書)

14575 社会福祉小六法 平成１ ...
ミネルヴァ書房／編 ミネルヴァ書房編集部／
編

ミネルヴァ書房 17 (６ 総記 社会科学)

14576 よくわかる中国語入門 三野 昭一／著 同学社 19 (８ 美術 芸術)

14577 三人姉妹 見延 典子／著 講談社 22 (１１ 小説)

14578
植物 ふしぎな世界 ネオ生物学シリーズ－ゲノムから見た
新しい 生物像－ 第７巻

美濃部 侑三／編 共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



14579 年金研修と生涯企業福祉 国民年金・厚生年金入門 箕輪 和夫／著 文真堂 17 (６ 総記 社会科学)

14580 ハスキークラフト シリーズ子どもとつくる ２７ 箕輪 直子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

14581 原色薬草図鑑Ⅱ ２ コンパクト版 １４ 三橋博/監修 北隆館 5 (学習室)

14582 マンガ『心の授業』 自分ってなんだろう 三森創著 北大路書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14583 ピュア・ラブ 紅糸編 宮内婦貴子著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14584 精神医療看護の歩み 宮内 充 勁草書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14585 記憶の断片 宮尾 登美子 飛鳥新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14586 蔵 下 宮尾 登美子／著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14587 菊籬 宮尾 登美子 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14588 錦 宮尾登美子著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

14589 クレオパトラ 上 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

14590 クレオパトラ 下 宮尾 登美子／著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

14591 蔵 上 宮尾 登美子／著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14592 言語人類学を学ぶ人のために 宮岡 伯人／編 世界思想社 19 (８ 美術 芸術)

14593 秘籍 江戸文学選 第８巻 江戸風流小咄 宮尾しげを/校注 日輪閣 7 (大型本)

14594 仁淀川 宮尾登美子 新潮社 22 (１１ 小説)

14595 菊亭八百善の人びと 宮尾 登美子 新潮社 22 (１１ 小説)

14596 夕やけがくれたチュウ そよかぜ絵本シリーズ ４ 宮川 ひろ／作 関口 コオ／絵 国土社 61 (２３ 絵本 北)

14597
読書感想文おたすけブック ２００３年度版 宮川俊彦の緊
急特別授業 わかる！できる！のびる！ドラゼミ・ドラ
ネットブックス

宮川俊彦著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14598 お月見のよるには おはなしボンボン １４ 宮川ひろ作 ふりやかよこ絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



14599 春よこいこいホーホケキョ おはなしボンボン ７ 宮川ひろ作 渡辺有一絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14600
ぼくらの教室先生三人 たんぽぽ先生あのね ２ 宮川ひろ
の学校シリーズ ４

宮川ひろ作 長谷川知子絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14601 おみやげっていいな とっておきのどうわ 宮川ひろさく 藤田ひおこえ ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

14602 てじなのかんげいかい とっておきのどうわ 宮川ひろさく 藤田ひおこえ ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

14603 宮川泰夫の「のど自慢」がゆく 宮川泰夫著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

14604 ウサギとカメ 宮川 俊彦／著 未知谷
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14605 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ／作 ましま せつこ／画 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14606 さよならの白い煙黒い煙 童話のすけっちぶっく ３ 宮川 ひろ／作 長野 ヒデ子／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14607 あいあいがさの１年生 どうわはともだち 宮川 ひろ／作 田中 槙子／絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

14608 るすばん先生 ポプラ社の創作童話 １４ 宮川 ひろ／作 菊池貞雄／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14609 ロシア民話選 ロシア民話とアファナーシェフの世界 宮川 やすえ／著 明石書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14610 風は山河より 第１巻 宮城谷 昌光 新潮社 22 (１１ 小説)

14611 風は山河より 第３巻 宮城谷昌光著 新潮社 22 (１１ 小説)

14612 香乱記 下巻 宮城谷昌光著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14613 香乱記 中巻 宮城谷昌光著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14614 香乱記 上巻 宮城谷昌光著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

14615 管仲 上 宮城谷昌光著 角川書店 22 (１１ 小説)

14616 管仲 下 宮城谷昌光著 角川書店 22 (１１ 小説)

14617 王家の風日 宮城谷昌光著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14618 夏姫春秋 上 宮城谷昌光著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



14619 夏姫春秋 下 宮城谷昌光著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14620 沙中の回廊 上 宮城谷昌光著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

14621 沙中の回廊 下 宮城谷昌光著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

14622 子産 上 宮城谷昌光著 講談社 22 (１１ 小説)

14623 子産 下 宮城谷昌光著 講談社 22 (１１ 小説)

14624 玉人 宮城谷 昌光／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14625 晏子 上 宮城谷 昌光／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14626 長城のかげ 宮城谷 昌光／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14627 晏子 下 宮城谷 昌光／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14628 春秋の名君 宮城谷 昌光／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14629 孟嘗君 １ 宮城谷 昌光／著 講談社 5 (学習室)

14630 孟嘗君 ２ 宮城谷 昌光／著 講談社 5 (学習室)

14631 孟嘗君 ３ 宮城谷 昌光／著 講談社 5 (学習室)

14632 孟嘗君 ４ 宮城谷 昌光／著 講談社 5 (学習室)

14633 孟嘗君 ５ 宮城谷 昌光／著 講談社 5 (学習室)

14634 介子推 宮城谷 昌光／著 講談社 22 (１１ 小説)

14635 晏子 中 宮城谷 昌光／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14636 風は山河より 第２巻 宮城谷昌光 新潮社 22 (１１ 小説)

14637 風は山河より 第４巻 宮城谷昌光 新潮社 22 (１１ 小説)

14638 殺意 三宅彰〔著〕 角川書店 22 (１１ 小説)



14639 神州双天記 ハルキ・ノベルス 三宅一明〔著〕 角川春樹事務所 20 (９ 小説)

14640
とりこになる本 東京・世田谷の自主講座「Ｆの会」で読
んだ

三宅 喜代子／著 アーツアンドクラフツ 17 (６ 総記 社会科学)

14641 投稿術。 完全投稿マニュアル 三宅 直子／著 夏目書房 19 (８ 美術 芸術)

14642 たいふうがくる 日産自動車 宮越 暁子／作・絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

14643 吉野ーその歴史と伝承ー 岩田 博 宮坂 敏和 岩田 博 12 (１ 郷土資料)

14644 ゆみちゃんは ねぞうの わるいこです みやざき あけ美 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

14645 がんばれ大ちゃん みやざき あゆみ／作・絵 恒星出版 61 (２３ 絵本 北)

14646 わら加工の絵本 つくってあそぼう １６ みやざき きよし へん みずかみ みのり え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14647 たんじょうかいがはじまるよ わたしのえほん 宮崎 耕平／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14648 ゆめどろぼう ＰＨＰにこにこえほん 宮崎 博和／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

14649 おばけファクトリー（こうじょう） 旺文社創作童話 みやざきひろかずさく・え 旺文社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14650 テロリズムと世界宗教戦争 宮崎正弘著 徳間書店 17 (６ 総記 社会科学)

14651 世界の人権と同和問題 人権の世紀をめざして 宮崎 繁樹／著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

14652 恐るべき海洋汚染 有害物質に蝕まれる海の哺乳類 宮崎 信之／著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14653 ニホンカモシカ 科学のアルバム ３４ 宮崎 学／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14654 幼児期の運動あそび Ｅｎｊｏｙ ｍｏｖｉｎｇ 宮崎 恵／著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

14655
家で死ぬのはわがままですか 訪問看護婦が２０年実践し
た介護の現場から

宮崎 和加子／著 主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14656 てんのおにまつり ニッサン童話と絵本のグランプリ 宮崎 優 宮崎 俊枝 BL出版 61 (２３ 絵本 北)

14657 不逞者 宮崎 学 角川春樹事務所
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14658 雪わたり 宮沢 賢治 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)



14659
狼森（オイノもり）と笊森、盗森（ぬすともり） 日本の
童話名作選

宮沢 賢治／作 村上 勉／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

14660 なめとこ山のくま フォア文庫  Ｂ０９７ 宮沢賢治作 斎藤博之画 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14661
北原照久の動くロボットをつくろう！ １ 輪ゴムで走るミ
スターアトミック

宮沢真治執筆・制作 北原照久監修 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14662
北原照久の動くロボットをつくろう！ ２ 輪ゴムで動くリ
リプット

宮沢真治執筆・制作 北原照久監修 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14663 かしわばやしの夜 画本宮沢賢治 宮沢 賢治／作 小林 敏也／画 パロル舎 62 (２４ 絵本 西)

14664 ポラーノの広場 宮沢 賢治／作 芦田 良貴／え 源流社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14665 どんぐりと山猫 日本児童文学名作選４ 宮澤 賢治著 藤 泰隆画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

14666 雪わたり 創作童話シリーズ 宮沢 賢治／著 堀内 誠一／画 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

14667 セロひきのゴーシュ 創作童話シリーズ 宮沢 賢治／作 茂田井 武／画 福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

14668 銀河鉄道の夜 フォア文庫愛蔵版 宮沢 賢治／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14669 注文の多い料理店 フォア文庫愛蔵版 宮沢 賢治／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14670 花の童話集 フォア文庫愛蔵版 宮沢 賢治／作 童心社 25 (１４ 児童書)

14671 宮沢賢治童話全集 １ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14672 宮沢賢治童話全集 ２ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14673 宮沢賢治童話全集 ３ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14674 宮沢賢治童話全集 ４ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14675 宮沢賢治童話全集 ５ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14676 宮沢賢治童話全集 ６ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14677 宮沢賢治童話全集 ７ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14678 宮沢賢治童話全集 ８ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)



14679 宮沢賢治童話全集 ９ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14680 宮沢賢治童話全集 １０ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14681 宮沢賢治童話全集 １１ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14682 宮沢賢治童話全集 １２ 新版 宮沢 賢治／著 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

14683 ちくま日本文学全集 ００３ 宮沢賢治 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14684 少年少女日本文学館１０ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 講談社 25 (１４ 児童書)

14685 日本の民家 第二巻 農家Ⅱ-中部 宮沢智士/編集 学習研究社 7 (大型本)

14686 日本の民家 第四巻 農家Ⅳ-中国・四国・九州 宮沢智士/編集 学習研究社 7 (大型本)

14687 平等への女たちの挑戦 均等法時代と女性の働く権利 宮地 光子／著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

14688 ばんどりだいこ おはなし名作絵本１５ 宮下 和男／文 北島 新平／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14689 羊と鋼の森 宮下奈都著 文藝春秋

14690 ウォーキング・レッスン からだも心も若返る 宮下充正著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14691 少年椋鳩十物語 宮下 和男／著 北島 新平／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14692 落ちてきた星たち 創作児童文学館 ７ 宮下 和男／作 こさか しげる／画 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14693 日本列島名城紀行 歴史を刻む白亜の城壁・苔むす石塁 宮地宏之/発行人 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

14694
アイヌ民族と日本の歴史 先住民族の苦難・抵抗・復権 三
一新書 １１４５

宮島 利光／著 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

14695 現代語訳 日本の古典 １１ 小倉百人一首 宮柊二 学研 24 (１３ 全集)

14696
子育てがつらくなったら読む本 “イライラ”ママの悩み
に答える精神科医の処方箋８０

宮田雄吾著 情報センター出版局 17 (６ 総記 社会科学)

14697 セミのおきみやげ たくさんのふしぎ傑作集
宮武 頼夫／文 なかにし あきら／絵 中西 章
／絵

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14698 日本民俗文化大系 第四巻 神と仏=民俗宗教の諸相＝ 宮田登/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



14699 日本民俗文化大系 第九巻 暦と祭事＝日本人の季節感覚＝ 宮田登/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14700
日本民俗文化大系 第十一巻 都市と田舎＝マチの生活文化
＝

宮田登/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14701 アイスクリームの絵本 つくってあそぼう ６ みやち ひろひと へん いしい きよたか え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14702 おたのしみじどうはんばいき 宮知和代作 アリス館

14703 織機をつくる シリーズ子どもとつくる １３ 宮津 濃／著 山中 泰子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

14704
どんな音がするでしょか 宮中雲子詩集 ジュニア・ポエム
双書 １１９

宮中 雲子／著 西 真里子／絵 教育出版センター
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14705 わすれないよえりちゃんのふえ あつまれ１年生 ５ 宮中 雲子／作 頓田 室子／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

14706 おっぱい たんぽぽえほんシリーズ みやにし たつや／作・絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

14707 あなたがとってもかわいい みやにし たつや／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

14708 きみはほんとうにステキだね 絵本の時間 ４１ 宮西 達也／作・絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14709
おとうさん・パパ・おとうちゃん たんぽぽえほんシリー
ズ

宮西 達也／作・絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

14710 おまえうまそうだな 絵本の時間  ２３ 宮西達也作絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14711 ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにしたつや作絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

14712
爆釣！防波堤釣り イラスト版 防波堤からはじまる海釣り
入門

みやはら 啓一／著 山海堂 19 (８ 美術 芸術)

14713
どうしようもなく恋に出会ってしまう瞬間 せつない気持
ちを贈りたい

宮原 芽映／著 大和出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14714 名もなき毒 宮部 みゆき 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14715 刑事の子 宮部 みゆき 光文社

14716 ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 09 (新刊書)

14717 あんじゅう 三島屋変調百物語事続 宮部 みゆき／著 中央公論新社 09 (新刊書)

14718 おまえさん 上 宮部 みゆき／著 講談社 09 (新刊書)



14719 おまえさん 下 宮部 みゆき／著 講談社 09 (新刊書)

14720 希望荘 〔杉村三郎シリーズ〕 宮部みゆき著 小学館

14721
泣き童子（わらし） 三島屋変調百物語参之続 角川文庫
み２８－５３  〔三島屋変調百物語〕  〔３〕

宮部みゆき〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14722 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14723 ここはボツコニアン ３ 二軍三国志 宮部みゆき著 集英社 22 (１１ 小説)

14724 ここはボツコニアン ５ ＦＩＮＡＬ ためらいの迷宮 宮部みゆき著 集英社 22 (１１ 小説)

14725 ここはボツコニアン ４ ほらホラＨｏｒｒｏｒの村 宮部みゆき著 集英社 22 (１１ 小説)

14726 ここはボツコニアン ２ 魔王がいた街 宮部みゆき著 集英社 22 (１１ 小説)

14727 ここはボツコニアン 〔１〕 宮部みゆき著 集英社

14728 悲嘆の門 上 宮部みゆき著 毎日新聞社

14729 悲嘆の門 下 宮部みゆき著 毎日新聞社

14730 荒神 宮部みゆき著 朝日新聞出版 09 (新刊書)

14731 ソロモンの偽証 第２部 決意 宮部みゆき著 新潮社 09 (新刊書)

14732 ソロモンの偽証 第１部 事件 宮部みゆき著 新潮社 09 (新刊書)

14733 ソロモンの偽証 第３部 法廷 宮部みゆき著 新潮社 09 (新刊書)

14734 ドリームバスター 宮部みゆき著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14735 ドリームバスター ３ 宮部みゆき著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14736 ドリームバスター ４ 宮部みゆき著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14737 チヨ子 光文社文庫  み１３－８ 宮部 みゆき著 光文社 33 (２２ 文庫本)

14738 ばんば憑き ＫＷＡＩ ＢＯＯＫＳ 宮部みゆき著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）09 (新刊書)



14739 日暮らし 上 宮部みゆき著 講談社 09 (新刊書)

14740 日暮らし 下 宮部みゆき著 講談社 09 (新刊書)

14741 ＩＣＯ 霧の城 宮部みゆき著 講談社 22 (１１ 小説)

14742 誰か 宮部みゆき著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

14743 ドリームバスター ２ 宮部みゆき著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14744 ブレイブ・ストーリー 上 宮部みゆき著 角川書店 22 (１１ 小説)

14745 ブレイブ・ストーリー 下 宮部みゆき著 角川書店 22 (１１ 小説)

14746 あかんべえ 宮部みゆき著 ＰＨＰ研究所 22 (１１ 小説)

14747 初ものがたり 宮部みゆき著 ＰＨＰ研究所 22 (１１ 小説)

14748 模倣犯 上 Ｔｈｅ ｃｏｐｙ ｃａｔ 宮部みゆき著 小学館 09 (新刊書)

14749 模倣犯 下 Ｔｈｅ ｃｏｐｙ ｃａｔ 宮部みゆき著 小学館 09 (新刊書)

14750 理由 宮部 みゆき／著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

14751 火車 宮部みゆき 双葉社 22 (１１ 小説)

14752 今夜は眠れない 宮部みゆき 中央公論社 22 (１１ 小説)

14753 夢にも思わない 宮部 みゆき／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

14754 人質カノン 宮部 みゆき／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14755 泣き童子 宮部みゆき 文藝春秋 09 (新刊書)

14756 桜ほうさら 宮部みゆき PHP研究所 09 (新刊書)

14757 小暮写真館 宮部みゆき 講談社 09 (新刊書)

14758 きみとぼく ＰＨＰにこにこえほん 宮本 忠夫／作・絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)



14759 ぼくとおかあさん くもんの絵童話 宮本 忠夫／作・絵 くもん出版 61 (２３ 絵本 北)

14760 利尻の見える風景 宮本誠一郎著 北海道新聞社 19 (８ 美術 芸術)

14761 田園発港行き自転車 上 宮本輝著 集英社 22 (１１ 小説)

14762 田園発港行き自転車 下 宮本輝著 集英社 22 (１１ 小説)

14763 約束の冬 上 宮本輝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14764 約束の冬 下 宮本輝著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14765 星宿海への道 宮本輝著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14766 ふたり道三 ３ 宮本昌孝著 新潮社 22 (１１ 小説)

14767 ふたり道三 ４ 宮本昌孝著 新潮社 22 (１１ 小説)

14768 ふたり道三 １ 宮本昌孝著 新潮社 22 (１１ 小説)

14769 ふたり道三 ２ 宮本昌孝著 新潮社 22 (１１ 小説)

14770 将軍の星 義輝異聞 宮本昌孝著 徳間書店 22 (１１ 小説)

14771 血脈の火 流転の海 第３部 宮本 輝／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14772 胸の香り 宮本 輝／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14773 生きものたちの部屋 宮本 輝／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14774 私たちが好きだったこと 宮本 輝／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14775 スペイン侍 宮本 徳蔵／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14776 こんぴら樽 宮本 昌孝／著 講談社 22 (１１ 小説)

14777 パティ・ペイジの歌のように 宮本 美智子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14778 日本文学全集 ２５ 宮本 百合子 新潮社 24 (１３ 全集)



14779 ぼくは豆玩 宮本順三 山三科学工業株式会社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14780 民間暦 宮本常一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14781 ちくま日本文学全集 ０５３ 宮本常一 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14782
図解・鉄道の科学 安全・快適・高速・省エネ運転のしく
み

宮本昌幸 19 (８ 美術 芸術)

14783 日本文学全集 第３５巻 宮本百合子集 宮本百合子 集英社 24 (１３ 全集)

14784 日本文学全集 ３８ 宮本百合子・佐多稲子 筑摩書房 24 (１３ 全集)

14785 忘れな石 沖縄・戦争マラリア碑 子ども平和図書館 ６ 宮良作文 宮良瑛子絵 日本図書センター
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14786 森は地球のたからもの ３ 森の未来 宮脇昭著 ゆまに書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14787 森は地球のたからもの ２ 森は生命の源 宮脇昭著 ゆまに書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14788 森よ生き返れ ノンフィクション・ワールド 宮脇昭著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14789 夢工房の子どもたち １ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14790 夢工房の子どもたち ２ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14791 夢工房の子どもたち ３ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14792 夢工房の子どもたち ４ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14793 夢工房の子どもたち ５ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14794 夢工房の子どもたち ６ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14795 夢工房の子どもたち ７ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14796 夢工房の子どもたち ８ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14797 夢工房の子どもたち ９ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)

14798 夢工房の子どもたち １０ グループ・おりじの６０００日 宮脇 和／著 創和出版 17 (６ 総記 社会科学)



14799 スイス鉄道ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三／文 黒岩 保美／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14800 御殿場線ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三／文 黒岩 保美／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14801 青函連絡船ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三／文 黒岩 保美／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14802 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー作 ふしみみさを訳 ＢＬ出版

14803 庭をつくろう！ ゲルダ・ミューラー作 ふしみみさを訳 あすなろ書房

14804 青い髪のミステール
マリー＝オード・ミュライユ／作 セルジュ・
ブロッシュ／絵 末松 氷海子／訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14805 嫌われた子供 ヤーン・ミュルダール／著 諸岡 敏行／訳 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14806 レンブラント ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
ルードヴィッヒ・ミュンツ／著 ボブ・ハーク
／著 八代 修次／訳

美術出版社 7 (大型本)

14807 簡単お裁縫生活 季節で楽しむ小物と親子服 三好綾子著 文化学園文化出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14808 妖婦の伝説 三好徹著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

14809 この目で見た北朝鮮 凶悪なる首領の国の現実 三好誠著 早稲田出版 17 (６ 総記 社会科学)

14810 虹の橋 三好康弘著 文芸社 22 (１１ 小説)

14811
近鉄電車 大軌デボ１形から「しまかぜ」「青の交響曲」
まで１００年余りの電車のすべて キャンブックス  鉄道
１５９

三好好三著 ＪＴＢパブリッシング

14812 名言でつづる日本の五十人 三好 京三／著 ミリオン書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14813 「まじめな親」の子どもが危ない！ 三好 邦雄／著 飛鳥新社 17 (６ 総記 社会科学)

14814 幕末水滸伝 剣客たちの青春 カッパ・ノベルス 三好 徹／著 光文社 20 (９ 小説)

14815 謎の参議暗殺 明治暗殺秘史 三好 徹／著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

14816 貴族の娘 三好 徹／著 集英社 22 (１１ 小説)

14817 大江健三郎 群像日本の作家 ２３
ミヨシ マサオ／ほか著 マサオ・ミヨシ／ほか
著

小学館 19 (８ 美術 芸術)

14818 昭和文学全集 第３３巻 評論随想集１ 三好達治他 小学館 24 (１３ 全集)



14819 日本文学全集 第51巻 三好達治・中原中也・伊東静雄集 三好達治・中原中也・伊東静雄 集英社 24 (１３ 全集)

14820 ジェインのもうふ アメリカのどうわ
アーサー＝ミラー作 アル＝パーカー絵 厨川圭
子訳

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14821
１５分でチームワークを高めるゲーム３９ ２人から１０
０人でもできる！

ブライアン・コール・ミラー著 富樫奈美子訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン

14822 エジソン発明会社の没落 アンドレ・ミラード／著 橋本 毅彦／訳 朝日新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14823 イーヨーのしあわせなたんじょうび Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 末吉暁子訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14824 ティガーのはねとびをとめるには Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 末吉暁子訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14825 ピグレットおふろにはいる Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 末吉暁子訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14826 プーさんともだちをたずねる Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ〔原作〕 末吉暁子訳 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14827 こどもの情景
Ａ．Ａ．ミルン／著 ル・メール／挿絵 早川
敦子／訳

パピルス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14828
バアちゃんと、とびっきりの三日間 スプラッシュ・ス
トーリーズ ５

三輪裕子作 山本祐司絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14829 クスリの怖い話 三輪 明／著 新風舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14830
ふとんと眠りの本 グッスリ眠ってスッキリ目覚める Ｈａ
ｎｄｓ ｂｏｏｋ

三輪 恵美子／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14831 粉がつくった世界 たくさんのふしぎ傑作集 三輪 茂雄／文 西村 繁男／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14832 地平線にむかって 新こみね創作児童文学 三輪 裕子／作 佐竹 美保／絵 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14833 汽車にのって わくわくライブラリー 三輪 裕子／作 中釜 浩一郎／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14834 真夜中の誕生 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子／著 中村 悦子／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14835 神さまの木 セコイアの森の家族 わくわくライブラリー 三輪 裕子／作 浜田 桂子／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14836 日本文学全集 ３０ 丹羽 文雄 新潮社 24 (１３ 全集)

14837 鳥おじさん ウィレミーン・ミン／作・絵 野坂 悦子／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

14838 シンダー・エリー ガラスのスニーカーをはいた女の子
フランセス・ミンターズ／ぶん Ｇ．ブライア
ン・カラス／え 早川 麻百合／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)



14839
クリスマスのまえのばん 世界傑作絵本シリーズ アメリカ
の絵本

クレメント・Ｃ・ムーア／ぶん 渡辺 茂男／や
く ウィリアム・Ｗ・デンスロウ／え

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

14840 すい星と流れ星 やさしい星ずかん
パトリック・ムーア／文 江川 多喜雄／監訳
ポール・ドーティ／イラスト

ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14841 太陽と月 やさしい星ずかん
パトリック・ムーア／文 江川 多喜雄／監訳
ポール・ドーティ／イラスト

ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14842 かがやく星 やさしい星ずかん
パトリック・ムーア／文 江川 多喜雄／監訳
ポール・ドーティ／イラスト

ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14843 惑星 やさしい星ずかん
パトリック・ムーア／文 江川 多喜雄／監訳
ポール・ドーティ／イラスト

ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14844 かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤールト／文 アンナ・ヘグルン
ド／絵 佐伯 愛子／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

14845
クリスマスのまえのよる 主婦の友はじめてブック. おは
なしシリーズ

クレメント・クラーク・ムーア ロジャー・
デュボアザン こみやゆう

主婦の友社 62 (２４ 絵本 西)

14846 考古の巨星 末永雅雄と橿原考古学研究所 向谷 進／著 文芸春秋 13 (２ 県一般書)

14847 ずるがしこいジャッカル かたつむり文庫 ネパール テクビール・ムキヤ／文・絵 小林 孝子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

14848 白い鳥 おはなし名作絵本１３ 椋 鳩十／文 梶山 俊夫／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14849
大造じいさんと雁 １年生からよめる日本の名作絵どうわ
５

椋鳩十作 網中いづる絵 宮川健郎編 岩崎書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14850 椋鳩十の愛犬物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  ２ 椋鳩十作 中釜浩一郎絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14851
椋鳩十のイノシシ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり
７

椋鳩十作 おぼまこと絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14852 椋鳩十の小鳥物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  １２ 椋鳩十作 根来由美絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14853 椋鳩十のサル物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  ９ 椋鳩十作 多田ヒロシ絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14854
椋鳩十の小動物物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  １
０

椋鳩十作 新田直子絵 理論社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

14855 椋鳩十のシカ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  ８ 椋鳩十作 町和生絵 理論社

14856 椋鳩十のクマ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  ５ 椋鳩十著 菅輝男絵 理論社

14857 椋鳩十のネコ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  ４ 椋鳩十作 宮沢英子絵 理論社

14858 椋鳩十の名犬物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  １ 椋鳩十作 中川大輔絵 理論社



14859 椋鳩十の野鳥物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり  １１ 椋鳩十著 小泉澄夫絵 理論社

14860 はらっぱのおはなし  新装改訂版 とっておきのどうわ 椋鳩十作 小林絵里子絵 ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

14861 クロのひみつ 改訂 カラー版創作えばなし １４ 椋鳩十作 鈴木義治絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

14862 山へ帰る 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十原作 大石好文構成・文 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14863 片耳の大シカ 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十原作 大石好文構成・文 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14864 山の大将 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十原作 大石好文構成・文 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14865 月の輪グマ 日本児童文学名作選９ 椋 鳩十著 石田 武雄画 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14866 椋鳩十のキツネ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり ６ 椋 鳩十／作 菅 輝男／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14867 椋鳩十の野犬物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり ３ 椋 鳩十／作 末崎 茂樹／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

14868 マヤの一生 新版 子ども図書館 椋 鳩十／作 吉井 忠／画 大日本図書
31 (２０ 読み物 高学
年)

14869 思い出トランプ 向田 邦子 新潮社 22 (１１ 小説)

14870 少年少女日本文学館３０ ノンフィクション名作選 向田邦子  灰谷健次郎  河合雅雄  植村直己 講談社 25 (１４ 児童書)

14871 健太とはじめるパソコン入門 デジタル先生シリーズ
向山洋一監修 デジタル・ミュージアム・ラボ
編

ＮＥＣクリエイティブ
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14872 ある冤罪 夢刺十瑠著 文芸社 22 (１１ 小説)

14873
これならできる！！毎日ラクチン！作りおき＋使いきりお
かず スピード・ムダなし・安心・おいしい！

武蔵裕子著 永岡書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14874
楽しいファミリーキャンプ入門 山や海で親子で遊ぶ Ｏｕ
ｔｄｏｏｒ Ａ ｔｏ Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－
１４

武蔵野ビリケン堂編著 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

14875 金曜日うまれの子 Ｍ．ムシェロヴィチ／作 田村 和子／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

14876 日本文学全集 １０ 武者小路 実篤 新潮社 24 (１３ 全集)

14877 日本文学全集 ２０ 武者小路実篤 筑摩書房 24 (１３ 全集)

14878 日本文学全集 第２３巻 武者小路実篤集 武者小路実篤 集英社 24 (１３ 全集)



14879 巨人と少年 スコットランドの民話 フィオナ・ムーディ／絵と文 川崎 洋／訳 セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

14880 デイサービスふれあい日記 武藤金一著 新風舎 17 (６ 総記 社会科学)

14881 はるなつあきふゆ フレーベル館の図鑑ナチュラ １２ 無藤隆総監修・監修 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14882
亜鉛 鉄たっぷりの料理 亜鉛、鉄、その他微量元素を徹底
解説 マイライフシリーズ特集版

宗像伸子〔著〕 富田寛医学監修 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14883 マインドウイルス 心の感染症 宗像 恒次／著 法研 17 (６ 総記 社会科学)

14884
腸の具合がわるいとき 初心者でも簡単！ヘルシーメ
ニュー・システ おいしく食べてなおす １４

宗像 伸子／栄養指導と調理 植田 理彦／医学
監修

法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14885 宗像伸子のおいしい薄味メニュー １日に塩分１０ｇ以下 宗像 伸子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14886
宗像伸子の健康ダイエットメニュー １日に１６００ｋｃ
ａｌ

宗像 伸子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14887 宗像伸子の野菜たっぷりメニュー １日に野菜３００ｇ 宗像 伸子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14888 女性が学ぶ社会心理学 宗方 比佐子／ほか編著 福村出版 17 (６ 総記 社会科学)

14889 しゅくだい えほんのマーチ ５ 宗正美子原案 いもとようこ文・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

14890 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 〔ムヒカ述〕 くさばよしみ編 中川学絵 汐文社

14891 ゲゲゲの女房 人生は…終わりよければ、すべてよし！！ 武良 布枝／著 実業之日本社 19 (８ 美術 芸術)

14892 古いアナログデータをＤＶＤ・ＣＤで保存・再生する本 邑ネットワーク編著 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14893 デジカメ・スキャナ＋パソコン活用入門 邑ネットワーク編著 成美堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

14894
ハッピー☆おばけうらない！ おばけマンション ポプラ社
の新・小さな童話 １９９

むらいかよ著 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

14895
うしろすがた いろんな人の俳句 めくってびっくり俳句絵
本  ４

村井康司編 のりたけ絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14896
力いっぱいきりぎりす 動物の俳句 めくってびっくり俳句
絵本  ２

村井康司編 ｎａｋａｂａｎ絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14897
てのひらの味 食べ物の俳句 めくってびっくり俳句絵本
１

村井康司編 とくだみちよ絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14898
ボールコロゲテ スポーツの俳句 めくってびっくり俳句絵
本  ３

村井康司編 吉田尚令絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



14899 三つかぞえて 日常の俳句 めくってびっくり俳句絵本  ５ 村井康司編 メリンダ・パイノ絵 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14900 ジャズの明日へ コンテンポラリー・ジャズの歴史 村井康司著 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

14901 手づくり健康ジュース からだに効く！ 村井りんご著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

14902 α波革命 村井 健司／著 高輪出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14903 ことわざ辞典 ポケット版 村石 利夫／著 日東書院 19 (８ 美術 芸術)

14904 紀伊半島 大峰山奧駈道 Ⅰ全体概況編 村井 純孝 村井測量 12 (１ 郷土資料)

14905 ソクラテス（下） 村井 実 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14906 ソクラテス（上） 村井 実 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14907 江戸時代図誌 第20巻 山陽道 村井康彦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

14908 琴姫のなみだ えほん・ハートランド ８ 村尾 靖子／文 永田 萠／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

14909 家裁調査官は見た 家族のしがらみ 新潮新書  ６７６ 村尾泰弘著 新潮社

14910 花子とアンへの道 本が好き、仕事が好き、ひとが好き 村岡恵理編 新潮社 19 (８ 美術 芸術)

14911
唱歌・童謡・わらべ唄の伴奏和声 問題の分析と解決のた
めの補正・改作事例集

村尾忠廣 帝塚山大学出版会 19 (８ 美術 芸術)

14912 ならくんとかまくらくん わくわくえどうわ 村上 しいこ／作 青山 友美／絵 文研出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

14913 おかあさんはね、 村上 淳子／文 森谷 明子／絵 ポプラ社 61 (２３ 絵本 北)

14914 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１ ａ ｎｏｖｅｌ  ４月－６月 村上 春樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14915 おにぎりくん 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)

14916 からあげくん 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)

14917 たまごやきくん 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)

14918 おにぎりくん いただきま～す！シリーズ 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)



14919 からあげくん いただきま～す！シリーズ 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)

14920 たまごやきくん いただきま～す！シリーズ 村上 康成／作 小学館 62 (２４ 絵本 西)

14921 ピンクのいる山 村上 康成／作・絵 徳間書店 61 (２３ 絵本 北)

14922
遺伝子が語る「命の物語」 三八億年の奇跡となぞ、かぎ
りない可能性 くもんジュニアサイエンス

村上和雄著 くもん出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14923
簡単！電子レンジレシピ１００ いれて・チンして・でき
あがり

村上祥子著 永岡書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14924 先生、本を読んで！ こころを育てる読み聞かせ実践論 村上淳子著 ポプラ社 17 (６ 総記 社会科学)

14925 オクラの絵本 そだててあそぼう ５２ むらかみつぎおへん すぎたひろみえ 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

14926
ＮＨＫその時歴史が動いた ３ 日本の曙・幕末編 コミッ
ク版

村上としや作画 狩那匠作画 井上大助作画 Ｎ
ＨＫ「その時歴史が動いた」取材班編

ホーム社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

14927 女のいない男たち 文春文庫  む５－１４ 村上春樹著 文藝春秋

14928 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ３ ａ ｎｏｖｅｌ  １０月－１２月 村上春樹著 新潮社 22 (１１ 小説)

14929 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ２ ａ ｎｏｖｅｌ  ７月－９月 村上春樹著 新潮社 22 (１１ 小説)

14930
夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタ
ビュー集１９９７－２００９

村上春樹著 文藝春秋 19 (８ 美術 芸術)

14931 アフターダーク 村上春樹著 講談社 22 (１１ 小説)

14932
村上春樹全作品 〔２〕－３ 短篇集 ２ １９９０～２００
０

村上春樹著 講談社 22 (１１ 小説)

14933 海辺のカフカ 上 村上春樹〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

14934 海辺のカフカ 下 村上春樹〔著〕 新潮社 22 (１１ 小説)

14935 もし僕らのことばがウィスキーであったなら 村上春樹著 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14936
山のおふろ Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｍｙ ｗｉｎｔｅｒｌａ
ｎｄ

村上康成文・絵 徳間書店 62 (２４ 絵本 西)

14937 もみじちゃんとチュウ ひかりのくに傑作絵本集 １３ 村上康成作・絵 ひかりのくに 61 (２３ 絵本 北)

14938 がっこうでトイレにいけるかな？ うんこのえほん 村上八千世文 せべまさゆき絵 ほるぷ出版 61 (２３ 絵本 北)



14939 ５５歳からのハローライフ 幻冬舎文庫  む－１－３４ 村上龍〔著〕 幻冬舎 33 (２２ 文庫本)

14940
２ｄａｙｓ ４ｇｉｒｌｓ ２日間で４人の女とセックスす
る方法

村上竜著 集英社 22 (１１ 小説)

14941 悪魔のパス天使のゴール 村上竜著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14942 最後の家族 村上竜著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

14943 おじいさんは山へ金儲けに 時として、投資は希望を生む 村上竜著 山崎元企画・解説 北野一企画・解説 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

14944 すべての男は消耗品である。 Ｖｏｌ．６ 村上竜著 ベストセラーズ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14945
とことん食材を使いきるアイデア料理 廃棄率ゼロの台所
マイライフシリーズ特集版

村上 昭子／著 杵島 直美／著 グラフ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14946 村上昭子の漬けもの 村上 昭子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14947 村上昭子の特選野菜料理１９０ 村上 昭子／著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14948 料理をつくる シリーズ子どもとつくる １９ 村上 昭子／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

14949
ワッフル＆パンケーキ わが家で簡単に手作りできる２５
レシピ Ｓｗｅｅｔ ｔａｂｌｅ

村上 祥子／著 世界文化社 19 (８ 美術 芸術)

14950 ２人分１５分の電子レンジおかず レシピ１・２・３ 村上 祥子／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

14951
すぐにごはんの手間なしクッキング １品が１０通りにお
いしく変身

村上 祥子／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14952 ぼく、サンタさん ほしのこえほん ２ 村上 勉／作 あかね書房 63 (２５ 絵本 南)

14953 辺境・近境 村上 春樹／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14954 うずまき猫のみつけかた 村上朝日堂ジャーナル 村上 春樹／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14955 国境の南、太陽の西 村上 春樹 講談社 22 (１１ 小説)

14956 ねじまき鳥クロニクル 第１部 村上 春樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14957 ねじまき鳥クロニクル 第２部 村上 春樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14958 レキシントンの幽霊 村上 春樹／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



14959 ねじまき鳥クロニクル 第３部 村上 春樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14960 トキオ・ウィルス 村上 政彦／著 講談社 22 (１１ 小説)

14961 魔王 村上 政彦／著 集英社 22 (１１ 小説)

14962 草木で染める シリーズ子どもとつくる １７ 村上 道太郎／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

14963 フライフィッシャーマンの絵本 Ｂｅ‐ｐａｌ ｂｏｏｋｓ 村上 康成／著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14964 Ｓａｎｔａ Ｃｌａｕｓ 村上 征生／絵と文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

14965
サンタの友だちバージニア 「サンタはいるの？」と新聞
社へ投書した少

村上 由見子／著 東 逸子／絵 村上 ゆみ子／
著

偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14966
科学・技術と社会 文・理を越える新しい科学・技術論 Ｉ
ＣＵ選書

村上 陽一郎／著 光村教育図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14967 メランコリア 村上 竜／著 集英社 22 (１１ 小説)

14968 はじめての夜二度目の夜最後の夜 村上 竜／著 集英社 22 (１１ 小説)

14969 あなたがいなくなった後の東京物語 村上 竜／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14970 キョウコ 村上 竜／著 集英社 22 (１１ 小説)

14971 村上竜映画小説集 村上 竜／著 講談社 22 (１１ 小説)

14972 村上昭子の特選野菜料理１９０ 村上昭子 大日本印刷株式会社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14973 現代語訳 日本の古典 １８ 義経千本桜 村上元三 学研 24 (１３ 全集)

14974 武田式・自費出版入門 本づくりの本 村上光太郎 星雲社 17 (６ 総記 社会科学)

14975 ふしぎな図書館 村上春樹 株式会社 講談社 22 (１１ 小説)

14976 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹 文藝春秋 22 (１１ 小説)

14977 ノルウェイの森 ㊦ 村上春樹 講談社 33 (２２ 文庫本)

14978 ノルウェイの森 ㊤ 村上春樹 講談社 33 (２２ 文庫本)



14979 きんさんぎんさんに母を見た 村上允俊 すばる書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

14980 ユーカラ・おもろさうし 新潮古典文学アルバム 別巻
村崎 恭子／ほか編集・執筆 吉本 隆明／エッ
セイ

新潮社 19 (８ 美術 芸術)

14981 夢ってなんだろう たくさんのふしぎ傑作集 村瀬 学／文 杉浦 範茂／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

14982 コンビニ人間 村田沙耶香著 文藝春秋

14983
おべんとうのおかず事典 素材別大カタログ１８０品 Ｄａ
ｉｌｙ Ｃｏｏｋｉｎｇ

村田裕子著 地球丸 19 (８ 美術 芸術)

14984 新ビタミンＣと健康 ２１世紀のヘルスケア 村田 晃／著 共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14985 硫黄谷心中 村田 喜代子／著 講談社 22 (１１ 小説)

14986 １２のトイレ 村田 喜代子／著 新潮社 22 (１１ 小説)

14987
こんにちは ぼく ゆきだるま リリーちゃんの ゆきだるま
フローラル

ヤン・ムラツ／作・絵 稗田 宰子／文 学研 5 (学習室)

14988 行け!シュバットマン [福音館創作童話シリーズ] 村中李衣 堀川真 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

14989 男装の麗人 村松友視著 恒文社２１ 22 (１１ 小説)

14990 現代女性文学辞典 村松 定孝／編 渡辺 澄子／編 東京堂出版 5 (学習室)

14991 新・日本伝説１００選 新１００選シリーズ 村松 定孝／著 秋田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14992
生殖に何が起きているか 環境ホルモン汚染 ＮＨＫスペ
シャルセレクション

村松 秀／著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

14993 ある詐欺師の風景 村松 友視／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14994 モームの部屋 旅の物語 村松 友視／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14995 ヴィンテージ 酒の物語 村松 友み／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14996 帰ってきたアブサン 村松 友視／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

14997 流氷まで 村松 友視／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

14998 ワインの涙 男の物語 村松 友視／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)



14999 再会セッション 街の物語 村松 友視／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15000 アブサン物語 村松 友視／著 河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15001 ダンサー 村松 友視／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15002 マダムの憂鬱 村松 友視／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

15003 夢の通い路 七つの都市の物語 村松 友視／著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15004 指導者たちのユーモア 同時通訳者のとっておきの話 村松 増美／著 サイマル出版会 19 (８ 美術 芸術)

15005 なくなったあかいようふく 日本傑作絵本シリーズ
村山 籌子／作 村山 知義／絵 村山 亜土／再
話

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15006 アダルト・エデュケーション 村山 由佳／著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15007 さわるめいろ てんじつきさわるえほん 村山純子著 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15008 星々の舟 村山由佳著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15009 約束 村山由佳著 はまのゆか画 集英社 22 (１１ 小説)

15010 おかえし こどものとも傑作集 ８１ 村山 桂子／さく 織茂 恭子／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15011 たろうのともだち こどものとも傑作集 ３７ 村山 桂子／さく 堀内 誠一／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15012 たろうのひっこし こどものとも傑作集 ７２ 村山 桂子／さく 堀内 誠一／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15013 ひまわりえんのけんたくん 村山 桂子／作 勝山 千帆／絵 福武書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

15014 魔女の友だちになりませんか？ 風の丘のルルー １ 村山 早紀／作 ふりや かよこ／絵 ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15015
はるかな空の東 クリスタライアの伝説 新こみね創作児童
文学

村山 早紀／著・画 小峰書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15016 時計塔の魔女 魔法少女マリリン・２ スピカの創作文学 村山 早紀／作 佐竹 美保／絵 教育画劇
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15017 なぞなぞあみちゃん どうわほのぼのシリーズ 村山 早紀／作 緒方 直青／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15018 青い石の伝説 魔法少女マリリン スピカの創作文学 村山 早紀／作 佐竹 美保／絵 教育画劇
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



15019 ちいさいえりちゃん あかねおはなし図書館 ２０ 村山 早紀／作 飯野 和好／絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15020 海風通信 カモガワ開拓日記 村山 由佳／絵と文 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15021 天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山 由佳／著 集英社 22 (１１ 小説)

15022 きみのためにできること Ｐｅａｃｅ ｏｆ ｍｉｎｄ 村山 由佳／著 集英社 22 (１１ 小説)

15023 青のフェルマータ 村山 由佳／著 集英社 22 (１１ 小説)

15024 野生の風 村山 由佳／著 集英社 22 (１１ 小説)

15025 衣もろもろ 集英社文庫  む３－１２ 群ようこ著 集英社

15026 ミサコ、三十八歳 群ようこ〔著〕 角川春樹事務所 22 (１１ 小説)

15027 ぢぞうはみんな知っている 群ようこ著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15028 二人の彼 群ようこ著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

15029 ヤマダ一家の辛抱 上 群 ようこ／著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15030 ヤマダ一家の辛抱 下 群 ようこ／著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15031 飢え 群 ようこ／著 角川書店 19 (８ 美術 芸術)

15032 一葉の口紅曙のリボン 群 ようこ／著 筑摩書房 22 (１１ 小説)

15033 解体新書（たあへるあなとみあ） 群ようこ対談集 群 ようこ／ほか著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15034 トラブルクッキング 群 ようこ／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15035 またたび回覧板 群 ようこ／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15036 無印おまじない物語 群 ようこ／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15037 しげちゃん 室井滋作 長谷川義史絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15038 ふぐママ 室井滋著 講談社 22 (１１ 小説)



15039 ドラゴンフライ 室井佑月著 集英社 22 (１１ 小説)

15040 ピアニストへの道 新装版 もういちど読みたい 室井 摩耶子／著 音楽之友社 19 (８ 美術 芸術)

15041 日本文学全集 １６ 室生 犀星 新潮社 24 (１３ 全集)

15042 日本文学全集 第33巻 室生犀星集 室生犀星 集英社 24 (１３ 全集)

15043 少年少女日本文学館９ 幼年時代・風立ちぬ 室生犀星  佐藤春夫  堀辰雄 講談社 25 (１４ 児童書)

15044 日本文学全集 ３０ 室生犀星・外村繁 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15045 昭和文学全集 第６巻 室生犀星、中野重治、堀辰雄、佐多稲子 小学館 24 (１３ 全集)

15046 学研まんが 日本の歴史 ９ 江戸幕府ひらく ムロタニ ツネ象／著 樋口 清之／監修 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15047 学研まんが 日本の歴史 ８ 天下の統一 ムロタニ ツネ象／著 樋口 清之／監修 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15048 学研まんが 日本の歴史 ７ 南北朝の争い ムロタニ ツネ象／著 樋口 清之／監修 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15049
学研まんが世界の歴史 １ 古代文明のおこりとピラミッド
にねむる王たち

ムロタニツネ象案・構成・まんが 長澤和俊監
修

学研教育出版  学研マーケティング（発売）
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15050 学研まんが世界の歴史 ２ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15051 学研まんが世界の歴史 ３ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15052 学研まんが世界の歴史 ４ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15053 学研まんが世界の歴史 ５ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15054 学研まんが世界の歴史 ６ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15055 学研まんが世界の歴史 ７ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15056 学研まんが世界の歴史 ８ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15057 学研まんが世界の歴史 ９ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15058 学研まんが世界の歴史 １０ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



15059 学研まんが世界の歴史 １１ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15060 学研まんが世界の歴史 １２ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15061 学研まんが世界の歴史 １３ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15062 学研まんが世界の歴史 １４ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15063 学研まんが世界の歴史 １５ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15064 学研まんが世界の歴史 １ ムロタニ ツネ象／案・構成 ... 学研

15065 鉢花・草花 ２１７のトラブル解決法 園芸Ｑ＆Ａ 室谷 優二／著 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

15066
室伏重信の楽しい陸上競技 ジュニア・スポーツ・セレク
ション １１

室伏 重信／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15067
おじいちゃんへのプレゼント 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

ニコラ・ムーン／ぶん アレックス・アイリフ
／え その ひかる／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

15068 教科書に書かれなかった戦争/ビルマ戦線 Ｐａｒ ... 文玉珠/語り 梨の木舎 12 (１ 郷土資料)

15069 きょうはさいこう！ おはなしカーニバル １４
ワジーラ・メアフェルト／作・絵 野坂 悦子／
訳

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15070 奴隷と奴隷商人 「知の再発見」双書 ２３ ジャン・メイエール／著 国領 苑子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

15071 南十字星の息子 冥王 まさ子／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15072 わたしの犬、ラッキー
ダイアン・メイコック／作 佐藤 真紀子／画
若林 千鶴／訳

あすなろ書房
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15073 クイズ似て非なることば ２ Ｑ＆Ａ 明治書院／編著 明治書院第三編集部／編著 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

15074 みなさんも文学通 １ 通勤読書 明治書院／編 明治書院企画編集部／編 明治書院 19 (８ 美術 芸術)

15075 みなさんも文学通 ２ 通勤読書 明治書院／編 明治書院企画編集部／編 明治書院 19 (８ 美術 芸術)

15076 みなさんも文学通 ３ 通勤読書 明治書院／編 明治書院企画編集部／編 明治書院 19 (８ 美術 芸術)

15077 まいごになったねこのタビー Ｃ．ロジャー・メイダー作・絵 齋藤絵里子訳 徳間書店

15078
ふしぎいっぱい動物の赤ちゃん Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌ
ｄｓ ２２

クリストファー・メイナード／文 徳永 優子／
訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



15079 夏至祭の女王 ウィリアム・メイン／作 森丘 道／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15080 青い鳥 世界の名作 １
メーテルリンク原作 高田敏子文 いわさきちひ
ろ絵

世界文化社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15081 唐詩選 新書漢文大系 ６ 目加田 誠／訳著 渡部 英喜／編 明治書院
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15082 地雷なき地球へ 夢を現実にした人びと 目加田 説子／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

15083
日本全国鉄道めいろ １ 地図をおぼえよう！  名所めぐり
編

恵知仁作 汐文社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15084
日本全国鉄道めいろ ２ 地図をおぼえよう！  名物めぐり
編

恵知仁作 汐文社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15085 日本全国鉄道めいろ ３ 地図をおぼえよう！  日本一周編 恵知仁作 汐文社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15086 よくわかる 初心者のためのＥｘｃｅｌ２０１０ 目黒正俊 ＦＯＭ出版 17 (６ 総記 社会科学)

15087 リスとお月さま
ゼバスティアン・メッシェンモーザー作 松永
美穂訳

コンセル 63 (２５ 絵本 南)

15088 こいぬのジョリーとあそぼうよ
ダーリ・メッツガー文 マーガレット・シュト
ループ絵 斎藤尚子訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

15089
１９４６－１９９９売れたものアルバム Ｐｌａｙｂａｃ
ｋ ｍｅｍｏｒｉｅｓ

Ｍｅｄｉａ Ｖｉｅｗ編著 東京書籍
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15090 コブタカタブラ まほうのじゅもん
スーザン・メドー／さく・え 東 春見／やく
ひがし はるみ／やく

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

15091 群蝶の木 目取真俊著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

15092 清涼飲料上手な飲み方選び方 食べもの文化編集部編 芽ばえ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15093 魚大好き！子どもに人気の魚料理 食べもの文化編集部編 芽ばえ社 19 (８ 美術 芸術)

15094 子どもの好きなおやつ・お菓子大事典 食べもの文化編集部編 芽ばえ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15095 奇跡 ノーマン・メイラー／著 斉藤 健一／訳 角川春樹事務所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15096
ビーナスの殺人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ９ フラ
ン ス編

メリメ／ほか原作 榊原 晃三／訳・文 小沢 一
雄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15097 妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング／作 井辻 朱美／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15098
国際平和をめざして国際連合 調べてみよう世界のために
働く国際機関

リンダ・メルバーン著 ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



15099 世界文学全集 ２４ メルヴィル 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15100 河出世界文学全集 ７ 白鯨 メルヴィル 河出書房新社 24 (１３ 全集)

15101 ぼくが のらねこ やめた わけ 学研ワールド絵本７
メルセ・Ｃ・ゴンザレス／作 アグスティ・
Ａ・サウリ／絵 山脇 恭／文

学研 63 (２５ 絵本 南)

15102
イタリアのすっごくおしゃれ！ ミラノ発〈最新おしゃれ
術〉

タカコ・半沢・メロジー／著 ベネッセコーポレーション
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15103 奇蹟の都市 文学の冒険 エドゥアルド・メンドサ／著 鼓 直／ほか訳 国書刊行会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15104 中国ハンドブック 莫 邦富／著 三省堂 13 (２ 県一般書)

15105 古代ギリシア 地図で読む世界の歴史
ロバート・モアコット／著 青木 桃子／訳 牧
人舎／訳

河出書房新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15106
ローマ・永遠の都 一千年の発掘物語 「知の再発見」双書
２５

クロード・モアッティ／著 松田 廸子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

15107 酒国 特捜検事丁鈎児の冒険 莫言／著 藤井 省三／訳 岩波書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15108 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子作 土田義晴絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15109 つるばら村の家具屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子作 柿田ゆかり絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15110 うさぎのセーター わくわく幼年どうわ ８ 茂市久美子作 新野めぐみ絵 あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15111
アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブ
ラリー ５

茂市久美子作 黒井健絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15112 ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市久美子作 菊池恭子絵 講談社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15113 こもれび村のあんぺい先生 ジョイ・ストリート 茂市 久美子／著 こみね ゆら／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15114 風の誘い 茂市 久美子／文 こみね ゆら／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15115 かたくりのワンピース 絵童話・しぜんのいのち ８ 茂市 久美子／文 味戸 ケイコ／絵 小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15116 にこりん村のふしぎな郵便 童話のすけっちぶっく １３
茂市 久美子／作 浜田 洋子／絵 はまだ よう
こ／絵

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15117 たいこのひびきは森のうた スピカの創作童話 茂市 久美子／作 土田 義晴／絵 教育画劇
31 (２０ 読み物 高学
年)

15118 ひみつのやどのおきゃくさま スピカの創作童話 茂市 久美子／作 土田 義晴／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)



15119 空とぶでまえおとどけします あかねおはなし図書館 ２６ 茂市 久美子／作 土田 義晴／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

15120
おちばおちばとんでいけ “まほうの風”幼年どうわシ
リーズ ８

茂市 久美子／作 山中 冬児／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15121 魚たちのふしぎな世界 モイヤーさんと海のなかまたち ジャック・Ｔ．モイヤー著 〔大岳知子訳〕 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15122 ドラえもんと毛利さんの宇宙スクール 毛利 衛 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15123 週末・みんなで料理！ 毛利 敬子／著 フジモト マサル／絵 晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15124 大和の古寺/中宮寺・法輪寺・法起寺 １ 毛利久・入江泰吉・渡辺義雄 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

15125 巨石文化の謎 「知の再発見」双書 ９１
ジャン‐ピエール・モエン著 蔵持不三也監修
後藤淳一訳 南条郁子訳

創元社 24 (１３ 全集)

15126 マヌエルとディーディいっしょがいちばん！ エルヴィン・モーザー作・絵 高橋洋子訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

15127 マヌエルとディーディいいことみつけた！ エルヴィン・モーザー作・絵 高橋洋子訳 小学館 63 (２５ 絵本 南)

15128
ケーキだいすき！ しりたい！たべたい！つくりたい！お
いしいたべものえほん

ブライアン・モーセズ作 マイク・ゴードン絵
あさのめぐみ訳

教育画劇 63 (２５ 絵本 南)

15129
アイスクリームだいすき！ しりたい！たべたい！つくり
たい！おいしいたべものえほん

ブライアン・モーセズ作 マイク・ゴードン絵
すじゃくちほこ訳

教育画劇 63 (２５ 絵本 南)

15130 モーツァルトはおことわり
マイケル・モーパーゴ／作 マイケル・フォア
マン／絵 さくま ゆみこ／訳

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15131 忘れないよリトル・ジョッシュ 文研じゅべにーる
マイケル・モーパーゴ／作 牧野 鈴子／絵 渋
谷 弘子／訳

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15132 兵士ピースフル マイケル・モーパーゴ／著 佐藤 見果夢／訳 評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15133
よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部
屋

マイケル・モーパーゴ作 佐藤見果夢訳 クリス
チャン・バーミンガム絵

評論社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15134 雨・赤毛 新潮文庫 モーム 中野 好夫 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15135 世界文学全集 ５３ モーム・フォースター 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15136 子いぬの かいかた しってるかい？
モーリス・センダック、マシュー・マーゴーリ
ス／作 モーリス・センダック／絵 山下 明生
／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

15137 山のかぼちゃ運動会 緑の文学館 ２ 最上一平作 渡辺有一絵 新日本出版社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15138 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 ２・４ 最上一平さく 石倉欣二え 新日本出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)



15139 空を走る電車 スピカの創作童話 最上 一平／作 福田 岩緒／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

15140 あな 絵とおはなしシリーズ ２ 最上 一平／さく 福田 岩緒／え 新日本出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15141 広野の馬 新日本ジュニア文学館 ４ 最上 一平／作 高田 三郎／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15142 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 ６ 最上 二郎／作 宮本 忠夫／絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15143 進化の傷あと 身体が語る人類の起源 エレイン・モーガン／著 望月 弘子／訳 どうぶつ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15144
プロフェッショナル仕事の流儀 １０ 編集者石原正康 コ
ンビニエンスストアチェーン経営者新浪剛史 玩具企画開
発横井昭裕

茂木健一郎編 ＮＨＫ「プロフェッショナル」
制作班編

日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

15145
夢をかなえるエンジニア お父さんの技術が日本を作った
３

茂木 宏子／著 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15146 水族館ガール ３ 実業之日本社文庫  も４－３ 木宮条太郎著 実業之日本社

15147 水族館ガール ２ 実業之日本社文庫  も４－２ 木宮条太郎著 実業之日本社

15148 水族館ガール 〔１〕 実業之日本社文庫  も４－１ 木宮条太郎著 実業之日本社

15149 まよなかのぼうけん いたずらフィリップ りとる ９ エルヴィン・モーザー／作・絵 那須田 淳／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15150
ジェンダー・開発・ＮＧＯ 私たち自身のエンパワーメン
ト

キャロライン・モーザ／著 久保田 賢一／訳
久保田 真弓／訳

新評論 17 (６ 総記 社会科学)

15151 トンでもない！ 児童図書館・絵本の部屋
バーバラ・モスマン／え ヴェルナー・フェル
バー／ぶん 那須田 淳／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

15152
お静かに、父が昼寝しております ユダヤの民話 岩波少年
文庫  ２２９

母袋夏生編訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15153 百人一首が面白いほどわかる本 望月光著 中経出版 19 (８ 美術 芸術)

15154 くすりと情報は使いよう 健康とくすりシリーズ 望月真弓著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15155 からくりペープサート シリーズ親と子でつくる ９ 望月 新三郎／著 創和出版 19 (８ 美術 芸術)

15156 集中力養成法 実力が伸びる人・伸びない人 望月 享子／著 ライオン社 17 (６ 総記 社会科学)

15157 てんぐの弟子入り 望月 花江／作 狩野 富貴子／絵 ひくまの出版
30 (１９ 読み物 中学
年)

15158
トンボの国をまもる 桶ヶ谷沼の人びと いきいき人間ノン
フィクション １

望月 正子／作 坂田 和之／絵 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



15159 のってみよう！蒸気機関車 のりものえほん 持田昭俊ぶん・しゃしん 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15160 語りによる日本の民話 ３/群馬 上州 新治の民話 持谷靖子/編著者 国土社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15161 よくわかる！ 介護保険 徹底活用法（改訂新版） 望月幸代 高橋書店 17 (６ 総記 社会科学)

15162 凧 茂出木雅章文 日本の凧の会監修 文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15163 いいこってどんなこ？
ジーン・モデシット／文 ロビン・スポワート
／絵 もき かずこ／訳

冨山房 63 (２５ 絵本 南)

15164 ふしぎいっぱい昆虫 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ １
ローレンス・マウンド／文 フランク・グリー
ナウェイ／写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15165 中高年のこころの健康学 本明寛著 金子書房 17 (６ 総記 社会科学)

15166 高浜虚子 蝸牛俳句文庫 ２２ 本井 英／編著 蝸牛社 19 (８ 美術 芸術)

15167 水辺の通り魔 本岡 類／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15168 窒息地帯 本岡 類／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15169 サンゴしょうの海 たくさんのふしぎ傑作集 本川 達雄／文 松岡 達英／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15170 ストロベリーショート ダ・ヴィンチブックス 素樹文生著 長崎訓子イラスト メディアファクトリー 22 (１１ 小説)

15171 よみがえれ、えりもの森 本木洋子文 高田三郎絵 新日本出版社 61 (２３ 絵本 北)

15172 ふってきました 講談社の創作絵本 もとした いづみ／文 石井 聖岳／絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

15173 ぶす 講談社の創作絵本  狂言えほん もとしたいづみ文 ささめやゆき絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

15174 ころころころ 元永 定正 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15175 がちゃがちゃどんどん 幼児絵本シリーズ 元永 定正／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15176 おおきいちいさい 0.1.2.えほん 元永定正 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15177 焚火料理大全 本山 賢司／著 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

15178 白い月を抱いた熊 本山 賢司／著 中央公論社 22 (１１ 小説)



15179 仮想から現実へ コンピュータ時代における良心の確立 本山 博／著 宗教心理出版 17 (６ 総記 社会科学)

15180 夜歩く手 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ７ フラン ス編
モーパッサン／原作 榊原 晃三／訳・文 小沢
一雄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15181 介護入門 モブ・ノリオ著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15182 おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ／作 末松 氷海子／訳 偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15183 歌舞伎 知識図絵日本の伝統 籾山 千代／作絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15184 能 知識図絵日本の伝統 籾山 千代／作絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15185 相撲 知識図絵日本の伝統 籾山 千代／作絵 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15186 のりものいっぱい えほん・ドリームランド ２４ 籾山 千代／作・絵 もみやま ちよ／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

15187 世界１００物語 ３ サマセット・モーム／編 河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

15188 韓国が死んでも日本に追いつけない１８の理由 百瀬 格／著 金 重明／訳 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

15189 恋人襲撃 桃谷方子著 講談社 22 (１１ 小説)

15190 百合祭 桃谷方子著 講談社 22 (１１ 小説)

15191 おりがみ日本むかしばなし 新・おりがみランド 桃谷好英著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15192 おりがみ遊園地 おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15193 折り紙手品 おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15194 魚のおりがみ おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15195 建てものおりがみ おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15196 動物おりがみ おりがみランド 桃谷 好英／著 桃谷 英樹／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15197 虫のおりがみ おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15198 花のおりがみ おりがみランド 桃谷 好英／著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



15199
みどりのほし やさいのおうこく・ベジたべるものがたり
地球環境を大事にする絵本

もり けん／作 あおやま みなみ／絵 劇団すぎのこ 61 (２３ 絵本 北)

15200 ちいさな きいろいかさ きんのほしストーリー絵本 ３ 森 比左志／作 西巻 茅子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15201 みずいろのながぐつ 金の星社の創作えほん 森 比左志／作 西巻 茅子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15202 ファーブルが観た夢 地球生命の不思議な迷宮 森昭彦著 ソフトバンククリエイティブ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15203 屋久島ジュウソウ 森絵都著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15204
羽生善治の強襲の一手１００ 新人王戦から名人戦・竜王
戦勝利へ 七大タイトル戦勝局集 １

森鶏二著 羽生善治監修 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

15205
羽生善治の入魂の一手１００ 前人未到の七冠獲得へ 七大
タイトル戦勝局集 ２

森鶏二著 羽生善治監修 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

15206 天才とはなにか？ チャートＢＯＯＫＳ 森健著 数研出版 17 (６ 総記 社会科学)

15207 こころの旅立ち 森省二著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15208 東大が倒産する日 森毅著 豊田充聞き手 旺文社 17 (６ 総記 社会科学)

15209
息子、娘に頼らず老後を楽しく生きる法 子どもに負担を
かけないあてにしない暮らし方

森毅監修 中経出版 17 (６ 総記 社会科学)

15210 ばぁばに教わる役立つ家事の知恵３１１
森南海子監修 阿部絢子監修 佐橋慶女監修 吉
沢久子監修

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15211 サイタ×サイタ 講談社ノベルス  モＦ－５０ 森博嗣著 講談社 33 (２２ 文庫本)

15212 イナイ×イナイ 講談社文庫  も２８－４６ 森博嗣〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

15213 キラレ×キラレ 講談社文庫  も２８－４９ 森博嗣〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

15214 タカイ×タカイ 講談社文庫  も２８－５３ 森博嗣〔著〕 講談社 33 (２２ 文庫本)

15215 恋恋蓮歩の演習 豪華絢爛森ミステリィ 講談社ノベルス 森博嗣著 講談社 20 (９ 小説)

15216
すべてがＥになる Ｉ ｓａｙ ｅｓｓａｙ ｅｖｅｒｙｄａ
ｙ

森博嗣著 幻冬舎
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15217 化粧坂 森真沙子著 角川書店 22 (１１ 小説)

15218 万葉集 新潮古典文学アルバム ２ 森 淳司／編集・執筆 俵 万智／エッセイ 新潮社 19 (８ 美術 芸術)



15219 流れ星におねがい 童心社のジョイブックス 森 絵都／文 和歌山 静子／絵 童心社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15220 日本文学全集 ３ 森 鴎外 新潮社 24 (１３ 全集)

15221 オオムラサキ 科学のアルバム ７８ 森 一彦／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15222
「白村江」以後 国家危機と東アジア外交 講談社選書メチ
エ １３２

森 公章／著 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15223 日本十進分類法 本表編 新訂９版 もり きよし／原編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

15224 日本十進分類法 一般補 ... 新訂９版 もり きよし／原編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

15225 天皇陵古墳 森 浩一／編 大巧社

15226 哲学辞典 新装版 森 宏一／編集 青木書店 5 (学習室)

15227 考古学と古代日本 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15228 図説日本の古代 １ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15229 図説日本の古代 ２ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15230 図説日本の古代 ３ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15231 図説日本の古代 ４ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15232 図説日本の古代 ５ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15233 図説日本の古代 ６ 森 浩一／著 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15234 騎馬民族の道はるか 考古紀行 高句麗古墳がいま語るもの
森 浩一／著 日本放送協会／著 ＮＨＫ取材班
／著

日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15235 八月の獲物 森 純／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15236 丙午の女 森省三 文溪堂 22 (１１ 小説)

15237
「障害者」と街で出会ったら 通りすがりの介助術 プロブ
レムＱ＆Ａ １５

もり すぐる／著 緑風出版 17 (６ 総記 社会科学)

15238
大人の恋の心理学 ほんものの「愛と幸せ」を見つけるた
めに

森 省二／著 同文書院 17 (６ 総記 社会科学)



15239 別れ上手は出会い上手 森 省二／著 実業之日本社 17 (６ 総記 社会科学)

15240 電脳は自由をめざす 森 毅／著 読売新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15241 はてなし世界の入口 たくさんのふしぎ傑作集 森 毅／文 木幡 寛／文 タイガー立石／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15242 分類ごっこ たくさんのふしぎ傑作集 森 毅／文 村井 宗二／絵 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15243 土の笛 ＰＨＰ創作シリーズ 森 はな／作 森 俊樹／補筆 梶山 俊夫／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

15244 東京怪奇地図 森 真沙子／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15245 北斎あやし絵帖 森 雅裕／著 集英社 22 (１１ 小説)

15246 自由なれど孤独に 森 雅裕／著 講談社 22 (１１ 小説)

15247 会津斬鉄風 森 雅裕／著 集英社 22 (１１ 小説)

15248 鉄の花を挿す者 森 雅裕／著 講談社 22 (１１ 小説)

15249 深夜快読 森 まゆみ／著 筑摩書房 17 (６ 総記 社会科学)

15250 血税空港 本日も遠く高く不便な空の便 森 功 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

15251 日本将棋用語事典
森内俊之〔ほか〕編集委員 原田泰夫監修 荒木
一郎プロデュース

東京堂出版 5 (学習室)

15252 午後の坂道 森内 俊雄／著 講談社 22 (１１ 小説)

15253 放射線ものがたり ポピュラーサイエンス 森内 和之／著 裳華房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15254 世界文学全集 ６７ 世界戯曲集
モリエール・イプセン・ピランデルロ・プレヒ
ト等

筑摩書房 24 (１３ 全集)

15255 カレーライスがやってきた たくさんのふしぎ傑作集 森枝 卓士／文・写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15256 日本文学全集 ４ 森鴎外 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15257 日本文学全集 第4巻 森鴎外 一集 森鴎外 集英社 24 (１３ 全集)

15258 日本文学全集 第５巻 森鴎外 二集 森鴎外 集英社 24 (１３ 全集)



15259 ちくま日本文学全集 ０２５ 森鷗外 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15260 新潮日本文学 １ 森鴎外集 新潮社 24 (１３ 全集)

15261
日本人の名字なるほど・オモシロ事典 知っていそうで知
らない

森岡 浩／著 日本実業出版社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15262 単位は語る 科学のツボ 森川鉄朗著 技報堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15263 知らないと話にならない大雑学百科 森川洋昭著 博学こだわり倶楽部著 河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

15264 おひとり奈良の旅 もりきあや 株式会社光文社 33 (２２ 文庫本)

15265 オゾン層は守れるか 中学生からの自然と環境シリーズ ５ 盛口襄著 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15266 古墳-石と土の造形- 森浩一 保育社 16 (５ 宗教 歴史)

15267 東アジアと日本海文化 シンポジウム 森 浩一 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

15268 日本の古代  列島の地域文化 ２ 森浩一 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15269
日本民俗文化大系 第十三巻 技術と民俗（上巻）＝海と山
の生活技術誌＝

森浩一/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15270
日本民俗文化大系 第十四巻 技術と民俗（下巻） ＝都
市・町・村の生活技術誌＝

森浩一/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15271
日本民俗文化大系 第三巻 稲と鉄＝さまざまな王権の基盤
＝

森浩一/著者代表 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15272 いのち、響きあう 森崎 和江／著 藤原書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15273 世界の国旗 新訂 森重 民造／著 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15274 青春の地はるか 五十年目の旧満州への旅 森繁 久弥／著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15275 日本列島のおいたち ＮＨＫブックスジュニア２７ 森下晶 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15276 「希望」という名の船にのって 森下 一仁／著 きたむら さとし／画 ゴブリン書房
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15277 初段に勝つ矢倉戦法 将棋必勝シリーズ 森下卓著 創元社 19 (８ 美術 芸術)

15278 三人組、ふしぎの旅へ！ 草炎社新ともだち文庫 １７ 森下真理作 渡辺あきお絵 草炎社
31 (２０ 読み物 高学
年)



15279
失われたへそ大陸 ひげじいさんが語る 新しいこどもの文
学

森下 研／作 山下 勇三／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

15280
大うずまきの秘密 ひげじいさんが語る 新しいこどもの文
学

森下 研／作 山下 勇三／絵 小峰書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

15281 Life Crayon 夢をかなえる家づくり 森下右子 らいふくれよん
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15282 犯人（ホシ）に願いを 悪刑事 森巣博著 徳間書店 22 (１１ 小説)

15283
森末慎二の楽しい体操 ジュニア・スポーツ・セレクショ
ン ８

森末 慎二／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15284 少年たちの迷宮 裁かれた十歳の殺人者たち ブレイク・モリソン／著 安藤 由紀子／訳 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15285 るーぱくんのおべんとう 心の絵本 森田 かず／作 アスラン書房 62 (２４ 絵本 西)

15286 ひつじとオオカミ もりたけんいち著 風乃絵 新風舎
31 (２０ 読み物 高学
年)

15287
ドイツ式シンプルに生活する収納・整理・そうじ術 家の
中の「捨てる」技術

森田博子著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

15288
天気の不思議 天気のいろいろな「ナゼ」がわかる 子供の
科学★サイエンスブックス

森田正光著 誠文堂新光社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15289
謎解きファイルズ 〔１〕 少女ルパンＶＳ少年ホームズ
少年探偵空野光太の推理修行

森田彩莉作 五臓六腑絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15290 ドメスティック・バイオレンス 愛が暴力に変わるとき 森田ゆり著 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

15291 ニャンコの手相 ２９９ぷにゅぷにゅ 森田米雄著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

15292 おいしい水 盛田隆二著 光文社 22 (１１ 小説)

15293 町医者のうでまくり 森田 功／著 毎日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15294 邪馬台国とヤマト政権 教養の日本史 森田 悌／著 東京堂出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15295 会計学辞典 第2 版 森田 哲弥／編著 宮本 匡章／編著 中央経済社 5 (学習室)

15296 力人 雷電為右衛門 新潮書下ろし時代小説 もりた なるお／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15297 雪辱 もりた なるお／著 講談社 22 (１１ 小説)

15298
山の常識・非常識 山のマナーブック Ｙａｍａ ｂｏｏｋ
ｓ ３４

森田 秀巳／文 松倉 一夫／文 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)



15299 森田実の政界大変 自社連立政権の暗部を衝く 森田 実／著 徳間書店 17 (６ 総記 社会科学)

15300 情報力をつける 知のノウハウ 森谷 正規／著 日本経済社 17 (６ 総記 社会科学)

15301 江戸時代図誌 第8巻 奥州道 二 森谷尅久/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15302 戦えパルク！愛あるかぎり 森民 雄 東洋出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15303 月にとんだ猫 森津 和嘉子／作・絵 文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

15304 スタミナアップのトレーニングと食事がわかる！ 森永スポーツ＆フィットネス ... 森永製菓株式会社健康事業部 19 (８ 美術 芸術)

15305 スピード強化のトレーニングと食事がわかる！ 森永スポーツ＆フィットネス ... 森永製菓株式会社健康事業部 19 (８ 美術 芸術)

15306
スポーツとフィットネスのためのビタミン・ミネラルがわ
かる！ ウイダー・ニュートリション・シリーズ

森永スポーツ＆フィットネス ... 森永製菓株式会社健康事業部 19 (８ 美術 芸術)

15307 子育てのこころ 新版 盛永 宗興／著 春秋社 16 (５ 宗教 歴史)

15308 肝臓病の食事 ② ＮＨＫきょうの料理 森野 真由美／著 椎貝 達夫／監修 ＮＨＫ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15309 肝臓病の食事 ⑥ ＮＨＫきょうの料理 森野 真由美／著 石井 裕正／監修 ＮＨＫ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15310
日々の汁もの。 定番の一品から、郷土料理まで ＭＡＲＢ
ＬＥ ＢＯＯＫＳ ｄａｉｌｙ ｍａｄｅ

森野真由美著 マーブルトロン
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15311 ディズニー名作アルバム 第９集 森はるな 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15312
ディズニー名作アルバム 第３集 講談社のディズニーゴー
ルド絵本

森はるな/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15313
ディズニー名作アルバム 第１集 講談社のディズニーゴー
ルド絵本

森はるな/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15314 やっぱりこうらはかめのもの たんぽぽえほんシリーズ 森町 長子／作・絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

15315 夜行 森見登美彦著 小学館

15316 有頂天家族 〔２〕 二代目の帰朝 森見登美彦著 幻冬舎

15317 聖なる怠け者の冒険 森見登美彦著 朝日新聞出版 22 (１１ 小説)

15318 人類の知的遺産 ５ 老子・荘子 森 三樹三郎 講談社 24 (１３ 全集)



15319
アカネちゃんのボーイフレンドのつかまえか た 童話のす
けっちぶっく ６

森峰 あきら／作 村井 香葉／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15320
いまでも天国にいちばん近い島 物語と写真で甦るニュー
カレドニア心の旅

森村桂文 後藤鉄郎写真 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15321 喪失 森村誠一著 徳間書店 22 (１１ 小説)

15322 正義の証明 上 森村誠一著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15323 正義の証明 下 森村誠一著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15324 純白の証明 森村誠一著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

15325 人間の天敵 森村誠一著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15326 悪の条件 牛尾刑事・事件簿 森村誠一著 双葉社 22 (１１ 小説)

15327 結婚の条件 森村誠一著 角川書店 22 (１１ 小説)

15328 価値ある生き方のヒント 森村誠一著 堀田力著 ＰＨＰ研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15329 炎の条件 Ｓｈｏｇａｋｕｋａｎ ｍｙｓｔｅｒｙ 森村誠一著 小学館 22 (１１ 小説)

15330 棟居刑事の東京夜会 森村誠一著 双葉社 22 (１１ 小説)

15331 人間の条件 上 森村誠一著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15332 人間の条件 下 森村誠一著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15333 タクシー 森村誠一著 角川書店 22 (１１ 小説)

15334 棟居刑事の東京蛮族 森村誠一著 双葉社 22 (１１ 小説)

15335 魔痕 森村誠一著 徳間書店 22 (１１ 小説)

15336 死神の町 刺客請負人 森村誠一著 新潮社 22 (１１ 小説)

15337 犯罪同盟 森村誠一著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

15338 海の斜光 推理傑作集 カッパ・ノベルス 森村誠一著 光文社 20 (９ 小説)



15339 マリッジ 森村誠一著 角川書店 22 (１１ 小説)

15340 名誉の条件 カッパ・ノベルス 森村誠一著 光文社 20 (９ 小説)

15341 マーダー・リング 森村誠一著 講談社 22 (１１ 小説)

15342 霧笛の余韻 牛尾刑事・事件簿 森村誠一著 双葉社 22 (１１ 小説)

15343 レッドライト 森村誠一著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

15344 破婚の条件 Ｇｅｎｔｏｓｈａ ｎｏｖｅｌｓ 森村誠一著 幻冬舎 20 (９ 小説)

15345 棟居刑事の「人間の海」 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 森村誠一著 実業之日本社 20 (９ 小説)

15346 砂漠の駅（ステーション） 森村誠一著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

15347 棟居刑事の凶縁 森村 誠一／著 双葉社 22 (１１ 小説)

15348 完全犯罪のエチュード 森村 誠一／著 講談社 22 (１１ 小説)

15349 窓 森村 誠一／著 集英社 22 (１１ 小説)

15350 棟居刑事の複合遺恨 森村 誠一／著 双葉社 22 (１１ 小説)

15351 壁の目 森村 誠一／著 祥伝社 22 (１１ 小説)

15352 平家物語 １ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15353 平家物語 ２ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15354 平家物語 ３ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15355 平家物語 ６ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15356 悪夢の使者 非道人別帳 ４ 森村 誠一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15357 殺人の人脈 森村 誠一／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

15358 邪恋寺 非道人別帳 ３ 森村 誠一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



15359 平家物語 ４ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15360 平家物語 ５ 森村 誠一／著 小学館 22 (１１ 小説)

15361 棟居刑事の殺人交差路 森村 誠一／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

15362 棟居刑事のラブアフェア 森村 誠一／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15363 夢の原色 森村 誠一／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15364 星の町 森村 誠一／著 講談社 22 (１１ 小説)

15365 殺人のスポットライト 森村 誠一／著 講談社 22 (１１ 小説)

15366 毒の鎖 非道人別帳 ２ 森村 誠一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15367
風雲の志 幕末小説集 時代小説ベスト・セレクション １
０

森村 誠一／ほか著 講談社 21 (１０ 小説)

15368 陋巷の狗 森村 南／著 集英社 22 (１１ 小説)

15369 悪道 森村誠一 講談社 22 (１１ 小説)

15370 青春の源流 （二） 激流編 森村誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15371 青春の源流（一） 源流編 森村誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15372 青春の源流（三） 本流編 森村誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15373 青春の源流（四） 溯行編 森村誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15374 破婚の条件 森村 誠一 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15375 鈴蘭の死臭 森村誠一 短篇推理選集 ⑦ 森村誠一 講談社 22 (１１ 小説)

15376 黒の事件簿 サラリーマン・ブラック帳 森村 誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15377 恐怖の骨格 講談社文庫 森村 誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15378 夜の虹 講談社文庫 森村 誠一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



15379 完全犯罪の使者 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15380 ガラスの密室 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15381 誇りある被害者 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15382 街 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15383 悪夢の設計者 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15384 黒い墜落機 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15385 黒魔術の女 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15386 死都物語 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15387 死道標 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15388 指名手配 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15389 新幹線殺人事件 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15390 青春の証明 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15391 超高層ホテル殺人事件 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15392 花の骸 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15393 野性の証明 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15394 雪の蛍 カッパ・ノベルス 森村誠一 光文社 20 (９ 小説)

15395 おなかの赤ちゃんとのおしゃべりＢＯＯＫ 森本義晴著 ＰＨＰ研究所 19 (８ 美術 芸術)

15396 わたしのヒロシマ 森本 順子／作・絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15397 手話で歌の心を表現しよう 森本 行雄／編著 音楽之友社 17 (６ 総記 社会科学)

15398 ハンバ－ガのひみつ 学研まんがでわかるシリ－ズ １ もりもとなつき 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



15399 七姫幻想 森谷明子著 双葉社 22 (１１ 小説)

15400
たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 どきどきしぜ
ん

森谷 憲／ぶん 寺島 竜一／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15401 イネの一生 科学のアルバム ２６ 守矢 登／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15402 サクラの一年 科学のアルバム ３８ 守矢 登／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15403 水草のひみつ 科学のアルバム ８４ 守矢 登／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15404 中国名言の人間学 先人に学ぶ人生の知恵 守屋 洋／著 日本経済新聞社 19 (８ 美術 芸術)

15405 中世芸能の幻像 守屋 毅 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

15406 おべんともって 森山 京／文 片山 健／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

15407 ともだちほしい ママとパパとわたしの本 ８ 森山 京／作 江川 智穂／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15408
自然の中の人間シリーズ 農業と人間編 ５ 生きものたち
の楽園

守山弘著 農林水産省農林水産技術会議事務局
監修 西尾敏彦編

農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15409 髑髏は長い河を下る 新潮ミステリー倶楽部 森山 清隆／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15410 回遊魚の夜 森山 清隆／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15411
墓を生きる人々 マダガスカル，シハナカにおける社会的
実践

森山 工／著 東京大学出版会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15412 つりばしゆらゆら あかね幼年どうわ ３８
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15413
あやとりひめ 五色の糸の物語 おはなしランドくじらの部
屋 ６

森山 京／作 飯野 和好／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15414 しゃしんかんのメリークリスマス りとる ２３ 森山 京／作 林 静一／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15415 おとうとねずみチロのはなし 森山 京／作 門田 律子／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15416 おてがみもらったおへんじかいた おはなしフェスタ ６ 森山 京／作 広瀬 弦／絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

15417 ねこのしゃしんかん りとる ２１ 森山 京／作 林 静一／絵 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15418 まねやのオイラ旅ねこ道中 わくわくライブラリー 森山 京／著 小田桐 昭／絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



15419 おばあさんのメリークリスマス そよかぜ絵本シリーズ １
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

国土社 63 (２５ 絵本 南)

15420 あきらくんかおるちゃん 新あかね幼年どうわ ４
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15421 おはなしぽっちり １
森山 京／さく 豊田 一彦／え もりやま みや
こ／さく

小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15422 おはなしぽっちり ３
森山 京／さく とよた かずひこ／え もりやま
みやこ／さく

小峰書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15423 くまさんのあかいくるま おはなしカーニバル １
森山 京／さく いけずみ ひろこ／え もりやま
みやこ／さく

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15424 こぶたブンタのシンデレラ どうわがいっぱい １４ 森山 京／作 新野 めぐみ／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15425 こぶたブンタのチョコレート どうわがいっぱい ６ 森山 京／作 新野 めぐみ／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15426 こぶたブンタのネコフンジャッタ どうわがいっぱい ２１ 森山 京／作 新野 めぐみ／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15427 さちこちゃんたくやくん 新あかね幼年どうわ ５
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15428 なおとくんはるかちゃん 新あかね幼年どうわ ６
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15429 まりこちゃんやすきくん 新あかね幼年どうわ ７
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15430 らいたくんわかばちゃん 新あかね幼年どうわ ９
森山 京／作 土田 義晴／絵 もりやま みやこ
／作

あかね書房
30 (１９ 読み物 中学
年)

15431 ながいながいおるすばん ぴかぴか童話 ６ 森山 京／さく 二俣 英五郎／え ポプラ社

15432 日本の名城 古写真大図鑑 講談社+α文庫 森山英一 講談社 13 (２ 県一般書)

15433
介護お助け本 気の持ちようと知恵の使い方のヒントが
いっぱい

森山 喜恵子 三一書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15434 躓きの石 諸井 薫／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

15435 平成版考えるヒント 諸井 薫／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15436 人間における倒産の研究 人生の挫折から何を学ぶか 諸井 薫／編著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

15437 痴呆にきく薬 師岡 孝次／著 日本プランニングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15438 蛍の行方 お鳥見女房 諸田 玲子／著 新潮社 22 (１１ 小説)



15439 破落戸（ごろつき） あくじゃれ瓢六 諸田玲子著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

15440 日月めぐる 諸田玲子著 講談社 22 (１１ 小説)

15441 末世炎上 諸田玲子著 講談社 22 (１１ 小説)

15442 山流し、さればこそ 諸田玲子著 角川書店 22 (１１ 小説)

15443 鷹姫さま お鳥見女房 諸田玲子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15444 紅の袖 諸田玲子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15445 仇花 諸田玲子著 光文社 22 (１１ 小説)

15446 恋ほおずき 諸田玲子著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

15447 犬吉 諸田玲子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15448 其の一日 諸田玲子著 講談社 22 (１１ 小説)

15449 髭麻呂 諸田玲子著 集英社 22 (１１ 小説)

15450 あくじゃれ瓢六 諸田玲子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15451 お鳥見女房 諸田玲子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15452 月を吐く 諸田玲子著 集英社 22 (１１ 小説)

15453 氷葬 諸田玲子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15454 幽恋舟 諸田玲子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15455 まやかし草紙 諸田 玲子／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15456 中国古典名言事典 座右版 諸橋 轍次／著 講談社 5 (学習室)

15457 カラヴァッジォ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 アルフレッド・モワール／著 若桑 みどり／訳 美術出版社 7 (大型本)

15458
きゃああああああああクモだ！ 評論社の児童図書館・絵
本の部屋

リディア・モンクス まつかわまゆみ 評論社 62 (２４ 絵本 西)



15459 赤毛のアン  新装版 講談社青い鳥文庫  ８１－２
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作 村岡花子訳 ＨＡＣＣＡ
Ｎ絵

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15460
アンの愛情 講談社青い鳥文庫  ８１－４  赤毛のアン
３

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作 村岡花子訳 ＨＡＣＣＡ
Ｎ絵

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15461
アンの幸福 講談社青い鳥文庫  ８１－５  赤毛のアン
４

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作 村岡花子訳 ＨＡＣＣＡ
Ｎ絵

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15462
アンの青春 講談社青い鳥文庫  ８１－３  赤毛のアン
２

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作 村岡花子訳 ＨＡＣＣＡ
Ｎ絵

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15463
アンの夢の家 講談社青い鳥文庫  ８１－６  赤毛のアン
５

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作 村岡花子訳 ＨＡＣＣＡ
Ｎ絵

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15464 アボンリーへの道 １ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15465 アボンリーへの道 ２ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15466 アボンリーへの道 ３ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15467 アボンリーへの道 ４ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15468 アボンリーへの道 ５ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15469 アボンリーへの道 ６ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15470 アボンリーへの道 ７ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15471 アボンリーへの道 ８ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15472 アボンリーへの道 ９ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15473 アボンリーへの道 １０ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15474 アボンリーへの道 １１ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15475 アボンリーへの道 １２ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15476 アボンリーへの道 １３ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15477 アボンリーへの道 １４ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15478 アボンリーへの道 １５ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)



15479 アボンリーへの道 １６ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15480 アボンリーへの道 １７ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15481 アボンリーへの道 １８ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15482 アボンリーへの道 １９ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15483 アボンリーへの道 ２０ モンゴメリ／原作 金の星社 25 (１４ 児童書)

15484 赤毛のアン 世界の名作全集 ９
ルーシー・モード・モンゴメ ... 前田 三恵子
／訳

国土社 25 (１４ 児童書)

15485 完訳赤毛のアンシリーズ１ 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15486 完訳赤毛のアンシリーズ１０ アンをめぐる人々 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／作 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15487 完訳赤毛のアンシリーズ２ アンの青春 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15488 完訳赤毛のアンシリーズ３ アンの愛情 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15489 完訳赤毛のアンシリーズ４ アンの幸福 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15490 完訳赤毛のアンシリーズ５ アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15491 完訳赤毛のアンシリーズ６ アンの愛の家庭 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／作 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15492 完訳赤毛のアンシリーズ７ 虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15493 完訳赤毛のアンシリーズ８ アンの娘リラ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／著 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15494 完訳赤毛のアンシリーズ９ アンの友だち Ｌ・Ｍ・モンゴメリー／作 掛川 恭子／訳 講談社 25 (１４ 児童書)

15495
おしえて！もんじゅ君 これだけは知っておこう原発と放
射能

もんじゅ君著 大島堅一監修 左巻健男監修 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15496 世界文学全集 １１ モンテーニュ・パスカル 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15497
「生ゴミ堆肥」ですてきに土づくり 「カドタ式」土のう
袋堆肥で植物も地球もよろこぶ土に！ ひと目でわかる！
図解

門田幸代著 主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15498 海が見えるアジア 門田 修／著 めこん 13 (２ 県一般書)



15499
ベンガルトラの森へ バングラデシュ旅ものがたり 理論社
ライブラリー

門田 修／作 出雲 公三／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15500 改正地方教育行政法 新教育委員会制度のポイント 文部科学省地方教育行政研究会 株式会社ぎょうせい 17 (６ 総記 社会科学)

15501 学制百年史 文部省/著作権所有 文部省 17 (６ 総記 社会科学)

15502 とべ とり とべ 大沼 淳 ヤーノシュ 楠田 枝里子 訳 文化出版社 63 (２５ 絵本 南)

15503 里山は自然の宝庫 科学で環境探検 八板 美智夫／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15504 プロセスでわかるはじめての天体写真 八板 康麿／著・写真 誠文堂新光社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15505
スプーンぼし（ほくとしちせい）とおっぱい ぼし（カシ
オペア座） かがくのとも傑作集 どきどきしぜん

八板 康麿／写真と文 杉浦 範茂／絵と構成 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15506
リボンのかたちのふゆのせいざオリオン かがくのとも傑
作集 どきどきしぜん

八板 康麿／写真と文 杉浦 範茂／絵と構成 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15507 あのころ、そしていま… 海外秀作絵本 １
ホーカン・ヤエンソン／作 グンナ・グレース
／絵 菱木 晃子／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

15508 もりのてぶくろ 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ
八百板 洋子／文 ナターリヤ・チャルーシナ／
絵

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

15509
ナスレディンのはなし トルコの昔話 ランドセルブックス
トルコのゆかいな知恵ばなし

八百板洋子再話 佐々木マキ絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15510
いちばんたいせつなもの バルカンの昔話 世界傑作童話シ
リーズ

八百板洋子編・訳 ルディ・スコチル画 福音館書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15511 吸血鬼の花よめ ブルガリアの昔話 世界傑作童話シリーズ 八百板 洋子／編・訳 高森 登志夫／絵 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15512 ぼくのじしんえにっき いわさき創作童話 １
八起 正道／作 いとう ひろし／絵 伊東 寛／
絵

岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

15513
野外料理ハンドブック アウトドア・クッキングの知恵満
載

野外料理愛好会／編 日本マンパワー出版 19 (８ 美術 芸術)

15514 つるにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 矢川 澄子／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15515 愛の詩 詩のおくりもの１ 矢川 澄子編 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15516 遥かなる大和 上 八木荘司著 角川書店 22 (１１ 小説)

15517 遥かなる大和 下 八木荘司著 角川書店 22 (１１ 小説)

15518
目に見えぬ敵 書き下ろし時代小説 文春文庫  や４７－５
喬四郎孤剣ノ望郷  〔５〕

八木忠純著 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



15519 ボランティアが世界を変えた 八木 哲郎／著 法蔵館 17 (６ 総記 社会科学)

15520 ひな人形をつくる シリーズ子どもとつくる ３３ 八木 秀樹／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

15521 文章教室 八木 義徳／著 作品社 19 (８ 美術 芸術)

15522
アジア・熱き希望の大地 国際ボランティアからのメッ
セージ

八木沢 克昌／著 悠々社 17 (６ 総記 社会科学)

15523
このとおりやればすぐできる！！ 圧縮・解凍・ファイル
変換

八木重和 技術評論社 17 (６ 総記 社会科学)

15524 くいしんぼらいおん らいおんえほん ４ 八木田宜子文 長新太絵 徳間書店 61 (２３ 絵本 北)

15525
はなのあなのはなし かがくのとも傑作集 ; わくわくにん
げん

やぎゅうげんいちろう 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15526 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろうさく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15527 和暦で暮らそう 柳生博著 和暦倶楽部著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15528 おしっこの研究 たくさんのふしぎ傑作集
やぎゅう げんいちろう／さく 柳生 弦一郎／
さく

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15529 ドキドキドキ心ぞうの研究 たくさんのふしぎ傑作集
やぎゅう げんいちろう／さく 柳生 弦一郎／
さく

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15530 １００まで生きる？ たくさんのふしぎ傑作集
やぎゅう げんいちろう／さく 柳生 弦一郎／
さく

福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15531
図解 ハイテク飛行機 絵で見るメカニズム ＢＬＵＥ ＢＡ
ＣＫＳ

柳生 一／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15532 たまごのあかちゃん
やぎゅうげんいちろう/え かんざわとしこ/ぶ
ん

福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15533 新選組の大常識 これだけは知っておきたい ６
矢口祥有里監修 青木美加子文 宮崎紀幸文 グ
ループ・コロンブス文

ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15534 蛍雪時代 第１巻 ボクの中学生日記 講談社コミックス 矢口 高雄／著 コミックス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15535 蛍雪時代 第２巻 ボクの中学生日記 矢口 高雄／著 コミックス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15536 蛍雪時代 第３巻 ボクの中学生日記 矢口 高雄／著 コミックス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15537 蛍雪時代 第４巻 ボクの中学生日記 矢口 高雄／著 コミックス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15538 蛍雪時代 第５巻 ボクの中学生日記 矢口 高雄／著 コミックス
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



15539 誓約 薬丸岳著 幻冬舎 09 (新刊書)

15540 ふたつのゆめ
リリアナ・ヤコカぶん・え ミシェレ・ヤコカ
ぶん・え せきぐちまほやく

新世研 63 (２５ 絵本 南)

15541 花カレンダー花ことば 新装版 八坂書房／編 八坂書房 19 (８ 美術 芸術)

15542 じゃんけんゴリラ ユーモアえほん 矢崎 節夫／作 尾崎 真吾／絵 教育画劇 62 (２４ 絵本 西)

15543 金子みすゞ 生誕一〇〇年記念 別冊太陽 矢崎節夫監修 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

15544
漢方家庭薬湯入浴法 健康・美容と万病退治 心とからだの
エコロジー

矢崎 栄司／編
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15545 みすゞコスモス わが内なる宇宙 矢崎 節夫／著 ＪＵＬＡ出版局 19 (８ 美術 芸術)

15546
先生のピアノが歌った 二つのピアノ物語 ポプラ社いきい
きノンフィクション １６

矢崎 節夫／著 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15547 ボクのこだわり 矢崎滋 文化出版局
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15548 すみれとあり かがくのとも傑作集 矢間芳子さく 森田竜義監修 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15549
もっともくわしいイヌの病気百科 イヌの病気・ケガの知
識と治療

矢沢サイエンスオフィス編 学研 19 (８ 美術 芸術)

15550
もっともくわしいネコの病気百科 ネコの病気・ケガの知
識と治療

矢沢サイエンスオフィス編 学研 19 (８ 美術 芸術)

15551 ガーコとケロタン 矢島 さら／著 杉山 摂朗／絵 世界文化社 62 (２４ 絵本 西)

15552 からすたろう 八島 太郎／文・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)

15553 モモのこねこ 八島 太郎・八島 光／作 八島 太郎／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

15554 ネコひげ アンテナ 屋島 みどり／作 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

15555 新本陣殺人事件 矢島誠著 若桜木虔著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15556 樹液をめぐる昆虫たち わたしの昆虫記  ４ 矢島稔著 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15557 道草いっぱい
八島 太郎／文・絵 八島 光／文・絵 マコ・イ
ワマツ／訳

創風社 62 (２４ 絵本 西)

15558 からす たろう 八島 太郎／文・絵 やしま たろう／文・絵 偕成社 62 (２４ 絵本 西)



15559 モンシロチョウ 科学のアルバム ２ 矢島 稔／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15560 動物の博物誌 ホタルからネッシーまで 矢島 稔／著 リバティ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15561 動物園へ行きたくなる本 矢島 稔／編著 リバティ書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15562 あいうえお 絵じてん 手話・指文字 入門
矢島 忠男 ・文 南波 昌子・絵 丸山 浩路 ・
手話振り付け

偕成社 17 (６ 総記 社会科学)

15563 ありがとうにありがとう 新しいえほん やすい すえこ／作 つちだ よしはる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15564 おつきさま やすい すえこ／作 葉 祥明／絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

15565 つきよのりぼん えほん・ドリームランド ２１ 安井 淡／作 大塚 たみえ／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

15566 ワニくんのパイナップル やすい すえこ／作 中村 景児／絵 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

15567 かぜのでんしゃにのって ＰＨＰにこにこえほん やすい すえこ／さく 葉 祥明／え ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

15568 パパだいすきママだいすき えほん・ドリームランド １６ やすい すえこ／作 いもと ようこ／絵 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

15569
授業づくりの構造 ＴａｉＳｈｕＫａｎ国語教育ライブラ
リー

安居 総子／著 大修館書店 17 (６ 総記 社会科学)

15570 ねえどっちがすき？ 福音館の幼児絵本 安江リエ 降矢奈々 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15571 天上大風 安岡章太郎著 世界文化社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15572
２４時間３６５日在宅ケアに挑戦して これからのホーム
ヘルプサービスを考える

安岡 厚子／著 自治体研究社 17 (６ 総記 社会科学)

15573 歴史への感情旅行 安岡 章太郎／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15574 少年少女日本文学館２０ サアカスの馬・童謡 安岡章太郎  吉行淳之介 講談社 25 (１４ 児童書)

15575 もぐら掟なき荒野 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 矢月秀作著 中央公論新社 20 (９ 小説)

15576 岩波生物学辞典 第４版 八杉 竜一／ほか編集 岩波書店 5 (学習室)

15577 大むかしの生物 小学館の学習百科図鑑 １５ 八杉 竜一／共編 浜田 隆士／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

15578
うまれたよ！モンシロチョウ よみきかせ いきもの しゃ
しんえほん １

安田 守 写真 小杉みのり 文 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)



15579 お茶から生まれたお茶レシピ 安田ひと絵著 幻冬舎 19 (８ 美術 芸術)

15580
「ビジネス文書」実用事典 書き換え自在！ “よい文書”
の書き方・作

安田 賀計／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 17 (６ 総記 社会科学)

15581 安心な老後・とまどう老い 安田 陸男／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

15582 最新赤ちゃんの名前事典 伸びる子・元気な子 安田 有李／著 主婦と生活社 17 (６ 総記 社会科学)

15583 世界史のなかの縄文文化 増補改訂版 考古学選書 安田 喜憲／著 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15584 ホセ・リサ－ルの生涯 フィリピンの近代と文学の先覚者 安田裕一 芸林書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15585 人類破滅の選択 古代を検証する 安田喜憲 学習研究社 16 (５ 宗教 歴史)

15586
しのびよる化学物質汚染 地球誕生・生態系・現代文明に
おける化学物質汚染の系譜 地球環境の再生をめざして

安原昭夫著 合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15587 ジャンル別映画ベスト１０００ 安原 顕／編集 学研 19 (８ 美術 芸術)

15588
噛んで食べて生きる 人間らしくの介護ケア 歯科訪問診療
とその

安村 美恵子／著 アドア出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15589 あるばあとあっほう あほうどりの物語 矢田 【テイ】子／作 今井 弓子／絵 ゾーオン社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15590 日本の地理 小学館の学習百科図鑑 ７ 矢田 俊文／共編 奥藤 恭弥／共編 小学館 25 (１４ 児童書)

15591

炭これは便利だ！１０２の使い方 こんな手軽で効果的！
驚きのアイデア集 すっきり安眠・美肌効果から爽やか
ビールのキレまで！ Ｓｅｉｓｈｕｎ ｓｕｐｅｒ ｂｏｏ
ｋｓ

谷田貝光克監修 知的生活研究所著 青春出版社 19 (８ 美術 芸術)

15592 おばけうんどうかい とっておきのどうわ 矢玉四郎著 ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

15593 どこでもでんしゃ はれぶたぶんこ ３ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15594
メカたんていペンチ半分どろぼう ポプラ社の矢玉四郎の
本 ２

矢玉 四郎／著 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15595
メカたんていペンチちからパンツ ポプラ社の矢玉四郎の
本 １

矢玉 四郎／著 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15596 ヒッコスでひっこす いわさき創作童話 ２６ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15597 はれときどきぶた あたらしい創作童話 １３ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

15598 あしたぶたの日 ぶたじかん あたらしい創作童話 ２８ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)



15599 ぼくときどきぶた あたらしい創作童話 ３６ 矢玉 四郎／作 絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15600 メカたんてい ペンチ おもしろ童話館 ３ 矢玉 四郎／作・絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15601 ねこの手もかりんと ふたつ 偕成社おたのしみクラブ 矢玉 四郎／作 偕成社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15602 ゆめからゆめんぼ あたらしい創作童話 ５６ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15603 ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話 ５３ 矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店

15604 ぼくときどきぶた 矢玉四郎 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15605 海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束澄子作 沢田としき絵 講談社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15606 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな ２－４ 八束 澄子／作 小泉 るみ子／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15607 朱花（ジュファ）の空 シリーズ戦争 ４ 八剣 ヒロキ／著 吉祥寺 一矢／著 草土文化
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15608 発展途上国問題を考える 矢内原 勝／編著 勁草書房 17 (６ 総記 社会科学)

15609 色鮮やかに押し花づくり 柳川昌子著 ＮＨＫ出版

15610 竹取物語 コミックストーリーわたしたちの古典 １１
柳川 創造／シナリオ 水沢 遥子／シナリオ 岩
沢 由美／漫画

学校図書 25 (１４ 児童書)

15611 野の花とハーブの押し花 柳川 昌子／著 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15612 日本昔ばなしアニメ絵本⑤ももたろう 柳川茂 永岡書店 61 (２３ 絵本 北)

15613 贋作『坊ちゃん』殺人事件 柳広司著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

15614
全部レンチン！やせるおかず作りおき 時短、手間なし、
失敗なし Ｌａｄｙ Ｂｉｒｄ Ｓｈｏｇａｋｕｋａｎ Ｊｉ
ｔｓｕｙｏ Ｓｅｒｉｅｓ

柳澤英子著 小学館

15615 大和の古寺/当麻寺 ２ 柳沢孝/他２名 岩波書店 12 (１ 郷土資料)

15616 酢の絵本 つくってあそぼう １４ やなぎだ ふじはる へん やまふく あけみ え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15617 かっぱ えほん遠野物語 柳田国男原作 京極夏彦文 北原明日香絵 汐文社

15618 「人生の答」の出し方 柳田邦男著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



15619 言葉の力、生きる力 柳田邦男著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15620 この国の失敗の本質 柳田 邦男／著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

15621 「死の医学」への日記 柳田 邦男／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15622 犠牲（サクリファイス） わが息子・脳死の１１日 柳田 邦男／著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15623 大いなる決断 柳田邦男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15624 なぞとことわざ 柳田國男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15625 明治大正史-世相編（下） 柳田國男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15626 明治大正史-世相編（上） 柳田國男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15627 妖怪談義 柳田國男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15628 年中行事覚書 柳田國男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15629 口承文芸史考 柳田國男 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15630 零戦燃ゆ 飛翔編 柳田 邦男 文藝春秋 12 (１ 郷土資料)

15631 零戦燃ゆ 熱闘編 柳田 邦男 文藝春秋 12 (１ 郷土資料)

15632 恐怖の2時間18分 文春文庫 柳田 邦男 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15633 空白の天気図 新潮文庫 柳田 邦男 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15634 ちくま日本文学全集 ０３３ 柳田國男 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15635 月柱 柳谷 郁子／著 読売新聞社 22 (１１ 小説)

15636 押し花素材集 柳原祥子著 林美奈子著 翔泳社

15637 ガラスの花かご とっておきのどうわ
柳谷 圭子／さく 岡本 美子／え やなぎや け
いこ／さく

ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

15638 アンパンマンをさがせ！ ２
やなせ たかし／原作 石川 ゆり子／考案 東京
ムービー／作・画

フレーベル館



15639
アンパンマンとシャボンダマン アンパンマンのおはなし
わくわく １１

やなせ たかし／作・絵 フレーベル館 6 (あのね文庫)

15640 アンパンマンともぐりん アンパンマン・クラシック ５
やなせ たかし／原作 トムス・エンタテインメ
ント／作・画

フレーベル館 6 (あのね文庫)

15641
アンパンマンとくろゆきひめ アンパンマンのおはなしわ
くわく ７

やなせ たかし／作・絵 フレーベル館 61 (２３ 絵本 北)

15642 アンパンマンをさがせ！ ＢＬＵＥ
やなせたかし原作 石川ゆり子考案 トムス・エ
ンタテインメント作画

フレーベル館

15643 アンパンマンをさがせ！ ＲＥＤ
やなせたかし原作 石川ゆり子考案 トムス・エ
ンタテインメント作画

フレーベル館

15644 アンパンマンをさがせ！ ＧＲＥＥＮ
やなせたかし原作 石川ゆり子考案 トムス・エ
ンタテインメント作画

フレーベル館

15645 アンパンマンをさがせ！ ３
やなせたかし原作 石川ゆり子考案 東京ムー
ビー作画

フレーベル館 6 (あのね文庫)

15646
アンパンマンスーパー大図鑑１６００ オールキャラク
ターせいぞろい！

やなせたかし原作 東京ムービー作画 水島定昭
監修

フレーベル館 6 (あのね文庫)

15647 アンパンマンをさがせ！ ３
やなせたかし原作 石川ゆり子考案 東京ムー
ビー作画

フレーベル館

15648 しぜんあそび アンパンマンとあそぼう ３
やなせたかし原作 近藤芳弘製作 石川ゆり子製
作

フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15649
誰も書かなかった眠り姫の罠 Ｅｌｆｉｎ ｂｏｏｋｓ ｓ
ｅｒｉｅｓ

梁瀬 光世／著 学研 19 (８ 美術 芸術)

15650
趣味の水墨画入門 水墨画を楽しむための基本技法と実作
例

柳瀬 弘子／著 日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

15651 楽しくＮＧＯ 柳瀬 房子／著 日本教育新聞社出版局 17 (６ 総記 社会科学)

15652 げんきにあいさつ おしえてアンパンマン１ やなせたかし/原作 フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

15653 どうぶつのおやこ アンパンマンとおでかけ② やなせたかし/原作 フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

15654 かわいいどうぶつ アンパンマンとおでかけ① やなせたかし/原作 フレーベル館 62 (２４ 絵本 西)

15655 愛 一語の辞典 柳父章著 三省堂 17 (６ 総記 社会科学)

15656 データでみる県勢 １９９６ 矢野恒太記念会／編 国勢社 7 (大型本)

15657 数字でみる日本の１００年  改正第 3 版 矢野恒太記念会／編 国勢社 5 (学習室)

15658 世界国勢図会 １９９ ... 矢野恒太記念会／編 国勢社 12 (１ 郷土資料)



15659 日本国勢図会 １９９ ... 矢野恒太記念会／編 国勢社 12 (１ 郷土資料)

15660 データでみる県勢 ’９３ ... 矢野恒太記念会／編 国勢社 7 (大型本)

15661 ぐるぐるせんたく ぐるぐるえほん 矢野アケミ アリス館 62 (２４ 絵本 西)

15662 枕 ものと人間の文化史 ８１ 矢野 憲一／著 法政大学出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15663 空海を歩く 写真紀行日本の祖師 矢野 建彦／写真 佐藤 健／文 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

15664 図解定年前後の手続事典 これならわかる！！ 矢野 輝雄／著 池田書店 17 (６ 総記 社会科学)

15665 ぼくがげんきにしてあげる ヤーノシュ／作・絵 石川 素子／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

15666 おばけリンゴ 世界傑作絵本シリーズ ドイツの絵本
ヤーノッシュ／さく 矢川 澄子／やく やがわ
すみこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

15667 おかげさまで生きる 矢作直樹著 幻冬舎 17 (６ 総記 社会科学)

15668 北条時宗 物語と史蹟をたずねて 八尋舜右著 成美堂出版 22 (１１ 小説)

15669 長耳の人－徳川吉宗 八尋 舜右／著 小学館
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15670 どうぶつのおやこ 福音館の幼児絵本 薮内正幸 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15671 おかあさんといっしょ 福音館の幼児絵本 藪内 正幸／作 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15672 どうぶつしりとりえほん  新装版 藪内 正幸／作 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

15673
野や山にすむ動物たち 日本の哺乳類 絵本図鑑シリーズ
１０

薮内 正幸／作 藪内 正幸／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15674 スウェーデン民話名作集 1 薮下紘一 春風社 62 (２４ 絵本 西)

15675 両足をなくして 車椅子記者のたたかい 籔下 彰治朗／著 晶文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15676 運動生理学からみた身近な健康増進法 矢部 京之助／著 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15677
日本がアメリカに勝てない理由 グローバルエコノミーの
勝者と敗者

矢部 武／著 広済堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

15678 こいぬとてぶくろ ＰＨＰにこにこえほん 矢部 美智代／作 義平 雅夫／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)



15679 ディズニー名作アルバム 第８集 矢部美智代/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15680 ディズニー名作アルバム 第５集 矢部美智代/文 講談社 63 (２５ 絵本 南)

15681 富士山展望百科 山と地図のフォーラム／編 実業之日本社 13 (２ 県一般書)

15682 医療事故 なぜ起こるのか、どうすれば防げるのか 山内桂子著 山内隆久著 朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15683 油彩で風景を描く カルチャーシリーズ 山内 亮／著 グラフィック社 19 (８ 美術 芸術)

15684 お母さんが話してくれた世界の歴史 １ 山内 紀／著 都市文化社 16 (５ 宗教 歴史)

15685 お母さんが話してくれた世界の歴史 ２ 山内 紀／著 都市文化社 16 (５ 宗教 歴史)

15686 お母さんが話してくれた世界の歴史 ３ 山内 紀／著 都市文化社 16 (５ 宗教 歴史)

15687 徳川家康 第十三巻 泰平胎動の巻 江戸・大坂の巻 山内莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15688 家康 １１ 日蝕月蝕の巻 軍茶の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15689 家康 １０ 続明星瞬くの巻・難波の夢の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15690 家康 ９ 佗茶の巻・明星瞬くの巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15691 家康 １５百雷つるの巻・蕭風城の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15692 家康 １６ 続蕭風城の巻・戦争と平和の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15693 いろいろごはん 山岡 ひかる くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

15694 いろいろじゃがいも 山岡 ひかる くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

15695 いろいろたまご 山岡 ひかる くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

15696 おかあさんのパンツ 山岡 ひかる／作 絵本館 62 (２４ 絵本 西)

15697 いろいろいちご 山岡ひかる作 くもん出版 62 (２４ 絵本 西)

15698 おやすみ時計 山岡ひかる作 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)



15699 釣り魚料理入門 山岡 義治／著 西東社 19 (８ 美術 芸術)

15700 山岡荘八歴史文庫５４ 伊達政宗[４] 黄金日本島の巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15701 山岡荘八歴史文庫５５ 伊達政宗[5]蒼穹の鷹の巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15702 山岡荘八歴史文庫５６ 伊達政宗[６]大阪攻めの巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15703 山岡荘八歴史文庫５７ 伊達政宗[７]平和戦略の巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15704 山岡荘八歴史文庫５８ 伊達政宗[８]旅情大悟の巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15705 山岡荘八歴史文庫51 伊達正宗[１]朝明けの巻 山岡荘八 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15706 徳川家康 第5巻 颶風の巻 心火の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15707 徳川家康 第一巻 出生乱離の巻 獅子の座の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15708 徳川家康 第二巻 読獅子の座の巻 朝露の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15709 徳川家康 第三巻 葦かびの巻 うず潮の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15710 徳川家康 第四巻 続うず潮の巻 燃える土の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15711 徳川家康 第六巻 続心火の巻 碧雲の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15712 徳川家康 第十四巻 続江戸・大坂の巻 春雷遠雷の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15713 徳川家康 第八巻 続龍虎の巻 華厳の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15714 徳川家康 第七巻 無相門の巻 龍虎の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15715 徳川家康 第十七巻 孤城落月の巻 立命往生の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15716 徳川家康 第十八巻 読立命往生の巻 随想徳川家康 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15717 徳川家康 第十二巻 続軍茶利の巻 関ヶ原の巻 山岡莊八 講談社 24 (１３ 全集)

15718 欲しがらない若者たち 山岡拓 日本経済新聞出版社 19 (８ 美術 芸術)



15719 「死」をめぐる三つの話
山折 哲雄／ほか著 仏教大学「仏教とターミナ
ル ...

大法輪閣 17 (６ 総記 社会科学)

15720 （坐）の文化論 日本はなぜ坐りつづけてきたのか- 山折哲雄 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15721 聖書物語 岩波ジュニア新書 ５６ 山形 孝夫／著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15722 おかあさんへの手紙 ＰＨＰ創作シリーズ 山県 喬／作 佐野 真隆／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

15723 おじいちゃんの手品 童話だいすき ２ 山県 喬／著 水沢 研／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

15724
人は必ず動く 「なぜ、やる気がないのか」を問う前に読
む

山形 琢也／著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

15725 山形県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ６ 山形県高等学校社会科教育研究会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

15726 春に縮む 山上 たつひこ／著 山上 竜彦／著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15727 高原のお嬢さん 山上 たつひこ／著 山上 竜彦／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15728 話せるヒント 思いやりのキャッチボール 山川 静夫／著 日本文芸社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15729 スーパー・アンカー英和辞典  第４版 山岸勝榮編集主幹 学研教育出版  学研マーケティング（発売）5 (学習室)

15730 スーパー・アンカー和英辞典  第２版 山岸勝栄編集主幹 学研 5 (学習室)

15731 一目置かれる大和言葉の言いまわし 山岸弘子監修 宝島社

15732 子犬の引っこし大作戦 とっておきの動物ものがたり 山岸幸子作 おぼまこと絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15733 神聖家族 山口泉著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15734 ミッキーの夢の飛行機
山口久美子文 ディズニーパブリッシング ワー
ルドワイド絵 片山径子絵 メカマン絵

講談社 63 (２５ 絵本 南)

15735 ロード キャンピングカーは北へ 文研じゅべにーる 山口理作 佐藤真紀子絵 文研出版
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15736
父と娘の日本横断 ３００ｋｍ・自転車の旅 ポプラ元気ノ
ンフィクション ７

山口理著 岡本順絵 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15737 ガリバーのいない夏 山口理作 佐野真隆絵 国土社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15738 史上最強の転校生 文研ブックランド 山口理作 高橋透絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)



15739 びっくりスーパー小学生・登場！ 山口理作 末崎茂樹絵 ひくまの出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15740 おしえてさかなクン 歌うさかな図鑑 ＣＤ＋ブック
ヤマグチシュンスケイラスト・文 さかなクン
監修

学研 61 (２３ 絵本 北)

15741 そらちゃんとへびひめさま 新日本ひまわり文庫 ２・１ 山口節子さく 篠崎三朗え 新日本出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15742 やってみなはれみとくんなはれ 新潮文庫 山口瞳著 開高健著 新潮社

15743 巷説天保水滸伝 山口瞳著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

15744 手づくり石けん＆コスメ レッスンシリーズ 山口美帆〔著〕 パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15745 ひやりとする軽井沢 山口洋子著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15746 岩波新漢語辞典 山口 明穂／編 竹田 晃／編 岩波書店 5 (学習室)

15747 オーロラ交響曲の冬 ものがたりうむ 山口 泉／著 河出書房新社 25 (１４ 児童書)

15748
こんなときどうする？育児相談室 １～３歳児 子どもの気
がかりなんでも解決

山口 規容子／著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

15749 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理／作 末崎 茂樹／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

15750
おーい日本海！ すみ子の自転車日本横断 文研じゅべにー
る

山口 理／作 高橋 透／絵 文研出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15751 プラント・ハンターは殺さない 山口 正介／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15752
クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シ
リーズ ７

山口 進／写真・文 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15753 トマトのひみつ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 山口 進／文・写真 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15754 犬の南平、ぼくの助手 あかねノンフィクション １ 山口 進／文・写真 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15755 オオムラサキの四季 新版かんさつシリーズ ３ 山口 進／文・写真 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15756 ソクラテスわらう おはなしの部屋 ７ 山口 タオ／作 田丸 芳枝／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

15757 さようならニッポン どうわレストラン ９ 山口 タオ／作 田丸 芳枝／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15758 のらねこソクラテス おはなしの部屋 ５ 山口 タオ／作 田丸 芳枝／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)



15759
３５ミリ一眼レフ風景の完成 ○×式でよくわかる四季の
撮り方 Ｇａｋｋｅｎ ｃａｍｅｒａ ｍｏｏｋ Ｃ ＡＰＡ
カメラシリー ...

山口 高志／著 学研 19 (８ 美術 芸術)

15760
なぞとき名人のお姫さま フランスの昔話 世界傑作童話シ
リーズ

山口 智子／編・訳 パトリス・アリスプ／絵 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15761 寝たきり老人ゼロ作戦 山口 昇／著 家の光協会 17 (６ 総記 社会科学)

15762 丈夫な子にする イラスト・わかる漢方 山口 英明／著 ユリシス・出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15763 江分利満氏の優雅なサヨナラ 男性自身シリーズ 最終巻 山口 瞳／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15764 年金老人奮戦日記 男性自身シリーズ ２６ 山口 瞳／著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15765 司法腐敗 有罪、無罪はどこで決まるのか 山口 宏／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

15766 親子であそべるたのしいおりがみ事典 山口 真／著 ナツメ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15767 垂里冴子のお見合いと推理 山口 雅也／著 集英社 22 (１１ 小説)

15768
キッド・ピストルズの慢心 パンク＝マザーグースの事件
簿

山口 雅也／著 講談社 22 (１１ 小説)

15769 スペースを生かした草花のガーデニング 山口 まり／監修 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

15770 絵本 おこりじぞう
山口 勇子／原作 沼田 曜一／語り 四国 五郎
／絵

金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15771 おこりじぞう 新日本おはなし文庫 ６ 山口 勇子／さく 四国 五郎／え 新日本出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

15772 ザ・ラスト・ワルツ 「姫」という酒場 山口 洋子／著 双葉社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15773 折々の感情 なぜその人を好きになるか 山口 洋子／著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15774 軽井沢冬夫人 山口 洋子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15775 カレ－のひみつ 学研まんがでよくわかるシリ－ズ １９ 山口育孝 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15776 中国の歴史散歩２ アジア歴史散歩シリーズ 山口修 鈴木啓造 山川出版社 13 (２ 県一般書)

15777 明治大正図誌 第17巻 図設年表 山口修/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15778 Ⅰ列島の遠き祖先たち 現像日本 山口 敏 旺文社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



15779 河童のコスモロジ－ 石田英一郎の思想と学問 山口昌男 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15780 草木染の絵本 つくってあそぼう １８ やまざき かずき へん かわかみ かずお え 農山漁村文化協会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

15781 「女の生き方」40選㊤ 山崎 朋子／編 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15782 「女の生き方」40選㊦ 山崎 朋子／編 文藝春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15783 夢をつなぐ 山崎直子の四〇八八日 山崎 直子／著 角川書店  角川グループパブリッシング（発売）
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15784 こだぬきのおねがい 国際版絵本 山崎 陽子／文 篠崎 三朗／絵 至光社 61 (２３ 絵本 北)

15785 快適生活のススメ 山崎えり子著 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15786
ことばの種まき １ 絵本にできること・あなたにできるこ
と

山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15787 ことばの種まき ２ 目にうつるもの・感じるもの 山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15788 ことばの種まき ３ 豊かな言葉・豊かなこころ 山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15789
ことばの種まき ４ お父さんにできること・お母さんにで
きること

山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15790 ことばの種まき ５ 絵本の花たば 山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15791 ことばの種まき ６ 言葉・その実りの季節 山崎慶子著 フェリシモ 17 (６ 総記 社会科学)

15792 沈まぬ太陽 １ アフリカ篇 上 山崎豊子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15793 沈まぬ太陽 ２ アフリカ篇 下 山崎豊子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15794 沈まぬ太陽 ３ 御巣鷹山篇 山崎豊子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15795 沈まぬ太陽 ４ 会長室篇 上 山崎豊子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15796 沈まぬ太陽 ５ 会長室篇 下 山崎豊子著 新潮社 22 (１１ 小説)

15797
「生」を最後まで輝かせるホスピス・ハンドブック 講談
社ニューハードカバー

山崎章郎著 桜町病院聖ヨハネホスピス著 聖ヨ
ハネホスピスケア研究所著

講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15798 逆転検死官 山崎光夫著 新潮社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



15799 手で作る本 山崎曜著 文化出版局 17 (６ 総記 社会科学)

15800 母と子の草木染ノート 山崎 青樹／著 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)

15801 草や木のまじゅつ たくさんのふしぎ傑作集 山崎 青樹／文・絵 石曽根 史行／ほか写真 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15802 人生設計図のつくり方 サラリーマン、奇跡の時間割 山崎 武也／著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

15803 本のさがし方 作品のテーマで 山崎 哲男／著 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

15804 大地の子 上 山崎 豊子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15805 大地の子 中 山崎 豊子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15806 大地の子 下 山崎 豊子／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15807
山崎浩子の楽しい新体操 ジュニア・スポーツ・セレク
ション ９

山崎 浩子／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15808
食事とマナー 心とからだを育む 栄養と健康・絵本シリー
ズ ３

山崎 文雄／文 峰村 亮而／絵 峰村 りょうじ
／絵

健学社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15809
こわれた家族と「キレる」子どもたち 歪んだこころのメ
カニズム

山崎 雅保／著 フットワーク出版 17 (６ 総記 社会科学)

15810 菌株（ペニシリン）はよみがえる 山崎 光夫／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15811
初めての能・狂言 Ｓｈｏｔｏｒ ｌｉｂｒａｒｙ 能楽入
門 １

山崎 有一郎／監修 三浦 裕子／文 小学館 19 (８ 美術 芸術)

15812 柘榴館 山崎 洋子／著 集英社 22 (１１ 小説)

15813 恋を追う女（ひと） 小説マリー・ローランサン 山崎 洋子／著 集英社 22 (１１ 小説)

15814 熱月（テルミドール） 山崎 洋子／著 講談社 22 (１１ 小説)

15815 歴史を彩った恋人たち 山崎 洋子／著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15816 あすか古京（復刻版第ニ集） 山崎馨 飛鳥古京を守る会 12 (１ 郷土資料)

15817 一流の品格、三流どまりの品格 山崎武也 ゴマブックス株式会社 17 (６ 総記 社会科学)

15818 現代語訳 日本の古典 １２ 徒然草・方丈記 山崎正和 学研 24 (１３ 全集)



15819 ｅラ－ニング 実践的スキルの習得技法 山崎将志 ダイヤモンド社 17 (６ 総記 社会科学)

15820 これが身体（からだ）の疾患サインだ 山沢 【イク】宏／著 朝日ソノラマ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15821 ブタとおっちゃん 山地 としてる フォイル 19 (８ 美術 芸術)

15822 秘籍 江戸文学選 第１０巻 春調俳諧集・幽燈録 山路閑古/校注 日輪閣 7 (大型本)

15823 ぼくのスケッチブック 山下 奈美／作 広井 法子／絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

15824 はんぶんちょうだい 山下 明生／文 長 新太／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

15825 島ひきおに 創作大型えほん 山下 明生／文 梶山 俊夫／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

15826 もけらもけら 日本傑作絵本シリーズ 山下洋輔 元永定正 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15827 ドオン！ 日本傑作絵本シリーズ 山下 洋輔／文 長 新太／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15828 海の挽歌 山下悦夫著 文芸社 22 (１１ 小説)

15829 ジロがなく 講談社の創作絵本 山下ケンジ作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

15830 海へでる道 山下明生作 はらだたけひで絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

15831 家族が語る山下清 夢みる清の独り言 山下浩著 並木書房 19 (８ 美術 芸術)

15832 五感の故郷をさぐる 山下柚実著 東京書籍 17 (６ 総記 社会科学)

15833 つきよのおんがくかい 日本傑作絵本シリーズ 山下洋輔文 柚木沙弥郎絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

15834
南仏プロヴァンスの手作り雑貨 身近な材料で作る、プロ
ヴァンスふう生活雑

山下 映子／著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15835
日本列島名水を楽しむ旅 講談社ＭＯＯＫ Ｆｒｉｄａｙ
ｃｕｓｔｏ ｍ

山下 喜一郎／著 講談社 13 (２ 県一般書)

15836 山下清の放浪日記 池内紀のちいさな図書館 山下 清／著 池内 紀／編・解説 五月書房 19 (８ 美術 芸術)

15837 おまけのひろせくん 山下 ケンジ／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)

15838 しろへびでんせつ 山下 ケンジ／作・絵 講談社 61 (２３ 絵本 北)



15839
４７都道府県別県民性なるほどオモシロ事典 これだけ
知っていれば役に立つ エスカルゴ・ブックス

山下 竜夫／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

15840 ようかいれっしゃ 新しい日本の幼年童話 山下 明生／さく 木曽 秀夫／え 学研
30 (１９ 読み物 中学
年)

15841 メロンのメロディー 山下明生の空とぶ学校 山下 明生／作 渡辺 洋二／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15842
１００ねんたってもともだちさ くじらえんはうみのそば
ぴかぴか童話 １１

山下 明生／さく 村上 康成／え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15843
『えへんおほん』の大ぼうけん おはなしメリーゴーラン
ド

山下 明生／作 長 新太／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

15844
ぎゅっぎゅっぎゅっとだっこして くじらえんはうみのそ
ば ぴかぴか童話 ７

山下 明生／さく 村上 康成／え ポプラ社

15845 オラ、ウーたん！ おはなしカーニバル ８ 山下 明生／文 村上 康成／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15846 サメのサメザメ どうわがいっぱい ２７ 山下 明生／作 広瀬 弦／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15847 まほうつかいのなんきょくさん どうわがいっぱい １１ 山下 明生／作 長 新太／絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15848 海のコウモリ 山下 明生／作 宇野亜喜良／絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15849 海のしろうま フォア文庫愛蔵版 山下 明生／作 理論社 25 (１４ 児童書)

15850
はるいちばんのおきゃくさま くじらえんはうみのそば ぴ
かぴか童話 ２

山下 明生／さく 村上 康成／え ポプラ社

15851 水の果実 もうひとつの尾瀬へ 山下 大明／著 ＮＴＴ出版 19 (８ 美術 芸術)

15852
フィリピン日常会話 ポケット版 簡単便利！！やさしいタ
ガログ

山下 美知子／著 日東書院 19 (８ 美術 芸術)

15853 法女性学への招待 有斐閣選書 １８０ 山下 泰子／ほか著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

15854
山下泰裕の楽しい柔道 ジュニア・スポーツ・セレクショ
ン ７

山下 泰裕／著 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15855 へんてこりんのかえりみち ４ ＰＨＰどうわのポケット 山下 夕美子／さく 岡本 颯子／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

15856 こんどこそ友だち スピカの創作童話 ３８ 山下 夕美子／作 中村 悦子／絵 教育画劇
30 (１９ 読み物 中学
年)

15857 おとこのこでごめんね ぴかぴか童話 ４ 山下 夕美子／さく 林 幸／え ポプラ社

15858
進化するケ－タイの科学 つながる仕組みから最新トレン
ドまで丸ごと理解する

山路達也 ソフトバンク クリエイティブ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



15859 幸せの青いチリトリ 創作のメロディ ８ 山末 やすえ／作 ささめや ゆき／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15860 ユメのいる時間に 偕成社ワンダーランド １４ 山末 やすえ／作 田中 槙子／絵 偕成社
31 (２０ 読み物 高学
年)

15861 まじょのるすばんやさん どうわほのぼのシリーズ 山末 やすえ／作 長野 ヒデ子／絵 佼成出版社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15862 年中行事 やまぞえ双書 山添村年中行事編集委員会 山添村教育委員会 山添村 12 (１ 郷土資料)

15863 タイニーストーリーズ 山田 詠美／著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

15864 百年法 下 山田 宗樹／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15865 百年法 上 山田 宗樹／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15866 ９３番目のキミ 山田 悠介／著 文芸社 22 (１１ 小説)

15867 時計じかけの熱血ポンちゃん 山田詠美著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15868 無銭優雅 山田詠美著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15869 Ａ２Ｚ 山田詠美著 講談社 22 (１１ 小説)

15870
さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 身近な疑問からはじめ
る会計学 光文社新書 １９１

山田真哉著 光文社 17 (６ 総記 社会科学)

15871 新明解国語辞典  第６版
山田忠雄編 柴田武編 酒井憲二編  倉持保男編
山田明雄編

三省堂 5 (学習室)

15872 専門医が治す！血液をサラサラにして健康になる！ 山田信博著 川島容子著 高橋書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15873
最新危ないコンビニ食 Ｆｏｒ ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ ｓｃ
ｉｅｎｃｅ １１

山田博士文 熊谷さとし絵 現代書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15874 自来也忍法帖 山田風太郎著 文春ネスコ 22 (１１ 小説)

15875
キリン Ｍａｔｈ ｗｈｉｚ ＆ Ｇｉｆｔｅｄ ｐａｉｎｔ
ｅｒ 角川文庫  や４２－１２

山田悠介〔著〕 角川書店  角川グループホールディングス（発売）33 (２２ 文庫本)

15876 魔界の塔 山田悠介著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

15877 まほろ駅前多田便利軒 ２ 花とゆめコミックススペシャル 山田ユギ著 三浦しをん原作 白泉社 33 (２２ 文庫本)

15878 まほろ駅前多田便利軒 ３ 花とゆめコミックススペシャル 山田ユギ著 三浦しをん原作 白泉社 33 (２２ 文庫本)



15879 五十五年の夢 異説本能寺の変 山田遼著 新風舎 22 (１１ 小説)

15880 審判 山田遼著 文芸社 22 (１１ 小説)

15881
はじめての子供服 かんたん！かわいい！動きやすい！女
の子と男の子のお洋服 タツミムック  １日で完成！

山田ルリ子著 辰巳出版 09 (新刊書)

15882 日本再敗北 山田 厚史／著 田原 総一朗／著 文芸春秋 17 (６ 総記 社会科学)

15883 アニマル・ロジック 山田 詠美／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15884 嵐ヶ熱血ポンちゃん！ 山田 詠美／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15885 イラストでわかるコンテナ野菜づくり 山田 貴義／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

15886 レシート 山田 邦子／著 太田出版 22 (１１ 小説)

15887 地球汚染からの脱出 水循環とエントロピー 山田 国広／著 アグネ承風社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15888 東アジアの本草と博物学の世界 上 山田 慶児／編 思文閣出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15889 東アジアの本草と博物学の世界 下 山田 慶児／編 思文閣出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15890 恋の姿勢で 山田 太一／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15891 校庭の自然とあそぼう １ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15892 校庭の自然とあそぼう ２ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15893 校庭の自然とあそぼう ３ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15894 校庭の自然とあそぼう ４ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15895 校庭の自然とあそぼう ５ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15896 校庭の自然とあそぼう ６ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15897 校庭の自然とあそぼう ７ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15898 校庭の自然とあそぼう ８ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



15899 校庭の自然とあそぼう ９ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15900 校庭の自然とあそぼう １０ 山田 卓三／編 やまだ たくぞう／編 農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15901 タバコ発がん説のウソ エセ科学者と厚生省の犯罪的役割 山田 千晶／著 恒友出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15902 いのちの時間 山田 富也／ほか著 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

15903 北の花旅 山田 知明／著 ＮＯＶＡ出版 19 (８ 美術 芸術)

15904 相撲の民俗史 東書選書 １４１ 山田 知子／著 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

15905 解雇 男たちのリストラ 山田 智彦／著 小学館 22 (１１ 小説)

15906 身障者のための快適カーライフガイド 山田 昇／著 飛鳥新社 17 (６ 総記 社会科学)

15907 権力への階段 山田 英幾／著 新潮社 22 (１１ 小説)

15908
子どもと一緒に楽しむ星の神話・星の伝説３４ 理科の
とっておきの話 ５

山田 博／著 黎明書房 16 (５ 宗教 歴史)

15909
アジア雑貨屋さんの仕入れ術 あなたの旅を変えるプロの
全ノウハウ

やまだ ひろなが／著 情報センター出版局 13 (２ 県一般書)

15910 室町少年倶楽部 山田 風太郎／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15911 おねしょの名人 福音館のかがくのほん
山田 真／著 やぎゅう げんいちろう／著 柳生
弦一郎／著

福音館書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15912 花面祭 山田 正紀／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

15913
母たちの戦い いじめを考える ポプラ社版・ＮＨＫ中学生
日記 ３３

山田 正弘／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

15914 明日がある 友情 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 １６ 山田 正弘／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

15915
ふれあいを求めて 友情 ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記
４

山田 正弘／著 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

15916 名優犬トリス お母さん、ボクをおぼえていますか？ 山田 三千代／作 ハート出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

15917 大活字ことわざ辞典 山田 光二／編 むさし書房 5 (学習室)

15918 学生ことわざ活用辞典 山田 光二／編 むさし書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



15919 直線の死角 山田 宗樹／著 角川書店 22 (１１ 小説)

15920
古代史と日本書紀 津田史学をこえて Ｎｅｗｔｏｎ ＰＲ
ＥＳＳ選書 ００８

山田 宗睦／著 ニュートンプレス
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

15921 あしたからいい日 学研の新しい創作 やまだ ようこ／作 西村 郁雄／絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

15922 銀座愚連隊物語 山平 重樹／著 双葉社 22 (１１ 小説)

15923 日本文学全集 現代名作集 ６３ 山田美妙・齊藤緑雨・川上眉山・広津柳浪等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

15924 まほろ駅前多田便利軒 １ 山田ユギ著 三浦しをん原作 白泉社 33 (２２ 文庫本)

15925
とっておき果実酒薬酒 Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｏｕｔｄｏｏ
ｒ 遊び 尽くし

大和 富美子／著 創森社 19 (８ 美術 芸術)

15926 大和 青垣の山々 大和 青垣の山々 奈良新聞社 13 (２ 県一般書)

15927 ふるさと大和郡山 歴史事典 大和郡山市文化財審議会 大和郡山市 12 (１ 郷土資料)

15928 ふるさと大和郡山 歴史事典 大和郡山市文化財審議会 大和郡山市 7 (大型本)

15929 光る海へ 山名美和子著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

15930
「大発見」の思考法 ｉＰＳ細胞ｖｓ．素粒子 文春新書
７８９

山中伸弥著 益川敏英著 文藝春秋
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15931 「子どもは勉強しろ！」といっていい１５の理由 山中恒著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

15932
頭髪のすべてがわかる本 ヘアの常識・非常識 髪の健康か
らカツラま

山中 伊知郎／著 日本実業出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15933
かっとびマメノスケがゆく 月曜石の巻 ＰＨＰ創作シリー
ズ

山中 恒／作 堀田 あきお／絵 ＰＨＰ研究所
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15934 なんでもぽい！ 改訂版 おはなしカーニバル １３ 山中 恒／作 原 ゆたか／絵 偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15935
いじわるネコのひとめぼれ 魔法使いのヘングレ・バー
ニャン ３

山中 恒／作 石坂 啓／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15936
いすわりネコはくいしんぼ 魔法使いのヘングレ・バー
ニャン １

山中 恒／作 石坂 啓／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15937
福引きはネコの手をかりて 魔法使いのヘングレ・バー
ニャン ４

山中 恒／作 石坂 啓／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15938
あつがりネコ海へいく 魔法使いのヘングレ・バーニャン
２

山中 恒／作 石坂 啓／絵 理論社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



15939 八月の金貨 あかね創作文学シリーズ 山中 恒／作 松本 大洋／絵 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

15940 オニの子・ブン フォア文庫愛蔵版 山中 恒／作 理論社 25 (１４ 児童書)

15941 花粉症ふっとばし完全カタログ
山西敏朗監修 ブルー・オレンジ・スタジアム
編

幻冬舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

15942 おやすみやまねくん 心の絵本 やまね ぐうぐ／作 アスラン書房 61 (２３ 絵本 北)

15943 在外美術 原色日本の美術２７ 山根 有三 濱田 隆 宮 次男 小学館 7 (大型本)

15944 宗達と光琳 原色日本の美術１４ 山根 有三 小学館 7 (大型本)

15945 風俗画と浮世絵師 原色日本の美術１７ 山根 有三 鈴木 重三 辻 惟雄 小学館 7 (大型本)

15946 瑠璃の翼 山之口洋著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15947 染織・漆工・金工 原色日本の美術２４ 山辺 知行 岡田 譲 蔵田 蔵 小学館 7 (大型本)

15948 ヤマネコ毛布 山福朱実作・画 パロル舎 62 (２４ 絵本 西)

15949 平成サラリーマン川柳傑作選 ９回裏 山藤章二選 尾藤三柳選 第一生命選 講談社 19 (８ 美術 芸術)

15950 富士を眺める山歩き 山村正光著 毎日新聞社 13 (２ 県一般書)

15951 京都不倫旅行殺人事件 光文社文庫 山村 美紗 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15952 黒百合の棺 光文社文庫 山村 美紗 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15953 清少納言殺人事件 カッパ・ノベルス 山村美紗 光文社 20 (９ 小説)

15954 わが村史  中増歴史探索ノート 山本 昭緒 （株）明新社 12 (１ 郷土資料)

15955 てっぺんいすの木 評論社の児童図書館・絵本の部屋 山本 斐子／文 吉本 宗／絵 評論社 61 (２３ 絵本 北)

15956 銭売り賽蔵 山本 一力／著 集英社 22 (１１ 小説)

15957 おふろでぽっかぽか 講談社の創作絵本 山本 省三／作 講談社 61 (２３ 絵本 北)

15958 おばけのおひっこし ＰＨＰにこにこえほん 山本 省三／作 菅谷 暁美／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)



15959
カレーせんにんをさがせ ペッパーとゆかいななかまたち
ＰＨＰにこにこえほん

山本 省三／文 マスカワ サエコ／絵 ＰＨＰ研究所 61 (２３ 絵本 北)

15960 ぼくんちひっこし 山本 省三／文 鈴木 まもる／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

15961 かじだ、しゅつどう 幼児絵本シリーズ 山本忠敬 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15962 しゅっぱつ しんこう！ 福音館の幼児絵本 山本忠敬 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15963 ずかん・じどうしゃ 福音館の幼児絵本 山本忠敬 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15964 ぶーぶーじどうしゃ ０．１．２．えほん 山本忠敬 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15965 日本史有名人の子孫たち 別冊歴史読本特別増刊 第５４号 山本 光／編集 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

15966 ずんずん！ 山本一力著 中央公論新社

15967
明日は味方。 ぼくの愉快な自転車操業人生論  直木賞作
家が初めて語る「人生峠」を越える応援歌！

山本一力著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15968 戌亥の追風 山本一力著 集英社 22 (１１ 小説)

15969 たまゆらに 文春文庫  や２９－２２ 山本一力著 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

15970
粗茶を一服 文春文庫  や２９－１６  損料屋喜八郎始末
控え

山本一力著 文藝春秋 33 (２２ 文庫本)

15971 早刷り岩次郎 山本一力著 朝日新聞出版 22 (１１ 小説)

15972 くじら日和 山本一力著 文芸春秋
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

15973 たすけ鍼 山本一力著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

15974 峠越え 山本一力著 ＰＨＰ研究所 22 (１１ 小説)

15975 まとい大名 山本一力著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

15976 だいこん 山本一力著 光文社 22 (１１ 小説)

15977 欅しぐれ 山本一力著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

15978 草笛の音次郎 山本一力著 文芸春秋 22 (１１ 小説)



15979 ワシントンハイツの旋風（かぜ） 山本一力著 講談社 22 (１１ 小説)

15980 いっぽん桜 山本一力著 新潮社 22 (１１ 小説)

15981 深川黄表紙掛取り帖 山本一力著 講談社 22 (１１ 小説)

15982 蒼竜 山本一力著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15983 あかね空 山本一力著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15984 はぐれ牡丹 角川時代小説倶楽部 山本一力〔著〕 角川春樹事務所 22 (１１ 小説)

15985 がっこうかっぱのイケノオイ 山本悦子作 市居みか絵 童心社
30 (１９ 読み物 中学
年)

15986
いっしょに遊ぼ、バーモスブリンカル！ あかね・新読み
物シリーズ １７

山本悦子作 宮本忠夫絵 あかね書房
31 (２０ 読み物 高学
年)

15987 殺し屋はバスに乗る 山本音也著 講談社 22 (１１ 小説)

15988 きいちゃん 山元加津子著 多田順絵 アリス館
31 (２０ 読み物 高学
年)

15989 漆百科 山本勝巳著 丸善 19 (８ 美術 芸術)

15990 火天の城 山本兼一著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

15991 墨攻 Ａ ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＷＩＴＳ 映画ノベライズ版 山本甲士著 小学館 22 (１１ 小説)

15992 とげ 山本甲士著 小学館 22 (１１ 小説)

15993 始末屋稼業 Ｋｏｓａｉｄｏ ｂｌｕｅ ｂｏｏｋｓ 山本甲士著 広済堂出版 20 (９ 小説)

15994 美人司法書士の事件簿 相続殺人編 山本浩司著 日経ＢＰ社 22 (１１ 小説)

15995 図解でわかる民法 入門の法律 山本浩司著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

15996 紙芝居 街角のメディア 歴史文化ライブラリー １０３ 山本武利著 吉川弘文館 19 (８ 美術 芸術)

15997 ぶーぶーじどうしゃ ０．１．２．えほん 山本忠敬さく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

15998 巻くだけダイエット バンド１本でやせる！ 山本千尋著 幻冬舎
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



15999
地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル あなたのたいせつな
ものはなんですか？

山本敏晴写真・文 小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16000 ボケてたまるか！ ６２歳記者認知症早期治療実体験ルポ 山本朋史著 朝日新聞出版

16001 ひとことで言う 山本夏彦箴言集 山本夏彦著 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16002 へんてこ恐竜図鑑 山本ひまりさく 汐文社 61 (２３ 絵本 北)

16003 プラナリア 山本文緒著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16004
救急医、世界の災害現場へ ちくまプリマーブックス １４
７

山本保博著 筑摩書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16005 香りの薬効とその秘密 健康とくすりシリーズ 山本芳邦著 丸善
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16006 ぼくとカジババのめだまやき戦争 童話の海 １７
山本 悦子／作 平埜 哲雄／絵 ひらの てつお
／絵

ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16007
スノーボードレッスン プロが教える上手く滑り、きれい
に見せるテ

山本 和明／著 柏原 蔵書／著 永岡書店 19 (８ 美術 芸術)

16008
たんていトロッパときえたほうせき かざぐるま幼年どう
わ ７

山本 和子／作 毛利 将範／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16009
オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかが
く

山本 和俊／ぶん 畑中 富美子／え 山本 かず
とし／ぶん

大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16010
住宅資金の話あれこれ これなら必ずトクをする Ｎｅｗ
ｈｏｕｓｅ ｂｏｏｋｓ

山本 公喜／著 ニューハウス出版 17 (６ 総記 社会科学)

16011 ノーペイン、ノーゲイン 山本 甲士／著 角川書店 22 (１１ 小説)

16012 日本列島なぞふしぎ旅 中部・ ... 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16013 日本列島なぞふしぎ旅 九州・ ... 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16014 日本列島なぞふしぎ旅 関東編 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16015 日本列島なぞふしぎ旅 北陸・ ... 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16016 日本列島なぞふしぎ旅 関西編 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16017 日本列島なぞふしぎ旅 北海道 ... 山本 鉱太郎／著 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16018 やったねのんちゃんのＶサイン あつまれ１年生 ８ 山本 さゆり／作 小泉 るみ子／絵 岩崎書店
30 (１９ 読み物 中学
年)



16019
キャプテン日記 ひくまの出版創作童話 はばたきシリーズ
６

山本 静夫／作 岡本 颯子／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16020 この本を読んでから建てよう 防音・断熱の秘密 山本 順三／著 三一書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16021 落語ハンドブック 山本 進／編 三省堂 19 (８ 美術 芸術)

16022 しまふくろう かがくのとも傑作集 どきどきしぜん
山本 純郎／ぶん 神沢 利子／ぶん 山本 純郎
／写真

福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

16023
知的財産・著作権のライセンス契約入門 対訳英文契約書
１４０例文

山本 孝夫／著 三省堂 12 (１ 郷土資料)

16024 イネの絵本 そだててあそぼう ６
山本 隆一／へん 本 くに子／え やまもと た
かかず／へん

農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16025 ユーロ生誕 山本 武信／著 共同通信社 17 (６ 総記 社会科学)

16026 はじめての手話 ひとめでわかる手話の基本 山本 智子／著 日東書院 17 (６ 総記 社会科学)

16027 詩集 生きやしてもうてる 山本 倫子編 青樹社 19 (８ 美術 芸術)

16028 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英／さく 片山 健／さく 童心社 61 (２３ 絵本 北)

16029 みんないってしまう 山本 文緒／著 角川書店 22 (１１ 小説)

16030 ブラック・ティー 山本 文緒／著 角川書店 22 (１１ 小説)

16031 油絵 ＮＨＫ趣味入門 山本 文彦／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

16032 コレクション 山本 昌代／著 集英社 22 (１１ 小説)

16033 水の面 山本 昌代／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16034 朝霞 山本 昌代／著 講談社 22 (１１ 小説)

16035 広島の友 創作児童文学館 １４ 山本 真理子／作 藤田 通代／絵 岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16036 広島の姉妹 フォア文庫愛蔵版 山本 真理子／作 岩崎書店 25 (１４ 児童書)

16037 瑠璃唐草 山本 道子／著 講談社 22 (１１ 小説)

16038 世界名作選 １ 復刻 日本少国民文庫 山本 有三／編 新潮社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



16039 世界名作選 ２ 復刻 日本少国民文庫 山本 有三／編 新潮社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16040 日本文学全集 １８ 山本 有三 新潮社 24 (１３ 全集)

16041 おこちゃん 山本 容子／著 小学館 61 (２３ 絵本 北)

16042 吉野一隅  その自然と歴史と人間 山本昭緒 （株）明新社 12 (１ 郷土資料)

16043 図説・昭和の歴史 第3巻 昭和の恐慌 山本明/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16044 利休にたずねよ 山本兼一 株式会社ＰＨＰ研究所 33 (２２ 文庫本)

16045 現代語訳 日本の古典 ２ 萬葉集 山本健吉 学研 24 (１３ 全集)

16046 タンポポの金メダル 山本早苗 青井芳美 ＢＬ出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

16047 日本人の人生観 山本七平 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16048 少年少女日本文学館１７ ちいさこべ・山月記 山本周五郎  中島敦 講談社 25 (１４ 児童書)

16049 京都府の歴史散歩 下 新全国歴史散歩シリーズ 山本四郎 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16050 京都府の歴史散歩 上 新全国歴史散歩シリーズ 山本四郎 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16051 京都府の歴史散歩 中 新全国歴史散歩シリーズ 山本四郎 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16052 江戸時代図誌 第21巻 南海道 山本大・岩井宏美/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16053 山と猟師とケモノたち 山本福義 株式会社白日社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16054 はじめてのおるすばん 山本まつ子/絵 しみずみちを/作 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

16055 日本文学全集 ２６ 山本有三 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16056 少年少女日本文学館７ ウミヒコ ヤマヒコ 山本有三  菊池寛 講談社 25 (１４ 児童書)

16057 日本文学全集 第27巻 山本有三集 山本有三 集英社 24 (１３ 全集)

16058 図解釣り入門 北海道の川と海 山谷 正／著 北海道新聞社 19 (８ 美術 芸術)



16059
モンスターペアレントの正体 クレーマー化する親たち シ
リーズＣｕｒａ

山脇由貴子著 中央法規出版 17 (６ 総記 社会科学)

16060 ナガサキに翔ぶ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子／著 新日本出版社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16061 しゅくだいはじぶんで まほうつかいイージャン ２
山脇 恭／作 熊田 早代子／絵 くまだ さよこ
／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16062 ひみつのおひっこし まほうつかいイージャン １
山脇 恭／作 熊田 早代子／絵 くまだ さよこ
／絵

偕成社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16063
まんてん小がっこうのびっくり月ようび ＰＨＰどうわの
ポケット

山脇 恭／さく 大沢 幸子／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

16064
近世日本の医薬文化 ミイラ・アヘン・コーヒー 平凡社選
書 １５５

山脇 悌二郎／著 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16065 そらをとんだ けいこのあやとり 福音館創作童話シリーズ
山脇 百合子／さく・え やまわき ゆりこ／さ
く・え

福音館書店
30 (１９ 読み物 中学
年)

16066 長寿と日本食 日本から世界への発信
家森 幸男／監著 「健康で風土に根ざした日常
...

18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16067 江戸時代図誌 第19巻 山陰道 矢守一彦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16068 この素晴らしき世界
ペトル・ヤルホフスキー著 千野栄一訳 保川亜
矢子訳 千野花江訳

集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16069 心と体をいやす仕事 自分に合う仕事ＢＯＯＫＳ 八幡谷真弓著 主婦の友社 17 (６ 総記 社会科学)

16070
ともだち あなたはこの地球で体験したことをすべて思い
出します

やわやままこと ジュピタ－出版株式会社 17 (６ 総記 社会科学)

16071 時が滲む朝 楊逸著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16072 ちびむしちゃんのさんぽ ちびとらちゃん フローラル ヤン・クドラチェック作／絵 高田 敏子文 学研 5 (学習室)

16073 Ｚ 梁 石日／著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

16074 小児喘息 イラスト・わかる漢方 梁 哲成／著 ユリシス・出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16075 中国茶ドリンク集 楊 品瑜／著 三心堂出版社 19 (８ 美術 芸術)

16076 さびむしちゃんのさんぽ ヤン・クドラチェック 高田敏子 株式会社 学研 5 (学習室)

16077 地球の報復 大気に映る環境破壊 ルイーズ・Ｂ・ヤング／著 高城 恭子／ほか訳 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16078 目の見えないネズミが七匹 原本ほるぷ世界の絵本 エド・ヤング／絵 Andersen Press 63 (２５ 絵本 南)



16079
ライオンとねずみ イソップ童話 えほん・ドリームランド
１０

エド・ヤング／絵 田中 とき子／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16080 ムーミン童話全集 ４ ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン／作・絵 下村 隆一／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16081 ムーミン谷の大こうずい 絵本・ムーミン谷から ３
トーベ・ヤンソン／作・絵 岡村 美恵子／構
成・文

講談社 63 (２５ 絵本 南)

16082 ムーミン谷に春がきた 絵本・ムーミン谷から １
トーベ・ヤンソン／作・絵 岡村 美恵子／構
成・文

講談社 63 (２５ 絵本 南)

16083 ムーミン童話全集 １ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16084 ムーミン童話全集 ５ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16085 ムーミン童話全集 ６ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16086 ムーミン童話全集 ７ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16087 ムーミン童話全集 ８ トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16088 ムーミン童話全集 別巻 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16089 ムーミン童話全集 ２ たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン／作・絵 山室 静／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16090 ムーミン童話全集 ３ ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン／作・絵 小野寺 百合子／訳 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16091 ドアがあいて…
エルンスト・ヤンドゥル ノルマン・ユンゲ 斉
藤洋

ほるぷ出版 62 (２４ 絵本 西)

16092 一人の男が飛行機から飛び降りる バリー・ユアグロー／著 柴田 元幸／訳 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16093
頭をつかってゲームをたのしもう 戦術 たのしいサッカー
教室 ３

湯浅健二著・監修 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16094 草木の本 湯浅 浩史／文 木原 浩／写真 光琳社出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16095
古代人の精神世界 新装版 Ｍｉｎｅｒｖａ２１世紀ライブ
ラリー ２８

湯浅 泰雄／著 ミネルヴァ書房 16 (５ 宗教 歴史)

16096 徳島県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 湯浅良幸 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16097 恋のかたち、愛のいろ
唯川恵著 小手鞠るい著 畠中恵著 原田マハ著
ヴァシィ章絵著 朝倉かすみ著 角田光代著

徳間書店 22 (１１ 小説)

16098 風姿恋伝 唯川恵著 小学館
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



16099 今夜は心だけ抱いて 唯川恵著 朝日新聞社

16100 不運な女神 唯川恵著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16101 恋なんて、少し不幸ぐらいがちょうどいい 唯川恵著 大和書房

16102 １００万回の言い訳 唯川恵著 新潮社 22 (１１ 小説)

16103 今夜誰のとなりで眠る 唯川恵著 集英社 22 (１１ 小説)

16104 肩ごしの恋人 唯川恵著 マガジンハウス 22 (１１ 小説)

16105 ベター・ハーフ 唯川恵著 集英社 22 (１１ 小説)

16106 ディアフレンズ 唯川 恵／著 Ｉ．マーリーン・キング／脚本 ソニー・マガジンズ 22 (１１ 小説)

16107 彼方への日々 唯川 恵／著 集英社 22 (１１ 小説)

16108 図説・昭和の歴史 第8巻 戦争と国民 由井正臣/責任編集 集英社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16109 自然と友だちになる法ー② 森の野鳥 由井正敏 学習研究社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16110 わたしたちののはら 評論社の児童図書館・絵本の部屋
ジュリアナ・ホレイシア・ユ ... バーリー・
ドーアティ／再話 ロビン・ベル・コーフィー
ル ...

評論社 63 (２５ 絵本 南)

16111
朝ごはん パクパク、モリモリ元気な一日！ 毎日おいしい
クッキング

ゆうエージェンシー／編 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16112 交換日記 柳美里著 新潮社

16113 石に泳ぐ魚 柳美里著 新潮社 22 (１１ 小説)

16114 声 柳美里著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

16115 生（いきる） 柳美里著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

16116 魂 柳美里著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

16117 命 柳美里著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

16118
かんたん・おいしい点心 台湾のプロが教える軽食・おや
つ

游 純雄／著 王 志雄／著 山本 彩子／訳 池田書店 19 (８ 美術 芸術)



16119 ゴールドラッシュ 柳 美里／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16120 水辺のゆりかご 柳 美里／著 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16121 家族シネマ 柳 美里／著 講談社 22 (１１ 小説)

16122 フルハウス 柳 美里／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16123 殉愛 結城五郎〔著〕 角川春樹事務所 22 (１１ 小説)

16124 血の鎖 結城五郎〔著〕 角川春樹事務所 22 (１１ 小説)

16125 厳かなる終焉 結城五郎著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16126 入門長寿〈後期高齢者〉医療制度 結城康博著 ぎょうせい
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16127 花メール 柚木瞭著 文芸社 22 (１１ 小説)

16128 約束の庭 心にのこる文学 １９
有紀 恵美／作 佐藤 真紀子／絵 ゆうき えみ
／作

ポプラ社
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

16129 心室細動 結城 五郎／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16130 泥棒たちの昼休み 結城 昌治／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16131 ケンタウロス座 釉木 淑乃／著 集英社 22 (１１ 小説)

16132 古代史研究の最前線 第１巻 雄山閣／編 雄山閣出版／編 雄山閣
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16133 古代史研究の最前線 第２巻 雄山閣／編 雄山閣出版／編 雄山閣
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16134 古代史研究の最前線 第３巻 雄山閣／編 雄山閣出版／編 雄山閣
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16135 古代史研究の最前線 第４巻 雄山閣／編 雄山閣出版／編 雄山閣
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16136
魅せる・見とれる・食事マナー ふだんからどれだけ美し
く食べていますか センシビリティＢＯＯＫＳ １９

遊食倶楽部／編 同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16137 さとうきび畑の唄 遊川和彦著 汐文社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16138 安土幻想 信長謀殺 湯川裕光著 広済堂出版 22 (１１ 小説)



16139 禁断の果実 遊川 和彦／原作 葉月 陽子／ノベライズ 双葉社 22 (１１ 小説)

16140 日本原色虫えい図鑑 湯川 淳一／編著 桝田 長／編著 全国農村教育協会 5 (学習室)

16141 瑶泉院 三百年目の忠臣蔵 湯川 裕光／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16142 レ・ミゼラブル 上 福音館古典童話シリーズ ３１
ヴィクトル・ユゴー／作 清水 正和／編・訳
Ｇ・ブリヨン／ほか画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16143 レ・ミゼラブル 下 福音館古典童話シリーズ ３２
ヴィクトル・ユゴー／作 清水 正和／編・訳
Ｇ・ブリヨン／ほか画

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16144 レ・ミゼラブル 世界の名作全集 １７ ヴィクトール・ユゴー／原作 榊原 晃三／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

16145 河出世界文学全集９ レ・ミゼラブル１ ユゴー 河出書房新社 24 (１３ 全集)

16146 河出世界文学全集１０ レ・ミゼラブル２ ユゴー 河出書房新社 24 (１３ 全集)

16147 アフリカ大陸探検史 「知の再発見」双書 ２９ アンヌ・ユゴン／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

16148 珈琲ブック 田崎真也のテイスティング
ＵＣＣ上島珈琲／著 ＵＣＣコーヒー味覚表現
委員 ...

新星出版社 19 (８ 美術 芸術)

16149
住まいの簡単メンテナンス＆小修理 ほんのひと手間で、
あなたの住まいがスッキリ、きれいに！ 図解自分ででき
る快適住まい術

油田加寿子著 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

16150 きみなんか だいきらいさ
ジャニス・メイ・ユードリー／文 モーリス・
センダック／絵 小玉 知子／訳

富山房 63 (２５ 絵本 南)

16151 ユネスコ世界遺産 北アメリカ １ ユネスコ世界遺産センタ－/監修 講談社 7 (大型本)

16152 ユネスコ世界遺産 南ヨ－ロッパ １０ ユネスコ世界遺産センタ－・監修 講談社 7 (大型本)

16153 日本の材木杉 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 柚木 陽子／文 阿部 伸二／絵 理論社 61 (２３ 絵本 北)

16154 わたり鳥 海をこえるツバメ 絵本図鑑 柚木 修／文 藤丸 恵美子／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

16155 にいちゃん、ぼく反省しきれません。 青春と文学 １０ 柚木 真理／著 藤枝 リュウジ／画 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16156 異花受粉 祐未 みらの／著 講談社 22 (１１ 小説)

16157 役小角と山の神 ～御所市ふることがたり～ 夢絵本製作委員会 作 奥田眞子 絵 夢絵本製作委員会 12 (１ 郷土資料)

16158 井戸のこわい仁王さん 御所市むかしがたり 夢絵本製作委員会・ さく なかたにゆか・ え 夢絵本製作委員会 12 (１ 郷土資料)



16159 ちくま日本文学全集 ０２２ 夢野久作 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16160 大江戸釣客伝 下 夢枕 獏／著 講談社 22 (１１ 小説)

16161
陰陽師 玉兎ノ巻 〔「陰陽師」シリーズ〕  〔短編集１
３〕

夢枕獏著 文藝春秋

16162 陰陽師 滝夜叉姫・上 夢枕獏著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16163 陰陽師 滝夜叉姫・下 夢枕獏著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16164 陰陽師 太極ノ巻 夢枕獏著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16165 ものいふ髑髏 夢枕獏著 集英社 22 (１１ 小説)

16166 平成講釈安倍晴明伝 夢枕 獏／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

16167 陰陽師 飛天ノ巻 夢枕 獏／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16168 瑠璃の方船 夢枕 獏／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16169 大江戸釣客伝 上 夢枕獏 講談社 22 (１１ 小説)

16170 歓喜月の孔雀舞（パヴァ－ヌ） 夢枕獏 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16171 おとうさんは、いま こどものとも絵本 湯本香樹実ぶん ささめやゆきえ 福音館書店

16172 くまって、いいにおい ゆもとかずみ文 ほりかわりまこ絵 徳間書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

16173 夏の庭－Ｔｈｅ ｆｒｉｅｎｄｓ Ｂｅｓｔ ｃｈｏｉｃｅ 湯本 香樹実／作 福武書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

16174 図説幕末明治流行事典 湯本 豪一／著 柏書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16175 美術館・博物館は「いま」 続 日外教養選書 湯本 豪一／編 日外アソシエーツ 19 (８ 美術 芸術)

16176 ロミー・シュナイダー事件 ミヒャエル・ユルクス／著 平野 卿子／訳 集英社 19 (８ 美術 芸術)

16177 体のふしぎ事典 ユルゲン・ブラ－タ－/著 畔上司/訳 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

16178 ワイルド・スワン ２ ユン・チアン 土屋京子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



16179 ワイルド・スワン １ ユン・チアン 土屋京子 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16180 せんをたどって 講談社の翻訳絵本 ローラ・ユンクヴィスト ふしみみさを 講談社 62 (２４ 絵本 西)

16181 せんをたどっていえのなかへ 講談社の翻訳絵本 ローラ・ユンクヴィスト ふしみみさを 講談社 62 (２４ 絵本 西)

16182 タイのお百姓さん かたつむり文庫 タイ クリク・ユーンプン／文・絵 黒木 悠／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16183 しあわせってなあに？ 葉 祥明／絵・文 スネル 博子／英訳 自由国民社 5 (学習室)

16184
あめの ひの はなし ゆきのこさんが こんにちは フロー
ラル

葉 祥明／作・絵 高田 敏子／文 学研 5 (学習室)

16185 ジェイクと海のなかまたち ジェイクのメッセージ 葉 祥明／絵・文 リッキー・ニノミヤ／英訳 自由国民社 5 (学習室)

16186 地雷ではなく花をください サニーのおねがい 葉 祥明／絵 柳瀬 房子／文 自由国民社 63 (２５ 絵本 南)

16187 リトルブッダ 葉 祥明／絵・文 佼成出版社 61 (２３ 絵本 北)

16188 じゆうのつばさ こどもたちの心と身体をまもるために 葉祥明絵・文 国土社 61 (２３ 絵本 北)

16189 駅の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ９ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16190 沼の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ８ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16191 博物館の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ７ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16192 花の妖怪ホテル 妖怪ホテル  １０ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16193 街の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ６ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16194 宇宙の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ４ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16195 海の妖怪ホテル 妖怪ホテル  １ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16196 地下の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ３ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16197 猫の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ５ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16198 山の妖怪ホテル 妖怪ホテル  ２ 妖怪ホテル編集委員会編 マスリラ絵 ポプラ社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



16199 超バカの壁 新潮新書 １４９ 養老孟司著 新潮社 17 (６ 総記 社会科学)

16200 人生の疑問に答えます
養老孟司〔著〕 太田光〔著〕 養老孟司製作委
員会編

日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

16201 見える日本、見えない日本 養老孟司対談集 養老孟司著 清流出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16202 話せばわかる！ 身体がものをいう 養老孟司対談集 養老孟司著 清流出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16203
最新・育児大百科 新生児～２才これ1冊でよくわかる ベ
ネッセ・ムック 多磨ひよブックス たまひよ大百科シリー
ズ

横田 俊一郎／総監修 ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

16204
自転車は、なぜたおれないで走れるの？ 調べるっておも
しろい！

横田清著 アリス館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16205 教科書から消えた唱歌・童謡 横田憲一郎著 産経新聞ニュースサービス 19 (８ 美術 芸術)

16206 仁義なき宅配 ヤマトＶＳ佐川ＶＳ日本郵便ＶＳアマゾン 横田増生著 小学館 19 (８ 美術 芸術)

16207
正しい魔法のランプのつかいかた くもんのおもしろ文学
クラブ １７

横田 順弥／作 勝川 克志／絵 くもん出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16208 はみ出し銀行マンの夢の印税生活マニュアル 横田 浜夫／著 ＷＡＶＥ出版 17 (６ 総記 社会科学)

16209 ば、い、お、り、ん 横田明子/作 横尾智子/絵 横尾智子/絵 ＢＬ出版 61 (２３ 絵本 北)

16210 飛鳥の神がみ 吉川弘文館 横田 健一 吉川 圭三 13 (２ 県一般書)

16211 しんかんせんのぞみ７００だいさくせん のりものえほん 横溝英一文と絵 小峰書店 61 (２３ 絵本 北)

16212
能・狂言 日本古典芸能と現代 岩波セミナーブックス ５
９

横道 万里雄／著 小林 責／著 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

16213 日本文学全集 ３２ 横光利一 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16214 日本文学全集 第３８巻 横光利一集 横光利一 集英社 24 (１３ 全集)

16215
たべたものはどうなるの？ 消化のはなし 消化と吸収のし
くみがよく分 よこもり先生のからだの本 ３

横森 周信／構成・文 浅野 利治／絵 浅野 り
じ／絵

偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16216
ちはどんなはたらきをするの？ 血液のはなし よこもり先
生のからだの本 ２

横森 周信／構成・文 浅野 利治／絵 浅野 り
じ／絵

偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16217
なぜいきをするの？ 呼吸のはなし よこもり先生のからだ
の本 １

横森 周信／構成・文 浅野 利治／絵 浅野 り
じ／絵

偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16218
じぶんをまもろうみんなをまもろう １ 子どものための安
全・安心えほん みち 登下校時の事故や犯罪から身を守る

横矢真理監修 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



16219
じぶんをまもろうみんなをまもろう ２ 子どものための安
全・安心えほん がっこう 学校内の事故や犯罪からみんな
で身を守る

横矢真理監修 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16220 看守眼 横山 秀夫著 新潮社 22 (１１ 小説)

16221 インターネット探検隊 横山験也編 横山験也著 三橋勉著 須藤史晴著 ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16222 出口のない海 横山秀夫著 講談社 22 (１１ 小説)

16223 臨場 横山秀夫著 光文社 22 (１１ 小説)

16224 影踏み 横山秀夫著 祥伝社 22 (１１ 小説)

16225 クライマーズ・ハイ 横山秀夫著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16226 真相 横山秀夫著 双葉社 22 (１１ 小説)

16227 第三の時効 横山秀夫著 集英社 22 (１１ 小説)

16228 動機 横山秀夫著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16229 少年たちの夏 Ｆｏｒ ｂｏｙｓ ａｎｄ ｇｉｒｌｓ １７ 横山充男作 村上豊絵 ポプラ社 25 (１４ 児童書)

16230 パパとおさんぽ たんぽぽえほんシリーズ よこやまみなこさく・え 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

16231 アニマル・セラピーとは何か ＮＨＫブックス ７８４ 横山 章光／著 日本放送出版協会 17 (６ 総記 社会科学)

16232
胃・十二指腸潰瘍と胃ガンが気になる人へ やさしい医学
と健康のシリーズ

横山 泉／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16233 国際公務員になるには なるにはＢＯＯＫＳ ８３ 横山 和子／著 ぺりかん社 17 (６ 総記 社会科学)

16234 チャレンジ！学校クイズ王１０１ 横山 験也／著 ほるぷ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16235
クリーニング屋さんが書いたクリーニングの 本 Ｈａｎｄ
ｓ ｂｏｏｋ

横山 暢宏／著 三水社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16236 心臓病を予防したい人へ やさしい医学と健康のシリーズ 横山 正義／著 東洋出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16237 にじ色の羽のねこ こども童話館 ９２ 横山 充男／編 佐野 真隆／絵 ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16238 ぼくらは春に 文研じゅべにーる 横山 充男／作 佐野 真隆／絵 文研出版
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)



16239 同級生 はるかな時空をこえて ＰＨＰ創作シリーズ 横山 充男／作 味戸 ケイコ／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

16240 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男／作 福田 岩緒／絵 文研出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16241 日本文学全集 １９ 横山 利一 新潮社 24 (１３ 全集)

16242 ６４（ロクヨン） 横山秀夫 文藝春秋 22 (１１ 小説)

16243 江東の波乱 三国志 ７ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16244 三国志 ３ 漢室の風雲 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16245 三国志 ４ 乱世の奸雄 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16246 三国志 ５ 董卓追討軍 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16247 三国志 ６ 玉璽の行くえ 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16248 三国志 ８ 呂布と曹操 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16249 三国志 ９ 曹操の台頭 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16250 三国志 １０ 徐州の謀略戦 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16251 三国志 １１ 孫策の快進撃 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16252 三国志 １２ 南陽の攻防戦 希望コミックス４９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16253 三国志 １３ 玄徳の危機 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16254 三国志 １４ 呂布の末路 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16255 三国志 １５ 玄徳の秘計 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16256 三国志 １ 桃園の誓い 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16257 三国志 ２ 黄巾賊退治 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16258 三国志 第36巻 漢中侵攻軍 希望コミックス１０９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16259 三国志 第37巻 魏呉激突 希望コミックス１１０ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16260 三国志 第38巻 張飛の知略 希望コミックス１１５ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16261 三国志 第39巻 漢水の戦い 希望コミックス１１８ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16262 三国志 第40巻 漢中王劉備 希望コミックス１２１ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16263 三国志 第41巻 関羽の不覚 希望コミックス１２４ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16264 三国志 第42巻 曹操の死 希望コミックス 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16265 三国志 第44巻 蜀呉の死闘 希望コミックス１３２ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16266 三国志 第45巻 劉備の死 希望コミックス１３６ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16267 三国志 第46巻 孔明の南蛮行 希望コミックス１３８ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16268 三国志 第47巻 濾水の戦い 希望コミックス１４２ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16269 三国志 第48巻 孟獲心攻戦 希望コミックス１４４ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16270 三国志 第49巻 出師の表 希望コミックス１４７ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16271 三国志 第50巻 孔明北伐行 希望コミックス１５１ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16272 三国志 第51巻 姜維の帰順 希望コミックス１５６ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16273 三国志 第52巻 街亭の戦い 希望コミックス１６０ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16274 三国志 第53巻 陳倉の戦い 希望コミックス１６３ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16275 三国志 第54巻 陳倉城攻略 希望コミックス１６５ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16276 三国志 第55巻 祁山夏の陣 希望コミックス１６９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16277 三国志 第56巻 孔明の帰国 希望コミックス１７２ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16278 三国志 第57巻 祁山の戦い 希望コミックス１７３ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16279 三国志 第58巻 五丈原への道 希望コミックス１７７ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16280 三国志 第59巻 秋風五丈原 希望コミックス１８０ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16281 三国志 第60巻 蜀漢その後 希望コミックス１８１ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16282 三国志 第43巻 蜀の明暗 希望コミックス１２９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16283
横山光輝 三国志 おもしろゼミナ－ル 希望コミックス１
１６

横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16284 横山光輝 三国志 事典 希望コミックス１００ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16285 三国志 第16巻 曹操の智謀 希望コミックス61 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16286 三国志 第17巻 関羽の苦悶 希望コミックス62 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16287 三国志 第20巻 凶馬と玄徳 希望コミックス７２ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16288 三国志 第22巻 初陣 孔明 希望コミックス７５ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16289 三国志 第23巻 長坂の攻防 希望コミックス７６ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16290 三国志 第24巻 孔明の大論陣 希望コミックス７７ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16291 三国志 第25巻 赤壁の前哨戦 希望コミックス８１ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16292 三国志 第26巻 赤壁の戦い 希望コミックス８２ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16293 三国志 第27巻 南郡争奪戦 希望コミックス８５ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16294 三国志 第28巻 進攻玄徳軍 希望コミックス８７ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16295 三国志 第29巻 政略結婚 希望コミックス８９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16296 三国志 第30巻 周瑜と竜鳳 希望コミックス９３ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16297 三国志 第31巻 馬超の逆襲 希望コミックス９４ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16298 三国志 第32巻 渭水の決戦 希望コミックス９８ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16299 三国志 第33巻 蜀への隘路 希望コミックス１０１ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16300 三国志 第34巻 落鳳坡の衝撃 希望コミックス３４ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16301 三国志 第35巻 成都攻略戦 希望コミックス１０６ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16302 三国志 第19巻 呉国の暗雲 希望コミックス６９ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16303 三国志 第21巻 孔明の出廬 希望コミックス７４ 横山光輝 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16304 日本文学全集 現代歌集 ６８ 与謝野晶子・尾上紫舟・窪田空穂・木下利玄等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16305 翼の折れた天使たち 空 あの頃、少女たちは天使だった。 Ｙｏｓｈｉ著 双葉社 22 (１１ 小説)

16306 翼の折れた天使たち 海 あの頃、少女たちは天使だった。 Ｙｏｓｈｉ著 双葉社 22 (１１ 小説)

16307 翼の折れた天使たち 星 あの頃、少女たちは天使だった。 Ｙｏｓｈｉ著 双葉社 22 (１１ 小説)

16308 ハッピーフィート おはなし絵本 ２－７歳向け 吉井知代子訳 メディアファクトリー 63 (２５ 絵本 南)

16309
エネルギーの未来を考える １ 風力エネルギー 総合学習
に役立つシリーズ

吉井知代子訳 イアン・グラハム著 棚橋祐治日
本語版監修 山極隆日本語版監修 塚田庸子日本
語版校閲

文渓堂
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16310 交通事故に負けない被害者の本 吉岡翔著 日本実業出版社 19 (８ 美術 芸術)

16311 漂泊のルワンダ 吉岡 逸夫／著 ＴＢＳブリタニカ
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16312 数とコンピューター 新装版 数のライブラリイ ８ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16313 数のシーズン 新装版 数のライブラリイ ３ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16314 数のユーモア 新装版 数のライブラリイ １ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16315 数のロマンス 新装版 数のライブラリイ ２ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16316 数学ウラ話 新装版 数のライブラリイ ７ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16317 数学喫茶室 新装版 数のライブラリイ ６ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16318 数学千一夜 新装版 数のライブラリイ ５ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



16319 数学茶話 新装版 数のライブラリイ ４ 吉岡 修一郎／著 学生社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16320
医薬品の安定性 よりよい開発と評価のための基礎から実
際ま

吉岡 澄江／著 南江堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16321 風と涛と 吉岡 道夫／著 読売新聞社 22 (１１ 小説)

16322 日清戦争から盧溝橋事件 吉岡 吉典／著 新日本出版社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16323 江戸時代図誌 第7巻 奥州道 一 芳賀登/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16324 江戸時代図誌 第9巻 日光道 芳賀登/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16325 パズルをつくる シリーズ子どもとつくる ９ 芦ケ原 伸之／著 大月書店 19 (８ 美術 芸術)

16326 本牧亭の鳶 吉川潮著 新潮社 22 (１１ 小説)

16327 宮本武蔵 ６ 二天の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16328 宮本武蔵 ７ 円明の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16329 宮本武蔵 ４ 風の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16330 宮本武蔵 ５ 空の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16331 宮本武蔵 １ 地の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16332 宮本武蔵 ２ 水の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16333 宮本武蔵 ３ 火の巻 吉川英治著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16334 随筆宮本武蔵 吉川英治著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

16335
坪庭・小庭作り 自分で作る和風庭園 ブティック・ムック
Ｎｏ．１７８

吉河 功／著 ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

16336
細菌 ４０００遺伝子の細胞戦略 ネオ生物学シリーズ－ゲ
ノムから見た新しい 生物像－ 第３巻

吉川 寛／編 共立出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16337 江戸前の男 春風亭柳朝一代記 吉川 潮 新潮社 22 (１１ 小説)

16338 吉川英治 新・平家物語 十 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



16339 吉川英治 新・平家物語 十一 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16340 吉川英治 新・平家物語 六 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16341 吉川英治 新・平家物語 八 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16342 吉川英治 新・平家物語 九 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16343 吉川英治 新・平家物語 十二 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16344 吉川英治 新・平家物語 七 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16345 吉川英治 新・水滸伝 一 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16346 新編 忠臣蔵 上 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16347 新編 忠臣蔵 下 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16348 吉川英治  三国志 七 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16349 吉川英治  新書太閤記 四 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16350 吉川英治  三国志 八 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16351 吉川英治  新・平家物語 二 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16352 吉川英治  新・平家物語 五 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16353 吉川英治  新書太閤記 六 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16354 吉川英治 三国志 一 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16355 吉川英治 三国志 十 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16356 吉川英治 三国志 二 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16357 吉川英治 三国志 三 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16358 吉川英治 三国志 四 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



16359 吉川英治 三国志 五 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16360 吉川英治 三国志 六 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16361 吉川英治 三国志 九 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16362 吉川英治 私本太平記 [二] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16363 吉川英治 私本太平記 [三] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16364 吉川英治 私本太平記 [４] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16365 吉川英治 私本太平記 [五] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16366 吉川英治 私本太平記[六] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16367 吉川英治 私本太平記[七] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16368 吉川英治 私本太平記[八] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16369 吉川英治 新 ・水滸伝 二 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16370 吉川英治 新・水滸伝 三 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16371 吉川英治 新・平家物語 三 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16372 吉川英治 新・平家物語 一 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16373 吉川英治 新・平家物語 四 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16374 吉川英治 新書太閤記 一 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16375 吉川英治 新書太閤記 三 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16376 吉川英治 新書太閤記 五 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16377 吉川英治 新書太閤記 七 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16378 吉川英治 新書太閤記 八 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)



16379 吉川英治 新書 太閤記 二 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16380 吉川英治 幕末編（吉川英治短編選集） 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16381 吉川英治 私本太平記[一] 吉川英治 六興出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16382 これからの沖縄 吉川英男/文 伊集盛彦/写真 7 (大型本)

16383 ざりがに かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 吉崎 正巳／ぶん・え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

16384 めだか かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 吉崎 正巳／さく 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

16385 日本の名峰２４ 白山・奥美濃・伊吹 吉澤 康暢 山と渓谷社 7 (大型本)

16386 老いの不安を自信に変える森田式実践生活法 吉沢 勲／著 海竜社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16387 南画と写生画 原色日本の美術１９ 吉沢 忠 山川 武 小学館 7 (大型本)

16388 真葛が原 吉住侑子著 作品社 22 (１１ 小説)

16389 横道世之介 吉田 修一／著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

16390 悪人 吉田 修一／著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

16391 日本の名峰２５ 大峰・台高・石鎚 吉田 昭市 山と渓谷社 7 (大型本)

16392 日本の名峰２６ 大山と中国山地 吉田 昭市 山と渓谷社 7 (大型本)

16393
わかりやすい相続 改訂５版 見る・読む・知る イラスト
六法

吉田 杉明／著 山川 直人／絵 自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)

16394 ヤマトシジミの食卓 吉田 道子／作 大野 八生／画 くもん出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16395 という、はなし 吉田篤弘文 フジモトマサル絵 筑摩書房 22 (１１ 小説)

16396 路（ルウ） 吉田修一著 文藝春秋 22 (１１ 小説)

16397 静かな爆弾 吉田修一著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

16398
こどもずかん くるまとでんしゃ  ０さい～４さい  英語
つき

よしだじゅんこ絵 デイブ・テルキ英語監修 学研 62 (２４ 絵本 西)



16399
にんにく丸ごとクッキング Ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ｈｏｍｅ
ｍａｄｅ

吉田昌俊著 創森社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16400 きりんゆらゆら 吉田道子作 大高郁子画 くもん出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16401
白い孔雀 ハワイ王朝最後の希望の星プリンセス・カイウ
ラニ物語

よしだみどり著 文芸社 22 (１１ 小説)

16402 日本の神話伝説 吉田 敦彦／著 古川 のり子／著 青土社 16 (５ 宗教 歴史)

16403 これでいいのか省庁再編 吉田 和男／著 読売新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

16404 安全保障の経済分析 経済力と軍事力の国際均衡 吉田 和男／著 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

16405 万国お菓子物語 吉田 菊次郎／著 晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16406 ヨーロッパお菓子漫遊記 吉田 菊次郎／著 時事通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16407
地形図で辿る廃線跡 古地図とともにいまはなき鉄道を歩
く

吉田 恭一／著 心交社 13 (２ 県一般書)

16408 資料組織演習 ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ １０ 吉田 憲一／編 日本図書館協会 12 (１ 郷土資料)

16409 論語 新書漢文大系 １ 吉田 賢抗／訳著 加藤 道理／編 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

16410 強いリンパ球で「がん」を撃つ がん治療第４の選択 吉田 憲史／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16411 かいぞくノンとかいぞくドン おもしろ童話館 ６ 吉田 仁子／著 尾崎 真吾／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16412 著作権が明解になる１０章 吉田 大輔／著 出版ニュース社 12 (１ 郷土資料)

16413 千年往来 吉田 知子／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16414 ツインズ 吉田 直樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16415 ラスト・イニング 吉田 直樹／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16416 ムギの絵本 そだててあそぼう ７
吉田 久／へん めぐろ みよ／え よしだ ひさ
し／へん

農山漁村文化協会
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16417 現代民事法案内 吉田 真澄／著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

16418 空から来たひと 吉田瑞穂少年詩集 詩の散歩道 吉田 瑞穂／著 鈴木たくま／絵 理論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



16419 丸木位里・俊の時空 絵画としての『原爆の図』 ヨシダ ヨシエ／著 青木書店 19 (８ 美術 芸術)

16420 老いては子に逆らう わたしの老親修行 吉武 輝子／著 海竜社 17 (６ 総記 社会科学)

16421 橘 ものと人間の文化史 ８７ 吉武 利文／著 法政大学出版局
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16422 昭和文学全集 第23巻
吉田健一、丸谷才一、吉井由吉、福永武彦、三
浦哲郎

小学館 24 (１３ 全集)

16423
雑学3分間ビジュアル図解シリ－ズ「人体」 「からだの不
思議」がミルミルわかる！！

吉田尚義 ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16424 江戸時代図誌 第２４巻 南島 吉田光邦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16425 江戸時代図誌 第13巻 北陸道 二 吉田光邦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16426 江戸時代図誌 第16巻 東海道 三 吉田光邦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16427 明治大正図誌 第16巻 海外 吉田光邦/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16428 昭和文学全集 第３４巻 評論随想集 Ⅱ 吉田 満他 小学館 24 (１３ 全集)

16429 日本の民家 第一巻 農家 Ⅰ -北海道・東北・関東 吉田靖/編集 学習研究社 7 (大型本)

16430 日本の民家 第五巻 町家Ⅰ-北海道・東北・関東・中部 吉田靖/編集 学習研究社 7 (大型本)

16431 イレブン・ナイン 吉富 有／著 集英社 22 (１１ 小説)

16432 親子で学ぶ京女式しつけ術 吉永 幸司 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

16433 旅に夢みる 吉永小百合著 講談社 13 (２ 県一般書)

16434 誘う森 ミステリ・フロンティア ４５ 吉永南央著 東京創元社 22 (１１ 小説)

16435 斗酒空拳 酒文ライブラリー 吉永みち子著 ＴａＫａＲａ酒生活文化研究所
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16436
とびだせ３びきポケモンたびにっき 伝説のピカチュウを
さがせ！ ＰＯＫ〓ＭＯＮえものがたり

よしのえみこ絵 カサハラチュウ文 小学館

16437 チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野万理子作 宮尾和孝絵 学研
31 (２０ 読み物 高学
年)

16438 侵略 吉野 準／著 読売新聞社 22 (１１ 小説)



16439 ネコのくらし 科学のアルバム ６９ 吉野 信／著 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16440 生命は 詩画集 吉野 弘／詩 谷口 幸三郎／絵 ザイロ 19 (８ 美術 芸術)

16441 吉野川分水史 吉野川分水史 編纂委員会 奈良県 13 (２ 県一般書)

16442 ふるさと吉野 懐古写真集 吉野町文化協会 吉野町 12 (１ 郷土資料)

16443
ザジャパニーズコミックペーパー 新日本ジュニア文学館
５

吉橋 通夫／作 高田 雄太／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16444 笛風よ、海をわたれ 創作児童文学館 ９ 吉橋 通夫／作 早川 和子／絵 岩崎書店
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

16445
竜馬とおゆきのまっことどらまちっくぜよ 創作のメロ
ディ ４

吉橋 通夫／作 早川 和子／絵 文渓堂
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

16446 名医に聞く最新医療 吉原清児著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16447 トンボ玉 由水常雄著 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

16448 ２１世紀版少年少女古典文学館 １１ 平家物語  上 吉村 昭／著 岡田 嘉夫／絵 講談社 25 (１４ 児童書)

16449 ２１世紀版少年少女古典文学館 １２ 平家物語  下 吉村 昭／著 修岡田 嘉夫／絵 講談社 25 (１４ 児童書)

16450 わたしいややねん 吉村 敬子／文 松下 香住／絵 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

16451 大黒屋光太夫 上 吉村昭著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

16452 大黒屋光太夫 下 吉村昭著 毎日新聞社 22 (１１ 小説)

16453 見えない橋 吉村昭著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16454 敵討 吉村昭著 新潮社 22 (１１ 小説)

16455 夜明けの雷鳴 医師高松凌雲 吉村昭著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16456
痛快！ピラミッド学 Ａｍａｚｉｎｇ ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｐ
ｙｒａｍｉｄｓ ＆ ａｎｃｉｅｎｔ Ｅｇｙｐｔ

吉村作治著 集英社インターナショナル
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16457 四大文明 エジプト ＮＨＫスペシャル
吉村作治編著 後藤健編著 ＮＨＫスペシャル
「四大文明」プロジェクト編著

日本放送出版協会 16 (５ 宗教 歴史)

16458 小学生の算数ぎらいのらくらく算数はかせ 吉村啓著 小倉一郎絵 学灯社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



16459 大江戸温泉殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也著 実業之日本社 20 (９ 小説)

16460 霧積温泉殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也著 実業之日本社 33 (２２ 文庫本)

16461 十津川温泉殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也著 実業之日本社 33 (２２ 文庫本)

16462 「横浜の風」殺人事件 Ｔｏｋｕｍａ ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也著 徳間書店 20 (９ 小説)

16463 京都天使突抜通の恋 吉村達也著 集英社 22 (１１ 小説)

16464
おもしろ磁石百科 総合的な学習 磁石を材料にワクワク科
学実験 あそべる・まなべる学習教材づくり

吉村利明監修 少年写真新聞社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16465
戦争の時代の子どもたち 瀬田国民学校五年智組の学級日
誌より 岩波ジュニア新書  ６６０

吉村文成著 岩波書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16466 ハリガネムシ 吉村万壱著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16467 落日の宴 勘定奉行川路聖謨 吉村 昭／著 講談社 22 (１１ 小説)

16468 再婚 吉村 昭／著 角川書店 22 (１１ 小説)

16469 彦九郎山河 吉村 昭／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16470 プリズンの満月 吉村 昭／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16471
動物のふしぎ 子どもに話してあげよう シリーズ・子育て
ガイド ７

吉村 卓三／著 明治図書出版 17 (６ 総記 社会科学)

16472 侵入者ゲーム Ｂｏｒｎ ｔｏ ｋｉｌｌ 吉村 達也／著 講談社 22 (１１ 小説)

16473 家族の肖像 吉村 達也／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

16474 一身上の都合により、殺人 吉村 達也／著 祥伝社 22 (１１ 小説)

16475 私も組織の人間ですから 大人のための恐怖ミステリー 吉村 達也／著 角川書店 22 (１１ 小説)

16476 わくわく近代日本史５０話
吉村 徳蔵／著 毎日小学生新聞／編 有馬佳代
子／イラスト

草土文化
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16477 痔 いぼ痔・きれ痔・脱肛・出血 イラスト・わかる漢方 吉村 雅司／著 ユリシス・出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16478 昭和文学全集 第26巻
吉村昭、宮尾登美子、新田次郎、野坂昭如、山
口瞳、五木寛之、井上ひさし

小学館 24 (１３ 全集)



16479
大化改新と古代国家誕生 別冊歴史読本 乙巳の変・白村江
の戦い・壬申の乱

吉村武彦 新人物往来社 13 (２ 県一般書)

16480 虹 吉本 ばなな／著 幻冬舎 22 (１１ 小説)

16481 デッドエンドの思い出 よしもとばなな著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16482 ジャワ更紗 吉本 忍／著 平凡社 7 (大型本)

16483 ハチ公の最後の恋人 新装版 吉本 ばなな／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

16484 ハチ公の最後の恋人 一時間文庫 吉本 ばなな／著 メタローグ 22 (１１ 小説)

16485 火山島を行く 吉本 光郎／写真・文 平凡社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16486 海 Ｄｒｅａｍｉｎｇ ｂｌｕｅ Ｎａｔｕｒｅ 吉元 由美／文 中村 庸夫／写真 ベストセラーズ

16487 キッチン 吉本ばなな ベネッセコーポレイション 22 (１１ 小説)

16488 アゲハ そだててみよう ５ 吉家 世洋／構成・文 吉谷 昭憲／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16489 カブトムシ そだててみよう １ 吉家 世洋／構成・文 松崎 康生／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16490 クワガタムシ そだててみよう ７ 吉家 世洋／構成・文 森上 義孝／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16491 ザリガニ そだててみよう ３ 吉家 世洋／構成・文 池田 達男／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16492 スズムシ そだててみよう ８ 吉家 世洋／構成・文 松崎 康生／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16493 メダカ そだててみよう ４ 吉家 世洋／構成・文 森上 義孝／絵 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16494 生きること老いること 吉行あぐり著 新藤兼人著 朝日新聞社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16495 現代語訳 日本の古典 １６ 好色五人女・西鶴置土産 吉行淳之介 学研 24 (１３ 全集)

16496 は は はるだよ 与田 準一／詩 西巻 茅子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

16497 は は はるだよ 与田 準一／詩 西巻 茅子／絵 金の星社 61 (２３ 絵本 北)

16498 かえるのあまがさ 与田凖一おはなしえほん 与田凖一〔著〕 那須良輔画 童心社 62 (２４ 絵本 西)



16499
じどう会選挙大作戦 いたずら校内探検クラブ ５ ひくま
の出版創作童話 はばたきシリーズ １８

依田 逸夫／作 福田 岩緒／絵 ひくまの出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16500
よくわかる許認可の手続き 最新の規制動向から業種別申
請書の書き方ま ＰＨＰビジネス選書

依田 薫／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

16501 小さな町の六 日本児童文学名作選７ 与田 準一著 司 修画 あかね書房 25 (１４ 児童書)

16502 少年少女日本文学館２４ 現代児童文学傑作選２ 与田準一  佐藤さとる  筒井敬介 講談社 25 (１４ 児童書)

16503 夢の向こうに映画があった 淀川 長治／著 広済堂出版 19 (８ 美術 芸術)

16504 おとなになれなかつた弟たち・・・・・ 米倉斉加年 偕成社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16505 満願 米澤 穂信 新潮社 09 (新刊書)

16506 真実の１０メートル手前 米澤穂信著 東京創元社

16507 請来美術（絵画・書） 原色日本の美術２８ 米沢 嘉圃 中田 勇次郎 小学館 7 (大型本)

16508 横山光輝マンガ大全 別冊太陽 子どもの昭和史 米沢 嘉博 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

16509 くだものだーれ？ よねづゆうすけ作 講談社 62 (２４ 絵本 西)

16510 たべものだーれ？ よねづゆうすけ作 講談社 62 (２４ 絵本 西)

16511 正倉院の謎を解く 米田雄介著 木村法光著 毎日新聞社 19 (８ 美術 芸術)

16512 宮本武蔵の次の一手 決して後悔しない人生論 米長邦雄著 説話社 19 (８ 美術 芸術)

16513 モヨロ貝塚 古代北方文化の発見 米村喜男衛 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16514 山彦ハヤテ 米村圭伍著 講談社 22 (１１ 小説)

16515 おんみつ蜜姫 米村圭伍著 新潮社 22 (１１ 小説)

16516 紀文大尽舞 米村圭伍著 新潮社 22 (１１ 小説)

16517 錦絵双花伝 米村圭伍著 新潮社 22 (１１ 小説)

16518 退屈姫君伝 米村圭伍著 新潮社 22 (１１ 小説)



16519 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム みんなびっくり！ 米村でんじろう監修 主婦と生活社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16520 誤診 米山公啓著 小学館 22 (１１ 小説)

16521
いのちはカネで買え Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒ
ｙ

米山公啓著 集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16522 隠された病歴 米山公啓著 双葉社 22 (１１ 小説)

16523
患者さん、これだけはわかってよ 講談社ニューハードカ
バー

米山 公啓／著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16524 頭を抱える人々 神経内科 米山 公啓／著 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16525 少年少女世界文学館１６ アルプスの少女 ヨハンナ＝スピリ 講談社 25 (１４ 児童書)

16526
りこうねずみとよわむしねこ えほん・ドリームランド ２
９

ジョン・ヨーマン／作 クェンティン・ブレイ
ク／絵 神鳥 統夫／訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16527 共立（ともだち）夫婦 ＤＩＮＫＳから共立夫婦へ 読売広告社著 ハイライフ研究所著 日科技連出版社 17 (６ 総記 社会科学)

16528
子どものニュースウイークリー ２００２年版 いまがわか
る！世界が見える！ 親子で読めるニュースのこ・と・ば

読売新聞社会部編 中央公論新社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16529 人生回廊 高齢社会を生きる知恵 読売新聞社編 中央公論新社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16530 青い閃光 ドキュメント東海臨界事故 読売新聞社編集局著 中央公論新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16531 感彩人 Ｋａｎｓａｉ ｐｅｏｐｌｅ 読売新聞社／編 読売新聞大阪本社／編 読売新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16532 〈新〉日本のやきもの ３ よみうりカラームックシリーズ 読売新聞社／編 読売新聞社 19 (８ 美術 芸術)

16533 数字でみるニッポンの医療 読売新聞医療情報部 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16534
患者にやさしい医療最前線「医療の読売」がおくる最新レ
ポ－ト いざというとき役に立つ最先端医療②

読売新聞医療情報部[編] 技術評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16535
生活の質を支える医療新事情 いざというとき役に立つ最
先端医療③

読売新聞医療情報部 （編） 技術評論社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16536 これ一冊で裁判員制度がわかる 読売新聞社会部裁判員制度取材班著 中央公論新社 17 (６ 総記 社会科学)

16537 月夜のみみずく
ジェイン＝ヨーレン／詩 工藤 直子／訳 ジョ
ン＝ショーエンヘール／絵

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16538 みずうみにきえた村
ジェーン・ヨーレン／文 バーバラ・クーニー
／絵 掛川 恭子／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)



16539 あらしのあと  新版 岩波少年文庫  １５１ ドラ・ド・ヨング作 吉野源三郎訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16540 あらしの前  新版 岩波少年文庫  １５０ ドラ・ド・ヨング作 吉野源三郎訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16541
ハティのはてしない空 鈴木出版の海外児童文学  この地
球を生きる子どもたち

カービー・ラーソン／作 杉田 七重／訳 鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16542
わたしのおかあさんは世界一びじん  新装版 ゆかいなゆ
かいなおはなし

ベッキー・ライアーぶん 光吉郁子やく ルー
ス・ガネットえ

大日本図書
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16543 ウイルスＸ 人類との果てしなき攻防
フランク・ライアン／著 沢田 博／訳 古草 秀
子／訳

角川書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16544 エミリーへの手紙
キャムロン・ライト著 小田島則子訳 小田島恒
志訳

日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16545
ハプスブルクの女たち Ｓｈｉｎｓｈｏｋａｎ ｈｉｓｔｏ
ｒｙ ｂ ｏｏｋ ｓｅｒｉｅｓ

テア・ライトナー／著 関田 淳子／訳 新書館
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16546
フレディ 世界でいちばんかしこいハムスター 旺文社創作
児童文学

ディートロフ・ライヒェ作 佐々木田鶴子訳 し
まだしほ絵

旺文社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16547
ひとり暮らし便利手帖 掃除・洗濯ワザ、収納テクニック
満載！ Ｂｅｌｌｅ ｃｏｎｓｃｉｅｎｃｅ

ライフ・コンサルティング委 ... 南雲堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16548 ヴァン・ゴッホ・カフェ
シンシア・ライラント／作 中村 妙子／訳 さ
さめや ゆき／絵

偕成社

16549 花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ
ジャネット・テーラー・ライル作 市川里美画
多賀京子訳

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16550
リスの王国 ミンクテイルたちの森 世界の子どもライブラ
リー

ジャネット＝テイラー＝ライ ... 金原 瑞人／
訳 村田 収／絵

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16551 殺人作家同盟 Ｈａｙａｋａｗａ Ｎｏｖｅｌｓ ピーター・ラヴゼイ著 山本やよい訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16552 治せる医師・治せない医師 バーナード・ラウン／著 小泉 直子／訳 築地書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16553 少年少女世界文学館２４ 三国志 羅貫中 講談社 25 (１４ 児童書)

16554 みんなのかお 佐藤 彰／写真 戸田 杏子／文 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16555 赤いツァーリ 上 スターリン、封印された生涯
エドワード・ラジンスキー／著 工藤 精一郎／
訳

日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16556 赤いツァーリ 下 スターリン、封印された生涯
エドワード・ラジンスキー／著 工藤 精一郎／
訳

日本放送出版協会
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16557 オレゴンの旅
ラスカル／文 ルイ・ジョス／絵 山田 兼士／
訳

セーラー出版 63 (２５ 絵本 南)

16558 あと１０ぷんでねるじかん ペギー・ラスマン ひがしはるみ 徳間書店 62 (２４ 絵本 西)



16559 おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン いとうひろし 徳間書店 62 (２４ 絵本 西)

16560 おばけパーティー 立体ホログラム絵本
ステファニー・ラスレット／作 ナイジェル・
マクマレン／絵 偕成社／訳

偕成社 5 (学習室)

16561 おばけやしきのひみつ 立体ホログラム絵本
ステファニー・ラスレット／作 ナイジェル・
マクマレン／絵 偕成社／訳

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16562 きつねものがたり 世界傑作童話シリーズ ヨゼフ・ラダ／さく・え 内田 莉莎子／訳 福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16563
てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ ロシア
の絵本

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え 内田 莉莎子
／やく うちだ りさこ／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16564
マーシャとくま ロシア民話 世界傑作絵本シリーズ ソビ
エトの絵本

Ｅ・ラチョフ／え Ｍ・ブラトフ／さいわ 内田
莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16565 かばのハリー家をたてる かばさんのたんけんえほん ２ デリク・ラドフォード／作 三枝 祐士／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16566 かばのハリー学校へいく かばさんのたんけんえほん ６ デリク・ラドフォード／作 三枝 祐士／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16567 かばのハリー空港へいく かばさんのたんけんえほん ５ デリク・ラドフォード／作 三枝 祐士／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16568
かばのハリー特急電車にのる かばさんのたんけんえほん
４

デリク・ラドフォード／作 三枝 祐士／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16569 世界ユ－モア文学全集 第8巻 おれは駆けだし投手 他1件 ラ－ドナ－ 中村 雅男／訳 筑摩書房 5 (学習室)

16570 男性支配の起源と歴史 ゲルダ・ラーナー／著 奥田 暁子／訳 三一書房 17 (６ 総記 社会科学)

16571 夢みるこどもたち かたつむり文庫 イラン レザ・ラバサニ／文・絵 西岡 直樹／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16572 怪談・奇談 角川文庫 ラフカディオ・ハーン 田代 三千稔 訳 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16573
悪魔のおとし子 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ４ アメ
リ カ編

ラブクラフト／ほか原作 岡上 鈴江／訳・文
若菜 等／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16574
血を呼ぶ絵 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １６ アメ リ
カ編

ラブクラフト／ほか原作 岡上 鈴江／訳・文
嶋田 善雄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16575 キング・コング どきどきミステリーランド ３
Ｄ・ラブレース／作 Ｊ・コナウェイ／文 もき
かずこ／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16576 世界文学全集 ８ ラブレー 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16577 クリシュナ物語 かたつむり文庫 インド
パンドパダヤイ・ラマナンダ ... 若林 千鶴子
／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16578 あらまっ！
ケイト・ラム エイドリアン・ジョンソン 石津
ちひろ

小学館 6 (あのね文庫)



16579
太極 ほんの少しの時間…忙しいあなたのための 家庭、職
場、旅行先でもできる簡単なエクササイズ ガイアブック
ス

ティン・ユ・ラム著 小川真弓訳 産調出版 19 (８ 美術 芸術)

16580 レスター先生の学校 岩波少年文庫復刻版 ラム／作 西川 正身／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16581
赤だったらつかまえて 子うさぎミミミのはなし ４ スピ
カ・どうわのおくりもの

らもん じん／作 津田 直美／絵 等門 じん／
作

教育画劇

16582 シェイクスピアの世界 「知の再発見」双書 ３４ フランソワ・ラロック／著 高野 優／訳 創元社 24 (１３ 全集)

16583 君と出会ってから エクトールとヴァランティーヌ １ パトリック・ラロッシュ／絵と文 紀伊国屋書店 19 (８ 美術 芸術)

16584 りこうすぎた王子 岩波少年文庫  １６５ アンドリュー・ラング作 福本友美子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16585
りこうすぎた王子 プリンス・プリジオ 岩波少年文庫復刻
版

Ａ．ラング／作 光吉 夏弥／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16586 おおきなのはら
ジョン・ラングスタッフ フョードル・ロジャ
ンコフスキー さくまゆみこ

光村教育図書 62 (２４ 絵本 西)

16587
土・日で覚える写真の撮り方 ビジュアル版 土・日で覚え
るシリーズ １１

マイケル・ラングフォード／著 フィリップ・
ガットワード／写真 金沢 大子／訳

同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

16588 みにくいあひるのこ ジョナサン・ラングレイ／お ... 斉藤 洋／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16589 おうじょとかえる ジョナサン・ラングレイのえほん ４ ジョナサン・ラングレイ／お ... 斉藤 洋／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16590
がらがらやぎとかいぶつトロル ジョナサン・ラングレイ
のえほん ５

ジョナサン・ラングレイ／お ... 斉藤 洋／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16591
三びきのくまときんぱつちゃん ジョナサン・ラングレイ
のえほん ２

ジョナサン・ラングレイ／お ... 斉藤 洋／訳 岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16592 オオバンクラブの無法者 アーサー・ランサム全集 ５ アーサー・ランサム／作 岩田 欣三／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16593 シロクマ号となぞの鳥 アーサー・ランサム全集 １２ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16594 スカラブ号の夏休み アーサー・ランサム全集 １１ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16595 ツバメ号の伝書バト アーサー・ランサム全集 ６ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16596
ツバメ号とアマゾン号 上 岩波少年文庫  １７０  ランサ
ム・サーガ  １

アーサー・ランサム作 神宮輝夫訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16597
ツバメ号とアマゾン号 下 岩波少年文庫  １７１  ランサ
ム・サーガ  １

アーサー・ランサム作 神宮輝夫訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16598 海へ出るつもりじゃなかった アーサー・ランサム全集 ７ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16599 女海賊の島 アーサー・ランサム全集 １０ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16600 ツバメの谷 アーサー・ランサム全集 ２ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16601 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム全集 １
アーサー・ランサム／作 岩田 欣三／訳 神宮
輝夫／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16602 長い冬休み アーサー・ランサム全集 ４ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16603 ひみつの海 アーサー・ランサム全集 ８ アーサー・ランサム／作 神宮 輝夫／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16604 ヤマネコ号の冒険 アーサー・ランサム全集 ３ アーサー・ランサム／作 岩田 欣三／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16605 六人の探偵たち アーサー・ランサム全集 ９ アーサー・ランサム／作 岩田 欣三／訳 岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16606 ミラクルトレーニング 7週間完璧プログラム
ランス・アームストロング クリス・カーマイ
ケル

飯島 徹 19 (８ 美術 芸術)

16607 ラスト・ワールド
クリストフ・ランスマイアー／著 高橋 輝暁／
訳 高橋 智恵子／訳

中央公論社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16608 シジュとふくろう かたつむり文庫 キューバ
ミゲール・バーネット・ラン ... エンリケ・
マルチネス・ブラ ... しげい しみほ／訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16609 ムーやんメーやんのけったいなおそうじ
オロフ・ランドストローム／作 レーナ・ラン
ドストローム／作 ハルコ・オスターグレン／
訳

文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

16610 日中文化の源流 文学と神話からの分析 李 国棟／著 白帝社 19 (８ 美術 芸術)

16611 棒灸が効く 中国家庭療法 李 昇昊／著 ユリシス・出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16612 死者と生者の市 李 恢成／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16613 漁師とドラウグ 魔法の本棚 ヨナス・リー／著 中野 善夫／訳 国書刊行会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16614 たわごと師たち エドワード・リア／詩 佐々木 マキ／訳・画 福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16615 １００ぴきのいぬ１００のなまえ チンルン・リーさく・え きたやまようこやく フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

16616 相手を思いのままに「心理操作」できる！ デヴィッド・リーバーマン著 斉藤勇訳 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

16617 へんてこたまご 原本ほるぷ世界の絵本 レオ・リオニ／絵 Andersen Press 5 (学習室)

16618
離婚トラブル１１０番 Ｑ＆Ａ 元気な“前向きの離婚”の
ために １１０番シリーズ ５

離婚問題研究グループ／編 民事法研究会 17 (６ 総記 社会科学)



16619
女性に選ばれマ－ケティングの法則 消費の「真の決定
者」を動かす３つのアプロ－チ

リサ・ジョンソン/アンドレア・ラ－ニド/著者
飯岡美紀/訳者

ダイヤモンド社 19 (８ 美術 芸術)

16620 子どものこころのチキンス－プ おかしどろぼう
リサ・マコ－ト/文 メアリ－・オキ－フ・ヤン
グ/絵 宮本陽子/訳

岩崎書店 63 (２５ 絵本 南)

16621 リサ・ランド－ル-異次元は存在する リサ・ランド－ル＋若田光一 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16622 脳トレ 最先端の脳科学研究に基づく２８のトレーニング リチャ－ド・レスタック 青木 哉恵 訳 アスペクト
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16623 ＦＢＩが恐れた伝説のハッカー 上 ジョナサン・リットマン／著 東江 一紀／訳 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16624 ＦＢＩが恐れた伝説のハッカー 下 ジョナサン・リットマン／著 東江 一紀／訳 草思社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16625 ぞうって、こまっちゃう クリス・リデル／作・絵 田中 薫子／訳 徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

16626 クリンドルクラックスがやってくる！
フィリップ・リドリー／作 マーク・ロバート
ソン／絵 唐沢 則幸／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16627
宇宙で気がついた人生で一番大切なこと 宇宙飛行士から
の、家族への手紙

ジェリー・リネンジャー著 野沢博史訳 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16628 幸せいっぱい！  金運風水 李家幽竹 高橋書店 17 (６ 総記 社会科学)

16629 世界文学全集 ６ 唐詩選 李白・杜甫・王維・孟浩然等 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16630 天安門 リービ英雄／著 講談社 22 (１１ 小説)

16631 世界でいちばん美しい物語 宇宙・生命・人類 ユベール・リーヴズ／ほか著 木村 恵一／訳 筑摩書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16632
はじめてのＥｘｃｅｌ ２０１６ ＢＡＳＩＣ ＭＡＳＴＥ
Ｒ ＳＥＲＩＥＳ  ４４９

リブロワークス著 秀和システム

16633 ケネディ家の女たち 上 ローレンス・リーマー／著 延原 泰子／訳 早川書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16634 ケネディ家の女たち 下 ローレンス・リーマー／著 延原 泰子／訳 早川書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

16635
トキが生きていた！ 国際保護鳥トキ再発見の物語 ポプ
ラ・ノンフィクション ５８

劉 蔭増／著 桂 千恵子／訳 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16636 隆慶一郎短篇全集 隆 慶一郎／著 講談社 22 (１１ 小説)

16637 花の慶次  －雲のかなたに- 第一巻傾き御免の巻 隆慶一郎 /原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16638 花の慶次-雲のかなたに- 第３巻冬に舞う花の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16639 花の慶次-雲のかなたに- 第４巻茶聖 千利休の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16640 花の慶次-雲のかなたに- 第５巻いくさ人の決意！の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16641 花の慶次-雲のかなたに- 第６巻沈黙の英傑の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16642 花の慶次-雲のかなたに- 第７巻風斎と月斎の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16643 花の慶次-雲のかなたに- 第８巻戦国の徒花の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16644
花の慶次-雲のかなたに- 第９巻 佐渡攻めの章 巻１．鉄
仮面の死神

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16645
花の慶次-雲のかなたに- 第十巻 佐渡攻めの章 巻十二．
沈黙の挽歌

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16646
花の慶次-雲のかなたに- 第十一巻 熱風！小田原陣の章
巻七． 戦国の女

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16647
花の慶次-雲のかなたに- 第十二巻 熱風！小田原陣の章
巻十八． 拳の熱さ

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16648
花の慶次-雲のかなたに- 第十三巻 南海にかかる虹！琉球
の章 巻三．その男カルロス

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16649
花の慶次-雲のかなたに- 第十四巻 南海にかかる虹！ 琉
球の章 巻七． 自由の海へ

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16650
花の慶次-雲のかなたに- 第十五巻 太陽の国首里那覇の章
巻一． 涙の一献

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16651
花の慶次-雲のかなたに- 第十六巻 太陽の国首里那覇の章
巻十二． 首里入り

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16652
花の慶次-雲のかなたに- 第十七巻 太陽の国首里那覇の章
巻二十三． 愛するが故に....

隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16653 花の慶次-雲のかなたに- 第十八巻 風流の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16654 花の慶次-雲のかなた- 第二巻大ふへん者の巻 隆慶一郎/原作 原哲夫/漫画 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16655 子ども寄席 秋・冬 シリーズ本のチカラ 六代目・柳亭 燕路／作 二俣 英五郎／絵 日本標準 25 (１４ 児童書)

16656 子ども寄席 春・夏 シリーズ本のチカラ 六代目・柳亭 燕路／作 二俣 英五郎／絵 日本標準 25 (１４ 児童書)

16657 裂けた空のかなたに 竜道 真一／著 実業之日本社 22 (１１ 小説)

16658
みんながそろう日 モロッコの風のなかで 鈴木出版の海外
児童文学  この地球を生きる子どもたち

ヨーケ・ファン・レーウェン&マリカ・ブライ
ン／作 野坂 悦子／訳

鈴木出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16659 世界文学全集 ６６ 世界名詩集
リュデル・シェイクスピア・ミルトン・ランボ
オ・キーツ等

筑摩書房 24 (１３ 全集)

16660 デージェだっていちにんまえ 世界傑作童話シリーズ
ヨーク・ファン・リューベン ... 下田尾 治郎
／やく

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16661 おおきくなったらなんになる？ たんぽぽえほんシリーズ 寮 美千子／作 はた こうしろう／絵 鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

16662 おおおとこエルンスト うみにいく おひさまのほん 寮 美千子／作 篠崎 正喜／絵 小学館 61 (２３ 絵本 北)

16663 しぜんの工作 ２ 稜 いっぺい／著 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16664 言問 領家高子著 講談社 22 (１１ 小説)

16665 九郎判官 領家高子著 講談社 22 (１１ 小説)

16666 八年後のたけくらべ 領家 高子／著 講談社 22 (１１ 小説)

16667 ひたくれない 領家 高子／著 講談社 22 (１１ 小説)

16668 夜光盃 領家 高子／著 講談社 22 (１１ 小説)

16669 ビジュアル博物館 第１巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16670 ビジュアル博物館 第２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16671 ビジュアル博物館 第３巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16672 ビジュアル博物館 第４巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16673 ビジュアル博物館 第５巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16674 ビジュアル博物館 第６巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16675 ビジュアル博物館 第７巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16676 ビジュアル博物館 第８巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16677 ビジュアル博物館 第９巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16678 ビジュアル博物館 第１３巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



16679 ビジュアル博物館 第１０巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16680 ビジュアル博物館 第１４巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16681 ビジュアル博物館 第１１巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16682 ビジュアル博物館 第１５巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16683 ビジュアル博物館 第１２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16684 ビジュアル博物館 第１６巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16685 ビジュアル博物館 第１７巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16686 ビジュアル博物館 第１８巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16687 ビジュアル博物館 第１９巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16688 ビジュアル博物館 第２０巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16689 ビジュアル博物館 第２１巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16690 ビジュアル博物館 第２２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16691 ビジュアル博物館 第２３巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16692 ビジュアル博物館 第２４巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16693 ビジュアル博物館 第２５巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16694 ビジュアル博物館 第２６巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16695 ビジュアル博物館 第２７巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16696 ビジュアル博物館 第２８巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16697 ビジュアル博物館 第２９巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16698 ビジュアル博物館 第３０巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



16699 ビジュアル博物館 第３１巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16700 ビジュアル博物館 第３２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16701 ビジュアル博物館 第３４巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16702 ビジュアル博物館 第３５巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16703 ビジュアル博物館 第３６巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16704 ビジュアル博物館 第３７巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16705 ビジュアル博物館 第３８巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16706 ビジュアル博物館 第３９巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16707 ビジュアル博物館 第４０巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16708 ビジュアル博物館 第４１巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16709 ビジュアル博物館 第４２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16710 ビジュアル博物館 第４４巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16711 ビジュアル博物館 第４５巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16712 ビジュアル博物館 第４６巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16713 ビジュアル博物館 第４７巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16714 ビジュアル博物館 第４８巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16715 ビジュアル博物館 第５２巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16716 ビジュアル博物館 第３３巻 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16717 世界文学全集 ４９ リルケ・ムージル 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16718 トムのほんとうのうち
ジョーン・リンガード作 こだまともこ訳 田口
智子挿絵

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16719 ふしぎいっぱい魚 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ ５
メアリー・リング／文 ジェリー・ヤング／写
真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16720 キャリアーズ 上巻 パトリック・リンチ／著 高見 浩／訳 飛鳥新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16721 キャリアーズ 下巻 パトリック・リンチ／著 高見 浩／訳 飛鳥新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16722 ほんとのおばけ手ぶくろさわぎ いわさき創作童話 １６
マリータ・リンドクヴィスト／作 菱木 晃子／
訳 岡本 美子／絵

岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16723 赤い目のドラゴン 大型絵本
アストリッド・リンドグレーン文 イロン・
ヴィークランド絵 ヤンソン由実子訳

岩波書店 63 (２５ 絵本 南)

16724 エーミルはいたずらっ子 岩波少年文庫  ２１０
アストリッド・リンドグレーン作 石井登志子
訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

16725 はるかな国の兄弟 岩波少年文庫  ０８５ アストリッド・リンドグレーン作 大塚勇三訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16726 ミオよわたしのミオ 岩波少年文庫  ０８０ アストリッド・リンドグレーン作 大塚勇三訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16727 よろこびの木
アストリッド・リンドグレーン文 スヴェン・
オットー・Ｓ絵 石井登志子訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

16728 もみの木森のグンナル
ボリェ・リンドストロム／文 エーヴァ・リン
ドストロム／絵 ハルコ・オスターグレン／訳

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16729 海からの贈りもの
アン・モロウ・リンドバーグ／著 落合 恵子／
訳

立風書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16730 おひさまってなあに？
リーブ・リンドバーグ／ぶん スティーブン・
ランバート／え 片山 令子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16731 拳の文化史 角川叢書 ３ セップ・リンハルト／著 角川書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16732 ボッス ＢＳＳギャラリー世界の巨匠
カール・リンフェルト／著 西村 規矩夫／訳
岡部 紘三／訳

美術出版社 7 (大型本)

16733 とおいとおいアフリカの ビジョー・ル・トール／作 落合 恵子／訳 アリス館 63 (２５ 絵本 南)

16734 似た言葉使い分け辞典 正しい言葉づかいのための 類語研究会／編 創拓社 5 (学習室)

16735 少年少女世界文学館９ 若草物語 ルイザ＝メイ＝オルコット 講談社 25 (１４ 児童書)

16736 とぶ船  新版 上 岩波少年文庫  １３６ ヒルダ・ルイス作 石井桃子訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16737 とぶ船  新版 下 岩波少年文庫  １３７ ヒルダ・ルイス作 石井桃子訳 岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16738 と・も・だ・ち 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ロブ・ルイスさく まつかわまゆみやく 評論社 63 (２５ 絵本 南)



16739 ナルニア国の住人たち
Ｃ．Ｓ．ルイス／原作 ポーリン・ベインズ／
絵 瀬田 貞二／訳

岩波書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16740 朝びらき丸東の海へ 改版 ナルニア国ものがたり ３ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16741 馬と少年 改版 ナルニア国ものがたり ５ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16742
カスピアン王子のつのぶえ 改版 ナルニア国ものがたり
２

Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16743 銀のいす 改版 ナルニア国ものがたり ４ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16744 さいごの戦い 改版 ナルニア国ものがたり ７ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16745 魔術師のおい 改版 ナルニア国ものがたり ６ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16746 ライオンと魔女 改版 ナルニア国ものがたり １ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16747 心の１分間トレーニング デイビッド・ルイス／著 金 利光／訳 東京図書
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16748 トレバー、がんばって
ロブ・ルイス／さく 橋本 恵／やく はしもと
めぐみ／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16749 すてきなおかねのつかいかた
ロブ・ルイス／さく・え 片山 令子／やく か
たやま れいこ／やく

福武書店 63 (２５ 絵本 南)

16750 のろのろデイジー ふなのりネコだいかつやく
ロブ・ルイス／さく 船渡 佳子／やく ふなと
よしこ／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16751 ナルニア国物語ライオンと魔女 映画版
Ｃ．Ｓ．Ｌｅｗｉｓ〔原作〕 Ｋａｔｅ Ｅｇａ
ｎ〔翻案〕 森はるな訳

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16752 スター・ウォーズエピソードⅤ帝国の逆襲
ジョージ・ルーカス原作 ライダー・ウィンダ
ム著 上杉隼人訳  潮裕子訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16753 スター・ウォーズエピソードⅠファントム・メナス
ジョージ・ルーカス原作 パトリシア・Ｃ．
リード著 上杉隼人訳  大島資生訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16754 スター・ウォーズエピソードⅡクローンの攻撃
ジョージ・ルーカス原作 パトリシア・Ｃ．
リード著 上杉隼人訳  上原尚子訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16755 スター・ウォーズエピソードⅢシスの復讐
ジョージ・ルーカス原作 パトリシア・Ｃ．
リード著 上杉隼人訳  有馬さとこ訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16756 スター・ウォーズエピソードⅣ新たなる希望
ジョージ・ルーカス原作 ライダー・ウィンダ
ム著 らんあれい訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16757 スター・ウォーズエピソードⅥジェダイの帰還
ジョージ・ルーカス原作 ライダー・ウィンダ
ム著 上杉隼人訳  吉田章子訳

講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16758
スター・ウォーズエピソード２クローンの攻撃 ジュニア
ノベル Ｌｕｃａｓ ｂｏｏｋｓ

ジョージ・ルーカス原作 ジョージ・ルーカス
脚本 ジョナサン・ヘイルズ脚本 パトリシア・
Ｃ．リード著 富永晶子訳

ソニー・マガジンズ
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16759 神さまとひきがえる かたつむり文庫 ベトナム ディン・ルゥク／文・絵 小比賀 優子／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16760 少年少女世界文学館１４ 赤毛のアン ルーシー＝モード＝モンゴメリー 講談社 25 (１４ 児童書)

16761
おひさまがしずむよるがくる 世界傑作絵本シリーズ アメ
リカの絵本

ローラ・ルーク／ぶん オラ・アイタン／え 内
田 莉莎子／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16762 コロンブス 聖者か、破壊者か 「知の再発見」双書 ２１
ミシェル・ルケーヌ／著 富樫 瓔子／訳 久保
実／訳

創元社 24 (１３ 全集)

16763 メイシ－ちゃんＡＢＣ ル－シ－・カズンズ/作 五味太郎/訳 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16764 メイシ－ちゃん おたのしみひろばへゆきます ル－シ－・カズンズ/作 五味太郎/訳 偕成社 61 (２３ 絵本 北)

16765 にんじん 世界の名作全集 １８ ジュール・ルナール／原作 榊原 晃三／訳 国土社 25 (１４ 児童書)

16766
ヨーロッパの始まり 新石器時代と巨石文化 「知の再発
見」双書 ３６

カトリーヌ・ルブタン／著 南条 郁子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

16767 王妃の首かざり ミステリー劇場 ３ ルパンの部屋
モーリス・ルブラン／作 オカダ ヨシエ／訳
うちべ けい／絵

フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16768 アルセーヌ＝ルパン全集 別巻１ 女探偵ドロテ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16769
アルセーヌ＝ルパン全集 別巻２ 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 25 (１４ 児童書)

16770 アルセーヌ＝ルパン全集 別巻３ 三つの眼 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16771 アルセーヌ＝ルパン全集 別巻４ 真夜中から七時まで モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16772 アルセーヌ＝ルパン全集 別巻５ 赤い輪 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16773 アルセーヌ＝ルパン全集１ 怪盗紳士ルパン モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16774 アルセーヌ＝ルパン全集１０ 金三角 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16775 アルセーヌ＝ルパン全集１１ 三十棺桶島 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16776 アルセーヌ＝ルパン全集１２ 虎の牙㊤ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16777 アルセーヌ＝ルパン全集１３ 虎の牙㊦ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16778 アルセーヌ＝ルパン全集１４ 八点鐘 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)



16779 アルセーヌ＝ルパン全集１５ カリオストロ伯爵夫人 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16780 アルセーヌ＝ルパン全集１６ 緑の目の令嬢 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16781 アルセーヌ＝ルパン全集１７ バーネット探偵社 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16782 アルセーヌ＝ルパン全集１８ 謎の家 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16783 アルセーヌ＝ルパン全集１９ ジェリコ公爵 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16784 アルセーヌ＝ルパン全集２ ルパン対ホームズ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16785 アルセーヌ＝ルパン全集２０ バール・イ・ヴァ荘 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16786 アルセーヌ＝ルパン全集２１ 二つの微笑をもつ女 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16787 アルセーヌ＝ルパン全集２２ 特捜班ビクトール モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16788 アルセーヌ＝ルパン全集２３ 赤い数珠 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16789 アルセーヌ＝ルパン全集２４ カリオストロの復讐 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16790 アルセーヌ＝ルパン全集２５ ルパン最後の事件 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16791 アルセーヌ＝ルパン全集３ ルパンの冒険 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16792 アルセーヌ＝ルパン全集４ 奇岩城 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16793 アルセーヌ＝ルパン全集５ ８１３ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16794 アルセーヌ＝ルパン全集６ 続８１３ モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16795 アルセーヌ＝ルパン全集７ 水晶の栓 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16796 アルセーヌ＝ルパン全集８ ルパンの告白 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16797 アルセーヌ＝ルパン全集９ オルヌカン城の謎 モーリス＝ルブラン／著 偕成社 25 (１４ 児童書)

16798
シャガール ぼくの大すきなロシアの町 名画の秘密をさぐ
る ８

Ｊ・ルメイ／文 Ｖ・ボワリイ／絵 オカダ ヨ
シエ／訳

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



16799
ファン・ゴッホ 火の玉の太陽にこがれて 名画の秘密をさ
ぐる ４

Ｊ・ルメイ／文 Ｃ・ルシャ／絵 長島 良三／
訳

岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16800 オペラ座の怪人 どきどきミステリーランド ８
Ｇ・ルルー／作 Ｋ・マクマラン／文 岡部 史
／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16801
死者のしかえし 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １７ フ
ラ ンス編

レイ／ほか原作 榊原 晃三／訳・文 小沢 一雄
／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16802 ドーミエ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ロベール・レー／著 大島 清次／訳 美術出版社 7 (大型本)

16803
古い屋敷に残された話 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １
９ アイ ルランド編

レ・ファニュ／原作 足沢 良子／訳・文 レ
オ・沢鬼／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16804
緑色の目の白いネコ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １０
アイ ルランド編

レ・ファニュ／原作 足沢 良子／訳・文 嶋田
善雄／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16805 おぎょうぎのよいペンギンくん
Ｈ．Ａ．レイえ マーガレット・ワイズ・ブラ
ウンさく ふくもとゆみこやく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16806 満月をまって
メアリー・リン・レイぶん バーバラ・クー
ニーえ 掛川恭子やく

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

16807 いぬおことわり！
Ｈ．Ａ．レイ／え マーガレット・ワイズ・ブ
ラ ... 福本 友美子／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16808
消えた象神（ガネーシャ） くもんの海外児童文学シリー
ズ ６

サタジット・レイ／作 西岡 直樹／訳 山本 明
比古／絵

くもん出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16809
どうながのプレッツェル 世界傑作絵本シリーズ アメリカ
の絵本

マーグレット・レイ／ぶん Ｈ・Ａ・レイ／え
渡辺 茂男／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16810 偉大な芸術家に教わる絵の描きかた 風景編 スー・レイシー著 神田由布子訳 汐文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16811 わたしはなんでも知っている 新・童話の海  １ 令丈 ヒロ子／作 カタノ トモコ／絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16812 メニメニハート 令丈ヒロ子作 結布絵 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16813 わらいの王子様 キッズパラダイス 令丈ヒロ子作 かまたいくよ絵 理論社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16814 うちゅうのガムくん ゆかいなアハハ王国 令丈 ヒロ子／作 犬丸 りん／絵 ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

16815 あたまのぽよよん どうわがいっぱい ３２ 令丈 ヒロ子／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16816 ぼよよんのみ どうわがいっぱい ９ 令丈 ヒロ子／作・絵 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

16817 自分でできるフットケア マミ・レヴィ監修 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16818 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに
リヒャルト・デ・レーウ作 マーイケ・シーガ
ル作 ディック・ブルーナ絵 野坂悦子訳

講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



16819 モナ・リザの微笑 美の再発見シリーズ レオナルド・ダ・ヴィンチ／画 求竜堂 19 (８ 美術 芸術)

16820 コーネリアス たってあるいたわにのはなし レオ＝レオニ作 谷川俊太郎訳 好学社 63 (２５ 絵本 南)

16821 フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ作 谷川俊太郎訳 好学社

16822 あそぼうよ レオ=レオニ／作 谷川 俊太郎／訳 好学社 63 (２５ 絵本 南)

16823 スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ作 谷川俊太郎訳 好学社 63 (２５ 絵本 南)

16824 いろいろ１ねん レオ・レオーニ著 谷川俊太郎訳 あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

16825
びっくりたまご ３びきのかえるとへんなにわとりのはな
し

レオ＝レオニ／作 谷川 俊太郎／訳 好学社 63 (２５ 絵本 南)

16826 歴史街道 ツーリスト情報版２０３ 歴史街道推進協議会 近畿日本鉄道(株) 業務局 13 (２ 県一般書)

16827 イエズス会 世界宣教の旅 「知の再発見」双書 ５３ フィリップ・レクリヴァン／著 垂水 洋子／訳 創元社 24 (１３ 全集)

16828 森の怪人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 ２０ ロシ ア編
レスコフ／原作 田辺 佐保子／訳・文 大串 玲
子／絵

金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

16829 おまけのペンギン・タッキー
Ｈ・レスター／作 Ｌ・マンシンガー／絵 黒沢
浩／訳

文渓堂 63 (２５ 絵本 南)

16830
ふしぎいっぱい熱帯の鳥 Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ
１２

ジェラルド・レッグ／文 ジェリー・ヤング／
写真 徳永 優子／訳

ブックローン出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

16831 運をつかむ人運にみはなされる人 宿命をかえる哲学 ニコラス・レッシャー／著 高坂 政枝／訳 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

16832 もじゃもじゃあたまのかいぞくたち 世界こどもの文学
マルグレート・レティッヒ／作 平野 卿子／訳
浜田 洋子／絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16833 告発するＤＮＡ ミクロの捜査網 ハーラン・レヴィ／著 白幡 憲之／訳 原書房 17 (６ 総記 社会科学)

16834 ちいさなビーバーと友だち 世界こどもの文学
ケーテ・レヒアイス／作 塩谷 太郎／訳 小松
修／さし絵

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16835 ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン著 石岡史子訳 ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

16836 少年少女世界文学館２０ イワンの馬鹿 レフ＝ニコラエビッチ＝トルストイ 講談社 25 (１４ 児童書)

16837 大地への祈り リビウ・レブリャーヌ／著 住谷 春也／訳 恒文社 24 (１３ 全集)

16838
ギリシア文明 神話から都市国家へ 「知の再発見」双書
１８

ピエール・レベック／著 田辺 希久子／訳 創元社 24 (１３ 全集)



16839
妖怪ウォッチさがせ！ともだち妖怪！！ 小学館しかけえ
ほん

レベルファイブ原作・監修 小学館

16840 メンタル・タフネス ストレスで強くなる ジム・レーヤー／著 青島 淑子／訳 ＴＢＳブリタニカ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16841 ももいろのおばけ
ヴィヴェッカ・レルン／作 エヴァ・エリクソ
ン／絵 中川 あゆみ／訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16842 秘花 連城 三紀彦／著 東京新聞出版局 22 (１１ 小説)

16843 人間動物園 連城三紀彦著 双葉社 22 (１１ 小説)

16844 白光 連城三紀彦著 朝日新聞社 22 (１１ 小説)

16845 隠れ菊 連城 三紀彦／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16846 前夜祭 連城 三紀彦／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

16847
ちいさいしょうぼうじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ ア
メリカの絵本

ロイス・レンスキー／ぶん・え 渡辺 茂男／や
く わたなべ しげお／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16848
ちいさいきかんしゃ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵
本

ロイス・レンスキー／ぶん・え 渡辺 茂男／や
く わたなべ しげお／やく

福音館書店 63 (２５ 絵本 南)

16849 どうぶつこうむてんこうじちゅう シャロン・レンタ まえざわあきえ 岩崎書店 62 (２４ 絵本 西)

16850
免疫力 黄耆パワーで体を守る アトピー、花粉症、ぜんそ
く、風邪、アレルギー性鼻炎、気管支炎を漢方で克服

路京華著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16851 中国漢方がよくわかる本 現代病を解決！ 漢方漫歩 路京華著 河出書房新社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16852 来訪者 ハヤカワ・ミステリー文庫 ロアルド・ダール 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16853 女は人生で三度、生まれ変わる 脳の変化でみる女の一生 ロ－アン．ブリゼンディ－ン 吉田利子/訳 草思社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16854 青いてぶくろのプレゼント 岩崎創作絵本 ２０ ロイ 悦子／作 小沢 良吉／絵 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

16855 魅せられて シャーリィ・ロウ／著 青山 陽子／訳 青山出版社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16856 あかちゃんカラスはうたったよ 世界の絵本 ジョン・ロウ／作 高橋 源一郎／訳 講談社 63 (２５ 絵本 南)

16857 老子 新書漢文大系 ２ 老子／著 阿部 吉雄／訳著 山本 敏夫／訳著 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

16858 いきもののいろえらび
セイフ・エディーン・ロウタ／作 児玉 真美／
訳 こだま まみ／訳

講談社 63 (２５ 絵本 南)



16859 火をぬすまれただちょう かたつむり文庫 スーダン
セイフ・エディーン・ロウタ ... 遠山 博文／
訳

蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

16860 わかりやすい介護休業法 有斐閣リブレ ３５ 労働省／編著 労働省婦人局婦人福祉課／編著 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

16861 うちのあかちゃんトンパちゃん
クリスティーナ・ロウヒ／作・絵 坂井 玲子／
訳

徳間書店 63 (２５ 絵本 南)

16862 トウモロコシが実るころ 文研ブックランド
ドロシー・ローズ作 長滝谷富貴子訳 小泉るみ
子絵

文研出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16863 トラのじゅうたんになりたかったトラ 大型絵本 ジェラルド・ローズ ふしみみさを 岩波書店 62 (２４ 絵本 西)

16864 運命の騎士 岩波少年文庫 ローズマリ・サトクリフ 作 猪熊葉子 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16865 第九軍団のワシ 岩波少年文庫 ローズマリ・サトクリフ 作 猪熊葉子 訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16866 どこでも役立つひもとロープの結び方テクニック ロープワーク研究会編著 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16867 なまけものの王さまとかしこい王女のお話
ミラ・ローベ作 ズージ・ヴァイゲル絵 佐々木
田鶴子訳

徳間書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16868 いたずら王子バートラム アーノルド・ローベルさく ゆもとかずみやく 偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16869 変化のかぜ 原本ほるぷ世界の絵本 アーノルド・ローベル／絵 Harper Collims 5 (学習室)

16870 ハリー・ポッターと死の秘宝 下 Ｊ．Ｋ．ローリング/作 松岡 佑子/訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16871 ハリー・ポッターと死の秘宝 上 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16872 ハリー・ポッターと謎のプリンス 上 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16873 ハリー・ポッターと謎のプリンス 下 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡 佑子／訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16874 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 下 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡 佑子／訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16875 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 上 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16876 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16877 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 下 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16878 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)



16879 ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳 静山社 25 (１４ 児童書)

16880 ホワイトハウスの悪魔 ハヤカワ文庫 ローレンス・サンダーズ 高野 裕美子 訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16881 ジリーちゃんのおたんじょうび ロコ・まえださく・え 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

16882 世界文学全集 ５４ 魯迅 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16883 河出世界文学全集２１ 阿Q正伝・狂人日記・駱駝祥子 魯迅・老舎 河出書房新社 24 (１３ 全集)

16884
はらぺこおおかみと７ひきのこやぎ 世界の絵本コレク
ション

トニー・ロス作 金原瑞人訳 小峰書店 63 (２５ 絵本 南)

16885
素晴らしいアメリカ野球 新潮文庫  む－６－４  村上柴
田翻訳堂

フィリップ・ロス〔著〕 中野好夫訳 常盤新平
訳

新潮社

16886 スクルッル谷のニッセ
オーヴェ・ロスバック／作 シェル・Ｅ・ミッ
トゥン／絵 山内 清子／訳

金の星社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16887 のはらへ いった バス 学研ワールド絵本５ ﾛｾﾞｰﾙ･ｶﾌﾟﾃﾞﾋﾞﾗ･ｲ･ﾊﾞﾙｽ／作・絵 小沢 正／文 学研 63 (２５ 絵本 南)

16888 中絶 生命をどう考えるか
ロジャー・ローゼンブラット／著 くぼた のぞ
み／訳

晶文社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16889 兵士のハーモニカ ロダーリ童話集 岩波少年文庫  ２１３ ジャンニ・ロダーリ作 関口英子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16890 青矢号 おもちゃの夜行列車 岩波少年文庫  １６６ ジャンニ・ロダーリ作 関口英子訳 岩波書店 25 (１４ 児童書)

16891
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラン ゲ 世界傑作
童話シリーズ

ジャンヌ・ロッシュ・マゾン／作 山口 智子／
やく 堀内誠一／え

福音館書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16892 ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン ５
エミリー・ロッダ作 さくまゆみこ訳 佐竹美保
絵

あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

16893 ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン ４
エミリー・ロッダ作 さくまゆみこ訳 佐竹美保
絵

あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

16894 ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン ２
エミリー・ロッダ作 さくまゆみこ訳 佐竹美保
絵

あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

16895 ローワンと魔法の地図
エミリー・ロッダ作 さくまゆみこ訳 佐竹美保
絵

あすなろ書房 25 (１４ 児童書)

16896
いっしょにいたらたのしいね 評論社の児童図書館・絵本
の部屋

パズ・ロディロ／ぶん ジョゼフ・ウィルコン
／え 久山 太市／やく

評論社 63 (２５ 絵本 南)

16897 子どもの成長は、６歳までの食事で決まる
スーザン・ロバーツ著 メルヴィン・ハイマン
著 村山寿美子訳

ＰＨＰ研究所
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16898 ラマダンのお月さま エルくらぶ
ナイマ・Ｂ．ロバート文 シーリーン・アドル
絵 前田君江訳

解放出版社



16899 少年少女世界文学館６ 宝島 ロバート＝ルイス＝スチブンソン 講談社 25 (１４ 児童書)

16900 アーニーかえってきて！ セサミストリートえほん １
サラ・ロバーツ／ぶん ジョー・マシュー／え
野中 しぎ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16901 なかないでビッグバード セサミストリートえほん ２
サラ・ロバーツ／ぶん トム・レイ／え 野中
しぎ／やく

偕成社 63 (２５ 絵本 南)

16902 トミーとティリーとタブスおばあさん ヒュー・ロフティング 南條竹則 集英社 62 (２４ 絵本 西)

16903 フェイス・フェイス・フェイス! フランソワ・ロベール ジャン・ロベール フレックス・ファーム 62 (２４ 絵本 西)

16904 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳 文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

16905 ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳 文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

16906 ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳 文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

16907 ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳 文化出版局 63 (２５ 絵本 南)

16908 イタリア・トスカーナに暮らして エリザベス・ローマー／著 宮本 美智子／訳 白水社 13 (２ 県一般書)

16909 世界文学全集 ４１ ロマン・ロラン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16910 世界文学全集 ４２ ロマン・ロラン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16911 世界文学全集 ４３ ロマン・ロラン 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16912
図解世界地図と不思議の発見 驚きの事実が見えてくる楽
しい地理の本

ロム・インターナショナル著 河出書房新社 13 (２ 県一般書)

16913
音楽を奏でる名画アルバム ロ－ムミュ－ジックファンデ
－ション 創立２０周年記念

ロ－ムミュ-ジックファンデ－ション ロ－ム株式会社 19 (８ 美術 芸術)

16914 彫刻の世界 絵とき美術館
フランチェスカ・ロメイ／文 ジャチント・ガ
ウデンツィ／絵 石鍋 真澄／監訳

講談社 7 (大型本)

16915 さよなら、ソニヤ アンジェロ・ロメオ著 山内絵里香訳 求竜堂 19 (８ 美術 芸術)

16916 六つの本心の話 エリック・ロメール／著 細川 晋／訳 早川書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16917 いつまでねてるレオンちゃん
アンヌ・ロラデュー文 ミレイユ・ダランセ絵
いせひでこ訳

朔北社 63 (２５ 絵本 南)

16918 美食の歴史 「知の再発見」双書 ５６ アントニー・ローリー／著 富樫 瓔子／訳 創元社 24 (１３ 全集)



16919 世界文学全集 ５５ ロレンス 筑摩書房 24 (１３ 全集)

16920 幽霊の恋人たち サマーズエンド
アン・ローレンス／作 金原 瑞人／訳 佐竹 美
保／絵

偕成社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

16921 からだの図鑑 実物大イラストレーション
ピート・ローワン／文 ジョン・テンパートン
／画 増田 弥生／訳

三省堂 7 (大型本)

16922 リチャード・ロング 山行水行 リチャード・ロング／ほか著 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

16923 極北の地にて
ジャック・ロンドン／著 辻井 栄滋／訳 大矢
健／訳

新樹社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16924 パンケーキにのっけたバターみたい
ジョナサン・ロンドン／ぶん Ｇ・ブライア
ン・カラス／え 若松 由子／やく

ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16925 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード／文・画 渡辺 茂男／訳 ほるぷ出版 63 (２５ 絵本 南)

16926 人類が消えた世界 アラン・ワイズマン／著 鬼沢 忍／訳 早川書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16927
大きな森の小さな家 世界傑作童話シリーズ インガルス一
家の物 語 １

ローラ・インガルス・ワイル ... 恩地 三保子
／訳 ガース・ウィリアムズ／画

福音館書店 25 (１４ 児童書)

16928
シルバー・レイクの岸辺で 世界傑作童話シリーズ インガ
ルス一家の物 語 ４

ローラ・インガルス・ワイル ... 恩地 三保子
／訳 ガース・ウイリアムズ／画

福音館書店 25 (１４ 児童書)

16929
大草原の小さな家 世界傑作童話シリーズ インガルス一家
の物 語 ２

ローラ・インガルス・ワイル ... 恩地 三保子
／訳 ガース・ウイリアムズ／画

福音館書店 25 (１４ 児童書)

16930
農場の少年 世界傑作童話シリーズ インガルス一家の物
語 ５

ローラ・インガルス・ワイル ... 恩地 三保子
／訳 ガース・ウイリアムズ／画

福音館書店 25 (１４ 児童書)

16931
プラム・クリークの土手で 世界傑作童話シリーズ インガ
ルス一家の物 語 ３

ローラ・インガルス・ワイル ... 恩地 三保子
／訳 ガース・ウィリアムス／画

福音館書店 25 (１４ 児童書)

16932 はじめの四年間 岩波少年文庫  ５１８
ローラ・インガルス・ワイルダー作 谷口由美
子訳

岩波書店
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16933 この楽しき日々 岩波少年文庫  ５１７
ローラ・インガルス・ワイルダー作 谷口由美
子訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

16934 大草原の小さな町 岩波少年文庫  ５１６
ローラ・インガルス・ワイルダー作 谷口由美
子訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

16935 長い冬 岩波少年文庫  ５１５
ローラ・インガルス・ワイルダー作 谷口由美
子訳

岩波書店 25 (１４ 児童書)

16936 キツネ
マーガレット・ワイルド ロン・ブルックス 寺
岡襄

ＢＬ出版 62 (２４ 絵本 西)

16937 しあわせの王子 ワイルド原作 いもとようこ文絵 金の星社 63 (２５ 絵本 南)

16938 ぶたばあちゃん
マーガレット・ワイルド／文 ロン・ブルック
ス／絵 今村 葦子／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)



16939 ぶたばあちゃん
マーガレット・ワイルド／文 ロン・ブルック
ス／絵 今村 葦子／訳

あすなろ書房 63 (２５ 絵本 南)

16940 幸せな王子 オスカー・ワイルド 清川あさみ 金原瑞人 リトルモア 62 (２４ 絵本 西)

16941 とばせとばせ ワイルドスミスのちいさなえほん ４
ブライアン ワイルドスミス／作 レベッカ ワ
イルドスミス／作 香山 美子／文

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

16942 みつけたみつけた ワイルドスミスのちいさなえほん ５
ブライアン ワイルドスミス／作 レベッカ ワ
イルドスミス／作 香山 美子／文

フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

16943 トンネル 原本ほるぷ世界の絵本 ブライアン・ワイルドスミス／絵 Oxford University Press 5 (学習室)

16944 ゆめをみた わーいいっしょ ４
ブライアン・ワイルドスミス ... 石坂 浩二／
翻案

学研 63 (２５ 絵本 南)

16945 うしはどこでも「モ～！」
エレン・スラスキー・ワインスティーン作 ケ
ネス・アンダーソン絵 桂かい枝訳

鈴木出版 61 (２３ 絵本 北)

16946 無花果日誌 若合春侑著 角川書店 22 (１１ 小説)

16947 くずし解読字典 若尾 俊平／編著 服部 大超／編著 柏書房 5 (学習室)

16948 寝台特急出雲・大井川の殺人交差 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 若桜木虔著 有楽出版社 20 (９ 小説)

16949
モデル テレビ、雑誌、コレクション…美しさにこだ 女の
職業解体シリーズ ２

Ｗｏｒｋｅｒ’ｓ Ｃｏｍｍ ... 広美出版事業部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16950 海神（ネプチューン）の晩餐 若竹 七海／著 講談社 22 (１１ 小説)

16951 プレゼント 若竹 七海／著 中央公論社 22 (１１ 小説)

16952 サンタクロースのせいにしよう 若竹 七海／著 集英社 22 (１１ 小説)

16953 火天風神 新潮ミステリー倶楽部 若竹 七海／著 新潮社 22 (１１ 小説)

16954 魅惑のビーズアクセサリー 若月キミコ著 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16955 ボランティアのこころ 福祉を創る本 ２ 若月 俊一／著 労働旬報社 17 (６ 総記 社会科学)

16956 対話型教師のすすめ 現場からみた学校・父母・教師 若菜 秀彦／著 明石書店 17 (６ 総記 社会科学)

16957
本当は怖い頭痛の話 「頭痛博士」が教える見極め方＆対
処法

若林利光著 オーエス出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16958
社会人大学人見知り学部卒業見込  完全版 角川文庫  わ
１３－１

若林正恭〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



16959 糖尿病の人の食事 新健康になるシリーズ ４ 若林 孝雄／ほか著 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16960 ニセコ 花とせせらぎの道 若林 浩樹／著 北海道新聞社 13 (２ 県一般書)

16961
ソーセージ台所工房 無添加・無着色２８種の本格レシピ
日曜日の遊び方

若林 仏蘭／著 雄鶏社 19 (８ 美術 芸術)

16962 ぼくのうち 住まいのえほん 和歌山 静子／作・絵 住宅月間実行委員会 61 (２３ 絵本 北)

16963 牧水紀行文集 若山 牧水／著 高田 宏／編 弥生書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16964 和歌山県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ３０ 和歌山県高等学校社会科研究協会 山川出版社 13 (２ 県一般書)

16965 あいうえおうさま 和歌山静子/絵 寺村輝夫/文 杉浦範茂 理論社 62 (２４ 絵本 西)

16966 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子／文 小野 かおる／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

16967 あたごの浦 讃岐のおはなし こどものとも傑作集 ９３ 脇 和子・脇 明子／再話 大道 あや／画 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

16968
好き嫌いをなくす子供の料理と栄養 よい身体とよい頭脳
マイライフシリーズ特集版

脇雅世〔著〕 グラフ社 19 (８ 美術 芸術)

16969 Ｗｉｎｄｏｗｓ入門 新しい知的ツール 岩波新書 脇 英世／著 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

16970 マルチメディアで何が変わるか 脇 英世／著 講談社 19 (８ 美術 芸術)

16971 アルジェンタ年代記外伝 上
和木 浩子／著 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

リブリオ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16972 アルジェンタ年代記外伝 下
和木 浩子／著 木暮 健二郎／絵 こぐれ けん
じろう／絵

リブリオ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

16973 新約聖書物語 脇田晶子文 小野かおる絵 今道瑶子監修 女子パウロ会
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

16974 困ったときのパソコン文字解決字典 涌井良幸共著 涌井貞美共著 誠文堂新光社 17 (６ 総記 社会科学)

16975 偽証法廷 光文社文庫 和久 峻三 光文社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

16976 詩の礫 和合亮一著 徳間書店 19 (８ 美術 芸術)

16977 ねこたち町 おはなしさいた ５ わしおとしこ文 藤本四郎絵 アリス館
31 (２０ 読み物 高学
年)

16978 定年と読書 知的生き方をめざす発想と方法 鷲田小弥太著 文芸社 17 (６ 総記 社会科学)



16979 時代小説にみる親子もよう 鷲田小弥太著 東京書籍 19 (８ 美術 芸術)

16980 思考力を高める読書の技術 鷲田 小弥太／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

16981 大学で学ぶべきこと、学ばなくてよいこと 鷲田 小弥太／著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

16982 現代思想がわかる事典 読みこなし使いこなし自由自在 鷲田 小弥太／編著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

16983 哲学がわかる事典 読みこなし使いこなし自由自在 鷲田 小弥太／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

16984 知のノウハウ-論理力をつける 鷲田小彌太 日本経済新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

16985 炎の世界チャンピオン 輪島功一著 東京新聞出版局 19 (８ 美術 芸術)

16986 日本考古学 Ⅲ 弥生時代 和島誠一/編者 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

16987 歌舞伎入門事典 和角 仁／著 樋口 和宏／著 雄山閣出版 5 (学習室)

16988 薬師 和田はつ子著 角川書店 22 (１１ 小説)

16989
感情的にならない本 不機嫌な人は幼稚に見える ＷＩＤＥ
ＳＨＩＮＳＨＯ  ２０３

和田秀樹著 新講社 17 (６ 総記 社会科学)

16990
自分は自分人は人 争わない「生き方」 ＷＩＤＥ ＳＨＩ
ＮＳＨＯ  １７５

和田秀樹著 新講社 17 (６ 総記 社会科学)

16991
「勉強が大好きな子」に育てる本 学力を伸ばす１７の法
則

和田秀樹著 大和書房 17 (６ 総記 社会科学)

16992
４０歳からどう「積極人間」になるか 講談社ニューハー
ドカバー

和田秀樹著 講談社 17 (６ 総記 社会科学)

16993 息子を犯罪者にしない１１の方法 和田秀樹ほか著 草思社 17 (６ 総記 社会科学)

16994 飲料水を考える 水道水とつきあうために 和田洋六著 地人書館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

16995 虎の挑戦 和田コーチの野球日記「虎の意地」 諦めない力 和田豊著 宝島社 19 (８ 美術 芸術)

16996 村上海賊の娘 上巻 和田竜著 新潮社 22 (１１ 小説)

16997 村上海賊の娘 下巻 和田竜著 新潮社 22 (１１ 小説)

16998 分子・原子・素粒子 サイエンスコミック １
和田 純夫／責任編集 羽絵 かげひこ／シナリ
オ こばやし 将／漫画

クロスロード
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



16999 その夏の別れ 和田 俊／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17000 恐竜公園〓予言ノート事件 ＰＨＰ創作シリーズ 和田 登／作 磯田 和一／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

17001 過去からとどいた手紙 創作児童文学館 １８ 和田 登／作 和田 春奈／絵 岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

17002 恐竜公園ナイババ超能力の指輪事件 ＰＨＰ創作シリーズ 和田 登／作 磯田 和一／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

17003 恐竜公園ふしぎな誘拐事件 ＰＨＰ創作シリーズ 和田 登／作 磯田 和一／絵 ＰＨＰ研究所
31 (２０ 読み物 高学
年)

17004 少年の森の物語 和田 登／作 和田 春奈／画 佼成出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

17005 ネコまんがのほけん室 新日本おはなしの本だな ３ 和田 登／作 福田 岩緒／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

17006 ほけん室のちーちゃん 新日本子ども図書館 ８ 和田 登／作 福田 岩緒／絵 新日本出版社
31 (２０ 読み物 高学
年)

17007
恐竜公園たんじょう物語 情熱とロマンの人・小島武彦 Ｐ
ＨＰ愛と希望のノンフィクション

和田 登／作 岩淵 慶造／絵 ＰＨＰ研究所
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17008 かいぞくのうた あかねピクチャーブックス ４ 和田 誠／作 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17009 冒険がいっぱい おはなしメリーゴーランド 和田 誠／作 長 新太／絵 文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

17010 鼻がにげた いわさき創作童話 ９
和田 義臣／作 ナメ川 コーイチ／絵 わだ よ
しおみ／作

岩崎書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

17011 飛鳥 歴史と風土を歩く 岩波新書 和田 萃 岩波書店 13 (２ 県一般書)

17012 飛鳥 歴史と風土を歩く 岩波新書 和田萃 岩波書店 13 (２ 県一般書)

17013
図解でよくわかる-メタボリックシンドロ－ム 内臓脂肪症
候群

和田高士 保健同人社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17014 新・日本剣豪１００選 新１００選シリーズ 綿谷 雪／著 秋田書店 19 (８ 美術 芸術)

17015 物理のための数学 物理入門コース １０ 和達 三樹／著 岩波書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17016 ちくま日本文学全集 ０５８ ちくま日本文学全集 渡辺 一夫／著 筑摩書房
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17017 むしをたべるくさ ふしぎいっぱい写真絵本  ９ 渡邉 弘晴／写真 伊地知 英信／文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17018 ぼくじてんしゃにのれるんだ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)



17019 ぼくパトカーにのったんだ あかね書房 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17020 アイスクリームがふってきた くまたくんのえほん ３ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17021 くまたくんの おるすばん くまたくんのえほん ５ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17022 くまたくんのたんじょうび くまたくんのえほん １０ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17023 くまたくんちのじどうしゃ くまたくんのえほん １２ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17024 ぼくＳＬにのったんだ くまたくんのえほん ８ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17025 ぼく およげるんだ くまたくんのえほん ２
渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 わたなべ しげ
お／さく

あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17026 ぼくキャンプにいったんだ くまたくんのえほん ７ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17027 ぼくしんかんせんにのったんだ くまたくんのえほん ６ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17028 ぼくじてんしゃにのれるんだ くまたくんのえほん １５ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17029
ぼくブルートレインにのったんだ くまたくんのえほん １
４

渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17030 ぼくまいごになったんだ くまたくんのえほん ４ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17031 ぼくれんらくせんにのったんだ くまたくんのえほん １３ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17032 源氏に愛された女たち 渡辺 淳一 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17033 日本の名峰１３  秩父・多摩・大菩薩 渡辺 千昭 山と渓谷社 7 (大型本)

17034 天運天職 戦後政治の裏面史、半生、巨人軍を明かす 渡辺 恒雄／著 光文社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17035 子どもに語るアイルランドの昔話 渡辺洋子 茨木啓子 こぐま社 62 (２４ 絵本 西)

17036 見てわかる調理の基本 Ｄａｉｌｙ Ｃｏｏｋｉｎｇ 渡辺あきこ調理 地球丸
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17037 田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格著 講談社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17038 面倒だから、しよう 渡辺和子著 幻冬舎 17 (６ 総記 社会科学)



17039
杉原千畝 六千人の命を救った外交官 小学館版学習まんが
人物館

渡辺勝正監修 あべさよりまんが 稲垣収シナリ
オ

小学館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17040 真相・杉原ビザ 渡辺勝正著 大正出版
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17041 俺たちの宝島 渡辺球著 講談社 22 (１１ 小説)

17042 むしをたべるくさ ふしぎいっぱい写真絵本 ９ 渡邉弘晴写真 伊地知英信文 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17043 こんにちは くまくんの絵本 わたなべしげおぶん おおともやすおえ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

17044 むらの英雄 エチオピアのむかしばなし わたなべしげお にしむらしげお 瑞雲舎 62 (２４ 絵本 西)

17045 鈍感力 渡辺淳一著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17046 みんな大変 渡辺淳一著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17047 幻覚 渡辺淳一著 中央公論新社 22 (１１ 小説)

17048 しなやかにしたたかに 渡辺淳一著 日本放送出版協会
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17049 夫というもの 渡辺淳一著 集英社 17 (６ 総記 社会科学)

17050 エ・アロール それがどうしたの 渡辺淳一著 角川書店 22 (１１ 小説)

17051 マイセンチメンタルジャーニイ 渡辺淳一著 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17052 なぜか「幸運」がついてまわる人１０のルール 渡部昇一著 三笠書房 17 (６ 総記 社会科学)

17053 小泉純一郎田中真紀子人心掌握の極意 渡辺正次郎著 実業之日本社 17 (６ 総記 社会科学)

17054
障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 お
金の管理 住むところ 日常のケア

渡部伸著 主婦の友社

17055 きょうのおやつは かがみのえほん わたなべちなつさく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

17056 ふしぎなにじ かがみのえほん わたなべちなつさく 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

17057
こうえんのシロ なつのてがみ ママとパパとわたしの本
２８

わたなべひろみさく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17058 われ沽券にかかわらず 渡辺房男著 講談社 22 (１１ 小説)



17059 金目銀目五万両 渡辺房男著 新人物往来社 22 (１１ 小説)

17060
若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか 企業の“ウソ”
を見破る技術

渡邉正裕著 東洋経済新報社 17 (６ 総記 社会科学)

17061 美智子さま雅子さま涙の日、深まる絆 渡辺みどり著 講談社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17062 お茶の味 京都寺町一保堂茶舖 渡辺都著 新潮社

17063
自分の心に出会える本 セルフ・カウンセリングで“イラ
イラ”“モヤモヤ”が解消できる！

わたなべやすまろ著 ＰＨＰ研究所 17 (６ 総記 社会科学)

17064 初歩からはじめる木彫 渡辺 一生／著 渡辺 二笙／著 日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

17065 川をのぼろう石のふるさとさがし 科学で環境探検 渡辺 一夫／著 大日本図書
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17066 「困った人」につけるクスリ 読めばよく効く人生相談 渡辺 和博／著 大和出版 17 (６ 総記 社会科学)

17067 詩吟上達法 改訂 渡辺 吟神／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

17068 詩吟独習 基礎篇 音譜・アクセント付 改訂 渡辺 吟神／著 ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

17069 郷土に歴史的土木事業を訪ねる 渡辺 栄／著 山海堂
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17070 図書館の自由を考える 渡辺 重夫／著 青弓社 17 (６ 総記 社会科学)

17071 くまたくんとおじいちゃん くまたくんのえほん ９
渡辺 茂男／さく 大友 康夫／え わたなべ し
げお／さく

あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17072 しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも傑作集 ２２ 渡辺 茂男／さく 山本 忠敬／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

17073 とらっく とらっく とらっく こどものとも傑作集 ２３ 渡辺 茂男／さく 山本 忠敬／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

17074 へそもち 《こどものとも》傑作集 渡辺 茂男／さく 赤羽 末吉／え 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

17075 もりのへなそうる 創作童話シリーズ
渡辺 茂男／さく やまわき ゆりこ／え わたな
べ しげお／さく

福音館書店
31 (２０ 読み物 高学
年)

17076 マザー・グース事典 渡辺 茂／編著 北星堂書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17077 失楽園 上 渡辺 淳一／著 講談社 22 (１１ 小説)

17078 失楽園 下 渡辺 淳一／著 講談社 22 (１１ 小説)



17079 風のように・嘘さまざま 渡辺 淳一／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17080 風のように・返事のない電話 渡辺 淳一／著 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17081
君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コク リコ） 下巻
与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯

渡辺 淳一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

17082
君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コク リコ） 上巻
与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯

渡辺 淳一／著 文芸春秋 22 (１１ 小説)

17083 三国志人物鑑定事典 キーワードで探る英雄たちの素顔 渡辺 精一／著 学研
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17084 北京わんぱく物語 渡辺 仙州／著 長野 ヒデ子／絵 ひくまの出版
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17085 子どもはなぜ学校に行くのか 子育ては「個育ち」 渡辺 位／著 教育史料出版会 17 (６ 総記 社会科学)

17086 神経症の時代 わが内なる森田正馬 渡辺 利夫／著 ＴＢＳブリタニカ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17087
笑って暮らせる共働き ゆとりが持てる！のびのび結婚生
活術

渡辺 直子／著 アズ・コミュニケーションズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17088 現代ヨーロッパ経営史 「地域」の視点から Ｙ２１ 渡辺 尚／編 作道 潤／編 有斐閣 17 (６ 総記 社会科学)

17089
タバコの害とたたかって スモークバスター奮戦記 ノン
フィクション・ワールド

渡辺 文学／著 大日本図書
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17090 縄文時代の知識 考古学シリーズ ４ 渡辺 誠／著 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17091 税金のしくみ 見る・読む・わかる 最新版 入門の入門 渡辺 昌昭／著 日本実業出版社 17 (６ 総記 社会科学)

17092 豊かな心を育て人を理解する 知的な創造のヒント ９ 渡辺 雅之／著 明治書院 17 (６ 総記 社会科学)

17093 かわうそグメルとかいぞく船 おもしろ童話館 １０ わたなべ めぐみ／作 原 ゆたか／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17094 かわうそグメルのレストラン おもしろ童話館 ２ わたなべ めぐみ／作 原 ゆたか／絵 国土社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17095 ひみつのおばけやしき よわむしおばけ ３ わたなべ めぐみ／作 原 ゆたか／絵 理論社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17096 こだぬきくんのたいそう１、２の３ ぴかぴか童話 １７ 渡辺 有一／さく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17097 ペンギンやまのアイスホテル えほんだいすき 渡辺 有一／作 絵 教育画劇 61 (２３ 絵本 北)

17098 こだぬきくんは１ねんせい ぴかぴか童話 ９ 渡辺 有一／さく・え ポプラ社
30 (１９ 読み物 中学
年)



17099 左手に告げるなかれ 渡辺 容子／著 講談社 22 (１１ 小説)

17100 さかな 幼児えほん ２ 渡辺 可久／作 岩崎書店 61 (２３ 絵本 北)

17101 海のさかな 絵本図鑑シリーズ ５ 渡辺 可久／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17102 川のさかな 絵本図鑑シリーズ １３ 渡辺 可久／作 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17103 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 17 (６ 総記 社会科学)

17104 きものリフォームｎｅ ｗスタイルブック 渡部サト 永岡書店 09 (新刊書)

17105 ぼくまいごになったんだ 渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵 あかね書房 61 (２３ 絵本 北)

17106 園芸植物大事典 １ コンパクト版 渡邊静夫/発行者 小学館 5 (学習室)

17107 園芸植物大事典 ２ コンパクト版 渡邊静夫/発行者 小学館 5 (学習室)

17108 園芸植物大事典 用語・索引 コンパクト版 渡邊静夫/発行者 小学館 5 (学習室)

17109 世界美術大事典 ６ （め～わ）索引 ６ 渡邊静夫/編集著作出版者 小学館 5 (学習室)

17110 比叡山 渡邊 守順 他5名著 法蔵館 16 (５ 宗教 歴史)

17111 風の噂 渡辺淳一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17112 長く暑い夏の一日 渡辺淳一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17113 脳は語らず 渡辺淳一 新潮社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17114 レトリックの時代 渡辺昇一 講談社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17115 海からの文化 みちのく海運史 渡辺信夫 河出書房新社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17116 日本全国674本-巨樹・巨木 （ヤマケイ情報箱） 渡辺典博 山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

17117 京都御所 渡辺陽行/編集人 共同通信社 7 (大型本)

17118 夢を与える 綿矢りさ著 河出書房新社 22 (１１ 小説)



17119 インストール 綿矢りさ著 河出書房新社 22 (１１ 小説)

17120
おつきみパーティー はなはなみんみのあき えほんはなは
なみんみの森

わたり むつこ／文 本庄 ひさ子／絵 リブリオ出版 61 (２３ 絵本 北)

17121
なつのぼうけん はなはなみんみのなつ えほんはなはなみ
んみの森

わたり むつこ／文 本庄 ひさ子／絵 リブリオ出版 61 (２３ 絵本 北)

17122
いちごばたけのちいさなおばあさん こどものとも傑作集
６７

わたり むつこ／作 中谷 千代子／絵 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

17123 にゃにゃのまほうのふろしき おはなしパーク ３ わたりむつこ作 どいかや絵 ポプラ社
31 (２０ 読み物 高学
年)

17124
ゆきこんこまつりの日 ねずみのおんがく一家 ＰＨＰどう
わのポケット

わたり むつこ／さく ましま せつこ／え ＰＨＰ研究所
30 (１９ 読み物 中学
年)

17125 金色の時間 創作のメロディ ７
わたり むつこ／作 鹿目 佳代子／絵 鹿目 か
よこ／絵

文渓堂
31 (２０ 読み物 高学
年)

17126 はなはなみんみ物語 わたり むつこ／作 本庄 ひさ子／絵 リブリオ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

17127 ゆらぎの詩の物語 わたり むつこ／作 本庄 ひさ子／絵 リブリオ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

17128 よみがえる魔法の物語 はなはなみんみ物語 ３ わたり むつこ／作 本庄 ひさ子／絵 リブリオ出版
31 (２０ 読み物 高学
年)

17129 のぼうの城 和田竜 小学館 22 (１１ 小説)

17130 まんがでマスタ－ 川づり名人 子ども名人シリ－ズ わち さんぺい／文 高橋 タクミ／まんが 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17131 古寺巡礼 和辻哲郎 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

17132 風土 人間学的考察 和辻哲郎 岩波書店 17 (６ 総記 社会科学)

17133 もこもこはどこ？ マリー・ワッブ作・絵 おかべりか訳 フレーベル館 63 (２５ 絵本 南)

17134 どうぶつずかん スキンシップ絵本 童 公佳／絵 わらべ きみか／絵 ひさかたチャイルド 62 (２４ 絵本 西)

17135 ニワトリを殺すな ケビン・Ｄ．ワン著 高橋裕二監修 幻冬舎 22 (１１ 小説)

17136 ぎんぎつねはまほうつかい 世界こどもの文学 王 敏／文 山口 みねやす／絵 金の星社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17137
ビックリめいろ・パズルなぞなぞ 先生ビックリめざせ！
学校なぞなぞキング

ワン・ステップ編 本条里美絵 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17138
ギャグ連発だじゃれなぞなぞ 先生ビックリめざせ！学校
なぞなぞキング

ワン・ステップ編 川下隆絵 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17139
ドッキリ暗号・回文なぞなぞ 先生ビックリめざせ！学校
なぞなぞキング

ワン・ステップ編 大井知美絵 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17140 ヤクの冒険 かたつむり文庫 ブータン カーマ・ワンディ／文・絵 アラキ トキ／訳 蝸牛社 63 (２５ 絵本 南)

17141 韓国は日本人がつくった 朝鮮総督府の隠された真実 黄文雄著 徳間書店
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17142 日本村落史講座 第5巻 政治Ⅱ （近世・近現代） 雄山閣出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17143 古典落語 第二期 第二巻 花見酒-林家正蔵 他 筑摩書房 19 (８ 美術 芸術)

17144
駅からウォーキング関西 〔２０１２〕 電車を使って気軽
に歩く５０コース 大人の遠足ＢＯＯＫ  西日本  ２

ＪＴＢパブリッシング

17145 プーさんのぼうきれあそび 末吉 暁子 フレーベル館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17146 でんしゃのしりとり 交通新聞社 62 (２４ 絵本 西)

17147
図解ミスが少ない人は必ずやっている〈書類・手帳・ノー
ト〉の整理術

サンクチュアリ・パブリッシング

17148 日本を解体する  戦争プロパガンダの現在 高橋史郎 宝島社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17149 高取町人口ビジョン 高取町まちつくり課 13 (２ 県一般書)

17150 高取町まち・ひと・しごと創生総合戦略 高取町まちずくり課 13 (２ 県一般書)

17151 はじめての押し花 澤登恵美子 株式会社パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17152 世界文学全集 ７０ 月報合本 筑摩書房 24 (１３ 全集)

17153 日本文学全集 月報合本 ７０ 筑摩書房 24 (１３ 全集)

17154
６０代からの大人が作って着回す服 レディブティックシ
リーズ  ３９９１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17155
殿堂入りレシピも大公開！クックパッドの大人気おかず１
０８ Ｐａｒｔ２ ＦＵＳＯＳＨＡ ＭＯＯＫ

扶桑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17156
おばあちゃまの手作り夏のスタイル 爽やかで着やすいお
洒落な夏服 レディブティックシリーズ  ３９９２

ブティック社 09 (新刊書)

17157 「言葉の力」を感じるとき 京都 柿本書房 柿本新也 19 (８ 美術 芸術)

17158
妖怪ウォッチようかいだいずかん ともだちだいしゅうご
う！ テレビ超ひゃっか

小学館
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)



17159
ポリ袋でらくらくレシピ おかずも！おやつも！漬物も！
別冊ＮＨＫきょうの料理

ＮＨＫ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17160 子どものためのアートブック その１ ファイドン

17161
おあそびブック妖怪ウォッチさがしてみつけてゲラゲラ
ポー

小学館

17162 子どものためのアートブック その２ ファイドン

17163
殿堂入りレシピも大公開！クックパッドの大人気おかず１
０８ Ｐａｒｔ３ ＦＵＳＯＳＨＡ ＭＯＯＫ

扶桑社

17164 お好み焼き  一枚一会 オタフクソース株式会社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17165 妖怪ウォッチ 知育ちがいさがし１００ 小学館 62 (２４ 絵本 西)

17166
なぞとき日本語ワールド デアゴスティーニコレクション
そーなんだ！おもしろテーマシリーズ  みんなの？をマン
ガで！にする

デアゴスティーニ・ジャパン
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17167
会社と仕事大研究 デアゴスティーニコレクション  そー
なんだ！おもしろテーマシリーズ  みんなの？をマンガ
で！にする

デアゴスティーニ・ジャパン
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17168

なんでもはじまりストーリー 傘、メガネ、パンツ、コン
ビニ…どんなものでもみんなはじまりがあるんだよ！ デ
アゴスティーニコレクション  そーなんだ！おもしろテー
マシリーズ  みんなの？をマンガで！にする

デアゴスティーニ・ジャパン
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17169

お金のしくみ 税金、銀行、株、カード…知っておきたい
お金のギモンを解決しよう！ デアゴスティーニコレク
ション  そーなんだ！おもしろテーマシリーズ  みんな
の？をマンガで！にする

デアゴスティーニ・ジャパン
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

17170
世界なんでもナンバーワン デアゴスティーニコレクショ
ン  そーなんだ！おもしろテーマシリーズ  みんなの？を
マンガで！にする

デアゴスティーニ・ジャパン
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

17171
世界ふしぎ探険 デアゴスティーニコレクション  そーな
んだ！おもしろテーマシリーズ  みんなの？をマンガで！
にする

デアゴスティーニ・ジャパン
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

17172
イギリスのお話は、おいしい。 すてきなティータイム Ｍ
ｏｅ ｂｏｏｋｓ

白泉社 19 (８ 美術 芸術)

17173
クックパッドの大好評レシピ 本当においしいＢＥＳＴ１
００ ｅ‐ＭＯＯＫ

宝島社 09 (新刊書)

17174 Life Crayon 楽しい家づくり らいふくれよん
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17175 新明解 現代漢和辞典 三省堂 5 (学習室)

17176 スーパーアンカー和英辞典 学研教育出版 5 (学習室)

17177 かみのみあと―大和の聖地― 奈良縣神社庁 12 (１ 郷土資料)

17178 三国志 １８ 決死の千里行 希望コミックス 潮出版社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



17179 紙ねんど工作リサイクル編 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17180 見ながら作れる紙ねんど工作 ひかりのくに株式会社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17181 新うたのえほん ７ ＮＨＫおかあさんといっしょ 講談社
29 (１８ 読み物 低学
年，中学年)

17182
白澤卓二さんが提案する１００歳までボケない１０１のレ
シピ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＨＯＵＳＥ ＭＯＯＫ  Ｄｒ．ク
ロワッサン

マガジンハウス
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17183 １歳のえほん百科 講談社の年齢で選ぶ知育絵本  １ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17184 ３歳のえほん百科 講談社の年齢で選ぶ知育絵本  ３ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17185 続本・解釈・会話
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17186
世界の美術情報と繋がる-ア－トネットアカデミ- ＶＯ
Ｌ・4 ◎特集 新世紀表現の原形

アテネ書房 19 (８ 美術 芸術)

17187 秘籍 江戸文学選 第４巻 末摘花夜話 山路閑古/校注 日輪閣 7 (大型本)

17188 秘籍 江戸文学選 第６巻 医心方房内 山路閑古/校注 日輪閣 7 (大型本)

17189 大河奔流 王泰平 青木麗子/訳 奈良日日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

17190 絵草紙 源氏物語 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17191 名宝日本の美術 第10巻 源氏物語絵巻 相賀徹夫/編集著作 小学館 7 (大型本)

17192 角川日本地名大事典 第29巻 奈良県 竹内理三/編者 角川書店 12 (１ 郷土資料)

17193 日本文学全集 第７５巻 円地文子集 円地文子 集英社 24 (１３ 全集)

17194 日本文学全集 第８４巻 埴谷雄高・堀田善衛集 埴谷雄高・堀田善衛 集英社 24 (１３ 全集)

17195 日本文学全集 第７巻 田山花袋集 田山花袋 集英社 24 (１３ 全集)

17196 日本文学全集 第８巻 徳田秋声 集 徳田秋声 集英社 24 (１３ 全集)

17197 日本文学全集 第１１巻 正宗白鳥集 正宗白鳥 集英社 24 (１３ 全集)

17198 日本文学全集 第１3巻 岩野泡鳴集 岩野泡鳴 集英社 24 (１３ 全集)



17199 日本文学全集 第２０巻 永井荷風集 永井荷風 集英社 24 (１３ 全集)

17200
図説  日本の古典 第18巻 京伝・一九・春水 京伝・一
九・春水

神保五弥/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

17201 図説 日本の古典 第3巻 日本霊異記 日本霊異記 小島瓔禮/著者代表 集英社 24 (１３ 全集)

17202 江戸時代図誌 第２５巻 長崎・横浜 越中哲也・大戸吉古/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17203 江戸時代図誌 第14巻 東海道 一 大戸吉古・山口修/編集 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17204 明治大正図誌 第3巻 東京（三） 芳賀徹・小木新造/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17205 明治大正図誌 第4巻 横浜・神戸 土方定一・坂本勝比呂/編者 筑摩書房
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17206 新・いのちの食紀行１９９９～２００３年（特別編集版） 岩田正剛/編集人 やずや出版
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17207
自然派中高年の山歩きマガジン（季刊） わたしの一名山/
春夏号ＮＯ．1

真井真/ｐｒｏｄｕｃｅ 双葉社 19 (８ 美術 芸術)

17208
あなたもできる 気功治療で開業（改訂版） 中高年から始
められる気功

星雲社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17209 世界の名言・名句   別冊 旺文社 5 (学習室)

17210 おーい/竜馬 第一巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17211 おーい/竜馬 第二巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17212 おーい/竜馬 第三巻 武田鉄矢 小学館
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17213 身のまわり くらしの中のみぢかなぎもん図鑑 ２ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17214 世界の文化遺産と日本を考える 財団法人 文化財保護振興財団 19 (８ 美術 芸術)

17215 世界の文化遺産と日本を考える 財団法人 文化財保護振興財団 19 (８ 美術 芸術)

17216
ためしてみよう！スポ－ツのふしぎ スポ－ツおもしろラ
ンド③ 栗山英樹

小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17217 ５ ボ－ルゲ－ム ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17218 うまくなるコツとひみつ① 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17219
海のなか、動物は何してる？ 科学であそぼう１０ 内藤靖
彦

岩波書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17220
どうぶつ、これでものしり博士 さかなのせかい Ｒ、トム
ソン

評論社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17221 ウパニシャツドの哲人 人類の知的遺産２ 松濤誠達 講談社 24 (１３ 全集)

17222 孔子 人類の知的遺産４ 金谷冶 講談社 24 (１３ 全集)

17223 古代イスラエルの思想家 人類の知的遺産1 関根正雄 講談社 24 (１３ 全集)

17224 建築設計資料集成 １ 日本建築学会編 前田敏男 丸善株式会社 7 (大型本)

17225 建築設計資料集成 ２ 日本建築学会編 前田敏男 丸善株式会社 7 (大型本)

17226 建築設計資料集成 ３ 日本建築学会編 前田敏男 丸善株式会社 7 (大型本)

17227 建築設計資料集成 ４ 日本建築学会編 前田敏男 丸善株式会社 7 (大型本)

17228 あいうえおの花 みのなのワンダ－ランド８ 秋山 滋 金の星社
31 (２０ 読み物 高学
年)

17229 怪談皿屋敷 につぽん怪談クラブ＝１０ 三田村信行／著 あかね書房
32 (２１ 新刊 高学年，
中学年)

17230 くもの糸 日本児童文学名作選１２ 芥川竜之介 あかね書房 25 (１４ 児童書)

17231 風と共に去りぬ １ 世界文学全集３８ ミツチエル 集英社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17232 日中近代の比較 東アジアのなかの日本歴史８ 馬・家駿 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17233 明治維新と中国 東アジアのなかの日本歴史６ 呂。万和 六興出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17234
御詔敕集 お こ と ば 集 明治 大正 昭和之巻 水芦紀陸
郎

国勢研究所 17 (６ 総記 社会科学)

17235 吉野紀行 「花の山」への旅 前登志夫 角川書店 13 (２ 県一般書)

17236
金田一少年の事件簿 ３ 天財財宝伝説殺人事件（下） 天
樹征丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17237 金田一少年の事件簿 ４ 雪影村殺人事件 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17238
金田一少年の事件簿 ５ 露西亜人殺人事件（上） 天樹征
丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



17239
金田一少年の事件簿 ５ 露西亜人殺人事件（下） 天樹征
丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17240 金田一少年の事件簿 ６ 怪奇サ－カスの殺人 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17241
金田一少年の事件簿 ７ 金田一少年の決死行（上） 天樹
征丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17242
金田一少年の事件簿 ７ 金田一少年の事件決死行（下）
天樹征丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17243
金田一少年の事件簿 短編集５ 金田一少田の対決 天樹征
丸

講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17244 金田一少年の事件簿 １３ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17245 金田一少年の事件簿 １６ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17246 金田一少年の事件簿 １８ 講談社コミクス 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17247 金田一少年の事件簿  11 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17248 金田一少年の事件簿 １２ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17249 金田一少年の事件簿 １４ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17250 金田一少年の事件簿  １５ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17251 金田一少年の事件簿 １７ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17252 金田一少年の事件簿 2 銀幕の殺人鬼 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17253 金田一少年の事件簿 ２０ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17254 金田一少年の事件簿 ２１ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17255 金田一少年の事件簿  ８ 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17256 金田一少年の事件簿天草財宝伝説殺人事件(上) 天樹征丸 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17257 金田一少年の事件簿 １０ 講談社コミツクス 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17258 金田一少年の事件簿  ９ 講談社コミツクス 金成陽三郎 講談社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



17259 ４海を越えてきた匠たち 現像日本 旺文社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17260 ２９日本の民俗  奈良 日本の民俗 保仙 純剛 第一法規出版 13 (２ 県一般書)

17261 か か し ごん ＢＬ出版株式会社 61 (２３ 絵本 北)

17262 吉野・大峰の古道を歩く 歩く旅シリーズ 山と渓谷社 13 (２ 県一般書)

17263 奈良県の植物 奈良新聞社 12 (１ 郷土資料)

17264
飛鳥のイメ－ジ 飛鳥資料館カタログ第１３冊 独立行政法
人文化財研究所

独立行政法人文化財研究所 12 (１ 郷土資料)

17265
夢をそだてるスポーツ感動名場面１０１ 決定版 山下ｖ
ｓ．ラシュワン／４１歳の銀メダル／ＷＢＣ優勝／ドーハ
の悲劇／東洋の魔女ほか

講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17266
日本全国自動車旅行 道路ものしり大図鑑 なるほどｋｉｄ
ｓ

昭文社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17267
ナルニア国物語 夢と魔法の別世界ファンタジー・ガイド
ＫＡＷＡＤＥ夢ムック

河出書房新社
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17268
３６５日のおかず百科 毎日の献立３品がすぐ決まる！ 主
婦の友百科シリーズ

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17269
女子中高生のスクールべんとう ヘルシー！かんたん！全
メニューカロリー表示 レディブティックシリーズ ２３８
９ 料理

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17270
幼稚園のおべんとう全書 改訂版 園児がよろこぶアイデア
がいっぱい！ 既刊掲載人気レシピ総集編 レディブティッ
クシリーズ ２３９０ 料理

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17271 子ぎつねヘレン・フォトブック 学研 19 (８ 美術 芸術)

17272
硫黄島の戦い 矢弾尽き果て散るぞ悲しき 別冊歴史読本
５３

新人物往来社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17273 おとなのためのグーグルアース日本語版超活用術 インプレスジャパン
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17274
魚さばき方事典 ２ 季節の魚と料理法 魚料理のすべてが
わかる！ ５０魚種１４１料理

学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17275
お料理レッスン 基本と定番 見やすい！使いやすい！ 人
気の先生が手取り足取り！ 別冊家庭画報

世界文化社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17276 これからの「料理入門」 別冊ＮＨＫきょうの料理 日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17277 平成大合併がわかる日本地図 朝日新聞社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17278 国際関係がわかる世界地図 朝日新聞社 13 (２ 県一般書)



17279 奈良 あなただけの旅がここにある 大人の街歩き １２ 成美堂出版 13 (２ 県一般書)

17280 安くていい宿評判の宿関西周辺 るるぶ情報版 京阪神 ９ ＪＴＢパブリッシング 13 (２ 県一般書)

17281
失敗しない料理のコツ３４３ 誰にも習わなかった人のた
めに自分で学べる料理の教科書 レタスクラブＭＯＯＫ

角川ＳＳコミュニケーションズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17282
政治のしくみがわかる ドラえもんの学習シリーズ ドラえ
もんの社会科おもしろ攻略

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17283
ハウルの動く城 宮崎駿監督作品 Ｔｈｉｓ ｉｓ ａｎｉｍ
ａｔｉｏｎ

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17284 雅楽 別冊太陽 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

17285 熊野古道を歩く 歩く旅シリーズ 山と渓谷社 13 (２ 県一般書)

17286
いないいないばあっ！すくすくぶっく １・２歳の親子絵
本 ＮＨＫテレビ のりもの・たべもの・うた・いろ・おは
なし 生活シリーズ

主婦と生活社 61 (２３ 絵本 北)

17287 じょうずに話せ、発表できる ドラえもんの学習シリーズ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17288 伊東家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ Ｖｏｌ．２ 日本テレビ放送網
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17289
こどものうた絵本１００曲 親子で歌おう！ 昔ママが歌っ
た童謡から新しい歌まで レディブティックシリーズ ２１
０７

ブティック社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17290 漢字・熟語を使い分ける ドラえもんの学習シリーズ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17291 古武術で目覚めるからだ 洋泉社ＭＯＯＫ 洋泉社 19 (８ 美術 芸術)

17292
木工 基礎編＆実践編 Ｈｅａｒｔ ｗａｒｍｉｎｇ ｌｉｆ
ｅ ｓｅｒｉｅｓ

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17293 人生を変える最強の資格２３０ ２００５ 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

17294
大満足！肉のおかず 最新レシピ１４０品 別冊ＮＨＫきょ
うの料理

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17295
これでわかった平成の市町村大合併 カラー図解で一目瞭
然 市町村はこう変わる！

国際地学協会 17 (６ 総記 社会科学)

17296
トランスフォーマースーパー戦士ファイル ヒーロー超
ひゃっか ３２

小学館 62 (２４ 絵本 西)

17297
はちみつ わっ、おいしいレシピ 料理＆ドリンク６５点＋
ハンドメイド・グッズ 生活シリーズ

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17298
ウルトラマンコスモスＶＳウルトラマンジャスティスＴＨ
Ｅ ＦＩＮＡＬ ＢＡＴＴＬＥひみつ図鑑 ヒーロー超
ひゃっか ３３

小学館 6 (あのね文庫)



17299 伊東家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ Ｖｏｌ．１ 日本テレビ放送網
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17300
決定版！漬物 ちょっと自慢の、梅干し・らっきょう・ぬ
か漬け… 別冊ＮＨＫきょうの料理

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17301
７０歳エベレスト登頂 Ｍｉｕｒａ Ｅｖｅｒｅｓｔ ２０
０３ 三浦雄一郎・豪太父子の８８４８ｍ Ｆｕｔａｂａｓ
ｈａ ｓｕｐｅｒ ｍｏｏｋ

双葉社 13 (２ 県一般書)

17302 奈良 路上案内 移動教室出版事業局 13 (２ 県一般書)

17303 とっとこハム太郎ひみつじてん ３ 超ひゃっかシリーズ 小学館 62 (２４ 絵本 西)

17304

気持ちのいい部屋が上手につくれる本 欲しいものに囲ま
れて、しかもシンプルに！わがままな女性のための新ライ
フスタイルブック 小さな家・マンションのためのＬｉｖ
ｉｎｇ ｉｄｅａ Ｓｗｅｅｔ ｈｏｕｓｅ

主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17305
はじめての野菜作りＱ＆Ａ 人気の野菜５３種 主婦の友生
活シリーズ

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17306
心にやさしい豊かな粗食 「おもいッきりテレビ」の料理
講師が贈る素晴らしい和食の味 バンブームック

竹書房
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17307 立体・工作がとくいになる ドラえもんの学習シリーズ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17308 最新こどもおもしろ学習館 生活シリーズ 主婦と生活社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17309
園芸入門 これだけは知っておきたい栽培の基礎知識 別冊
ＮＨＫ趣味の園芸

日本放送出版協会 19 (８ 美術 芸術)

17310 手びねりの茶碗 はじめての作陶 茶の湯手づくりＢＯＯＫ 淡交社 19 (８ 美術 芸術)

17311
花が好き Ｎｕｍｂｅｒ．９ 実例大特集花満開の私の手作
りガーデン

主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17312
モザイクワークス Ｃｕｔｅ ＆ ｃｈｉｃ タイル、ガラ
ス、ストーン……今すぐ手に入るテッセラで作るとびっき
りのインテリアグッズ５０アイテム！

河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

17313
私の陶芸 Ｖｏｌ．６ 本格派への登竜門 ブティック・
ムック Ｎｏ．４０１

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17314
春・初夏の手編みミセスのベスト＆ストール ツーウェ
イ・ロング・定番・デザインのベスト＆ストールを満載！
レディブティックシリーズ １９８８

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17315 ミセスの手あみ ８ Ｍ・Ｌ２サイズ付き 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17316
４０代から、もっときれいになる本 Ｖｏｌ．１１ 思いど
おり若く見える似合うヘアスタイル 別冊すてきな奥さん

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17317 たのしい図書館づくり 新樹社 17 (６ 総記 社会科学)

17318 奈良を歩く ’０３ アイじゃぱん ３９ ＪＴＢ 13 (２ 県一般書)



17319 吉野・大峯の古道を歩く 歩く旅シリーズ 山と渓谷社 13 (２ 県一般書)

17320
余り布で作る花全書 切る、貼る、縫う、簡単なテクニッ
クで花を作る！ 既刊掲載人気作品総集編 レディブティッ
クシリーズ １９１１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17321
子どものモノスッキリ収納＆パパッと片づけ 主婦の友生
活シリーズ

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17322
漬けもの２００品 四季の漬けものと簡単即席漬け レディ
ブティックシリーズ １８４６

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17323
大ギモン！ドラえもんの世界遺産なるほどクイズ ビッ
グ・コロタン ９２

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17324
実例私たちのバリアフリー住宅 新築＆リフォーム 家族み
んなが快適に暮らせる工夫集

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17325
ドラえもんの算数おもしろ攻略 計算がはやくできる ドラ
えもんの学習シリーズ

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17326
なぜ？なに？探検隊 けんこうのぎもんくらしのぎもん 子
どもの『？』にズバリこたえる

ひかりのくに
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17327
カットビーズのアクセサリー１４８点 レディブティック
シリーズ １７４１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17328
日曜大工ですてきな庭づくり ＤＩＹ ｇａｒｄｅｎｉｎｇ
オール実例プロセス写真つき 生活シリーズ

主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17329 美しい押し花 花屋さんの花で作る レッスンシリーズ パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17330
カントリーテイストのパッチワーク レディブティックシ
リーズ １７０２

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17331
たくみ塾の木工の基本 増補版 基礎から学ぶ木工作 婦人
生活ベストシリーズ

婦人生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17332
たのしいビーズ遊び アクセサリー携帯ストラップインテ
リア小物 レッスンシリーズ

パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17333
ビーズ・ジュエリー 季節の色で作る８４ Ｂｅａｄｓ ｊ
ｅｗｅｌｒｙ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

祥伝社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17334
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック Ｋ
ａｄｏｋａｗａ ｍｏｏｋ

角川書店 19 (８ 美術 芸術)

17335
河合隼雄 こころの処方箋を求めて 総特集 ＫＡＷＡＤＥ
夢ムック

河出書房新社 17 (６ 総記 社会科学)

17336 乗る＆歩く 最新版 奈良編 ユニプラン 13 (２ 県一般書)

17337
プーさんたちのたからもの プーさんともりのなかまたち
－きけるこ よめるこ かしこいこ－

学研 6 (あのね文庫)

17338 決定版！やさしい手作りのおべんとう 講談社 19 (８ 美術 芸術)



17339 １歳のうたとおはなし 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ５ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17340 ３歳のうたとおはなし 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ７ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17341 ２歳のうたとおはなし 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ６ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17342 ４歳のうたとおはなし 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ８ 講談社 63 (２５ 絵本 南)

17343
ドラえもんの国語おもしろ攻略 歌って書ける小学漢字１
００６ ドラえもんの学習シリーズ

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17344 あそびのおうさまずかん そら うえをみようそらをみよう 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17345
あそびのおうさまずかん どうぶつ せかいのどうぶつだい
しゅうごう

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17346
とびきりおいしい超スピード料理 コツのコツが満載 婦人
生活ファミリークッキングシリーズ

婦人生活社 17 (６ 総記 社会科学)

17347
あそびのおうさまずかん あそび すぐにできていっぱいた
のしい

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17348
あそびのおうさまずかん うみ ひろくてあおくてきもちい
い

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17349 みんなのボランティア大百科 フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17350 はじめての陶芸を楽しむ 人気作家６人が教えるプロの技 講談社 19 (８ 美術 芸術)

17351
ごまの料理とおやつ 老化防止・動脈硬化に効果があるご
まの料理 レディブティックシリーズ １５３６

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17352 新心理学がわかる。 現場から アエラムック ５８ 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

17353
ハーブスパイス館 Ｈｅｒｂ ＆ ｓｐｉｃｅ ｂｏｏｋ 育
てる味わう楽しむ 小学館実用シリーズ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17354
スカイ・ウオッチング事典 ２０００～２００５ 朝日コス
モス

朝日新聞社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17355 山野草の押花 野の花からのメッセージ 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17356 たのしい手織り わかりやすいレッスンつき 雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17357
使える初歩パソ用語集 絵ときで楽しい 初歩パソＢＯＯＫ
ｓ

エクシードプレス 17 (６ 総記 社会科学)

17358 恐怖と怪奇名作集 ７ 岩崎書店
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)



17359 新潮日本文学 ３１ 伊藤整集 新潮社 24 (１３ 全集)

17360
かんたんＤＩＹと手づくり小物 子どもも、お母さんも、
家族みんなで楽しめ レッスンシリーズ ウッディハンズ

パッチワーク通信社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17361 ＮＨＫやってみようなんでも実験 第３集３ 理論社版 理論社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17362
赤ちゃんと子どもの薬ガイドＢＯＯＫ 初めての薬の不安
と疑問をこの１冊で解消！ ベネッセ・ムック たまひよ
ブックス

ベネッセコーポレーション 19 (８ 美術 芸術)

17363
簡単に手作りお菓子の基本 ＳＳＣムック レタスクラブ生
活便利シリー ズ １１

ＳＳコミュニケーションズ 19 (８ 美術 芸術)

17364
今日かいて明日出す絵手紙３６５日 かき方から楽しみ方
まで実例２４６点！ タツミムック

辰巳出版 19 (８ 美術 芸術)

17365
５００円花束とコサージュ 発表会に、誕生会に、パー
ティーに、お祝い 主婦の友生活シリーズ 花物語レッスン

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17366
「小さくても広く住める間取り」５００の実例集 家を建
てるとき最初に読む本 講談社ＭＯＯＫ すてきな家づくり

講談社 19 (８ 美術 芸術)

17367
中華風おかずの基礎 おいしい中華風料理が作れる 別冊主
婦と生活 Ｃｏｏｋｉｎｇ ｂｏｏｋ

主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17368
ＤＩＹガーデニングが楽しい！ ガーデナーズ・バイブル
６

草土出版 19 (８ 美術 芸術)

17369 排泄介護実用百科 トイレの自立を守るコツ ひかりのくに 19 (８ 美術 芸術)

17370
フレーミングの大研究 すぐに役立つ画面構成テクニック
明快 玄光社ＭＯＯＫ 実力ｕｐシリーズ

玄光社 19 (８ 美術 芸術)

17371
明解クリエイターのための印刷ガイドブック ＤＴＰ ...
コマーシャル・フォト・シリーズ

玄光社 19 (８ 美術 芸術)

17372 おまけとふろく大図鑑 子どもの昭和史 別冊太陽 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

17373 勝つ将棋・指し方入門 気持ちいいほど駒の手筋がわかる 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

17374 木のおもちゃ作例集 レッスンシリーズ ウッディハンズ パッチワーク通信社 19 (８ 美術 芸術)

17375
黒沢明 追悼特集 映画のダイナミズム 永久保存版 ＫＡＷ
ＡＤＥ夢ムック

河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

17376
スキー シュテムターン・パラレルターン・ウェーデ ス
ポーツグラフィック

成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

17377
手づくり木工事典 Ｎｏ．３８ 木工の基本から応用まで、
手づくり作品がい 婦人生活ベストシリーズ

婦人生活社 19 (８ 美術 芸術)

17378 日本やきもの史 カラー版 美術出版社 19 (８ 美術 芸術)



17379 能狂言鑑賞ガイド 読んで楽しむ 小学館フォトカルチャー 小学館 19 (８ 美術 芸術)

17380
「のど自慢」な人びと 映画『のど自慢』ノベライズ・マ
ガジン 文春ＭＯＯＫ

「のど自慢」な人びと製作委 ... 文芸春秋 19 (８ 美術 芸術)

17381 刺繍を楽しむ クラシカル＆ニューサンプラー 雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17382 知って得するキッチンの知恵３６６日 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17383
懐かしくて新鮮！和の手芸 別冊ＮＨＫおしゃれ工房 手づ
くり百科

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17384
鍋と煮もの入門塾 はじめてでもおいしく作れる 詳しい
レッス 婦人生活ファミリークッキングシリーズ

婦人生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17385 はじめての手織り やさしいレッスン 雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17386 ビストロスマップ美味しいレシピ ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ フジテレビ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17387
プロが教える椅子の手づくり教室 レッスンシリーズ ウッ
ディハンズ

パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17388 精神分析学がわかる。 アエラムック ４３ 朝日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

17389 葬儀後の手続きと相続の事典 ホームパルブックス 小学館 17 (６ 総記 社会科学)

17390
パッと頭に入る新マルチメディア常識 最新版 スーパー図
解

実業之日本社 17 (６ 総記 社会科学)

17391 図解はじめてのマイホーム 必ずわかる ナツメ社 17 (６ 総記 社会科学)

17392 トクをする年金と保険の本 ’９９年版 別冊主婦と生活 主婦と生活社 17 (６ 総記 社会科学)

17393
元禄赤穂事件 将軍綱吉と「忠臣蔵」四十七士 歴史群像シ
リーズ ５７

学研
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17394
忠臣蔵四十七義士全名鑑 これぞ武士道！！忠義に生きた
元禄サムライ 愛蔵版

駿台曜曜社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17395
忠臣蔵大全 歴史ものしり事典 実録 主婦と生活・生活シ
リーズ ３９１

主婦と生活社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17396
徹底検証元禄赤穂事件 殿中刃傷の真相と四十七士の素顔
Ｓｅｉｂｉｄｏ ｍｏｏｋ

成美堂出版
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17397 新世紀ビジュアル大辞典 学研 12 (１ 郷土資料)

17398 俳句入門 西東社 19 (８ 美術 芸術)



17399 マンガ法律の抜け穴 ６ 自由国民社

17400 基礎古文書のよみかた 林 英夫 柏書房
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17401 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第３集 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17402 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第４集 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17403 栽培大図鑑 種まき・土づくり・水やり・とりいれ… 知 世界文化社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17404
ドラえもんの体育おもしろ攻略 水泳が ... ドラえもんの
学習シリーズ

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17405 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで １ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17406 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ２ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17407 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ３ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17408 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ４ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17409 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ５ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17410 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ６ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17411 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ７ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17412 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ８ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17413 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで ９ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17414 日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで １０ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17415 日本の職人さん １０ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17416 日本の職人さん １ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17417 日本の職人さん ２ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17418 日本の職人さん ３ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17419 日本の職人さん ４ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17420 日本の職人さん ５ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17421 日本の職人さん ６ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17422 日本の職人さん ７ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17423 日本の職人さん ８ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17424 日本の職人さん ９ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17425 漢字なんでも大研究 第１巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17426 漢字なんでも大研究 第２巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17427 漢字なんでも大研究 第３巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17428 漢字なんでも大研究 第４巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17429 漢字なんでも大研究 第５巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17430 漢字なんでも大研究 第６巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17431 漢字なんでも大研究 第７巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17432 漢字なんでも大研究 第８巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17433 漢字なんでも大研究 第９巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17434 漢字なんでも大研究 第１０巻 ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17435 明るい性のはなし １ 星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17436 明るい性のはなし ２ 星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17437 明るい性のはなし ３ 星の環会
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17438 社会科はじめて大百科 １ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17439 社会科はじめて大百科 ２ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17440 社会科はじめて大百科 ３ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17441 社会科はじめて大百科 ４ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17442 社会科はじめて大百科 ５ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17443 社会科はじめて大百科 ６ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17444 社会科はじめて大百科 ７ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17445 社会科はじめて大百科 ８ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17446 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 １ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17447 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 ２ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17448 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 ３ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17449 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 ４ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17450 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 ５ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17451 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 ６ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17452 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 １ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17453 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ２ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17454 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ３ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17455 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ４ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17456 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ５ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17457 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ６ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17458 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ７ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17459 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ８ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17460
日本の偉人物語 子どものときに読んでおきたい２０人 夢
と 別冊家庭画報

世界文化社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17461
かんたん手作りベランダガーデン あなたの家のベランダ
をもっとすてきに！ ブティック・ムック Ｎｏ．２２７

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17462 珈琲 もっと美味しいコーヒーが飲みたい ナツメ社 19 (８ 美術 芸術)

17463
知っておきたいキッチンハーブ 栽培とヘルシークッキン
グ

学研 19 (８ 美術 芸術)

17464
ペレニアル（宿根草）ガーデン 花づくり園芸図鑑シリー
ズ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17465
奥の細道 古人の心を探る幻想の旅 新装 絵で読む古典シ
リーズ

学研 19 (８ 美術 芸術)

17466
オルゴール 聴いてみたいアンティークの音色 京都書院
アーツコレクション ２６ Ｍｕｓ ｉｃ １

京都書院 19 (８ 美術 芸術)

17467 勝つ将棋攻め方入門 気持ちいいほど攻めの急所がわかる 池田書店 19 (８ 美術 芸術)

17468
歌謡ポップス・クロニクル 素晴らしき歌謡曲に愛をこめ
て 特集アスペクト ３９

アスペクト 19 (８ 美術 芸術)

17469
源氏物語 苦悩に充ちた愛の遍歴 新装 絵で読む古典シ
リーズ

学研 19 (８ 美術 芸術)

17470
平家物語 栄華と滅亡の歴史ドラマ 新装 絵で読む古典シ
リーズ

学研 19 (８ 美術 芸術)

17471
見てわかるはじめての海釣り入門 仕掛け、エサ、釣り方
を魚種別に総イラスト

池田書店 19 (８ 美術 芸術)

17472
みんなのテレビ時代劇 大ヒット作から超カルト作品まで
特集アスペクト ４０

アスペクト 19 (８ 美術 芸術)

17473 やっぱり落語がおもしろい！ 特集アスペクト ４６ アスペクト 19 (８ 美術 芸術)

17474 アイヌは主張する ＳＴＶ創立四〇周年記念 未来社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17475
お葬式のかたち あなたの遺志を生かした自分らしいさよ
なら Ｈｅａｒｔ ｃｒｅａｔｅ

婦人画報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17476
肩こり 症状別解消法と五十肩の治し方 カラー完全 主婦
の友生活シリーズ

主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17477 自分らしい葬儀 生前から考え、準備しておく 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17478 柳田国男の本棚 １７ 復刻 大空社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



17479 柳田国男の本棚 ２０ 復刻 大空社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17480
腰痛 症状別の治し方と再発防止法 カラー完全図 主婦の
友生活シリーズ

主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17481 おかず ２ 東京書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17482 おかず １ 東京書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17483 からだによく効く食べもの事典 おいしさ２倍、効果３倍 池田書店
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17484
クスリになる食べ合わせ おいしく食べて健康に！ 基礎知
識と食品別

ナツメ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17485
食物繊維のおかず １日２０ｇ～２５ｇ毎日食べて健康に
レディブティックシリーズ １２９８

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17486
トクをする女のお金の本 こういう時代だから、先を読ん
でトクしたい 別冊・主婦と生活

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17487
布のリフォーム 誰にでもできるパッチワーク ９０点すべ
て 改訂版 レッスンシリーズ

パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17488
晩ご飯のおかず 全カロリー、塩分、調理時間つき 婦人生
活ファミリークッキングシリーズ

婦人生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17489
ビーズで作るアクセサリー 手作りで流行をキャッチ！ レ
ディブティックシリーズ １２９９

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17490
病気のホントの値段がわかる本 “もしも”に備える安心
保険カタログつき 別冊主婦と生活

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17491 ホンダコレクション ５ ネコパブリッシング
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17492
世にも不思議な江戸怪奇事件帳 本当にあった 別冊歴史読
本 ６８

新人物往来社 17 (６ 総記 社会科学)

17493
そこが知りたい！子育て支援・地域との交流 全国幼稚
園・保育所実態調査

世界文化社 17 (６ 総記 社会科学)

17494
知ってるつもりの日本史 歴史研究家が明かすウソのよう
なホントの話 別冊歴史読本 ５４

新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17495 肖像画をめぐる謎 顔が語る日本史 ビッグマンスペシャル 世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17496
徳川慶喜と将軍家の謀略 ビッグマンスペシャル 歴史ク
ローズアップ

世界文化社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17497 幕末学のみかた。 アエラムック ３６ 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17498 武田一族のすべて 別冊歴史読本 ５３ 一族シリーズ 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



17499
２１世紀に拓く東京の島じま 伊豆諸島・小笠原諸島東京
都移管１２０周年

伊豆諸島・小笠原諸島東京都 ... 東京都島嶼
町村会／編集

ぎょうせい 7 (大型本)

17500 飼育大図鑑 住まいづくり・えさやり・トイレ・ふやし方 世界文化社

17501
オリエンタルな服 ぶきっちょさんのソーイングレッスン
１５ Ａ ｓｔｅｐ‐ｂ ...

雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17502
和服をすてきにリフォーム レディブティックシリーズ １
２７７

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17503 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第１集 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17504 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第２集 講談社
30 (１９ 読み物 中学
年)

17505
みぢかなくらしと地方行政 １ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17506
みぢかなくらしと地方行政 ２ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17507
みぢかなくらしと地方行政 ３ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17508
みぢかなくらしと地方行政 ４ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17509
みぢかなくらしと地方行政 ５ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17510
みぢかなくらしと地方行政 ６ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17511
みぢかなくらしと地方行政 ７ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17512
みぢかなくらしと地方行政 ８ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17513
みぢかなくらしと地方行政 ９ 写真でわかる小学生の社会
科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17514
みぢかなくらしと地方行政 １０ 写真でわかる小学生の社
会科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17515
みぢかなくらしと地方行政 １１ 写真でわかる小学生の社
会科見学

リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17516
育て方・楽しみ方がわかるツル性植物 立体的な花の庭づ
くり ブティック・ムック Ｎｏ．２３０

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17517
人気の手作りパン 一流シェフが手ほどきする 別冊家庭画
報

世界文化社 19 (８ 美術 芸術)

17518 バラの庭づくり 主婦と生活生活シリーズ ３７８ 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)



17519
球根の花 ガーデニング・レッスン 花づくり園芸図鑑シ
リーズ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17520
こんな時代のお金と人生プランの本 貯蓄、保険、家計、
年金がわかる！ 主婦の友生活シリーズ

主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17521
春夏秋冬の日本料理 人気の日本料理 ２ 一流板前が手ほ
どきす 別冊家庭画報

世界文化社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17522 ビールのはなし Ｐａｒ ... 技報堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17523
秀吉の城と戦略 築城と攻城戦の天才 Ｓｅｉｂｉｄｏ ｍ
ｏｏｋ

成美堂出版 13 (２ 県一般書)

17524 マンガ法律の抜け穴 ５ 自由国民社

17525 のりもの ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17526 手塚治虫の旧約聖書物語 １ 普及版 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17527 手塚治虫の旧約聖書物語 ２ 普及版 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17528 手塚治虫の旧約聖書物語 ３ 普及版 集英社
26 (１５ 児童書 海外，
マンガ)

17529
おけいこ主婦の友 スタート号 こんどこそ、長続きさせた
い 主婦の友生活シリーズ

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17530 恥をかかない和食のマナーの手帳 早わかりガイド 小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17531 城 ４ 毎日新聞社 13 (２ 県一般書)

17532 ビジュアル博物館 第６１巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17533 ２９歳。 彼女たちの結婚 「彼女たちの結婚」制作委員 ... 角川書店
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17534 新・アロエの事典 キダチとベラのすばらしい効き目 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17535 日本の窓 淡交ムック 淡交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17536
私にも手が届く輸入家具のすべて ’９７年版 Ｓｏｎｙ
ｍａｇａｚｉｎｅｓ ｄｅｌｕｘ ｅ

ソニー・マガジンズ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17537 オリジナル複製画集 原本ほるぷ世界の絵本 ほるぷ／編 ほるぷ 5 (学習室)

17538 解説書「えほんのせかい」 原本ほるぷ世界の絵本 ほるぷ／編 ほるぷ社 5 (学習室)



17539 目で見る世界の国々 ４１ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17540 ユネスコ世界遺産  ユネスコ世界遺産 ６ 講談社 5 (学習室)

17541 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 １ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17542 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ２ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17543 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ３ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17544 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ４ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17545 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 １ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17546 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ２ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17547 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ３ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17548 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ４ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17549 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ５ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17550 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ６ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17551 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ７ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17552 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ８ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17553 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 ９ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17554 おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 １０ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17555 くだもの フレーベル館のこどもずかん ７ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17556 しんかんせん フレーベル館のこどもずかん １０ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17557 成長とたん生 学習まんがドラえもんからだシリーズ ５ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17558 たのしいお天気学 １ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17559 たのしいお天気学 ２ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17560 たのしいお天気学 ３ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17561 たのしいお天気学 ４ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17562 たのしいお天気学 ５ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17563 たのしいお天気学 ６ 新版 小峰書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17564
天体（地球・月 太陽・星の動き）がわかる ドラえもんの
学習シリーズ ドラえもんの理 科おもしろ攻略

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17565 とり ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17566 どうぶつ フレーベル館のこどもずかん ６ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17567 はたらくじどうしゃ フレーベル館のこどもずかん ９ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17568 ひとのからだ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17569 アジアを考える本 １ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17570 アジアを考える本 ２ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17571 アジアを考える本 ３ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17572 アジアを考える本 ４ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17573 アジアを考える本 ５ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17574 アジアを考える本 ６ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17575 アジアを考える本 ７ 近くて遠い国 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17576 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ５ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17577 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ６ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17578 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ７ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17579 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ８ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17580 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 ９ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17581 おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》 １０ フレーベル館
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17582 親にはいえないわたしのなやみ １ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17583 親にはいえないわたしのなやみ ２ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17584 親にはいえないわたしのなやみ ４ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17585 親にはいえないわたしのなやみ ５ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17586 親にはいえないわたしのなやみ ６ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17587 親にはいえないわたしのなやみ ７ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17588 学習漫画 世界の伝記 １ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17589 学習漫画 世界の伝記 ２ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17590 学習漫画 世界の伝記 ４ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17591 学習漫画 世界の伝記 ５ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17592 学習漫画 世界の伝記 ６ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17593 学習漫画 世界の伝記 ７ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17594 学習漫画 世界の伝記 ８ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17595 学習漫画 世界の伝記 ９ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17596 学習漫画 世界の伝記 １０ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17597 学習漫画 世界の伝記 １１ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17598 学習漫画 世界の伝記 １２ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17599 学習漫画 世界の伝記 １３ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17600 学習漫画 世界の伝記 １４ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17601 学習漫画 世界の伝記 １５ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17602 学習漫画 世界の伝記 １６ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17603 学習漫画 世界の伝記 １９ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17604 学習漫画 世界の伝記 ２０ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17605 学習漫画 世界の伝記 ２１ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17606 学習漫画 世界の伝記 ２２ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17607 学習漫画 世界の伝記 ２３ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17608 学習漫画 世界の伝記 ２４ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17609 学習漫画 世界の伝記 ２５ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17610 学習漫画 世界の伝記 ２６ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17611 学習漫画 世界の伝記 ２７ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17612 学習漫画 世界の伝記 ２８ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17613 学習漫画 世界の伝記 ２９ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17614 学習漫画 世界の伝記 ３０ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17615 学習漫画 世界の発明・発見事典 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17616 たのしくわかる日本国憲法 １ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17617 たのしくわかる日本国憲法 ２ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17618 たのしくわかる日本国憲法 ３ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17619 たのしくわかる日本国憲法 ４ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17620 たのしくわかる日本国憲法 ５ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17621 たのしくわかる日本国憲法 ６ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17622 たのしくわかる日本国憲法 ７ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17623 透視図鑑シリーズ １ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17624 透視図鑑シリーズ ２ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17625 透視図鑑シリーズ ３ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17626 透視図鑑シリーズ ４ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17627 透視図鑑シリーズ ５ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17628 ビジュアル博物館 第４３巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17629 ビジュアル博物館 第４９巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17630 ビジュアル博物館 第５０巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17631 ビジュアル博物館 第５１巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17632 ビジュアル博物館 第５３巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17633 ビジュアル博物館 第５４巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17634 ビジュアル博物館 第５５巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17635 ビジュアル博物館 第５６巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17636 ビジュアル博物館 第５７巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17637 ビジュアル博物館 第５８巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17638 ビジュアル博物館 第５９巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17639 ビジュアル博物館 第６０巻 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17640 目で見る世界の国々 ４４ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17641 お茶の事典 日本茶・中国茶の世界 知っておきたい、お 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

17642 九谷・越前やきもの紀行 孔雀ブックス 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17643
だれでも上手に撮れる子どものビデオ ママはカメラマン
１年生

河出書房新社 19 (８ 美術 芸術)

17644 備前・萩やきもの紀行 孔雀ブックス 主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17645
ＰＯＰな宇宙論 宇宙の誕生から終焉まで－現代宇宙論の
最前

同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17646 おしゃれな編み込みセーター 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17647
スカーフ＆マフラー 基本とアレンジ－－手の知恵を生か
したおし レッスンシリーズ

パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17648
初めてでもかんたんにできるパンねんどの花 レディブ
ティックシリーズ １０８１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17649 腰痛 防ぎ方・治し方 現代病シリーズ 家の光協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17650 届出と手続きの事典 家庭と会社でそのまま使える 成美堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

17651 判例付実用六法全書   平成9年度版 平成９年版 金園社 17 (６ 総記 社会科学)

17652 夫婦親子男女の法律知識 改訂版 自由国民社 17 (６ 総記 社会科学)

17653 諸葛孔明謎の生涯 別冊歴史読本 ５８ 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17654 城 ５ 毎日新聞社 13 (２ 県一般書)

17655 大和路能とまつりの旅 写真とルポで訪ねる 桧書店 13 (２ 県一般書)

17656 学習漫画 世界の伝記 ３ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17657 親にはいえないわたしのなやみ ３ ポプラ社

17658 学習漫画 世界の伝記 １７ 集英社版 集英社



17659 学習漫画 世界の伝記 １８ 集英社版 集英社

17660
英語で話す「日本の謎」Ｑ＆Ａ 外国人が聞きたがる１０
０のＷＨＹ Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ ｂｏｏｋｓ １１

講談社インターナショナル

17661 きょうりゅう フレーベル館のこどもずかん ８ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17662 機械工学用語辞典
機械工学用語辞典編集委員会 ... 西川兼康・
高田勝/監修

理工学社 5 (学習室)

17663 目で見る世界の国々 ４２ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17664 目で見る世界の国々 ４３ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17665 関西周辺美術館めぐり エアリアマップ 旅の森 昭文社 19 (８ 美術 芸術)

17666
ゴルフ・コースに出る前に読む本 ゴルフを始める人のた
めにルール、マナー、 プレイスポーツ

日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

17667 自然の花と人生 捧げる花 型の花 楽しむ花 山月研究会 19 (８ 美術 芸術)

17668 日本のタイル 第３版 ＩＮＡＸ ｂｏｏｋｌｅｔ ＩＮＡＸ出版 19 (８ 美術 芸術)

17669 目からウロコの漢字の本 別冊宝島 ２７５ 宝島社 19 (８ 美術 芸術)

17670
古裂・端切を楽しむちりめん小物 レディブティックシ
リーズ １０５２

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17671 手あみのかわいい小もの とっておきナンバーワン 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17672
ママのカットサロン 女の子と男の子のかわいいヘアカッ
トがかん レディブティックシリーズ １０４９

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17673
ママは美容師さん ５分でできる一年じゅうの子どもヘア
主婦の友生活シリーズ Ｃｏｍｏお助けノー ト

主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17674 防災 東京大学公開講座 ６３ 東京大学出版会 17 (６ 総記 社会科学)

17675
戦国軍師たちの戦略 戦国の合戦を演出した陰の実力者た
ち 別冊歴史読本 戦国史シリーズ ３

新人物往来社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17676 ロングマン基本英英辞典 桐原書店 5 (学習室)

17677 いぬ フレーベル館のこどもずかん ４ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17678 さかな ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17679 さかなみずべのいきもの フレーベル館のこどもずかん ３ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17680 しぜんあそび ふしぎをためすかがく図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17681 ねこうさぎハムスター フレーベル館のこどもずかん ５ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17682 はなきのみ フレーベル館のこどもずかん ２ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17683 むし フレーベル館のこどもずかん １ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17684 八月十五日の青春 大阪高等学校生（旧制）の手記 「八月十五日の青春」編集委 ... 「八月十五日の青春」刊行
23 (１２ 評論 エッセ
イ)

17685 アウトドア工作図鑑 自然で創る宝物 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

17686
元気な赤ちゃんを産む安心安産のおかず 小学館実用シ
リーズ 妊娠出産シリーズ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17687
はじめての安心安産百科 小学館実用シリーズ 妊娠出産シ
リーズ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17688 サバイバルのためのトラベル英会話 ポケパル 学研 19 (８ 美術 芸術)

17689 サバイバルのためのホームステイ英会話 ポケパル 学研 19 (８ 美術 芸術)

17690
自然の学校 プロが教える自然遊び術 Ｂｅ‐ｐａｌ ｏｕ
ｔｉｎｇ ｍｏｏｋ

小学館 19 (８ 美術 芸術)

17691 中国の思想 ４ 第３版 徳間書店 17 (６ 総記 社会科学)

17692 ユネスコ世界遺産  ユネスコ世界遺産 ８ 講談社 5 (学習室)

17693
きせつのふしぎどうして？ しぜんはふしぎがいっぱい は
る・なつ・あ

学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17694
宿題に役だつ６０分工作 学習まんがドラえもん宿題解決
シリーズ ２

小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17695 早わかり！鉄道のしくみ 集英社版・学習漫画 集英社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17696 むし ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17697 おもしろガイド修学旅行 １ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17698 おもしろガイド修学旅行 ２ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17699 おもしろガイド修学旅行 ３ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17700 おもしろガイド修学旅行 ４ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17701 おもしろガイド修学旅行 ６ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17702 ビジュアルディクショナリー １４ 同朋舎出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17703 漫画韓国の歴史 １ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17704 漫画韓国の歴史 ２ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17705 漫画韓国の歴史 ３ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17706 漫画韓国の歴史 ４ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17707 漫画韓国の歴史 ５ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17708 漫画韓国の歴史 ６ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17709 漫画韓国の歴史 ７ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17710 漫画韓国の歴史 ８ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17711 漫画韓国の歴史 ９ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17712 漫画韓国の歴史 １０ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17713 漫画韓国の歴史 １１ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17714 漫画韓国の歴史 １２ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17715 漫画韓国の歴史 １３ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17716 漫画韓国の歴史 １４ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17717 漫画韓国の歴史 １５ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17718 漫画韓国の歴史 １６ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17719 漫画韓国の歴史 １７ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17720 漫画韓国の歴史 １８ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17721 漫画韓国の歴史 １９ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17722 漫画韓国の歴史 ２０ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17723 漫画韓国の歴史 ２１ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17724 漫画韓国の歴史 ２２ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17725 漫画韓国の歴史 ２３ ほるぷ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17726 カブトムシ・クワガタムシ 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

17727
犬の飼い方カラー図鑑 犬種・しつけ方・育て方すべてが
わかるＤＯ にちぶんＭＯＯＫ

日本文芸社 19 (８ 美術 芸術)

17728
ハムスター・ウサギの飼い方 フェレット・その他の小動
物

池田書店 19 (８ 美術 芸術)

17729
お肌いきいき！ トラブルを防ぎ、いつも肌を美しく保つ
ガイ マキノ出版ムック

マキノ出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17730
親子で手作り ママ、パパが先生 主婦の友生活シリーズ
Ｃｏｍｏ手作りブッ クス

主婦の友社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17731
こころのナースコール 悩むあなたへ３２人の看護婦・看
護士・保健

法研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17732
これだけは知っておきたい病気別薬の知識 別冊ＮＨＫ
きょうの健康

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17733 修理の達人 家まわり編 イラスト図解 同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17734
自分でできるヘアスタイル１２０ ショート、ミディア
ム、ロングヘアのアレン レディブティックシリーズ １０
４０

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17735 ステンシル実物大図案集 ２ 雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17736 中国の思想 ３ 第３版 徳間書店 17 (６ 総記 社会科学)

17737
古代秘教の本 太古神話に隠された謎の秘儀と宗教 Ｎｅｗ
ｓｉｇｈｔ ｍｏｏｋ Ｂｏｏｋｓ ｅｓｏｔｅｒｉｃ ...

学研 16 (５ 宗教 歴史)

17738
ナチス／ヒトラーの謎 悪夢の時代の主役たち 別冊歴史読
本 ６０

新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)



17739 北欧 読んで旅する世界の歴史と文化 新潮社 13 (２ 県一般書)

17740 私たちと戦争責任/アジアの声 第１０集 第１０集 東方出版 12 (１ 郷土資料)

17741 小学生の自由研究 ５，６年生 成美堂出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17742 桂離宮 新建築社 7 (大型本)

17743 環境新聞縮刷版 ’９５ 環境新聞社 7 (大型本)

17744 世界の国 １ 中国 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17745 世界の国 ２ 朝鮮・モンゴル 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17746 世界の国 ３ 東南アジアⅠ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17747 世界の国 ４ 東南アジアⅡ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17748 世界の国 ５ インド・南アジア諸国 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17749 世界の国 ６ イラン・イラク・アラビア 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17750 世界の国 ７ エジプト 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17751 世界の国 ８ アフリカ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17752 世界の国 ９ ギリシア・トルコイスラエル 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17753 世界の国 １０ イタリア 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17754 世界の国 １１ ドイツ・オーストリア 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17755 世界の国 １２ イギリス 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17756 世界の国 １３ フランス 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17757 世界の国 １４ スイス・オランダ・ベルギー 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17758 世界の国 １５ スペイン・ポルトガル 講談社 16 (５ 宗教 歴史)



17759 世界の国 １６ 北欧 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17760 世界の国 １７ ソビエト連邦 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17761 世界の国 １８ 東欧 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17762 世界の国 １９ アメリカ合衆国 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17763 世界の国 ２０ カナダ・アラスカ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17764 世界の国 ２１ ラテンアメリカⅠ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17765 世界の国 ２２ ラテンアメリカⅡ 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17766 世界の国 ２３ オーストラリア・ニュージーランド 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17767 世界の国 ２４ ハワイ・太平洋諸島 講談社 16 (５ 宗教 歴史)

17768
夏の虫 カブトムシ・クワガタムシ・アブラゼミ なるほど
ウォッチング

鈴木出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17769 脳のはたらき 学習まんがドラえもんからだシリーズ ４ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17770 見ながら作れる紙ねんど工作 ひかりのくに
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17771
やってみよう 理科の自由研究 最新版 朝日ジュニアブッ
ク

朝日新聞社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17772 イラスト家庭の応急手当 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

17773 ワインの事典 ワインの楽しみ方を知るための 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

17774
外国語学がわかる。 アエラムック １４ やわらかアカデ
ミズム 「学問がわかる。 ...

朝日新聞社アエラ編集部 19 (８ 美術 芸術)

17775
野外遊び大図鑑 見る！触る！試す！ 行ったその場で役に
立 Ｇａｋｋｅｎ ｍｏｏｋ

学研 19 (８ 美術 芸術)

17776 お医者さんの検査がわかる本 有楽出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17777 靴脱ぎ 日本人とすまい １ リビングデザインセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17778
高血圧が気になる人の食事 ＮＨＫ出版おいしくつくる健
康食 ３

日本放送出版協会
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



17779
好きなことをやれ！！ ノーベル賞受賞者特別寄稿 ２１世
紀の天才

集英社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17780
家族一緒の手作りゆかた レディブティックシリーズ １０
３４

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17781 女性のための医学 心とからだの悩みに答えます 新星出版社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17782
初めてのホームステイ プランニングから基本英会話まで
まんが

成美堂出版 17 (６ 総記 社会科学)

17783
ぼくんちの安全・安心ブック ひとりだってだいじょうぶ
〓

講談社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17784 国旗のずかん 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17785
焼きたてパン＆ジャム 朝食はおいしい手作りで カント
リーホーム手作り教室 ５

山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

17786
草木染めを楽しむ 身近な素材で彩る カントリーホーム手
作り教室 ４

山と渓谷社 19 (８ 美術 芸術)

17787 おしゃれな透かし編 大人のサマーセーター 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17788
作ってあげたい！春・夏手作り子ども服 アンファンクラ
ブＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩ 婦人生活家庭シリーズ

婦人生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17789 火と水の祭り 民俗文化の源流を探る 淡交ムック 淡交社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17790 近畿の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 ５ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17791 目で見る世界の国々 ３３ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17792 目で見る世界の国々 ３７ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17793 こども将棋強くなる指し方入門 どんどん力がつく 池田書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17794 新幹線 鉄道大図鑑 １ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17795 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば １ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17796 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば ２ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17797 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば ３ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17798 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば ４ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17799 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば ６ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17800 ボランティアわたしたちにできること ８ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17801
四季の草花図鑑５００ 花壇、コンテナ、ハンギングで楽
しむ 主婦の友生活シリーズ

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17802
生け花入門 知りたい始めたい 主婦の友生活シリーズ 主
婦の友カルチャー ブックス

主婦の友社 19 (８ 美術 芸術)

17803
茶道入門 決定版 基本点前から茶花・茶懐石・茶会の 淡
交ムック

淡交社 19 (８ 美術 芸術)

17804 旬のさかなの本 旬の素材で旬の料理 ベネッセコーポレーション
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17805 旬のやさいの本 旬の素材で旬の料理 ベネッセコーポレーション
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17806
自転車マニュアル百科 写真と図で追うスポーツ車のやさ
しい点検・

成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17807 ＰＯＰな脳科学 古～い友達・脳のすべてを科学する 同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17808
リサイクル和風小物 紙筒芯・貝殻・牛乳パックが大変身
レディブティックシリーズ １０１９

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17809 遊びの大事典 本編 東京書籍 5 (学習室)

17810 遊びの大事典 実技編 東京書籍 5 (学習室)

17811 学習図鑑日本の歴史 講談社 5 (学習室)

17812 からだのしくみ 学習まんがドラえもんからだシリーズ ３ 小学館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17813 図解いきいき日本の産業 １ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17814 図解いきいき日本の産業 ２ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17815 図解いきいき日本の産業 ３ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17816 図解いきいき日本の産業 ４ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17817 図解いきいき日本の産業 ５ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17818 図解いきいき日本の産業 ６ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



17819 図解いきいき日本の産業 ７ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17820 図解いきいき日本の産業 ８ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17821 図解いきいき日本の産業 ９ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17822 図解いきいき日本の産業 １０ 教科書がよくわかる 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

17823 世界を救う国際組織 １ 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17824 世界を救う国際組織 ２ 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17825 世界を救う国際組織 ３ 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17826 世界を救う国際組織 ４ 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17827 世界を救う国際組織 ５ 偕成社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17828 なんでも世界一 １巻 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17829 なんでも世界一 ２巻 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17830 なんでも世界一 ３巻 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17831 なんでも世界一 ４巻 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17832 早わかり！国会のしくみ 集英社版・学習漫画 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17833
ふれあいしぜん図鑑 春 四季の歌・折り紙・工作・遊び・
行事・図鑑 図書館版

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17834
ふれあいしぜん図鑑 夏 四季の歌・折り紙・工作・遊び・
行事・図鑑 図書館版

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17835
ふれあいしぜん図鑑 秋 四季の歌・折り紙・工作・遊び・
行事・図鑑 図書館版

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17836
ふれあいしぜん図鑑 冬 四季の歌・折り紙・工作・遊び・
行事・図鑑 図書館版

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17837 目で見る世界の国々 ３８ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17838 目で見る世界の国々 ４０ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17839 目で見る世界の国々 ３５ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17840 目で見る世界の国々 ３９ 国土社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17841 珈琲の事典 成美堂出版 19 (８ 美術 芸術)

17842 紅茶の時間 とっておきの一杯のために 永岡書店 19 (８ 美術 芸術)

17843 収納アイデア完全版 ＬＥＥインテリア 集英社 19 (８ 美術 芸術)

17844
花の園芸大百科 庭の花、室内の花、山野の花１５００種
主婦と生活生活シリーズ ２１７

主婦と生活社 19 (８ 美術 芸術)

17845 歌舞伎鑑賞ガイド ショトル・ミュージアム 小学館 19 (８ 美術 芸術)

17846 上手に使う名文句 冠婚葬祭編 こんなときこんな言葉 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

17847 上手に使う名文句 夫婦親子編 こんなときこんな言葉 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

17848 上手に使う名文句 ビジネス編 こんなときこんな言葉 家の光協会 19 (８ 美術 芸術)

17849 俳句仏教歳時記 秋 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

17850 俳句仏教歳時記 新年 冬 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

17851 俳句仏教歳時記 夏 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

17852 俳句仏教歳時記 春 佼成出版社 19 (８ 美術 芸術)

17853
慶弔・表書きマナーの手帳 すぐに役立つ毛筆見本つき 早
わかりガイド

小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17854 新・冠婚葬祭事典 すぐに役立つ 学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17855
アイディアクラフト大集合！ いつもの暮らしに手作りを
プラス オレンジページムック 生活元気シリーズ ２

オレンジページ
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17856 最新自動車メンテナンス クルマがもっと楽しくなる〓 成美堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17857
花の旅「サクラ」 日本列島花ｍａｐｓ ワイド版５２コー
ス

北隆館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17858 ＰＯＰな進化論 『進化』の謎と不思議を推理する！ 同文書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



17859
ママの手作り通園通学小物１２３てん レディブティック
シリーズ ９９３

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17860
詳細阪神大震災 １９９５年１／１７からの復活 完全保存
版 毎日ムック

毎日新聞社 17 (６ 総記 社会科学)

17861
日本「キリスト教」総覧 別冊歴史読本 事典シリーズ ２
６

新人物往来社 16 (５ 宗教 歴史)

17862 秀吉が愛した女たち 別冊歴史読本 ３７ 新人物往来社
14 (３ 歴史 伝記，世界
史，各時代図誌)

17863 日本の古代遺跡 ５ 保育社 13 (２ 県一般書)

17864 日本の古代遺跡 ６ 保育社 13 (２ 県一般書)

17865 日本の古代遺跡 ７ 保育社 13 (２ 県一般書)

17866
目で見る橿原・高市の１００年 橿原市・明日香村・高取
町

郷土出版社 12 (１ 郷土資料)

17867 新潮日本文学 ３９ 野間宏集 新潮社 24 (１３ 全集)

17868 新潮日本文学 ４０ 椎名麟三集 新潮社 24 (１３ 全集)

17869 新潮日本文学 ４１ 梅崎春生集 新潮社 24 (１３ 全集)

17870 新潮日本文学 ４２ 武田泰淳集 新潮社 24 (１３ 全集)

17871 新潮日本文学 ４３ 大岡昇平集 新潮社 24 (１３ 全集)

17872 新潮日本文学 ４４ 井上靖集 新潮社 24 (１３ 全集)

17873 新潮日本文学 ４５ 三島由紀夫集 新潮社 24 (１３ 全集)

17874 新潮日本文学 ４６ 安部公房集 新潮社 24 (１３ 全集)

17875 新潮日本文学 ４７ 堀田善衛集 新潮社 24 (１３ 全集)

17876 新潮日本文学 ４８ 中村真一郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17877 新潮日本文学 ４９ 福永武彦集 新潮社 24 (１３ 全集)

17878 新潮日本文学 ５０ 松本清張集 新潮社 24 (１３ 全集)



17879 新潮日本文学 ５１ 阿川弘之集 新潮社 24 (１３ 全集)

17880 新潮日本文学 ５２ 安岡章太郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17881 新潮日本文学 ５３ 吉行淳之介集 新潮社 24 (１３ 全集)

17882 新潮日本文学 ５４ 小島信夫集 新潮社 24 (１３ 全集)

17883 新潮日本文学 ５５ 庄野順三集 新潮社 24 (１３ 全集)

17884 新潮日本文学 ５６ 遠藤周作集 新潮社 24 (１３ 全集)

17885 新潮日本文学 ５７ 有吉佐和子集 新潮社 24 (１３ 全集)

17886 新潮日本文学 ５８ 瀬戸内晴美集 新潮社 24 (１３ 全集)

17887 新潮日本文学 ５９ 水上勉集 新潮社 24 (１３ 全集)

17888 新潮日本文学 ６０ 司馬遼太郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17889 新潮日本文学 ６１ 北杜夫集 新潮社 24 (１３ 全集)

17890 新潮日本文学 ６２ 石原慎太郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17891 新潮日本文学 ６３ 開高健集 新潮社 24 (１３ 全集)

17892 新潮日本文学 ６４ 大江健三郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17893 新潮日本文学 ２ 島崎藤村集 新潮社 24 (１３ 全集)

17894 新潮日本文学 ３ 夏目漱石集 新潮社 24 (１３ 全集)

17895 新潮日本文学 ４ 徳田秋声集 新潮社 24 (１３ 全集)

17896 新潮日本文学 ５ 永井荷風集 新潮社 24 (１３ 全集)

17897 新潮日本文学 ６  谷崎潤一郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17898 新潮日本文学 ７ 武者小路実篤集 新潮社 24 (１３ 全集)



17899 新潮日本文学 ８ 志賀直哉集 新潮社 24 (１３ 全集)

17900 新潮日本文学 ９ 有島武郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17901 新潮日本文学 １０ 芥川龍之介集 新潮社 24 (１３ 全集)

17902 新潮日本文学 １１ 山本有三集 新潮社 24 (１３ 全集)

17903 新潮日本文学 １２ 佐藤春夫集 新潮社 24 (１３ 全集)

17904 新潮日本文学 １３ 室生犀星集 新潮社 24 (１３ 全集)

17905 新潮日本文学 １４ 横光利一集 新潮社 24 (１３ 全集)

17906 新潮日本文学 １５ 川端康成集 新潮社 24 (１３ 全集)

17907 新潮日本文学 １６ 堀辰雄集 新潮社 24 (１３ 全集)

17908 新潮日本文学 １７ 井伏鱒二集 新潮社 24 (１３ 全集)

17909 新潮日本文学 １８ 永井龍男集 新潮社 24 (１３ 全集)

17910 新潮日本文学 １９ 尾崎一雄集 新潮社 24 (１３ 全集)

17911 新潮日本文学 ２０ 中野重治集 新潮社 24 (１３ 全集)

17912 新潮日本文学 ２１ 宮本百合子集 新潮社 24 (１３ 全集)

17913 新潮日本文学 ２２ 林芙美子集 新潮社 24 (１３ 全集)

17914 新潮日本文学 ２３ 佐多稲子集 新潮社 24 (１３ 全集)

17915 新潮日本文学 ２４ 獅子文六集 新潮社 24 (１３ 全集)

17916 新潮日本文学 ２５ 大佛次郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17917 新潮日本文学 ２６ 山本周五郎集 新潮社 24 (１３ 全集)

17918 新潮日本文学 ２７ 石坂洋次郎集 新潮社 24 (１３ 全集)



17919 新潮日本文学 ２８ 丹羽文雄集 新潮社 24 (１３ 全集)

17920 新潮日本文学 ２９ 舟橋聖一集 新潮社 24 (１３ 全集)

17921 新潮日本文学 ３０ 石川達三集 新潮社 24 (１３ 全集)

17922 新潮日本文学 ３２ 高見順集 新潮社 24 (１３ 全集)

17923 新潮日本文学 ３３ 石川淳集 新潮社 24 (１３ 全集)

17924 新潮日本文学 ３４ 中山義秀集 新潮社 24 (１３ 全集)

17925 新潮日本文学 ３６ 田宮虎彦集 新潮社 24 (１３ 全集)

17926 新潮日本文学 ３７ 円地文子集 新潮社 24 (１３ 全集)

17927 新潮日本文学 ３８ 幸田文集 新潮社 24 (１３ 全集)

17928 新潮日本文学 ３５ 新潮社

17929 世界美術大事典 ２ 小学館 5 (学習室)

17930 世界美術大事典 ３ 小学館 5 (学習室)

17931 世界美術大事典 ４ 小学館 5 (学習室)

17932 世界美術大事典 あ一かな １ 小学館 5 (学習室)

17933 全国地名読みがな辞典 第五版 清光社 5 (学習室)

17934 ｎｏｎ・ｎｏ生活基本大百科 集英社 5 (学習室)

17935 古代史復元 １ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17936 古代史復元 ３ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17937 古代史復元 ５ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17938 古代史復元 ６ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



17939 古代史復元 ７ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17940 古代史復元 ８ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17941 古代史復元 ９ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17942 古代史復元 １０ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17943 古代史復元 ２ 講談社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

17944 手話（てことば）の本 １ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17945 手話（てことば）の本 ２ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17946 手話（てことば）の本 ３ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17947 手話（てことば）の本 第２集 １ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17948 手話（てことば）の本 第２集 ２ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17949 手話（てことば）の本 第２集 ３ あすなろ書房 17 (６ 総記 社会科学)

17950 新・お年寄りに喜ばれる献立 文園社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17951
もっとよく効くクスリの飲み方 安全で、より早く治すた
めに Ｏｎ ｓｅｌｅｃｔ

雄鶏社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17952 日本現代詩選２５ 日本詩人クラブ４０周年記念号 すばる書房 19 (８ 美術 芸術)

17953 日本現代詩選２７ 日本詩人クラブ 19 (８ 美術 芸術)

17954 おもしろガイド修学旅行 ５ ＰＨＰ研究所
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17955
和のキルト 絹のあでやかさ、木綿の味わい深さ Ｈｅａｒ
ｔ ｗａｒｍｉｎｇ ｓｅｒｉｅｓ

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17956 ぼくらのパソコン・ライブラリー １ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17957 ぼくらのパソコン・ライブラリー ２ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17958 ぼくらのパソコン・ライブラリー ３ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



17959 ぼくらのパソコン・ライブラリー ４ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17960 ぼくらのパソコン・ライブラリー ５ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17961 ぼくらのパソコン・ライブラリー ６ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17962 ぼくらのパソコン・ライブラリー ７ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17963 ぼくらのパソコン・ライブラリー ８ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17964 ぼくらのパソコン・ライブラリー ９ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17965 ぼくらのパソコン・ライブラリー １０ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17966 ぼくらのパソコン・ライブラリー １１ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17967 ぼくらのパソコン・ライブラリー １２ 岩崎書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

17968
大好きな人に作ってあげたいお菓子 レディブティックシ
リーズ ９７４

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17969
ハーブと暮らす本 人気ハーブ１０種の育て方と楽しみ方
Ｅｎ

日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

17970 牛乳パックで作る小物 レディブティックシリーズ ９７１ ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

17971 女性の手紙文百科 すぐ使える応用がきく文例２５００ 婦人生活社 19 (８ 美術 芸術)

17972
フラワー・アレンジメント 花の扱い方からブーケまで
ヴォーグ基礎シリーズ

日本ヴォーグ社 19 (８ 美術 芸術)

17973
アロエ・バイブル １家に１鉢の常備薬 食べて・飲んで・
ぬっ

日東書院
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17974
サイレント・クリスマス 刺しゅうで飾る静かな聖夜 刺
しゅう写真集 ３

啓佑社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17975
新・刺しゅう １１２のステッチと詳しい解説 ヴォーグ基
礎シリーズ

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17976
ステンシルとトールペインティング 歴史から材料・用
具・作品の作り方まで ヴォーグ基礎シリーズ

日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17977 ドライフラワーのアレンジメント ヴォーグ基礎シリーズ 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

17978 薬事ハンドブック ’９５ 薬業時報社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



17979 新編西洋史辞典 改訂増補 京大西洋史辞典編纂会／編 東京創元社 5 (学習室)

17980 新編日本史辞典 京大日本史辞典編纂会／編 東京創元社 5 (学習室)

17981
情報の歴史 象形文字から人工知能まで Ｂｏｏｋｓ ｉｎ
ｆｏｒｍ Ｓｐｅｃｉａ ｌ

ＮＴＴ出版 5 (学習室)

17982 茶道辞典 淡交社 5 (学習室)

17983 日本国語大辞典 第１巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17984 日本国語大辞典 第２巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17985 日本国語大辞典 第３巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17986 日本国語大辞典 第５巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17987 日本国語大辞典 第６巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17988 日本国語大辞典 第７巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17989 日本国語大辞典 第８巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17990 日本国語大辞典 第９巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17991 日本国語大辞典 第１０巻 縮刷版 日本大辞典刊行会／編 小学館 5 (学習室)

17992 日本古典文学大辞典  さ一せ 第３巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17993 日本古典文学大辞典  そ一の 第４巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17994 日本古典文学大辞典  あ一かほ 第１巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17995 日本古典文学大辞典 かま一こ 第２巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17996 日本古典文学大辞典 は一め 第５巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17997 日本古典文学大辞典 も一を 第６巻 日本古典文学大辞典編集委員 ... 岩波書店 5 (学習室)

17998 日本語大辞典 カラー版 講談社 5 (学習室)



17999 標準音楽辞典 ア－テ 新訂 音楽之友社 5 (学習室)

18000 標準音楽辞典 ト－ワ ... 新訂 音楽之友社 5 (学習室)

18001 漢字の読み方辞典 東京堂出版 5 (学習室)

18002
故事ことわざ活用辞典 言いたい内容から逆引きできる 文
芸作品例

創拓社 5 (学習室)

18003 最新気象の事典 東京堂出版 5 (学習室)

18004 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １ 古典文学集 集英社 5 (学習室)

18005 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ２ イギリスⅠ 集英社 5 (学習室)

18006 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ３ イギリスⅡ 集英社 5 (学習室)

18007 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ４ イギリスⅢ 集英社 5 (学習室)

18008 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ５ イギリスⅣ 集英社 5 (学習室)

18009 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ６ フランスⅠ 集英社 5 (学習室)

18010 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ７ フランスⅡ 集英社 5 (学習室)

18011 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ８ フランスⅢ 集英社 5 (学習室)

18012 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ９ フランスⅣ 集英社 5 (学習室)

18013 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １０ ドイツⅠ 集英社 5 (学習室)

18014 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １１ ドイツⅡ 集英社 5 (学習室)

18015
集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １２ ドイツⅢ・中欧・
東欧・イタリア

集英社 5 (学習室)

18016 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １３ ロシアⅠ 集英社 5 (学習室)

18017 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １４ ロシアⅡ 集英社 5 (学習室)

18018 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １５ ロシアⅢ 集英社 5 (学習室)



18019 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １６ アメリカⅠ 集英社 5 (学習室)

18020 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １７ アメリカⅡ 集英社 5 (学習室)

18021 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １８ アメリカⅢ 集英社 5 (学習室)

18022 集英社ギャラリー〈世界の文学〉 １９ ラテンアメリカ 集英社 5 (学習室)

18023
集英社ギャラリー〈世界の文学〉 ２０ 中国・アジア・ア
フリカ

集英社 5 (学習室)

18024 短縮語・略語解読辞典 マスコミによく出る 創拓社 5 (学習室)

18025 日本古代史事典 大和書房 5 (学習室)

18026
日本大百科全書 １ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18027
日本大百科全書 ２ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18028
日本大百科全書 ３ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18029
日本大百科全書 ４ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18030
日本大百科全書 ５ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18031
日本大百科全書 ６ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18032
日本大百科全書 ７ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18033
日本大百科全書 ８ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18034
日本大百科全書 ９ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐｐ
ｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18035
日本大百科全書 １０ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18036
日本大百科全書 １１ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18037
日本大百科全書 １２ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18038
日本大百科全書 １３ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)



18039
日本大百科全書 １４ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18040
日本大百科全書 １５ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18041
日本大百科全書 １６ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18042
日本大百科全書 １７ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18043
日本大百科全書 １８ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18044
日本大百科全書 １９ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18045
日本大百科全書 ２０ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18046
日本大百科全書 ２１ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18047
日本大百科全書 ２２ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18048
日本大百科全書 ２３ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18049
日本大百科全書 ２４ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18050
日本大百科全書 ２５ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎｉｐ
ｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18051
日本大百科全書 ２６ 補巻 Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ Ｎ
ｉｐｐｏｎｉ

小学館 5 (学習室)

18052 日本歴史館 小学館 5 (学習室)

18053 日本史年表 改訂新版 日本歴史大辞典編集委員会／編 河出書房新社 5 (学習室)

18054 日本史分類年表 机上版 東京書籍 5 (学習室)

18055
間違い漢字・勘違いことば診断辞典 気がつかない誤りに
気がつく

創拓社 5 (学習室)

18056 類語表現活用辞典 創拓社 5 (学習室)

18057 例解慣用句辞典 言いたい内容から逆引きできる 創拓社 5 (学習室)

18058 はじめてであうずかん ３ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)



18059 はじめてであうずかん ４ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

18060 はじめてであうずかん ５ 福音館書店 62 (２４ 絵本 西)

18061 はじめてであうずかん １ 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

18062 はじめてであうずかん ２ 福音館書店 61 (２３ 絵本 北)

18063 うちゅうせいざ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18064
海づり キミもつりなかま！ 子どもの実技教室シリーズ
６

フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18065 おもしろ国語ゼミナール １ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18066 おもしろ国語ゼミナール ２ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18067 おもしろ国語ゼミナール ３ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18068 おもしろ国語ゼミナール ４ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18069 おもしろ国語ゼミナール ５ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18070 おもしろ国語ゼミナール ６ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18071 おもしろ国語ゼミナール ７ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18072 おもしろ国語ゼミナール ８ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18073 おもしろ国語ゼミナール ９ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18074 おもしろ国語ゼミナール １０ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18075
きょうりゅうとおおむかしのいきもの ふしぎがわかるし
ぜん図鑑

フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18076 こども動物大百科 １ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18077 こども動物大百科 ２ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18078 こども動物大百科 ３ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



18079 こども動物大百科 ４ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18080 こども動物大百科 ５ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18081 こども動物大百科 ６ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18082 こども動物大百科 ７ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18083 こども動物大百科 ８ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18084 こども動物大百科 ９ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18085 こども動物大百科 １０ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18086 こども動物大百科 １１ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18087 こども動物大百科 １２ 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18088 こども動物大百科 別巻 平凡社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18089 こんちゅう ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18090 サッカー 子どもの実技教室シリーズ １ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18091 四季のお天気かんさつ 科学のアルバム 別巻 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18092 将棋 きみも未来の名人！ 子どもの実技教室シリーズ ５ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18093 しょくぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18094 シリーズ日本の伝統工芸 １ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18095 シリーズ日本の伝統工芸 ２ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18096 シリーズ日本の伝統工芸 ３ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18097 シリーズ日本の伝統工芸 ４ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18098 シリーズ日本の伝統工芸 ５ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



18099 シリーズ日本の伝統工芸 ６ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18100 シリーズ日本の伝統工芸 ７ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18101 シリーズ日本の伝統工芸 ８ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18102 シリーズ日本の伝統工芸 ９ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18103 シリーズ日本の伝統工芸 １０ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18104 シリーズ日本の伝統工芸 １１ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18105 シリーズ日本の伝統工芸 １２ リブリオ出版
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18106 ジュニア音楽全集 １ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18107 ジュニア音楽全集 ２ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18108 ジュニア音楽全集 ３ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18109 ジュニア音楽全集 ４ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18110 ジュニア音楽全集 ５ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18111 ジュニア音楽全集 ６ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18112 ジュニア音楽全集 ７ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18113 ジュニア音楽全集 ８ 国土社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18114 ジュニアクッキング全集 １ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18115 ジュニアクッキング全集 ２ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18116 ジュニアクッキング全集 ３ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18117 ジュニアクッキング全集 ４ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18118 ジュニアクッキング全集 ５ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



18119 ジュニアクッキング全集 ６ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18120 ジュニアクッキング全集 ７ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18121 ジュニアクッキング全集 ８ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18122 ジュニアクッキング全集 １０ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18123 ジュニア手芸全集 １ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18124 ジュニア手芸全集 ２ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18125 ジュニア手芸全集 ３ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18126 ジュニア手芸全集 ４ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18127 ジュニア手芸全集 ５ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18128 ジュニア手芸全集 ６ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18129 ジュニア手芸全集 ７ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18130 ジュニア手芸全集 ８ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18131 ジュニア手芸全集 ９ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18132 ジュニア手芸全集 １０ 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18133 ちきゅうかんきょう ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18134 つくってみよう・やってみよう １ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18135 つくってみよう・やってみよう ２ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18136 つくってみよう・やってみよう ３ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18137 つくってみよう・やってみよう ４ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18138 つくってみよう・やってみよう ５ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



18139 つくってみよう・やってみよう ６ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18140 つくってみよう・やってみよう ７ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18141 つくってみよう・やってみよう ８ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18142 つくってみよう・やってみよう ９ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18143 つくってみよう・やってみよう １０ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18144 手品 子どもの実技教室シリーズ １０ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18145 とり ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18146 どうぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18147 夏休み昆虫のかんさつ 科学のアルバム 別巻 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18148 夏休み植物のかんさつ 科学のアルバム 別巻 あかね書房
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18149 はるなつあきふゆ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18150 ひとのからだ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18151 ひとりでできるもん！ １ 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18152 ひとりでできるもん！ ２ 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18153 ひとりでできるもん！ ３ 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18154 ひとりでできるもん！ ４ 金の星社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18155 プラモデル 子どもの実技教室シリーズ ７ フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18156 まんが 音楽史 Ｖｏｌ．１ 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18157 まんが 音楽史 Ｖｏｌ．２ 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18158 まんが 音楽史 Ｖｏｌ．３ 音楽之友社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)



18159 みずのいきもの ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18160 野外活動おもしろ図鑑 １ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18161 野外活動おもしろ図鑑 ２ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18162 野外活動おもしろ図鑑 ３ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18163 野外活動おもしろ図鑑 ４ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18164 野外活動おもしろ図鑑 ５ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18165 野外活動おもしろ図鑑 ６ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18166 野外活動おもしろ図鑑 ７ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18167 野外活動おもしろ図鑑 ８ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18168 野外活動おもしろ図鑑 ９ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18169 野外活動おもしろ図鑑 １０ 岩崎書店
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18170 わたしたちの学校劇 １ カラー版 図解・脚注方式 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18171 わたしたちの学校劇 ２ カラー版 図解・脚注方式 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18172 わたしたちの学校劇 ３ カラー版 図解・脚注方式 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18173 わたしたちの学校劇 ４ カラー版 図解・脚注方式 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18174 わたしたちの学校劇 ５ カラー版 図解・脚注方式 学研
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18175 足利尊氏 南北朝の争い 学研まんが人物日本史 室町時代 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18176
足利義満 花の御所と金閣寺 学研まんが人物日本史 室町
時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18177
大久保利通 明治政府の指導者 学研まんが人物日本史 明
治時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18178
勝海舟 江戸城明けわたし 学研まんが人物日本史 江戸時
代（後期）

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18179 学習漫画 中国の歴史 １ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18180 学習漫画 中国の歴史 ２ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18181 学習漫画 中国の歴史 ３ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18182 学習漫画 中国の歴史 ４ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18183 学習漫画 中国の歴史 ５ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18184 学習漫画 中国の歴史 ６ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18185 学習漫画 中国の歴史 ７ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18186 学習漫画 中国の歴史 ８ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18187 学習漫画 中国の歴史 ９ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18188 学習漫画 中国の歴史 １０ 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18189 学習漫画 中国の歴史 別巻 集英社版 集英社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18190 学研まんが 日本の歴史 １７ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18191 学研まんが 日本の歴史 ３ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18192 学研まんが 日本の歴史 ４ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18193 学研まんが 日本の歴史 ５ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18194 学研まんが 日本の歴史 ６ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18195 学研まんが 日本の歴史 １０ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18196 学研まんが 日本の歴史 １１ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18197 学研まんが 日本の歴史 １２ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18198 学研まんが 日本の歴史 １３ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18199 学研まんが 日本の歴史 １４ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18200 学研まんが 日本の歴史 １５ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18201 学研まんが 日本の歴史 １６ 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18202 教室を飛び出そう １ チャレンジ漫画 福武書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18203 教室を飛び出そう ２ チャレンジ漫画 福武書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18204 教室を飛び出そう ３ チャレンジ漫画 福武書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18205 教室を飛び出そう ４ チャレンジ漫画 福武書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18206 教室を飛び出そう ５ チャレンジ漫画 福武書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18207 楠木正成 南北朝の武将 学研まんが人物日本史 室町時代 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18208
西郷隆盛 官軍の総大将 学研まんが人物日本史 江戸時代
後期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18209
坂本竜馬 幕末の志士 学研まんが人物日本史 江戸時代後
期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18210
真田幸村 大阪冬の陣夏の陣 学研まんが人物日本史 江戸
時代前期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18211 少年少女伝記文学館 １５ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18212 少年少女伝記文学館 １６ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18213 少年少女伝記文学館 １７ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18214 少年少女伝記文学館 １８ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18215 少年少女伝記文学館 １９ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18216 少年少女伝記文学館 ２０ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18217 少年少女伝記文学館 ２１ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18218 少年少女伝記文学館 ２２ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18219 少年少女伝記文学館 ２３ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18220 少年少女伝記文学館 ２４ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18221 少年少女伝記文学館 １ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18222 少年少女伝記文学館 ２ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18223 少年少女伝記文学館 ３ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18224 少年少女伝記文学館 ４ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18225 少年少女伝記文学館 ５ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18226 少年少女伝記文学館 ６ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18227 少年少女伝記文学館 ８ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18228 少年少女伝記文学館 ９ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18229 少年少女伝記文学館 １０ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18230 少年少女伝記文学館 １１ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18231 少年少女伝記文学館 １２ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18232 少年少女伝記文学館 １３ 講談社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18233
聖武天皇 大仏にこめたいのり 学研まんが人物日本史 奈
良時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18234 シリーズ国連 １ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18235 シリーズ国連 ２ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18236 シリーズ国連 ３ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18237 シリーズ国連 ４ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18238 シリーズ国連 ５ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18239 シリーズ国連 ６ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18240 シリーズ世界の宗教 １ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18241 シリーズ世界の宗教 ２ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18242 シリーズ世界の宗教 ３ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18243 シリーズ世界の宗教 ４ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18244 シリーズ世界の宗教 ５ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18245 シリーズ世界の宗教 ６ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18246
武田信玄と上杉謙信 川中島の戦い 学研まんが人物日本史
室町時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18247
伊達政宗 東北の勇将 学研まんが人物日本史 江戸時代
（前期）

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18248
徳川家光 キリシタン追放と鎖国 学研まんが人物日本史
江戸時代（前期）

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18249
徳川家康 関ケ原の合戦 学研まんが人物日本史 江戸時代
前期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18250
徳川吉宗 世直し将軍 学研まんが人物日本史 江戸時代中
期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18251 豊臣秀吉 天下の統一 学研まんが人物日本史 桃山時代 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18252 日本各地のくらし １ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18253 日本各地のくらし ２ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18254 日本各地のくらし ３ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18255 日本各地のくらし ４ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18256 日本各地のくらし ５ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18257 日本各地のくらし ６ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18258 日本各地のくらし ７ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18259 日本各地のくらし ８ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18260 日本各地のくらし ９ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18261 日本各地のくらし １０ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18262 日本じゅうの４月１日 たくさんのふしぎ傑作集 ４月１日しらべ委員会／編 福音館書店
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18263 卑弥呼 まぼろしの女王 学研まんが人物日本史 原始時代 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18264
平賀源内 江戸の天才発明家 学研まんが人物日本史 江戸
時代（後期）

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18265 藤原道長 藤原氏の全盛 学研まんが人物日本史 平安時代 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18266
北条時宗 元寇のあらし 学研まんが人物日本史 鎌倉時代
後期

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18267 まんがで学習年表日本の歴史 １ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18268 まんがで学習年表日本の歴史 ２ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18269 まんがで学習年表日本の歴史 ３ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18270 まんがで学習年表日本の歴史 ４ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18271 まんがで学習年表日本の歴史 ５ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18272 源頼朝 源平の戦い 学研まんが人物日本史 鎌倉時代前期 田中 正雄／著 学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18273 もののはじまりシリーズ ４ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18274 もののはじまりシリーズ ５ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18275 もののはじまりシリーズ ６ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18276 もののはじまりシリーズ ７ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18277 もののはじまりシリーズ ８ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18278 もののはじまりシリーズ ９ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18279 もののはじまりシリーズ １０ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18280 やってみたいなこんなしごと １ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18281 やってみたいなこんなしごと ２ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18282 やってみたいなこんなしごと ３ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18283 やってみたいなこんなしごと ４ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18284 やってみたいなこんなしごと ５ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18285 やってみたいなこんなしごと ６ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18286 やってみたいなこんなしごと ７ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18287 やってみたいなこんなしごと ８ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18288 やってみたいなこんなしごと ９ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18289 やってみたいなこんなしごと １０ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18290 やってみたいなこんなしごと １１ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18291 やってみたいなこんなしごと １２ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18292 やってみたいなこんなしごと １３ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18293 やってみたいなこんなしごと １４ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18294 やってみたいなこんなしごと １５ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18295 やってみたいなこんなしごと １６ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18296 やってみたいなこんなしごと １７ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18297 やってみたいなこんなしごと １８ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18298 やってみたいなこんなしごと １９ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18299 やってみたいなこんなしごと ２０ あかね書房
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18300
ヤマトタケルノミコト 神話の中の英雄 学研まんが人物日
本史 大和時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18301 われら地球大家族 １ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18302 われら地球大家族 ２ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18303 われら地球大家族 ３ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18304 われら地球大家族 ４ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18305 われら地球大家族 ５ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18306 われら地球大家族 ６ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18307 われら地球大家族 ７ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18308 われら地球大家族 ８ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18309 われら地球大家族 ９ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18310 われら地球大家族 １０ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18311 われら地球大家族 １１ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18312 われら地球大家族 １２ 河津千代／訳 リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18313 われら地球大家族 １３ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18314 われら地球大家族 １４ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18315 われら地球大家族 １５ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18316 われら地球大家族 １６ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18317 われら地球大家族 １７ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18318 われら地球大家族 １８ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)



18319 われら地球大家族 １９ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18320 われら地球大家族 ２０ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18321 われら地球大家族 ２１ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18322 われら地球大家族 ２２ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18323 われら地球大家族 ２３ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18324 われら地球大家族 ２４ リブリオ出版
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18325 宇宙 天体と気象 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18326 宇宙ロケット 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18327 大むかしの動物 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18328 貝 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18329 化石・岩石 学研の図鑑 ３３ 学研 25 (１４ 児童書)

18330 恐竜 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18331 顕微鏡観察 学研の図鑑 ３８ 学研 25 (１４ 児童書)

18332 昆虫 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18333 昆虫のくらし 学研の図鑑 ２３ 学研 25 (１４ 児童書)

18334 昆虫の図解 学研の図鑑 ２６ 学研 25 (１４ 児童書)

18335 魚 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18336 魚のくらし 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18337 飼育と観察 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18338 植物 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)



18339 植物のくらし 学研の図鑑 ２２ 学研 25 (１４ 児童書)

18340 世界の昆虫 学研の図鑑 ３５ 学研 25 (１４ 児童書)

18341 地球 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18342 地球環境 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18343 地球 自然と気象 小学館の学習百科図鑑 ９ 小学館 25 (１４ 児童書)

18344 鉄道・自動車 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18345 天気・気象 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18346 電気 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18347 鳥 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18348 鳥のくらし 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18349 動物 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18350 動物のくらし 学研の図鑑 ２４ 学研 25 (１４ 児童書)

18351 爬虫・両生類 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18352 花 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18353 飛行機・ロケット・船 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18354 人とからだ 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18355 水の生物 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18356 理科の実験 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18357 理科の自由研究 新訂版 学研の図鑑 学研 25 (１４ 児童書)

18358
おかあさんといっしょ〈離乳食〉 初めての赤ちゃん食事
シリーズ ２

女子栄養大学出版部 19 (８ 美術 芸術)



18359
こんなときどうする園芸ＳＯＳブック ビジュアル園芸
ブックス ７

同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

18360
ごはんにしましょ 幼児食 初めての赤ちゃん食事シリーズ
３

女子栄養大学出版部 19 (８ 美術 芸術)

18361 魅惑の花ベゴニア ビジュアル園芸ブックス １０ 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

18362
よくわかる農薬問題一問一答 問題の整理とこれからの展
望

合同出版 19 (８ 美術 芸術)

18363
犬なんでも相談室 愛犬の悩みをすべて解決する Ｑｕｅｓ
ｔｉ

高橋書店 19 (８ 美術 芸術)

18364 岩波日本美術の流れ １ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18365 岩波日本美術の流れ ２ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18366 岩波日本美術の流れ ３ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18367 岩波日本美術の流れ ４ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18368 岩波日本美術の流れ ５ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18369 岩波日本美術の流れ ６ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18370 岩波日本美術の流れ ７ 岩波書店 19 (８ 美術 芸術)

18371 映画ビデオイヤーブック １９９３ キネマ旬報社 19 (８ 美術 芸術)

18372 映画ビデオイヤーブック １９９４ キネマ旬報社 19 (８ 美術 芸術)

18373 おかあさん、あのね こどもがかいたおかあさんの詩 大和書房 19 (８ 美術 芸術)

18374 現代デザイン事典 １９９ ... 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18375
こっちむいて、おかあさん こどもがかいたおかあさんの
詩 ２

大和書房 19 (８ 美術 芸術)

18376 乗馬をはじめよう １６ＰＯＩＮＴ 出会いから乗馬まで 高橋書店 19 (８ 美術 芸術)

18377
鶴を折る 暮らしに活かされた美しい折鶴たち レディブ
ティックシリーズ ７３８

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

18378
道具としての英語 知っている単語で英会話 別冊宝島 ２
０８

宝島社 19 (８ 美術 芸術)



18379 日本映画俳優全集 女優編 キネマ旬報社 19 (８ 美術 芸術)

18380 日本の染織 １ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18381 日本の染織 ２ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18382 日本の染織 ３ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18383 日本の染織 ４ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18384 日本の染織 ５ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18385 日本の染織 ６ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18386 日本の染織 ７ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18387 日本の染織 ８ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18388 日本の染織 ９ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18389 日本の染織 １０ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18390 日本の染織 １１ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18391 日本の染織 １２ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18392 日本の染織 １３ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18393 日本の染織 １４ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18394 日本の染織 １５ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18395 日本の染織 １６ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18396 日本の染織 １７ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18397 日本の染織 １８ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18398 日本の染織 １９ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)



18399 日本の染織 ２０ 京都書院美術双書 京都書院 19 (８ 美術 芸術)

18400 仏教美術入門 １ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18401 仏教美術入門 ２ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18402 仏教美術入門 ３ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18403 仏教美術入門 ４ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18404 仏教美術入門 ５ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18405 仏教美術入門 ６ 平凡社 19 (８ 美術 芸術)

18406 仏像を旅する 奥羽線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18407 仏像を旅する 山陰線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18408 仏像を旅する 北陸線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18409 仏像を旅する 中央線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18410 仏像を旅する 東北線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18411 仏像を旅する 山陽線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18412 仏像を旅する 東海道線 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18413 仏像を旅する 九州・沖縄 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18414 仏像を旅する 京都 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18415 仏像を旅する 奈良 至文堂 19 (８ 美術 芸術)

18416
ママと遊ぼう楽しいおりがみ わかりやすい折り方つき か
わいいおりがみ レディブティックシリーズ ７３２

ブティック社 19 (８ 美術 芸術)

18417 万葉の歌 １ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18418 万葉の歌 ２ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)



18419 万葉の歌 ３ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18420 万葉の歌 ４ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18421 万葉の歌 ５ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18422 万葉の歌 ６ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18423 万葉の歌 ７ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18424 万葉の歌 ８ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18425 万葉の歌 ９ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18426 万葉の歌 １０ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18427 万葉の歌 １１ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18428 万葉の歌 １２ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18429 万葉の歌 １３ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18430 万葉の歌 １４ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18431 万葉の歌 １５ 人と風土 保育社 19 (８ 美術 芸術)

18432 名画と出会う美術館 １ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18433 名画と出会う美術館 ２ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18434 名画と出会う美術館 ３ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18435 名画と出会う美術館 ４ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18436 名画と出会う美術館 ５ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18437 名画と出会う美術館 ６ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18438 名画と出会う美術館 ７ 小学館 19 (８ 美術 芸術)



18439 名画と出会う美術館 ８ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18440 名画と出会う美術館 ９ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18441 名画と出会う美術館 １０ 小学館 19 (８ 美術 芸術)

18442 やきものの旅 東日本 ＪＴＢキャンブックス 日本交通公社出版事業局 19 (８ 美術 芸術)

18443 やきものの旅 西日本 ＪＴＢキャンブックス 日本交通公社出版事業局 19 (８ 美術 芸術)

18444 やさしいベランダの花づくり ビジュアル園芸ブックス ３ 同朋舎出版 19 (８ 美術 芸術)

18445 驚異の大自然４５の謎 Ｃｌｏｓｅ‐ｕｐ 世界文化社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18446
編み込みヘア１２０ ショートでもロングでもカンタンに
きれいで レディブティックシリーズ ７３４

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18447 胃潰瘍ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18448
ウエイトコントロールする人の朝昼夕献立カ レンダー １
日２０点（１６００ｋｃａｌ） 献立カレンダー ２

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18449
おしゃれなベビー服＆かわいいベビー小物 手作り作品
集・天使への贈りもの ２ 小学館実用シリーズ Ｐ．ａｎ
ｄ安心ｂｏｏ ｋｓ

小学館
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18450 おばあちゃんの手あみ Ｓ・Ｍ・Ｌ３サイズ付き 日本ヴォーグ社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18451
カーテン＆インテリア レディブティックシリーズ Ｎｏ．
６７５

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18452
カーテン＆インテリア Ｐａｒ ... レディブティックシ
リーズ ７８１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18453 肝炎ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18454 狭心症ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18455
高血圧の人の朝昼夕献立カレンダー 適塩ファミリーの健
康味 献立カレンダー １

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18456 高血圧ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18457
コレステロールを下げる料理 低カロリー・低脂肪でヘル
シーに！ 辻学園ＢＯＯＫＳ

ジャパンクッキングセンター
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18458
５０ｃｍで作れるかんたんこどものバッグ＆ 小物 レディ
ブティックシリーズ ８５８

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



18459 膵炎ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18460
スリーシーズン着られるかんたんこども服 初めてでもか
んたんに作れるソーイングブッ レディブティックシリー
ズ ８５９

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18461
洗濯・アイロン・シミ抜き すぐに役立つプロセス付き レ
ディブティックシリーズ ７９６

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18462
ソース・たれ・ドレッシングの秘訣 簡単レシピでメ
ニューが倍増〓 ＳＪ ｃｏｏｋｉｎｇ

主婦と生活社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18463
そこが知りたい健康食 困ったときの最新栄養学 保存版
Ｈｕｍａｎ ｓｃｉｅｎｃｅ ｓｅｒｉｅｓ ５

学研
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18464 胆石ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18465
だれにでもわかるかぎ針編みの基礎 ニット編 セーター作
りや手芸に役立つ レディブティックシリーズ ５９５

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18466
だれにでもわかるレース編みの基礎 イラスト解説付 レ
ディブティックシリーズ ５５５

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18467 痛風ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18468
手作りカーアクセサリー レディブティックシリーズ ７１
８

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18469
手作りカーシートカバーと小物 レディブティックシリー
ズ ８１１

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18470
糖尿病の人の朝昼夕献立カレンダー 家族で慣れようバラ
ンスメニュー 献立カレンダー ３

女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18471 糖尿病ハンドブック 女子栄養大学出版部
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18472
独習でマスターできるやさしいキルティング レッスンシ
リーズ

パッチワーク通信社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18473
日本全国病院ランキング あなたの病院は信じても大丈
夫？ 別冊宝島 ２０９

宝島社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18474
パッチワークでリサイクル レディブティックシリーズ ７
９４

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18475
ビールが飲みたくなるビールのおつまみ 簡単に作れる レ
ディブティックシリーズ ７２２

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18476
ヘアスタイル＆着付け ママの手づくり レディブティック
シリーズ ７２５

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18477
マンガで手作りかんたんスカート＆パンツ レディブ
ティックシリーズ ８０９

ブティック社
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18478 緑と環境のはなし 『緑と環境のはなし』編集委 ... 技報堂出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)



18479
よくわかる水問題一問一答 かけがえのない環境と生命を
守るために

合同出版
18 (７ 自然科学 技術，
料理)

18480 クリエイトのヒント 一流の発想はこうして生まれる 創拓社 17 (６ 総記 社会科学)

18481 講座仏教の受容と変容 １ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18482 講座仏教の受容と変容 ２ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18483 講座仏教の受容と変容 ３ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18484 講座仏教の受容と変容 ４ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18485 講座仏教の受容と変容 ５ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18486 講座仏教の受容と変容 ６ 佼成出版社 16 (５ 宗教 歴史)

18487 新・日本神社１００選 新１００選シリーズ 秋田書店 16 (５ 宗教 歴史)

18488 探訪日本の古寺 １ 東北・北海道 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18489 探訪日本の古寺 ２ 関東・甲信越 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18490 探訪日本の古寺 ３ 東京・鎌倉 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18491 探訪日本の古寺 ４ 東海・北陸 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18492 探訪日本の古寺 ５ 近江・若狭 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18493 探訪日本の古寺 ６ 京都 一 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18494 探訪日本の古寺 ７ 京都 二 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18495 探訪日本の古寺 ８ 京都 三 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18496 探訪日本の古寺 ９ 京都 四 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18497 探訪日本の古寺 １０ 奈良 一 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18498 探訪日本の古寺 １１ 奈良 二 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)



18499 探訪日本の古寺 １２ 奈良 三 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18500 探訪日本の古寺 １３ 近畿 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18501 探訪日本の古寺 １４ 山陽・山陰 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18502 探訪日本の古寺 １５ 九州・四国・沖縄 第２版 小学館 16 (５ 宗教 歴史)

18503 古墳の知識 １ 考古学シリーズ １９ 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18504 古墳の知識 ２ 考古学シリーズ ２０ 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18505 新・日本大名１００選 新１００選シリーズ 秋田書店
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18506 縄文土器の知識 １ 考古学シリーズ １４ 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18507 縄文土器の知識 ２ 考古学シリーズ １５ 東京美術
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18508 日本の古代 １ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18509 日本の古代 ３ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18510 日本の古代 ４ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18511 日本の古代 ５ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18512 日本の古代 ６ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18513 日本の古代 ７ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18514 日本の古代 ８ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18515 日本の古代 ９ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18516 日本の古代 １０ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18517 日本の古代 １１ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18518 日本の古代 １２ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)



18519 日本の古代 １３ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18520 日本の古代 １４ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18521 日本の古代 １５ 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18522 日本の古代 別巻 中央公論社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18523 日本の歴史 １ 見る・読む・わかる 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18524 日本の歴史 ３ 見る・読む・わかる 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18525 日本の歴史 ４ 見る・読む・わかる 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18526 日本の歴史 ５ 見る・読む・わかる 朝日新聞社
15 (４ 歴史 中世史，近
代史，考古学，古代史)

18527 地球を旅する地理の本 １ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18528 地球を旅する地理の本 ２ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18529 地球を旅する地理の本 ３ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18530 地球を旅する地理の本 ４ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18531 地球を旅する地理の本 ５ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18532 地球を旅する地理の本 ６ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18533 地球を旅する地理の本 ７ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18534 地球を旅する地理の本 ８ 大月書店 13 (２ 県一般書)

18535 日本の城ハンドブック 三省堂 13 (２ 県一般書)

18536
福沢諭吉 新しい文化と学問 学研まんが人物日本史 明治
時代

学研
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18537 もののはじまりシリーズ ３ ポプラ社
27 (１６ 児童書 全集，
歴史，伝記)

18538 日本古典文学全集 １ 古事記 上代歌謡 小学館 24 (１３ 全集)



18539 日本古典文学全集 ２ 萬葉集（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18540 日本古典文学全集 ３ 萬葉集（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18541 日本古典文学全集 ４ 萬葉集（３） 小学館 24 (１３ 全集)

18542 日本古典文学全集 ５ 萬葉集（４） 小学館 24 (１３ 全集)

18543 日本古典文学全集 ６ 日本霊異記 小学館 24 (１３ 全集)

18544 日本古典文学全集 ７ 古今和歌集 小学館 24 (１３ 全集)

18545 日本古典文学全集 ８ 竹取・伊勢・大和物語 小学館 24 (１３ 全集)

18546 日本古典文学全集 ９ 土佐・蜻蛉日記 小学館 24 (１３ 全集)

18547 日本古典文学全集 １０ 落窪・堤中納言物語 小学館 24 (１３ 全集)

18548 日本古典文学全集 １１ 枕草子 小学館 24 (１３ 全集)

18549 日本古典文学全集 １２ 源氏物語（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18550 日本古典文学全集 １３ 源氏物語（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18551 日本古典文学全集 １４ 源氏物語（３） 小学館 24 (１３ 全集)

18552 日本古典文学全集 １５ 源氏物語（４） 小学館 24 (１３ 全集)

18553 日本古典文学全集 １６ 源氏物語（５） 小学館 24 (１３ 全集)

18554 日本古典文学全集 １７ 源氏物語（６） 小学館 24 (１３ 全集)

18555 日本古典文学全集 １８ 和泉式部・紫式部・更級日記 小学館 24 (１３ 全集)

18556 日本古典文学全集 １９ 夜の寝覚 小学館 24 (１３ 全集)

18557 日本古典文学全集 ２０ 大鏡 小学館 24 (１３ 全集)

18558 日本古典文学全集 ２１ 今昔物語集（１） 小学館 24 (１３ 全集)



18559 日本古典文学全集 ２２ 今昔物語集（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18560 日本古典文学全集 ２３ 今昔物語集（３） 小学館 24 (１３ 全集)

18561 日本古典文学全集 ２４ 今昔物語集（４） 小学館 24 (１３ 全集)

18562
日本古典文学全集 ２５ 神楽歌・催馬楽・梁塵秘抄・閑吟
集

小学館 24 (１３ 全集)

18563 日本古典文学全集 ２７ 方丈記・徒然草・歎異抄 小学館 24 (１３ 全集)

18564 日本古典文学全集 ２８ 宇治拾遺物語 小学館 24 (１３ 全集)

18565 日本古典文学全集 ２９ 平家物語（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18566 日本古典文学全集 ３０ 平家物語（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18567 日本古典文学全集 ３１ 義経記 小学館 24 (１３ 全集)

18568 日本古典文学全集 ３２ 連歌俳諧集 小学館 24 (１３ 全集)

18569 日本古典文学全集 ３３ 謡曲集（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18570 日本古典文学全集 ３４ 謡曲集（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18571 日本古典文学全集 ３５ 狂言集 小学館 24 (１３ 全集)

18572 日本古典文学全集 ３６ 御伽草子集 小学館 24 (１３ 全集)

18573 日本古典文学全集 ３７ 仮名草子・浮世草子集 小学館 24 (１３ 全集)

18574 日本古典文学全集 ３８ 井原西鶴集（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18575 日本古典文学全集 ３９ 井原西鶴集（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18576 日本古典文学全集 ４０ 井原西鶴集（３） 小学館 24 (１３ 全集)

18577 日本古典文学全集 ４１ 松尾芭蕉集 小学館 24 (１３ 全集)

18578 日本古典文学全集 ４２ 近世俳句俳文集 小学館 24 (１３ 全集)



18579 日本古典文学全集 ４３ 近松門左衛門集（１） 小学館 24 (１３ 全集)

18580 日本古典文学全集 ４４ 近松門左衛門集（２） 小学館 24 (１３ 全集)

18581 日本古典文学全集 ４５ 浄瑠璃集 小学館 24 (１３ 全集)

18582 日本古典文学全集 ４６ 黄表紙・川柳・狂歌 小学館 24 (１３ 全集)

18583 日本古典文学全集 ４７ 洒落・滑稽・人情本 小学館 24 (１３ 全集)

18584 日本古典文学全集 ４８ 英草子・西山・雨月・春雨物語 小学館 24 (１３ 全集)

18585 日本古典文学全集 ４９ 東海道中膝栗毛 小学館 24 (１３ 全集)

18586 日本古典文学全集 ５０ 歌論集 小学館 24 (１３ 全集)

18587 日本古典文学全集 ５１ 連歌・能楽・俳論集 小学館 24 (１３ 全集)

18588 日本古典文学全集 ２６ 新古今和歌集 小学館 24 (１３ 全集)

18589 世界の名著 ２ 大乗仏典 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18590 世界の名著 1 バラモン教典 原始仏典 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18591 世界の名著 １０ 諸子百家 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18592 世界の名著 １１ 司馬遷 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18593 世界の名著 １2 中国の科学 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18594 世界の名著 １３ 聖書 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18595
世界の名著 １４ キケロ エビクテトス マルクス・アウレ
リウス 中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18596
世界の名著 １５ プロティノス ポルピュリオス プロクロ
ス 中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18597 世界の名著 １６ アウグスティヌス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18598 世界の名著 １７ コーラン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18599 世界の名著 １８ 禅語録 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18600 世界の名著 １９ 朱子 王陽明 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18601 世界の名著 ２０ トマス・アクィナス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18602 世界の名著 ２１ マキアヴェリ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18603 世界の名著 ２２ エラスムス トマス・モア 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18604 世界の名著 ２３ ルター 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18605 世界の名著 ２４ モンテーニュ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18606 世界の名著 ２５ ベーコン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18607 世界の名著 ２６ ガリレオ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18608 世界の名著 ２７ デカルト 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18609 世界の名著 ２８ ホッブズ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18610 世界の名著 ２９ パスカル 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18611 世界の名著 ３ 孔子 孟子 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18612 世界の名著 ３０ スピノザ ライプニッツ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18613 世界の名著 ３１ ニュートン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18614 世界の名著 ３２ ロック ヒューム 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18615 世界の名著 ３３ ヴィーコ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18616 世界の名著 ３４ モンテスキュー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18617
世界の名著 ３５ ヴォルテール ディドロ ダランベール
中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18618 世界の名著 ３７ アダム・スミス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18619 世界の名著 ３８ ヘルダー ゲーテ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18620 世界の名著 ４ 老子 荘子 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18621
世界の名著 ４０ フランクリン ジェファソン マディソン
中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18622 世界の名著 ４１ バーク マルサス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18623
世界の名著 ４２ オウエン サン・シモン フーリエ 中公
バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18624 世界の名著 ４３ フィヒテ シェリング 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18625 世界の名著 ４４ ヘーゲル 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18626 世界の名著 ４５ ショーペンハウアー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18627 世界の名著 ４６ コント スペンサー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18628 世界の名著 ４７ ランケ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18629 世界の名著 ４８ ミシュレ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18630 世界の名著 ４９ ベンサム Ｊ・Ｓ・ミル 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18631
世界の名著 ５ ヘロドトス トゥキュディデス 中公バック
ス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18632 世界の名著 ５０ ダーウィン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18633 世界の名著 ５１ キルケゴール 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18634 世界の名著 ５２ ラスキン モリス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18635
世界の名著 ５３ プルードン バクーニン クロポトキン
中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18636 世界の名著 ５４ マルクス エンゲルスⅠ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18637 世界の名著 ５５ マルクス エンゲルスⅡ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18638 世界の名著 ５６ ブルクハルト 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18639 世界の名著 ５７ ニーチェ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18640 世界の名著 ５８ デュルケーム ジンメル 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18641
世界の名著 ５９ パース ジェイムズ デューイ 中公バッ
クス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18642 世界の名著 ６ プラトンⅠ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18643 世界の名著 ６０ フロイト 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18644 世界の名著 ６１ ウェーバー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18645 世界の名著 ６２ ブレンターノ フッサール 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18646 世界の名著 ６３ レーニン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18647 世界の名著 ６４ ベルクソン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18648 世界の名著 ６５ マイネッケ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18649 世界の名著 ６６ アラン ヴァレリー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18650 世界の名著 ６７ ホイジンガ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18651 世界の名著 ６８ マンハイム オルテガ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18652 世界の名著 ６９ ケインズ ハロッド 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18653 世界の名著 ７ プラトンⅡ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18654
世界の名著 ７０ ラッセル ウィトゲンシュタイン ホワイ
トヘッド 中公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18655
世界の名著 ７１ マリノフスキー レヴィ＝ストロース 中
公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18656
世界の名著 ７２ バジョット ラスキ マッキーヴァー 中
公バックス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18657 世界の名著 ７３ トインビー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18658 世界の名著 ７４ ハイデガー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18659 世界の名著 ７５ ヤスパース マルセル 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18660 世界の名著 ７６ ユング フロム 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18661 世界の名著 ７７ ガンジー ネルー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18662 世界の名著 ７８ 孫文 毛沢東 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18663 世界の名著 ７９ 現代の科学Ⅰ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18664 世界の名著 ８ アリストテレス 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18665 世界の名著 ８０ 現代の科学Ⅱ ８０ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18666 世界の名著 ８１ 近代の藝術論 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18667 世界の名著 ９ ギリシアの科学 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18668 世界の歴史９ 最後の東洋的社会 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18669 世界の歴史１ 古代文明の発見 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18670 世界の歴史１０ フランス革命とナポレオン 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18671 世界の歴史１１ 新大陸と太平洋 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18672 世界の歴史１２ ブルジョワの世紀 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18673 世界の歴史１３ 帝国主義の時代 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18674 世界の歴史１４ 第一次大戦後の世界 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18675 世界の歴史１５ ファシズムと第二次大戦 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18676 世界の歴史１６ 現代ー人類の岐路ー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18677 世界の歴史１７ 地図・年表・小辞典 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18678 世界の歴史２ ギリシアとローマ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18679 世界の歴史３ 中世ヨーロッパ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18680 世界の歴史４ 唐とインド 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18681 世界の歴史５ 西域とイスラム 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18682 世界の歴史６ 宋と元 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18683 世界の歴史７ 近代への序曲 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18684 世界の歴史８ 絶対君主と人民 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18685 日本の名著 １ 日本書紀 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18686 日本の名著 １０ 世阿弥 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18687 日本の名著 １１ 中江藤樹 熊沢蕃山 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18688 日本の名著 １２ 山鹿素行 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18689 日本の名著 １３ 伊藤仁斎 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18690 日本の名著 １４ 貝原益軒 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18691 日本の名著 １５ 新井白石 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18692 日本の名著 １６ 荻生徂徠 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18693 日本の名著 １７ 葉隠 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18694 日本の名著 １８ 富永仲基 石田梅岩 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18695 日本の名著 １９ 安藤昌益 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18696 日本の名著 ２ 聖徳太子 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18697 日本の名著 ２０ 三浦梅園 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18698 日本の名著 ２１ 本居宣長 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18699
日本の名著 ２２ 杉田玄白 平賀源内 司馬江漢 中公バッ
クス

中央公論社 24 (１３ 全集)

18700 日本の名著 ２３ 山片蟠桃 海保青陵 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18701 日本の名著 ２４ 平田篤胤 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18702 日本の名著 ２５ 渡部崋山 高野長英 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18703 日本の名著 ２６ 二宮尊徳 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18704 日本の名著 ２７ 大塩中斎 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18705 日本の名著 ２８ 頼山陽 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18706 日本の名著 ２９ 藤田東湖 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18707 日本の名著 ３ 最澄 空海 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18708 日本の名著 ３０ 佐久間象山 横井小楠 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18709 日本の名著 ３１ 吉田松陰 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18710 日本の名著 ３２ 勝海舟 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18711 日本の名著 ３３ 福沢諭吉 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18712 日本の名著 ３４ 西周 加藤弘之 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18713 日本の名著 ３５ 陸奥宗光 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18714 日本の名著 ３６ 中江兆民 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18715 日本の名著 ３７ 陸羯南 三宅雪嶺 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18716 日本の名著 ３８ 内村鑑三 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18717 日本の名著 ３９ 岡倉天心 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18718 日本の名著 ４ 源信 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18719 日本の名著 ４０ 徳富蘇峰 山路愛山 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18720 日本の名著 ４１ 内藤湖南 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18721 日本の名著 ４２ 夏目漱石 森鴎外 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18722 日本の名著 ４３ 清沢満之 鈴木大拙 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18723 日本の名著 ４４ 幸徳秋水 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18724 日本の名著 ４５ 宮崎滔天 北一樹 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18725 日本の名著 ４６ 大杉栄 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18726 日本の名著 ４７ 西田幾太郎 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18727 日本の名著 ４８ 吉野作造 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18728 日本の名著 ４９ 河上肇 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18729 日本の名著 ５ 法然 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18730 日本の名著 ５０ 柳田國男 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18731 日本の名著 ６ 親鸞 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18732 日本の名著 ７ 道元 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18733 日本の名著 ８ 日蓮 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18734 日本の名著 ９ 慈円 北畠親房 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18735 日本の歴史  別巻２  図録 鎌倉から戦国 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18736 日本の歴史  別巻３  図録 織豊から幕末 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18737 日本の歴史  別巻４  図録 維新から現代 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18738 日本の歴史  別巻５  年表・地図 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18739 日本の歴史 別巻１ 図録 原始から平安 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18740 日本の歴史１ 神話から歴史へ 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18741 日本の歴史１０ 下剋上の時代 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18742 日本の歴史１１ 戦国大名 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18743 日本の歴史１２ 天下統一 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18744 日本の歴史１３ 江戸開府 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18745 日本の歴史１４ 鎖国 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18746 日本の歴史１５ 大名と百姓 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18747 日本の歴史１６ 元禄時代 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18748 日本の歴史１７ 町人の実力 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18749 日本の歴史１９ 開国と攘夷 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18750 日本の歴史１９ 幕藩制の苦悶 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18751 日本の歴史２ 古代国家の成立 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18752 日本の歴史２０ 明治維新 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18753 日本の歴史２１ 近代国家の出発 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18754 日本の歴史２２ 大日本帝国の試練 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18755 日本の歴史２３ 大正デモクラシー 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18756 日本の歴史２４ ファシズムへの道 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18757 日本の歴史２５ 太平洋戦争 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18758 日本の歴史２６ よみがえる日本 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)



18759 日本の歴史３ 奈良の都 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18760 日本の歴史４ 平安京 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18761 日本の歴史５ 王朝の貴族 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18762 日本の歴史６ 武士の登場 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18763 日本の歴史７ 鎌倉幕府 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18764 日本の歴史８ 蒙古襲来 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18765 日本の歴史９ 南北朝の動乱 中公バックス 中央公論社 24 (１３ 全集)

18766
０～３歳ママと赤ちゃんのお話ブック 感性を育むことば
かけ

同文書院 19 (８ 美術 芸術)

18767
伊藤博文 維新と文明開化 学研まんが人物日本史 明治時
代

学研

18768 織田信長 乱世の戦い 学研まんが人物日本史 安土時代 学研

18769 学研まんが 日本の歴史 別巻 学研

18770 こどもの世界地図 偕成社

18771 少年少女伝記文学館 ７ 講談社

18772 もののはじまりシリーズ １ ポプラ社

18773 もののはじまりシリーズ ２ ポプラ社

18774 名古屋・東海 ＪＴＢの旅ノート 日本交通公社出版事業局

18775 ひとり歩きのハワイ ＪＴＢのマップガイド 日本交通公社出版事業局

18776 ２日で編める彼の小物 今からまにあう！！ 日本ヴォーグ社

18777 野球 子どもの実技教室シリーズ ２ フレーベル館

18778 世界の名著 ３６ 中公バックス 中央公論社



18779 世界の名著 ３９ 中公バックス 中央公論社

18780
マンガで手作りかわいいこども服 レディブティックシ
リーズ ８０７

ブティック社

18781 国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば ５ ポプラ社
28 (１７ 児童書 算数，
理科，工作)

18782 年表で見るモノの歴史事典 上 ゆまに書房 5 (学習室)

18783 年表で見るモノの歴史事典 下 ゆまに書房 5 (学習室)


