
資料名 シリーズ名 著者名

abさんご 黒田夏子

ａｎｅｇｏ 林真理子

Another エピソードS 綾辻 行人

Another2001 綾辻行人

Aunt Ippy's MUSEUM OF JUNK ロドニー・アラン・グリーンブラット

ＡＸ アックス 伊坂幸太郎

Ａ（エー）ではない君と 薬丸　岳

Baby's Book of Winnie the Pooh A.A.Milne

Be Yourself　自分らしく輝いて人生を変える

教科書
川原卓巳

Ｂｉｇ　Ｆａｔ　Ｃａｔ　AND ＴＨＥ　ＣＨ

ＯＳＴ　ＡＶＥＮＵＥ
向山貴彦

Ｂｉｇ　Ｆａｔ　Ｃａｔ　ａｎｄ　Ｔｈｅ

ＭＵＳＴＡＲＤ　ＰＩＥ］
向山貴彦

Braque/Leger ブラック/レジェ 梅原龍三郎/監修

Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　わたしの料

理ノート１２
器具を使いこなしてスピードクッキング 高井恒昌

Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　わたしの料

理ノート７
カジュアルがうれしいご飯料理コレクション 高井恒昌

Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　わたしの料

理ノート９
お弁当とサンドイッチ 高井恒昌

Bunny on the beach Anna Milbourne and Rachel Wells

ＣＩＡ Ｂ．フリーマントル／著 新庄哲夫／訳

Curly's friends Phil Roxbee Cox

Disney おうちでごはん 東京ディズニーリゾー

ト公式レシピ集
東京ディズニーリゾート/監修

Dの遺言 柴田哲孝

ELMER and the DRAGON ﾙｰｽ･ｽﾀｲﾙｽ･ｶﾞﾈｯﾄ

ENGLISH IS FUN 1 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 2 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 3 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 4 Regina Dai

ENGLISH IS FUN 5 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 6 Regina doi／著

ENGLISH IS FUN 7 Regina Doi
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ENGLISH IS FUN 8 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 9 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 10 Regina DOi

ENGLISH IS FUN 11 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 12 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 13 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 14 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 15 Regina Doi

ENGLISH IS FUN 16

ElGreco/Velazquez/Goyaエルグレコ/ベラス

ケス/ゴヤ
梅原龍三郎/監修

FACTFULNESS
ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロ

スリング・ロンランド　　/著　上杉周作、関美和/訳

FIRST　THOUSAND　WORDS Stephen Cartwright／画

fishy 金原ひとみ

Friends Rob Lewis

Fun with numbers Ray Gibson

GAP　ゴーストアンドポリス 佐野晶

Gauguin/Lautrec ゴーギャン/ロートレック 梅原龍三郎/監修

Garcia=Lorca ガルシア=ロルカ ロルフ・ブレーザー

ｇｉｒｌｓ　ｉｎ　ｌｏｖｅ ジャクリーン・ウィルソン

Ｇｉｒｌｓ　ｉｎ　Ｔｅａｒｓ　涙がとまら

ない
ジャクリーン・ウィルソン

Ｇｉｒｌｓ　Ｏｕｔ　Ｌａｔｅ　もう帰らな

きゃ！！
ジャクリーン・ウィルソン

Ｇｉｒｌｓ　Ｕｎｄｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ

ダイエットしなきゃ！！
ジャクリーン・ウィルソン

GMO　上 服部真澄

GMO 下 服部真澄

Gogh ゴッホ　世界美術全集　１２ 梅原龍三郎/監修

Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ ｱﾚｯｸｽ･ﾛﾋﾞﾗ  ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ﾄﾘｱｽ･ﾃﾞ･ﾍﾞｽ

Goodnight Moon Margaret Wise Brown

H
Ｈａｗａｉｉ １９８８－１９９１ 蓮井幹生／著
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ｉアイ 西　加奈子

I can add up Ray Gibson

I can count Ray Gibson

I can crayon ＲａｙＧｉｂｓｏｎ

I can cut and stick Ray Gibson

I can draw animals Ray Gibson

I can draw people Ray Gibson

I can finger paint Ray Gibson

ICO イコ　霧の城 宮部みゆき

IN 桐野　夏生

Ingres/Delacroix アングル・ドラクロワ 梅原龍三郎/監修

J Ｊａｐａｎ，　ｔｈｅ　ａｍｂｉｇｕｏｕｓ　ａｎｄ　ｍｙｓ

ｅｌｆ ｔｈｅ　Ｎｏｂｅｌ　Ｐｒｉｚｅ　ｓｐｅｅｃｈ　ａｎ

ｄ　ｏｔｈｅｒ　ｌｅｃｔｕｒｅｓ

Ｋｅｎｚａｂｕｒｏ　Ｏｅ

Ｋ２　復活のソロ 笹本稜平

ＫＡＺＵとＪリーグ 岡邦行

KID（キッド） 相場英雄

Ｋｉｌｌｅｒｓ　下 堂場　瞬一

Ｋｉｌｌｅｒｓ　上 堂場　瞬一

KLEE クレー 巨匠のデッサン・シリーズ クリスティアン・ゲールハール

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ写真詩集
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／詩 宮武潤三，宮武順子

／訳

Ｌ．Ｍ．モンゴメリの日記  1
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／〔著〕 Ｍ．ルビオ，

Ｅ．ウォータストン／編

ＬＳＩとコンピュータ 旺文社／編

medium霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼

ＭＩＬＫ 石田　依良

Mizukiの2品献立　15分でいただきます Mizuki

MONEY マネー 清水義範

Mouse on the moon Anna Milbourne

ＭＲ　エム・アール 久坂部羊

N 道尾秀介
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Ｎａｖｉｘ 大事典

NEWウォーリーハリウッドへいく マーティン　ハンドフォード作･絵

ＮＨＫオルセー美術館  1

ＮＨＫオルセー美術館  2

ＮＨＫオルセー美術館  3

ＮＨＫオルセー美術館  4

ＮＨＫオルセー美術館  5

ＮＨＫオルセー美術館  6

ＮＨＫ国宝への旅  第１巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第２巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第３巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第４巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第５巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第６巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第７巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第８巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第９巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１０巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１１巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１２巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１３巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１４巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１５巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１６巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１７巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１８巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第１９巻 ＮＨＫ取材班／著

ＮＨＫ国宝への旅  第２０巻 ＮＨＫ取材班／著

N



ＮＨＫ国宝への旅  別巻

NHK週刊こどもニュース’０３

NHKためしてガッテン寒天生活

ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  1 ＮＨＫ科学番組部／編

ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  2 ＮＨＫ科学番組部／編

ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  3 ＮＨＫ科学番組部／編

ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  4 ＮＨＫ科学番組部／編

NHKきょうの料理　５月号 ＮＨＫ

NHKきょうの料理7月号 ＮＨＫ

ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 第

３集　１
榎田政隆／構成・文

ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 第

３集　２
榎田政隆／構成・文

ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 第

３集　３
白岩等／構成・文 榎田政隆／構成・文

ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 第

３集　４
露木和男／構成・文 榎田政隆／構成・文

ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 第

３集　５
露木和男／構成・文 榎田政隆／構成・文

Ｎのために 湊 かなえ

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｒｏｓｅｄｕｓｔ　Ｏ

ｐ．ローズダスト　下
福井　晴敏

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｒｏｓｅｄｕｓｔ　Ｏ

ｐ．ローズダスト　上
福井　晴敏

Ｏｕｔ 桐野夏生／著

Panda in the park Anna Mibourne

PaPa!パパーッ！
フィリップ・コランタン作・絵　薫　くみこ

訳

ＰＫ 伊坂　幸太郎

Poussin/Watteau プーサン/ワトー 梅原龍三郎/監修

Ｑ＆Ａ天気なんでだろう劇場 岩田総司

Ｑｒｏｓの女 誉田 哲也

Rodin/Bourdelle/Maillol ロダン/プールデル/

マイヨール
梅原龍三郎/監修

ROMES　０６ 五條　瑛

ＲＯＭＥＳ　０６　誘惑の女神 五條　瑛

Rouault ルオー　世界美術全集　１９ 梅原龍三郎/監修
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Rubens/Rembrandt ルーベンス/レンブラント 梅原龍三郎/監修

Rusty's bone Phil Roxbee Cox

R帝国 中村文則

Sezanne　セザンヌ　世界美術全集　１３ 梅原龍三郎/監修

Steve　Jobs　スティーブ・ジョブス1 ウォルター・アイザックソン

Steve Jobs スティーブ・ジョﾌﾞｽ2 ウォルター・アイザックソン　井口耕ニ/訳

syunkonｶﾌｪごはん 山本ゆり

syunkonｶﾌｪごはん２ 山本ゆり

syunkonｶﾌｪごはん３ 山本ゆり

ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山七里

ＴＡＩＳＨＵＫＡＮ’Ｓ　ＧＥＮＩＵＳ　ＪＡＰＡＮＥ

ＳＥ－ＥＮＧＬＩＳＨ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ
小西　友七・南出　康世/編集主幹

ＴＥＮ 楡周平

That's not my bunny... Fiona Watt/Rachel Wells

That's not my bunny... Fiona Watt

That's not my kitten... Fiona Watt

That's not my lion... Fiona Watt

That's not my puppy Fiona Watt

That's not my teddy・・・ Fiona Watt

That's not my tractor Fiona Watt

That's not my truck... Fiona Watt

The DRAGONS of BLUELAND ﾙｰｽ･ｽﾀｲﾙｽ･ｶﾞﾈｯﾄ

ＴＯＫＹＯオリンピック物語 野地　秩嘉

Ｔｗｅｌｖｅ　Ｙ．Ｏ． 福井晴敏／著

Woolly's walk Phil Roxbee Cox

Ｗ県警の悲劇 葉真中顕

ああ言えばこう嫁×行（い）く 往復エッセイ 阿川佐和子／著 檀ふみ／著

ああ言えばこう食う 往復エッセイ 檀ふみ／著 阿川佐和子／著

ああ、三者面談 受験・進学 蓬莱泰三／著 岡本順／画

R
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ああ娘 西原　理恵子＋父さん母さんズ

あい 永遠に在り 髙田 郁

藍色回廊殺人事件 内田康夫／著

あいうえお、だよ 長田弘/作　あべ弘士/絵

あいうえおちあいくん 武田美穂／作・絵

あいうえおのえほん いもとようこ/絵　よこたきよし/文

愛を感じるとき 金賢姫／著 池田菊敏／訳

愛をつたえた青い目の医者 ヘボン博士と日本

の夜あけ
神戸淳吉／作 小島直／絵

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 くめみのる／訳

あいさつ団長 よしなが こうたく

愛されなくても別に 武田綾乃

アイシテル物語 かしわ哲/作　松井しのぶ/絵

アイシテル物語２ かしわ哲/作　まついしのぶ/絵

アイシテル物語３　ベルベルウッドのひみつ かしわ哲/作　松井しのぶ/絵

アイシテル物語４　まぼりしのスープ かしわ哲/作　松井しのぶ/絵

アイシテル物語５　時の谷間の冒険 かしわ哲/作　松井しのぶ/絵

相生 三浦　友和

愛情の次にたいせつな子育てのルール ドイツ

流・子どもの心がわかる本

アネッテ・カスト・ツァーン／著 古川まり／

訳

アイスマン ５０００年前からきた男 デイビッド・ゲッツ／著 赤沢威／訳

愛するということ 小池　真理子

愛蔵版一日一生 酒井雄哉

逢いたい 夫・石原裕次郎と生きて…　告白の

記
石原まき子／著

あいたかったよ、カネチン 林洋子／作 吉見礼司／絵

あいたは　なんのひ？ チャールズ・M・シュルツ

会津執権の栄誉 佐藤巌太郎

愛と悲しみの１２歳 エリザベス・ダイヤーク／作 久米穣／訳

愛と美の法則 美輪　明宏

アイドル歌手はもう歌えない 南英男／作 植月かや／画

あ



アイドル先生は恋▼FCA1▲のヒミツがいっぱ

い！？
内藤誠／作 円山みやこ／画

愛なき世界 三浦しをん

愛なのか、それは 異性 竹内日出男／著 岡本順／画

「愛に生きて」智恵子と光太郎 伊藤昭

愛に乱暴 吉田 修一

アイヌ民族 本多勝一／著

アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎

アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎

愛のかたち 岸恵子

愛の天使をゆめにみて 女性のための医学校を

つくった吉岡弥生
日野多香子／作 津田櫓冬／絵

愛の年代記 塩野七生

Iの悲劇 米澤穂信

愛の妖精 ジョルジュ・サンド／作 足沢良子／訳

愛ふたたび 渡辺 淳一

アイムソーリー、ママ 桐野夏生

愛はなぜ終わるのか 結婚・不倫・離婚の自然

史
ヘレン・Ｅ．フィッシャー／著 吉田利子／訳

愛を知らない 一木けい

アインシュタイン 相対性理論を生みだした天

才科学者
世界の伝記 柳川創造／シナリオ よしかわ進／漫画

アインシュタイン伝 矢野健太郎／著

アウシュヴィッツの地獄に生きて
ジュディス・Ｓ．ニューマン／著 千頭宣子／

訳

アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア

人生存者の考察
プリーモ・レーヴィ／著 竹山博英／訳

葵 徳川三代 上 ジェームス三木／著

葵 徳川三代 中 ジェームス三木／著

葵 徳川三代 下 ジェームス三木／著

葵を咲かせた女たち 歴史よもやま話 永井路子／著

青い機関車エドワード
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

青い国から来た殺人者 西村京太郎

青い城 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 谷口由美子／訳

あ



青いとり 平田昭吾

葵の月 梶　よう子

蒼い炎 羽生結弦

青い目の甲子園 Ｔｈｅ　Ａｔａｍｉ　Ｄｒａ

ｇｏｎｓ
デービット・クラース／作 神鳥統夫／訳

あおい目のこねこ
エゴン・マチーセン／さく・え せたていじ／

やく

アオカビが人類をすくった Ｆ．ジェーコブス／著 佐久間康夫／訳

蒼き山嶺 馳星周

青くて痛くて脆い 住野よる

蒼ざめた王たち ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

青空と逃げる 辻村深月

青空のむこう アレックス・シアラー

青と赤の死 ﾚﾍﾞｯｶ･ﾊﾟｳｴﾙ

あおなり道場始末 葉室　麟

青の炎 貴志祐介／著

あおむしのへんしん だいすき！ちいさないきもの 高家博成／脚本 仲川道子／画

あおむしのへんしん 太田英博／さく 伊東美貴／え

青柳健山岳著作集  第５巻

赤いお馬・湖水の女 鈴木三重吉／著 小沢良吉／絵

赤い機関車ジェームズ
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

あかいくつ 若菜珪／画 アンデルセン／原作

赤い刻印 長岡　弘樹

あかいそりにのったウーフ 神沢利子／作 井上洋介／絵

赤い月  上巻 なかにし礼／著

赤い月  下巻 なかにし礼／著

あかいてぶくろ 中村有希／画 白根厚子／脚本

赤い鳥を追って シャロン・クリーチ／作 もきかずこ／訳

赤い長靴 江国香織

あかいはっぱのおくりもの 西本鶏介／作 いもとようこ／絵

あ



あかいハリネズミ
ジェイドナビ・ジン/文・絵　深川　明日美/

訳

赤い雪 甲斐さやか

紅い雪　藍染袴お匙帖 双葉文庫　ふ-14-04 藤原　緋沙子

赤い指 東野　圭吾

赤い妖虫 江戸川乱歩／著

あかいろうそく 新美南吉/作　いもとようこ／絵

アカウミガメの浜 高橋厚／著

赤絵そうめん とびきり屋見立て帖 山本 兼一

赤紙 男たちはこうして戦場へ送られた 小沢真人／著 ＮＨＫ取材班／著

アカガミ 窪　美澄

赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 谷詰則子／訳

赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 村岡花子／訳

赤毛のアン モンゴメリ

赤毛のアンナ 真保　裕一

アガサクリスティ　推理・探偵小説集[２] 各務三郎/編　深町真理子/訳

あかずきん 田口俊雄・脚色　井の上正之・画

赤ずきん 世界名作ファンタジー 平田　昭吾/企画・構成・文　大野　豊/画

あかずきん 藤田　千津/文　永吉　カヨ/絵

あかずきんちゃん 平田昭吾

あかずきんちゃん 平田昭吾

赤ずきん・ヘンゼルとグレーテル グリム童話 ささきたづこ／文 牧野鈴子，上野紀子／絵

赤だったらいいのにな 子うさぎミミミのはな

し
らもん・じん／作 津田直美／絵

あかちゃん 五味太郎／作

赤ちゃん名前のつけ方事典 画数によるよい名

前のつけ方
高杉光瑛／著

あかちゃんのうた 松谷みよ子／文 岩崎ちひろ／え

赤ちゃんのはなし
マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 坪井郁美

／やく

暁の出撃  上
トム・クランシー／著 チャック・ホーナー／

著

暁の出撃  下
トム・クランシー／著 チャック・ホーナー／

著

あ



暁の密使 北森　鴻

赤と青とエスキース 青山美智子

赤と白 櫛木 理宇

アカトンボの一生 佐藤有恒／著

贖い 五十嵐　貴久

赤猫異聞 浅田　次郎

あかね空 山本一力

赤の呪縛 堂場瞬一

赤の妖精　ルビー デイジー・メドウズ／作　田内　志文／訳

あかべこのおはなし わだよしおみ，わかやまけん／著

赤ヘル1975 重松 清

赤目四十八滝心中未遂 車谷長吉／著

あかりのはなし 小林卓二／著

あがりめ　さがりめ ましま　せつこ

阿川佐和子の世界一受けたい授業 阿川佐和子

アガワとダンの幸せになるためのワイン修業

カジュアルワイン編
阿川　佐和子／檀　ふみ

アガワとダンの幸せになるためのワイン修業

ゴージャスワイン編
阿川　佐和子／檀　ふみ

あかんべ　ノンタン キヨノサチコ

あかんべ　ノンタン キヨノサチコ

赤んぼ大将山へいく・タツオの島 ほか５編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

あきかんカンカラカンコン 渋谷愛子／作 山野辺進／画

あきカンでつくろう よしだきみまろ／さく

あきカンのこうさく つくってあそぼう やさしいこうさく　⑪ 竹井史郎／著

秋田殺人事件 内田康夫／著

あきちゃった アントワネット・ポーティス

秋の殺人者 本岡類／著

秋の星座ものがたり 瀬川昌男／著

あきばこのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

あ



秋・花づくし

秋葉原先留交番 ゆうれい付き 西條　奈加

空きビンの中のミクロの社会 今井壮一／著 岩永昭子／絵

あき　みつけた ヤン・クドラチェク/絵　ミレナ・ルケショワ

秋山仁先生のたのしい算数教室  4 木幡寛／著

秋山仁先生のたのしい算数教室  5 木幡寛／著

秋山仁先生のたのしい算数教室  7 木幡寛／著

秋山仁の数学渡世 秋山仁／著

あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健

アクアマリンの神殿 海堂 尊

悪意　善意　たましいの素顔 江原　啓之

芥川症 久坂部 羊

あくたれラルフ
ジャック・ガントス／さく ニコール・ルーベ

ル／え

アクティブメジャーズ 今野 敏

悪党 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

悪の教典（下） 貴志　祐介

悪の教典（上） 貴志　祐介

悪の芽 貫井徳郎

悪魔ｖｓマガーク＋数学の天才 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

悪魔と踊る  上 カーク・ダグラス／著 平井イサク／訳

悪魔と踊る  下 カーク・ダグラス／著 平井イサク／訳

悪魔と呼ばれた男 神永学

悪魔には悪魔を 大沢在昌

悪魔人形 江戸川乱歩／著

悪魔の選択  上 フレデリック・フォーサイス／著 篠原慎／訳

悪魔の選択  下 フレデリック・フォーサイス／著 篠原慎／訳

悪魔のパス天使のゴール 村上龍／著

あくむ 井上夢人／著

あ



あぐり美容室とともに 吉行あぐり

あげたおはなし 中山千夏

あげは 小林勇／著

あこがれ 川上　未映子

あさえとちいさいいもうと 筒井頼子／さく 林明子／え

アサガオ たねからたねまで 佐藤有恒／写真 中山周平／文

朝が来る 辻村　深月

朝霧の賊 禁裏御付武士事件簿 沢田ふじ子／著

浅草迄 北野武

あさ子ちゃん、さようならあさ子ちゃん、こ

んにちは
奥田継夫／作 梅田俊作／絵

アサッテの人 諏訪　哲史

朝の歓び  上 宮本輝／著

朝の歓び  下 宮本輝／著

朝日せんりゅう一二五〇選 神田忙人／編

朝日のようにさわやかに 恩田　陸

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

1

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

2

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

3

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

4

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

5

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

7

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

8

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

9

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

10

朝日美術鑑賞講座 名画の見どころ読みどころ

6

朝やけのランナー みじかい人生を全力疾走し

た人見絹枝
真鍋和子／作 こさかしげる／絵

足あそび 伊藤靖子／絵 芸術教育研究所／編

アジア鉄道夢紀行 京九特快からラジダーニ特

急まで
桜井寛／文・写真

あ



アジアの中の日本史　Ⅰ　アジアと日本 荒野泰典，石井正敏，村井章介／編

アジアのなかの日本史  Ⅲ　海上の道 荒野泰典／〔ほか〕編

アジアのなかの日本史  Ⅵ　文化と技術 荒野泰典／〔ほか〕著

アジアのなかの日本史　Ⅳ　地域と民族 荒野康典，石井正敏，村井章介／編

足利尊氏 南北朝の動乱を生きぬいた武将 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

足利義満 金閣を建てた実力者 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 三上修平／シナリオ

あしかの　まさる 亀井一成/作　末崎茂樹/絵

足軽は戦のプロ 高野澄／著 ムロタニ・ツネ象／画

あしたの家族 阪神大震災 朝日新聞神戸支局／編著

明日の記憶 荻原浩

あしたの君へ 柚木　裕子

明日の子供たち 有川 浩

明日の食卓 椰月　美智子

あしたの華姫 畠中恵

明日は晴れ 瀬戸内 寂聴

あした、またね！ 明日がなかった人たちへ 大野允子／作 二俣英五郎／絵

あしたみんなは 斎藤了一／さく 林静一／え

あしたはうれしいうんどうかい いなつぐかつら／作 むかいながまさ／絵

あしながおじさん J・ウエブスター/作　白木茂/訳

あしながおじさん 平田昭吾

アシナガバチ 小川宏／著

「足に魂こめました」 カズが語った三浦知良 一志治夫／著

あしにょきにょきにょき 深見　春夫

あしのうらのはなし わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう／さく

足の裏は語る 平沢弥一郎／著

明日を支配するもの ２１世紀のマネジメント

革命
Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 上田惇生／訳

アスク・ミー・ホワイ 古市憲寿

アスクレピオスの愛人 林真理子

あ



アスクレピオスの愛人 林 真理子

明日のことは知らず 宇江佐　真理

明日のマーチ 石田　衣良

あづま橋 伊集院静／著

阿蘇のキツネ 中園敏之／著

あそびのおうさまずかん　あそび 近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　いきもの・くらし 近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　おりがみ　あやと

り
遠田潔　編集協力

あそびのおうさまずかん　からだ 近野十志夫・松浦励子 編集協力

あそびのおうさまずかん　きょうりゅう 近野十志夫、松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　くさばな 近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　そら 近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　たべもの 松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　どうぶつ 近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　のりもの 松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　ペット 朝岡幸雄・坂田洋子・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　もののなまえずか

ん
近野十志夫・松浦励子　編集協力

あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさ

く
松浦励子　編集協力

あそびのおうさま　むし 近野十志夫・松浦励子　編集協力

遊びの詩 谷川俊太郎／編

あそぼ  絵かきあそび 菅原道彦／編

あそぼ  つながって・あそぼ 菅原道彦／編著

あそぼう さいとうやすひさ／さく・え

あそぼうよセイウチ 佐々木マキ／作

遊んで学べる漢字の本 常識の落とし穴にご注

意　漢字検定もパスできる
川口真理子／著

暖かい地球と寒い地球 北村晃寿／文 夏目義一／絵

「頭がいい」とは、文脈力である。 齊藤孝

頭がいい人、悪い人の仕事術 ブライアン・トレーシー　片山奈緒美/訳

あ



頭がいいひと、悪い人の話し方 樋口裕一

「頭のいい人」はシンプルに生きる
ウェイン・Ｗ・ダイアー／著　渡部　昇一／

訳・解説

頭の大きなロボット 星新一　和田誠/絵

頭は刺激しないと鈍くなる 脳細胞がどんどん

動きだす刺激法
斎藤茂太／著

アタラクシア 金原ひとみ

あたらしいあやとり 世界のあやとりがわかる

インディアンからイヌイットまで
野口広／編著

新しい日本 現代 今井庄次／著

あたらしい冷蔵庫がくる日 村田栄一／文

新しい歴史教科書 市販本 西尾幹二／ほか著

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

アダルト・エデューション 村山 由佳

あちらにいる鬼 井上荒野

あつあつを召し上がれ 小川　糸

あつかったらぬげばいい ヨシタケシンスケ

熱き心に 小林旭

アッコ先生の宿題 角田光男／さく 林夏介／え

アッコちゃんの時代 林真理子

篤姫わたくしこと一命にかけ 徳川の「家」を守り抜いた女の生涯 原口　泉

あっちゃんのはたけ 大西　ひろみ／作・絵

あっちゃんのふうせん 駒井啓子／画 高木あきこ／脚本

アップル 世界を変えた天才たちの２０年 上 ジム・カールトン／著 山崎理仁／訳

アップル 世界を変えた天才たちの２０年 下 ジム・カールトン／著 山崎理仁／訳

アップルおばさんのアップルパイ 竹下文子／作 上条滝子／絵

アップルバウム先生にベゴニアの花を ポール・ジンデル／作 田中美保子／訳

渥美清わがフーテン人生 「サンデー毎日」編集部／編

アディオスぼくの友だち 上條さなえ／作 相沢るつ子／絵

あでやかな落日 逢坂剛／著

アド・バード 椎名　誠／著

あ



あとかた 千早 茜

あと１０ぷんでねるじかん ペギー・ラスマン／作・絵 ひがしはるみ／訳

あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ

あとは野となれ大和撫子 宮内悠介

アトリエの馬 岩瀬成子／さく 宇野亜喜良／え

あな 谷川俊太郎／作 和田誠／画

穴 小山田 浩子

あなたを守護する！物にやどる霊 宜保愛子／著

あなたが愛した記憶 誉田　哲也

あなたが「がん」になる理由 生命の聖域を解

く「遺伝子」医療
五十嵐亨平／著

あなたが消えた夜に 中村　文則

あなたとともに逝きましょう 村田　喜代子

あなたのいえわたしのいえ 加古里子／著

あなたのゴルフに革命を 上達に悩むアベレー

ジゴルファーに捧げる！
監修・戸張捷　金谷多一郎

あなたのために　いのちを支えるスープ 辰巳芳子

あなたのペースの気功健康法　「ちょっと気

まま」が長続きと成功の秘訣
五十嵐　康彦／著

あなたの本 誉田哲也

あなたの本当の人生は 大島　真寿美

あなたの余命教えます 幸田　真音

あなたはだあれ 松谷みよ子／作 瀬川康男／え

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

あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也/作・絵

穴の本 ピーター・ニューエル

アナバチの生活 石上幸子／著

アニーとおばあちゃん
ミスカ・マイルズ／作 ピーター・パーノール

／絵

あのTVドラマをもう一度 野間沢仁

あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん

<あの絵>のまえで　Ａ　Ｐｉｅｃｅ　ｏｆ

Ｙｏｕｒ　Ｌｉｆｅ
原田マハ

あ



あの子が欲しい 朝比奈　あすか

あの子のカーネーション 伊集院静／著

あのこのたからもの 種村有希子/作

あの娘（こ）は英語がしゃべれない！ 安藤優子／著

あの夏、二人のルカ 誉田哲也

あのね、サンタの国ではね・・ 松本智年/原案　黒井健/絵

あのネコは犯人か？ Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝／訳

あの日 小保方　晴子

あの日から生きて生きて 東京都原爆被害者団体協議会／編

あの人この人 昭和人物誌 戸板康二／著

”あの日のそのあと”風雲録 夜ふけのなわとび2011 林真理子

あの星にＥ．Ｔ．がいる 若居亘／著

アバラーのぼうけん
ベバリィ・クリアリー／著 ルイス・ダーリン

グ／絵

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯を

ささげた金原明善
赤座憲久／作 岩淵慶造／絵

あひるのジマイマのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

あひるのバーバちゃん 神沢利子／作 山脇百合子／絵

あぶくたった わらべうたえほん さいとうしのぶ/構成・絵

アフターダーク　afterdark 村上春樹

アブダラと空飛ぶ絨毯　ハウルの動く城２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　西村醇子訳

アブディーの冒険物語 マダンナ／作　小澤　征良／訳

あぶない食品物語 溝口敦／著

あぶないところにいかないで 石川雅也／画 石川光男／作

アフリカをフィールドワークする 梶茂樹／著

あふれた愛 天童荒太／著

アホでマヌケなアメリカ白人 マイケル・ムーア

あほろくの川だいこ 岸武雄／著 梶山俊夫／え

アポロンの嘲笑 中山 七里

あまえんぼフンガくん 国松エリカ

あ



天翔る 村山由佳

天翔ける 葉室麟

天翔ける倭寇  上 津本陽／著

天翔ける倭寇  下 津本陽／著

海人と天皇 日本とは何か 上巻 梅原猛／著

海人と天皇 日本とは何か 下巻 梅原猛／著

あまのいわと 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

天の川と銀河系 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

アマミノクロウサギ 岡本文良／著

アミちゃんの手芸ランド　秋、おたんじょう

日
永井泰子

アミちゃんの手芸ランド　お正月、バレンタ

インデー
永井泰子

アミちゃんの手芸ランド　すてきなクリスマ

ス
永井泰子

アミちゃんの手芸ランド　たのしい夏休み 永井泰子

アミちゃんの手芸ランド　春のおしゃれ 永井泰子

雨あがりのウエディング 矢部美智代／著

あめあがりの名探偵 杉山　亮／作　中川　大輔／絵

雨あがる 山本周五郎短篇傑作選 山本周五郎／著

あめこんこん 松谷みよ子/文　武田美穂/絵

雨心中 唯川　恵

雨と夢のあと 柳美里

雨に泣いている 真山　仁

雨ニモマケズ

雨にも負けず 高杉良

雨の狩人 大沢 在昌

雨の狩人 大沢 在昌

雨のなか 三枝和子／著

雨のなまえ 窪 美澄

雨の日には雨の中を　風の日には風の中を 相田みつを

あ



雨の日には… 相田みつを／著

あめのひのおはなし かこさとし／さく

あめふり ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

あめふりぼうず 田中恒子／画 小春久一郎／作

アメリカ合衆国と私たち １９９０年代への視

点
猿谷要／著

アメリカからきた魔女 滝本つみき／作 一条めぐみ／画

アメリカで学んだ少女 津田梅子ものがたり 浜田けい子／作 高田勲／絵

アメリカ西海岸　ロサンゼルス　ラスベガス　サンフラ

ンシスコ　ブルーガイド　わがまま歩き２

アメリカの小さな町から 加藤秀俊／著

アメリカ文化のヒーローたち 本間長世／著

アメリカはなぜダム開発をやめたのか
公共事業チェック機構を実現する議員の会／

編

アメリカン・ビート ベスト・コラム３４ ボブ・グリーン／著 井上一馬／訳

アメリカン・ビート  2 ボブ・グリーン／著 井上一馬／訳

アメリカン・ヒーロー ボブ・グリーン／著 菊谷匡祐／訳

あめはどうしてふるの 串田孫一／文 高橋健司／写真

アメンボが水の上を歩けるのはなぜ？ 子供の科学編集部／編

アーモンド ソンウォンピョン/著　矢島暁子/訳

あやうしズッコケ探険隊 那須正幹／作 前川かずお／絵

あやうしマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝／訳

あやかし修学旅行 はやみねかおる/作　村田四郎/絵

あやかし草紙 三島屋変調百物語　伍之続 宮部みゆき

妖の掟 誉田哲也

あやし 怪 宮部みゆき／著

あやしい手紙 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

怪しい店 有栖川　有栖

あやし　うらめし　あなかなし 浅田　次郎

アーヤと魔女 徳間アニメ絵本39

原作・ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　企

画・宮崎駿　脚本・丹羽圭子・郡司絵美　監

督・宮崎吾朗

あやとりひめ 五色の糸の物語 森山京／作 飯野和好／絵

あ



歩もうともに手をつないで 愛の心を実践しつ

づけた賀川豊彦
神戸淳吉／作 上総潮／絵

あらいぐまとねずみたち 大友康夫

アライグマはどうして食べ物を洗うの？ 子供の科学編集部／編

嵐の大地パタゴニア 関野吉晴／文＋写真

あらしのよるに きむらゆういち/作　あべ弘士/絵

あらしのよるに特別編しろいやみのはてで きむらゆういち/作　あべ弘士/絵

アラジンとふしぎなランプ 中村まさあき／画 福島のり子／文

アラジンとふしぎなランプ 中村まさあき／画 福島のり子／文

アラジンとまほうのランプ 角野栄子／文 西川おさむ／絵

アラジンと魔法のランプ 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

あらすじで読む　　日本の名著 小川義男

あらすじで読む日本の名著２ 小川義男

アラビアンナイト名作ものがたり１０ 佐藤春夫/監修　滑川道夫/編集

あらまっ！ ケイト・ラム/文　エイドリアン・ジョンソン

あらゆる場合の手紙の書き方 皆川幹明

アリが大行進するのはどうしてなの？ 子供の科学／編

ありがとう！ぴょんたとくまのロンじいさん 藤田良子/作　末崎茂樹/絵

ありがとう、さようなら 瀬尾　まいこ

ありがとう　かみさま 景山あき子/文　田中恒子/絵

ありがとうともだち 内田　麟太郎

ありがとう　の　えほん フランソワーズ/作　なかがわちひろ/訳

アリからみると 栗原隆一　文/栗林慧　写真

アリクイにおまかせ 竹下　文子　作/堀川　波　絵

ありとちょうちょう 平田昭吾

アリーとふしぎなきのみ 米山永一／作・絵

ありのあちち つちはしとしこ／さく

蟻の菜園 アントガーデン 柚月 裕子

アリの世界 栗林慧／著

あ



アリババと四十人のとうぞく 清水祐幸／画 小林たかし／文

アリババと４０人の盗賊 馬場のぼる／著

アリババと４０人のとうぞく 平田昭吾／著

ありふれた愛じゃない 村山由佳

ありふれた愛じゃない 村山由佳

有村家のその日まで 尾﨑英子

在原業平殺人事件 西村　京太郎／山村　美紗　共著

ある朝ジジ・ジャン・ボウはおったまげ

た！？
ひらいたかこ／作

ある　あめのひの　ケン・バーン 丸山もも子　鋤本良太郎

歩いてきた道 訪問の家　２０周年記念誌

歩いて見て調べてみよう！ 神奈川の東海道

自主研究に役立つ街道図鑑

ある男 木内昇

歩きだす夏 今井恭子

あるキング 伊坂　幸太郎

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス

ある小さな禅寺の心満ちる料理のはなし 村瀬明道尼

アルツハイマーホテル 中村和仁

アルテミス・ファウル　北極の事件簿 オーエン・コルファー　大久保寛/訳

アルテーミスの采配 真梨　幸子

あるはれたひに 木村　裕一／作　あべ弘士／絵

アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ／作 村岡花子／訳

アルプスの少女ハイジ 平田昭吾

アルプスの少女ハイジ ヨハンナスピリ

アルルカンと道化師 半沢直樹 池井戸潤

アレクセイと泉のはなし 本橋成一

アレルギーは主食と水を変えなきゃ治らない 佐藤成志

あれれありんこ 梅田俊作，佳子／作・絵

あれれありんこ 梅田俊作，佳子／作・絵

あ



あれれれれ 柳生弦一郎／さく

あわてうさぎのはなやさん ながよしかよ／画 矢崎節夫／作

あわてた王さまきしゃにのる 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

あーんあん せな　けいこ/作・絵

アンカー 今野敏

アンクル・トムの小屋
ハリエット・ビーチャー・ストー／作 神鳥統

夫／訳

アングロサクソンと日本人 渡部昇一／著

暗号の天才 Ｒ．Ｗ．クラーク／著 新庄哲夫／訳

暗黒星 江戸川乱歩／著

アンコールワットのなぞ 北川幸比古／作 金成泰三／絵

暗殺の年輪 藤沢周平

晏子  上 宮城谷昌光／著

晏子  中 宮城谷昌光／著

晏子  下 宮城谷昌光／著

アンジェリーナのクリスマス キャサリン・ホラバード/文　ヘレン/絵

アンジェリーナのクリスマス
キャサリン・ホラバード／文　ヘレン・クレ

イグ／絵

あんじゅう 三島屋変調百物語事続 宮部　みゆき

アンジュと頭獅王 吉田修一

アンソーシャル　ディスタンス 金原ひとみ

アンソニー はまなす写真館の物語 茂市久美子／作 黒井健／絵

アンダーカバー 秘密調査 山本 兼一

アンダーグラウンド 村上春樹／著

アンダークラス 相場英雄

アンタッチャブル 馳　星周

アンダードッグス 長浦京

アンチエイジング 新堂　冬樹

アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ/文　おかむら訳

アンテナ 田口ランディ／著

あ



アンデルセン 山本藤枝／著

暗転 堂場　瞬一

アンと青春 坂木　司

アンドルーのひみつきち ドリス・バーン

あんなにあんなに ヨシタケシンスケ

アンネ・フランク 死んでからも生きつづけた

い
アンジェラ・ブル／作 笹川真理子／訳

アンの青春 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 谷詰則子／訳

アンの仲間たち Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 赤松佳子／訳

アンの仲間たち  続 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 赤松佳子／訳

アンの村の日々 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 上坪正徳／訳

アンの村の日々  続
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 上坪正徳，山口昌子

／〔共〕訳

アンのゆりかご 村岡花子の生涯 村岡恵理

アンパンマンとあおいなみだ やなせ　たかし

アンパンマンといちごかめん
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとうみのあくま やなせたかし

アンパンマンとかいじゅうアンコラ やなせたかし／著

アンパンマンとかいじゆうカレーナ
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとカレンのもり やなせたかし／作・絵

アンパンマンときのせいみどりちゃん やなせたかし／原作

アンパンマンとくらやみまん
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとくろいとり やなせたかし／作・絵

アンパンマンとくろゆきひめ やなせたかし

アンパンマンとくろゆきひめ やなせ　たかし

アンパンマンとこんぺいとさん
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとさばくのたから やなせ　たかし

アンパンマンとしかくおに
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとシャボンダマン やなせ　たかし

アンパンマンとしゅうまいおしょう やなせたかし

あ



アンパンマンとそらとぶうめのみ やなせ　たかし

アンパンマンとちくりん やなせたかし

アンパンマンとちくりん やなせたかし／作・絵

アンパンマンとちくりん やなせたかし／作・絵

アンパンマンとドキンちゃんのゆめ やなせ　たかし

アンパンマンとドド やなせたかし／作・絵

アンパンマンとナガネギマン やなせ　たかし

アンパンマンとにじおばけ やなせ　たかし

アンパンマンとばいきんロボット やなせたかし

アンパンマンとばいきんロボット
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンとハテナのとう やなせ　たかし

アンパンマンとぴいちくもり やなせたかし／作・絵

アンパンマンとポットちゃん やなせたかし／作・絵

アンパンマンとポットちゃん やなせたかし／作・絵

アンパンマンとホラ・ホラコ やなせ　たかし

アンパンマンとぽんぽんじま やなせたかし／作・絵

アンパンマンとみえないまん やなせたかし／作・絵

アンパンマンとめいけんチーズ やなせたかし/原作

アンパンマンともぐりくん やなせたかし

アンパンマンとゆめのこうま やなせたかし

アンパンマンとらーめんてんし
やなせたかし／原作 東京ムービー新社／アニ

メーション

アンパンマンにはないしょ やなせ　たかし

アンパンマンのひみつ やなせ　たかし

アンパンマンバタコさんとめいけんチーズ やなせたかし

アンパンマンをさがせ！① やなせたかし／原作　石川ゆりこ/考案

アンパンマンをさがせ！③ やなせたかし/原作　石川ゆりこ/考案

アンフェアな国 刑事　雪平夏見 秦　健日子

あんぽん 佐野　眞一

あ



暗幕のゲルニカ 原田　マハ

アンマーとぼくら 有川　浩

暗約領域 新宿鮫XI 大沢在昌

安楽病棟 帚木蓬生／著

ｲ･ｼﾞｭﾝｷﾞといっしょに　アンニョンハセヨ韓

国語１
パク・ジョン／ユ・ソヨン著

いい朝、いい話 心が爽やかに目を覚ます４２

篇
ＰＨＰ研究所／編

い～い味！カツ代さんの基本のお料理 家族をしあわせ

にするおかずとおやつがいっぱい
Ｃｏｏｋｉｎｇ　ｃｏｍｏ 小林カツ代／〔著〕

いいおかお 松谷みよ子／文 瀬川康男／絵

いいかげんがいい 鎌田　實

いい話ほどあぶない 消えた赤報隊 野口達二／著

「いい人」をやめると楽になる 敬友録 曽野綾子／著

いいものひろったくまざわくん きたやまようこ

イヴ・モンタン ２０世紀の華麗な幻影 鈴木明／著

イエス 森礼子／著 田中忠雄／画

いえすさまのおはなし いしもりのぶお/ぶん　やのしげこ/え

いえででんしゃはこしょうちゅう？ あさのあつこ/作　佐藤真紀子/絵

家出ねこのなぞ 古世古和子／作 北島新平／絵

いえでぼうや 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

家の近くの植物 清水清／著

家へ 石田　千

家康、江戸を建てる 門井　慶喜

イエローサブマリン　東京バンドワゴン 小路幸也

イエロー・フェイス ハリウッド映画にみるア

ジア人の肖像
村上由見子／著

イカが空を飛ぶっていうけどホント？ 子供の科学編集部／編

いかだ流しの子守歌 清水達也／さく 小沢良吉／え

怒り （下） 吉田修一

怒り（上） 吉田修一

錨を上げよ(上) 百田尚樹

あ

い



錨を上げよ（下） 百田尚樹

いきいきマグロで手巻きずし 村田栄一／文

生き方 人間として一番大切なこと 稲盛 和夫

生き方上手 日野原重明

生き方の研究  続 森本哲郎／著

生き方の研究 森本哲郎／著

生きていくあなたへ　１０５歳どうしても遺

したかった言葉
日野原重明

生きていく力 宮尾　登美子

活きている一言一句 吹上憲二／著

生きていることを楽しんで
ﾀｰｼｬ･ﾃｭｰﾀﾞｰ/文　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･W・ﾌﾞﾗｳﾝ/写真　食

野　雅子/訳

生きて死ぬ智慧 柳澤桂子/文　堀文子/画

生きて行く私  上 宇野千代／著

生きて行く私  下 宇野千代／著

生きてろお化け村 須藤克三／さく 梶山俊夫／え

いきなり長嶋茂雄 名作マンガで読むミスター

の怪演！
長嶋マンガを発掘する会／編

生き抜くチカラ　ボクがキミに伝えたい50の

ことば
為末大/著　まつおたかこ/絵

『「いき」の構造』を読む 安田武，多田道太郎／著

生き残れるか日本経済 「原因なき不況」から

の脱出
斎藤精一郎／著

ＥＱ こころの知能指数 ダニエル・ゴールマン／著 土屋京子／訳

異郷に咲いたなでしこの花 イタリアにわたっ

た日本初の女流洋画家ラグーザ・玉
中尾明／作 高田勲／絵

異形の将軍　下　田中角栄の生涯 津本陽

異形の将軍　上　田中角栄の生涯 津本陽／著

イギリス ヒストリカル・ガイド 今井宏／著

イギリス・怖くて不思議なお話 桐生操／著

イギリス田園生活 穏やかな村の時間を手にす

る愉しみ

イギリスの小さな町から 加藤秀俊／著

イギリス　ブルーガイド　わがまま歩き３１

イギリスは奥が深い 田村明／著

い



生（いきる） 柳美里／著

生きる 乙川優三郎／著

生きるための辞書　十字路が見える 北方謙三

生きる力がわいてくるスピリチュアル気功 佐藤　眞志

生きる勇気、死ぬ元気 五木　寛之、帯津　良一/著

生きる勇気が湧いてくる本 生涯をかけて愛と人生を見

つめつづけた作家の珠玉のアフォリズム
遠藤周作／著

生きる悪知恵 西原　理恵子

育休刑事 似鳥鶏

イグジット 相場英雄

幾千の夜、昨日の月 角田光代

幾世の橋 沢田ふじ子／著

いけちゃんとぼく 西原　理恵子

いけない 道尾秀介

居心地のいい簡単生活  2 スーザン・オニール／著 大江康子／訳

居心地のいい簡単生活 デボラ・デフォード／著 中村藤美／訳

遺骨 内田康夫／著

囲碁入門革命 林道義／著

イコン  上
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

イコン  下
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

居酒屋ぼったくり 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり　2 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり　８ 秋川滝美

居酒屋ぼったくり　６ 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり3 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり4 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり5 秋川　滝美

居酒屋ぼったくり７ 秋川滝美

居酒屋ぼったくり9 秋川滝美

い



いさましいちびっこのしたてや 稲岡　達子/文　瀧原　愛治/絵

遺産 笹本 稜平

医師 親子二代、地域のいのちと健康を守る 田村仁／著

いしいひさいちの経済外論 いしいひさいち，朝日新聞社／著

石からうまれた孫悟空
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

石川啄木 山本和夫／著

石田　芳夫 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　6 石田　芳夫

石つぶて　警視庁二課刑事の残したもの 清武英利

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に

読む本
中野ジェームズ修一

石のししのものがたり チベットの民話による 大塚勇三／再話 秋野亥左牟／画

石の花 パーヴェル・バジョーフ／作 島原落穂／訳

医者井戸を掘る アフガン旱魃との闘い 中村哲／著

医者が教える食事術最高の教科書 牧田善二

医者がすすめる専門病院  神奈川県版 医療研究グループ／編

医者に殺されない４７の心得 医療と薬を遠ざけて元気に長生きする方法 近藤誠

医者は病気を童推理するか NHK

石山本願寺の興亡 大谷晃一／著

いじわるな　ないしょオバケ
ティエリー．ロブレヒト/作　フィリップ.ホー

センス/絵　野坂　悦子/訳

イスラミックパターンによる山本かの子の

パッチワークキルト
山本かの子／著

異性 角田　光代

遺跡をほりおこした人々 泉靖一／著

伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉

いそあそびの科学 武田正倫／著 鮎川万／絵

いそいで、しょもしょも 武鹿悦子／作 牧野鈴子／絵

いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

磯子の史話
磯子区制５０周年記念事業委員会「磯子の史

話」出版部会／編

磯子の水辺から 堀割川その復権 堀割川の会／編

イソップ株式会社 井上ひさし

い



イソップどうわ 角野栄子/文　いもとようこ/絵

イソップものがたり2 平田昭吾

イソップものがたり１ 平田昭吾

イソップものがたり３ 平田昭吾

『磯野家』のあとしまつ 傷だらけのミリオン

セラー
内山幹雄／著

礒野家の謎 東京サザエさん学会

偉大なるしゅららぼん 万城目学

痛くない死に方 長尾　和弘

痛くない歯の治療 名医が書いた病気の本 河野渡／著

いたずらいたずら１ねんせい 那須正幹／作 古川タク／絵

いたずらおばけ 鈴木寿雄／画 堀尾青史／作

いたずらララちゃん なかえよしを／作 上野紀子／絵

頂上の記憶 一瞬の栄光を生きたスポーツヒー

ローたち
阿部珠樹／著

いたちのこもりうた 松谷みよ子／作 石倉欣二／絵

痛み 貫井徳郎他

悼む人 天童　荒太

イタリア 美術・人・風土 三輪福松／著

イタリア幻想曲 内田康夫

イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツｲア 金沢　百枝・小澤　実

イタリア古寺巡礼 ﾌｨﾚﾝﾂｪ→ｱｯｼｼﾞ 金沢　百枝、小澤　実

イタリア　ブルーガイド　わがまま歩き１３

イタリア・ルネサンスの文化と社会
ピーター・バーク／〔著〕 森田義之，柴野均

／訳

イタリア歴史の旅 坂本鉄男／著

異端王道 江上剛

異端の大儀　下 楡　周平

異端の大儀　上 楡　周平

一億円のさようなら 白石一文

一億百万光年先に住むウサギ 那須田　淳

い



1Ｑ84　BOOK3（10月－12月） 村上　春樹

1Q84 BOOK1 「４月ー６月」 村上　春樹

1Q８４　ＢＯＯＫ２「７月ー９月」 村上　春樹

いちげんさん デビット・ゾペティ／著

いちご 平山和子／さく

いちごばたけのちいさなおばあさん わたりむつこ／さく 中谷千代子／え

１３・６９（イチサン・ロクナナ） 陳浩基

いちずに一本道いちずに一ツ事 相田みつを／著

１たす１は２にならない 三浦つとむ／著

一度だけ 益田ミリ

一度も愛してくれなかった母へ、一度も愛せ

なかった男たちへ
遠野 なぎこ

１日１０分でえがじょうずにかけるほん　３

さい～６さい対象
あきやま　かぜさぶろう／作

１日でできる自由工作ヒント集  小学１・２年 堂本保／著

１日でできる自由工作ヒント集  小学３・４年 堂本保／著

１日でできる自由工作ヒント集  小学５・６年 堂本保／著

一人称単数 村上春樹

１ねん１くみ１ばんびじん 後藤竜二／作 長谷川知子／絵

いちねんかん 畠中恵

１年中のかんたん漬けもの Ｃｏｍｏブックス

一ねんせいにできること 鈴木喜代春／作 宮崎耕平／絵

１年生のさんすうのひみつ 算数ひみつシリーズ 中島昌利／漫画

１年生のじゆうけんきゅう

いちばん美しいクモの巣
アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン／〔作〕 ジェ

イムズ・ブランスマン／絵

イチバン親切なイタリア料理の教科書 川上　文代

いちばん ちいさな クリスマスプレゼント ピーター・レイノルズ

いちばんのなかよしさん エリック・カール

いちばんはじめのクリスマスケーキ クリスマ

ス
行事たべものの由来紙芝居 矢部美智代／作 秋里信子／画

いちばんわかりやすい　　脳力アップ　イン

ド式速算術

い



胃腸を丈夫にする イラスト・わかる指圧 橋本政美／著

胃・腸手術後の人の食卓 林田康男／監修 検見崎聡美／監修

1Ｒ１分34秒 町屋良平

イチロー　継続する言葉100 ＥＩＷＡＭＯＯＫ

一郎次、二郎次、三郎次 菊池寛／著 田代三善／絵

一路 下 浅田 次郎

一路 上 浅田 次郎

いつか記憶からこぼれおちるとしても 江國香織

いつかの岸辺に跳ねていく 加納朋子

いつか陽のあたる場所で 乃南アサ

一揆いろいろ 高野澄／著 向中野義雄／画

五木寛之の百寺巡礼ガイド版 第五巻　関東・信州 五木寛之

五木寛之の百寺巡礼ガイド版　第三巻 五木寛之

一休 槙本ナナ子／著

一休 伊藤桂一／著 小松久子／画

いっきゅうさん 森やすじ／画 福島のり子／文

一休さん 日本昔ばなしアニメ絵本シリーズ　3 さくま　しげ子/絵

一休さん 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

一休さんのとらたいじ 坂巻貞彦／作・画

一休宗純 土岐信吉／著

一瞬の風になれ　第1部　イチニツイテ 佐藤　多佳子

一瞬の風になれ　第2部　ヨウイ 佐藤　多佳子

一瞬の風になれ　第3部　ドン 佐藤　多佳子

いっしょだよ 小寺 卓矢

いっすんぼうし 池田仙三郎／画 浜田留美／文

一寸法師 江戸川乱歩／著

いっちゃんはね、おしゃべりがしたいのにね 灰谷健次郎／文 長谷川集平／絵

一ちょうめのおばけねこ 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

い



いつつごうさぎとうみのほうせき まつおりかこ

いつつごうさぎのきっさてん えほんのぼうけん 98 まつお　りかこ

言ってはいけない 残酷すぎる真実 橘　玲

行ってみたいな、童話（よそ）の国 長野まゆみ／〔著〕

いつでも会える 菊田まりこ／著

いつでもやりたい イッセー尾形／著

一刀斎夢録（下） 浅田次郎

一刀斎夢録（上） 浅田次郎

いつの空にも星が出ていた 佐藤多佳子

一分間謝罪法
ケン・ブランチャード＆マーグレット・マク

ブライド

１分間４００字スピーチ実例集 結婚披露宴 主婦と生活社／編

一本の樹からはじまった 土岐小百合／著

いっぽんばしわたる 五味太郎／作・画

いっぽんばしわたる ｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味太郎／作

いつまでも ショパン 中山七里

いつもいっしょに こんのひとみ/作　いもとようこ/絵

いつも彼らはどこかに 小川 洋子

いつわり フィリップ・ロス／著 宮本陽一郎／訳

偽りの帝国 山田智彦／著

凍てつく太陽 葉真中顕

伊藤くん Ａ to E 柚木 麻子

伊藤家の食卓　裏ワザCooking　Vol.1 日本テレビ放送網

伊藤家の食卓　裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ　vol.2 小野寺徹

愛しの座敷わらし 荻原　浩

いとしのヒナゴン 重松清

いとまの雪　下　新説忠臣蔵・ひとりの家老

の生涯
伊集院静

いとまの雪　上　新説忠臣蔵・ひとりの家老

の生涯
伊集院静

いないいないばあ 松谷みよ子／文 瀬川康男／画

い



田舎暮らしの達人たち 岡村健／編

いなばのしろうさぎ 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

犬
アンリ・ガルロン／絵 ガリマール・ジュネス

／〔ほか〕監修

いぬ ジョン・バーニンガム/作　谷川俊太郎訳

戌亥の追風 山本 一力

いぬうえくんがやってきた きたやまようこ

犬がいた季節 伊吹有喜

犬から聞いた素敵な話 涙あふれる14の物語 山口 花

犬ずきのひとこの指とまれ 畑正憲／著

犬とハモニカ 江国香織

犬とみなし子 久保喬／さく 岩淵慶造／え

犬どろぼう完全計画
バーバラ・オコーナー　作/三辺　律子　訳/

かみや　しん　絵

犬のいる暮し 中野孝次／著

犬の掟 佐々木　譲

犬の報酬 堂場　瞬一

いぬはてんごくで シンシア・ライラント/作　中村妙子/訳

イネの一生 守矢登／著

いねむり先生 伊集院　静

いねむり先生　下 大活字本シリーズ 伊集院　静

いねむり先生　上 大活字本シリーズ 伊集院　静

イノセント 島本　理生

イノセント・ゲリラの祝祭 海堂　尊

いのち 瀬戸内寂聴

いのちいっぱい 相田みつを／著

生命をまもる 生理学・医学賞 ネイサン・アーセング／著 牧野賢治／訳

いのちのおはなし 日野原　重明

生命の詩 三木卓／編

いのちの車窓から 星野　源

い



いのちのつながり 中村運／ぶん 佐藤直行／え

いのちの停車場 南杏子

いのちのまつり「ヌクヌグスージ」 草場一壽

命の森の台所 佐藤　初女

いのちは見えるよ 及川和男/作　長野ヒデ子/絵

いのちまんだら 灰谷健次郎／著

祈りのカルテ 知念実希人

祈りの幕が下りる時 東野 圭吾

祈りの幕が下りる時 東野圭吾

イーハトーブの幽霊 内田康夫／著

神鳥 篠田節子／著

遺譜 （下） 浅見光彦最後の事件 内田康夫

遺譜  （上） 浅見光彦最後の事件 内田  康夫

井深大の世界 エレクトロニクスに挑戦して 井深大／〔述〕 小島徹／インタビュー

井伏鱒二対談集 井伏鱒二

イベリアの雷鳴 逢坂剛／著

違法弁護 中嶋博行／著

今、親に聞いておくべきこと 上野　千鶴子／監修

いま「ゼロ戦」の読み方 ソフトの格差が勝敗を分ける 日下　公人　三野　正洋

いま、女として 金賢姫全告白 下 金賢姫／著 池田菊敏／訳

今がいちばんいい時よ ターシャ・テューダー

いまさら翼といわれても 米澤　穂信

イマジン？ 有川ひろ

いますぐ人生をひらこう 正しく生きるヒント 船井幸雄／著

今すぐ食べたい！めんパスタ１０１ 主婦の友社/編

今だから明かす比島戦秘話 ある情報将校の戦

争と平和
長久保由次郎／著

今だから知りたい東海地震 土隆一／編

いま魂の教育 石原慎太郎／著

い



いまどきの子のやる気に火をつけるメンタル

トレーニング
飯山　晄朗

いまどきのなべ 松田美智子

今日からはじめるレース編み 加藤みゆ紀

いま人間であること 宮田光雄／〔著〕

今はふたたび訪れない マミ　川崎

意味から引けることわざ辞典 こんなときどう

言うかがすぐ引ける、役立つ、明解
丹野顕／著

いもうと 赤川次郎

いもうとのにゅういん 筒井　頼子　林　明子

いもうとのにゅういん 筒井頼子／さく 林明子／え

イモチャキによろしく かつおきんや／さく 竹山のぼる／え

いもむしのうんち

嫌な女 桂　望美

イーヨーのたんじょうび
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード／

え

いよよ華やぐ  上 瀬戸内寂聴／著

いよよ華やぐ  下 瀬戸内寂聴／著

イラスト子ども俳句  春 炎天寺／編 斎藤美樹／絵

イラスト子ども俳句  夏 炎天寺／編 ヒロナガシンイチ／絵

イラスト子ども俳句  秋 炎天寺／編 岩間みどり／絵

イラスト子ども俳句  冬 炎天寺／編 なかにしけいこ／絵

イラスト子ども俳句  クイズ・学習 炎天寺／編 高村忠範／絵

イラストでわかる冠婚葬祭事典 新星出版社編集部／編

イラスト版結婚百科 見合いから挙式後の心得

まで

イラストレーター タクさんのワンダーランド 古川タク／著

いらっしゃいませスーパーへ スーパーマー

ケットとそのしくみ
村田栄一／文

異邦人 原田　マハ

医療とくらし 吉本光一／著

異類婚姻譚 本谷　有希子

イルカいらんかさかなやさん 田沢梨枝子／作・画

い



イルカのオポ 海からきた使い 藤原英司／著

いるのいないの 京極　夏彦

いろ 五味太郎／作

色 花村 萬月

いろいろたまご 山岡ひかる

いろいろどうぶつえん パトリック・ラロッシュ／さく

いろいろないれもののこうさく つくってあそ

ぼう
竹井史郎／著

いろいろまほうの国 芸術教育研究所／編 伊藤靖子／絵

色セロハンでつくろう たのしいステンドグラ

スのいろいろ
渡辺叡／作

色で遊ぶくふう 伊藤弥四夫／著

彩・花づくし 七色の花レッスン

色判官絶句 長篇小説 藤水名子／著

いわいごと 畠中恵

イワキチ目をさます 山口勇子／さく 遠藤てるよ／え

いわさきちひろ 子どもに夢をたくして 松永伍一／文 いわさきちひろ／絵

岩波中国語辞典 簡体字版 倉石武四郎／著

イワンと火のとり 平田昭吾

インヴァートinvert 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼

インカ帝国のひみつ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

引火点 組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平

イングリッシュ　ローズィズ マドンナ／作　江國　香織／訳

イングリッシュローズの庭で ミシェル・マゴリアン／作 小山尚子／訳

インサイドインテル ティム・ジャクソン

インサイドインテル ティム・ジャクソン

印刷のはなし 松岡淳一／著

インジョーカー 深町秋生

インスタントラーメンのひみつ 加工食品とそ

の流通
村田栄一／文

インストラクター スキューバダイビング指導

員
大和田健二／写真 菅能琇一／文

い



インストール 綿矢りさ／著

インターセックス 帚木　蓬生

インターネットはからっぽの洞窟 クリフォード・ストール／著 倉骨彰／訳

院長の恋 佐藤　愛子

インデックス 誉田 哲也

インテリジェンスなき戦争 手嶋　龍一　・佐藤　慶／共著

インドクリスタル 篠田　節子

インド放浪 藤原新也／著

インドラネット 桐野夏生

インナー・ブレイン あなたの脳の精神世界 浜野恵一／著

インビジブル 坂上泉

インフェルノ（上） ダン・ブラウン

インフェルノ（下） ダン・ブラウン

陰謀の天皇金貨 加治将一

ヴァイオリン
アンヌ・マリー・カイヤール／著 フランソ

ワ・クロザ／絵

ヴァイタル・サイン 南杏子

ヴァラエティ ｖａｒｉｅｔｙ 奥田　英朗

ヴィオラ母さん　私を育てた破天荒な母・

リョウコ
ヤマザキマリ

ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史

ウィステリアと三人の女たち 川上未映子

ウイッシュリスト　願い、かなえます オーエン・コルファー/著　種田紫/訳

ヴィーナスの鏡
ウィンゲート・ペイン／写真 フランソワー

ズ・サガン，フェデリコ・フェリーニ／詞

ウィリアムあるきまわる エド・キング／さく・え 牧すみ／やく

ウイルス肝炎 Ｃ型肝炎の気がかり、不安に答

えます
飯野四郎／著

ウィーン　オーストリア　ブダペスト　プラ

ハ　ブルーガイド　わがまま歩き２６

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ マルク・エド・トラルボー／著 坂崎乙郎／訳

ウィンブルドンの死角
マルチナ・ナブラチロワ／著 リズ・ニクルズ

／著

うえきばちです 川端　誠

う

い



植草甚一スタイル　コロナ･ブックス　118 コロナ・ブックス編集部／編

ウエザ・リポート 宇江佐　真理

上杉鷹山危機突破の行動哲学 加来耕三／著

ウエディングドレスになぞがいっぱい！ 藤木靖子／作 横山ゆきね／画

ウエルカム・ホーム！ 鷺沢萌

ウエルカム！スカイブルーへ 中田よう子／作 佐野真隆／画

うおいちばのおとうさん 長田光男／文 宮前保彦／絵

ウォーターゲーム 吉田修一

ウォーリーのおもしろゲームブック
マーティン・ハンドフォード／作・絵 唐沢則

幸／訳

ウォーリーのおもしろゲームブック
マーティン・ハンドフォード／作・絵 唐沢則

幸／訳

ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん！
マーティン・ハンドフォード／作・絵 唐沢則

幸／訳

ウｵーりーのゆめのくにだいぼうけん！ マーティンハンドフォード

ウォーリーをおえ！ マーティン　ハンドフォード

うかぶ島のなぞ ブラッカブロッコ島だより 斉藤洋／作 高畠純／絵

うかぶ島のなぞ ブラッカブロッコ島だより 斉藤洋／作 高畠純／絵

うかべて遊ぶくふう 堂本保／著

浮島 渡辺淳一／著

うきだしはりえ 寺門保夫／作・絵 松本弘／写真

浮世絵大系  １６（別巻　４） 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  １４（別巻　２） 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  11 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  10 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  9 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  8 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  6 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  5 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  4 座右宝刊行会／編集制作

浮世絵大系  1 座右宝刊行会／編集制作

う



浮世絵体系１５別巻Ⅲ 座右宝刊行会

憂き世店　松前藩士物語 宇江佐真理

雨月・春雨物語 松崎仁／編著

雨月物語 こばやし将/まんが　平田喜信/監修

うさぎ色の季節 緒島英二／作 長谷川知子／絵

うさぎ平の決闘 柴村紀代／作 平埜哲雄／絵

うさぎのいえ ロシア民話 内田莉莎子／再話 丸木俊／画

うさぎのさとうくん 相野谷　　由紀

うさぎのホッパー マーカス・フィスター／作・絵 小沢正／訳

うさぎのみみは、なぜながい 北川民次／文・絵

兎の眼 灰谷健次郎／著

うさこちゃんおとまりにいく
ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょ

うこ／やく

うさこちゃんがっこうへいく
ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょ

うこ／やく

うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ/文・絵　石井　桃子/訳

うさこちゃんとじてんしゃ
ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょ

うこ／やく

うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょ

うこ／やく

うさちゃんありがとう さとうひろこ／さく・え

うさんごろとおばけ 瀬名恵子／作・絵

うしかたやまんば 日本名作おはなし絵本 千葉幹夫／文　　スズキコージ/絵

宇治拾遺物語 酒井朝彦／編著

牛天神 損料屋喜八郎始末控え 山本一力

失われた地図 恩田　陸

失われた岬 篠田節子

うしろにいるのだあれ ふくだとしお

うしろにいるのだあれ　うみのなかまたち ふくだとしお

うしろにいるのだあれ　みずべのなかま ふくだとしお

うしわかまる 白梅進／画 西本鶏介／脚本

うしわかまる 平田昭吾／著

う



渦　妹背山婦女庭訓　魂結び 大島真寿美

疼くひと 松井久子

薄闇シルエット 角田　光代

うずら大名 畠中　恵

うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ／さく

嘘をもうひとつだけ 東野圭吾

うそから出たまこと 庄司和晃／著

うそクラブはＶサイン 鈴木喜代春／作 伊東章夫／絵

うそ・つき 木曽秀夫／作・絵

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里／著

うそつき王さまいぬをかう 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸

ウソつきのススメ 林多加志／作 南伸坊／絵

うそつきのつき 内田　麟太郎／作　荒井　良二／絵

?をつく器　死の曜変天目 一色さゆり

歌えビエント 武川みづえ／さく こさかしげる／え

うたおうこどものバイエル  1

うたおうこどものバイエル  2

うたおうこどものバイエル  3

宴の前 堂場瞬一

うたってうたってかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん

うたっておどっておなかでラビコ やすいすえこ／作 なかのひろたか／絵

うたの心に生きた人々 茨木のり子／著

うたのすきないるかたち ギリシャ神話 草間真之助／キャラクター 鶴見正夫／脚色

打たれ強い生き方 何があなたを支えるのか 田原八郎／著

うちのご近所さん 群　ようこ

うちの美術館 田島三津雄／編

宇宙

う



宇宙 そのひろがりをしろう 加古里子／ぶん・え

宇宙を開発した人々 関口直甫／著

うちゅうかいじゅうひるるーん 中野幸隆／さく 浅沼テイジ／え

宇宙怪人 江戸川乱歩／著

宇宙からきた転校生 手島悠介/作　中村景児/絵

宇宙人がせめてきた パニックものがたり 中尾明／作 鈴木博子／絵

宇宙人のカバン 三輪滋／作・絵

宇宙人ユミットからの手紙 ３０年間２０００

通の秘密文書の謎を解明
ジャン・ピエール・プチ／著 中島弘二／訳

宇宙ステーション 長友信人／ぶん 穂積和夫／え

宇宙探険 写真で見る宇宙の旅 ピーター・ボンド／文 小葉竹由美／訳

宇宙でドッジボールしたらどうなるの？ 子供の科学編集部／編

宇宙の新しい発見 クエーサー・パルサー・ブ

ラックホール
アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

宇宙のアルバム 森本雅樹，岡村定矩／さく

宇宙の開発 旺文社／編

宇宙のなぞを解いた人々 草下英明／著

宇宙のはじまり アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

宇宙の響き 中村天風の世界 神渡良平／著

宇宙ロケット

有頂天家族 森見　登美彦

美しい朝夕　六　冠婚葬祭 千宗室

美しい音楽を作った人々 大木実／著

美しき一日の終わり 有吉　玉青

美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ

美しき旋律のために 「音」に生きた山葉寅楠

と河合小市
鶴見正夫／作 大塚茂吉／絵

美しき日本の残像 アレックス・カー／著

美しく青き道頓堀川 桂　三枝/文　黒田　征太郎/絵

美しく老いる 望月学／著

ウツボカズラの甘い息 柚月　裕子

う



虚ろな十字架 東野圭吾

うなぎの丸かじり 東海林　さだお

ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢利子／作 井上洋介／絵

馬上少年過ぐ 大活字本 司馬遼太郎

うまや火事 鈴木みちを／著

馬は空気に勝てたか？ 高橋昌義／著 井上正治／絵

海 加古里子／ぶん・え

海うそ 梨木香歩

海へいった赤んぼ大将・だいだらぼっち ほか

４編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

海を見たことがなかった少年 モンドほか子ど

もたちの物語
ル・クレジオ／著 豊崎光一，佐藤領時／訳

ウミガメ・ゴンク動物記 海や川の神秘 上 畑正憲／著

ウミガメ・ゴンク動物記 海や川の神秘 下 畑正憲／著

海からの幸 木部崎修／〔ほか〕著

うみさち　やまさち 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

海時間のマリン 名木田恵子／著 早川司寿乃／絵

海づり 磯づりも沖づりもバッチリ解説新つり

少年のバイブル！

海で見つけたこと 八束澄子/作　沢田としき/絵

海と空の交通とくらし 山口雅弘／著

海と月の迷路 大沢 在昌

海に在る魂 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／著 宮崎真知子／訳

うみにあるのはあしただけ 灰谷健次郎／文 坪谷令子／絵

海になみだはいらない 灰谷健次郎／さく 坪谷令子／え

ウミネコのくらし 右高英臣／著

海燃ゆ 工藤美代子

うみの100かいだてのいえ 岩井　俊雄

海の魚は塩分のとりすぎってないの？ 子供の科学／編

海の正倉院沖ノ島 よみがえる建国の神々 武藤正行／著

海の図  上 灰谷健次郎／著

う



海の図  下 灰谷健次郎／著

うみのそこたんけん 中川ひろたか／ぶん　澤野秋文／え

海のなぞをさぐった人々 松江吉行／著

海の秘宝物語 三杉隆敏／著

海のぼうや 松田司郎／さく 長新太／え

海の牧場を夢みて 養殖漁業にかけた野網和三

郎
香川茂／作 かみやしん／絵

海の見える理髪店 荻原　浩

海は生きている 自然と人間 富山　和子

海辺の生き物ウォッチング 阿部正之／著・写真

海辺のカフカ　下 村上春樹

海辺のカフカ　上 村上春樹

海辺のずかん 松岡達英／さく

うみべのハリー
ジーン・ジオン／文 マーガレット・ブロイ・

グレアム／え

海・森・人鎌倉 松岡達英／作

海渡る風と光 橋本和子／著

海はなぜよごれてしまうのか？ 海洋汚染のは

なし
トニー・ヘアー／文 細谷晶／訳

ウメ子 阿川佐和子／著

うめ婆行状記 宇江佐　真理

梅原猛の『歎異抄』入門 梅原猛／著

裏稼業  上 ジョン・グリシャム／作 天馬龍行／訳

裏稼業  下 ジョン・グリシャム／作 天馬龍行／訳

心淋し川 西條奈加

うらしまたろう 工藤市郎／画 奈街三郎／文

占い合戦でゾクゾクッ！ うらないトリオ・

キューピッズ
窪田僚／作 鈴木みや／画

占いの謎 和泉宗章が明かす 和泉宗章／著

ウラパン・オコサ かずあそび 谷川晃一／作

霧 桜木　紫乃

裏ワザCookingカンタンレシピブック

う



うりこひめ 平田昭吾

うるさいんだよ、母さんは 親と子 竹内日出男／著 岡本順／画

ウルトラ・ダラー 手嶋　龍一

憂いなき街 佐々木 譲

うれしいね！よかったね！ かばのこホッペのえほん やすいすえこ／さく しんのめぐみ／え

鱗や繁盛記 上野池之端 西條奈加

噂の女 奥田英朗

うわさのズッコケ株式会社 那須正幹／作 前川かずお／絵

うわっ、八十歳 新藤兼人／著

ウィンター・ホリデー サカギ　ツカサ

運を天に任すなんて 素描・中山素平 城山三郎／著

うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフスキー／作 ピーター・

スパイアー／絵

雲上雲下 朝井まかて

うんちがでたよ わらべきみか／絵

うんちがぽとん
アロナ・フランケル／え・ぶん さくまゆみこ

／やく

うんちしたのはだれよ！
ヴェルナー．ホルツヴァルト　文/ヴォルフ．

エールブルッフ　絵/関口裕昭　訳

うんのいいおばあさん もきかずこ／文 おぼまこと／絵

運の良くなる生き方 １万人の人生を見たベテラン弁護士が教える 西中　務

運命の足音 五木寛之／著

運命の力 フジ子・ヘミング／著

運命の人　１ 山﨑　豊子

運命の人２ 山﨑　豊子

運命の人３ 山﨑　豊子

運命の人　4 山﨑　豊子

エアフレーム 機体 上 マイクル・クライトン／著 酒井昭伸／訳

エアフレーム 機体 下 マイクル・クライトン／著 酒井昭伸／訳

永遠の０ 百田尚樹

永遠のおでかけ 益田ミリ

う

え



映画監督 さびしんぼうのワンダーランド 大林宣彦／著

映画篇 金城　一紀

栄光へのノーサイド 増田久雄

えいごえほんぞうさんがっこうにいく 村上勉／作

えいごえほんぞうさんのピクニック 村上勉／作

英国一家、日本を食べる マイケル ブース

英国貴族と侍日本 憧れの国・イギリス、豊か

さの国・ニッポン
マークス寿子，池田雅之／著

英語できますか？ 究極の学習法 井上一馬／著

英語で自己紹介 自分を伝える基礎表現から応

用まで
杉浦洋一，俵直子／共著

英語で日記を書いてみる 石原真弓

英語の読み方、味わい方 上田勤，行方昭夫／著

永順花のレッスン 高橋永順

営繕かるかや怪異譚 小野　不由美

英文日本大事典 カラーペディア

影裏 沼田真佑

エヴリシング・フロウズ 津村記久子

えかきあそび 長島克夫／作・絵

絵かきうたあそび 中村まさあき，竹井史郎／作・絵

駅前登山５５コース 東京周辺 紀村朋子／編

駅物語 朱野 帰子

江口美貴　花別・ブライダル演出 江口　美貴

江國香織ヴァラエティ

エゴからエヴァヘ 地球が変わる・人類が変わ

る
船井幸雄／著

エコクラフトで作るかご＆バッグ 小苅米アキ子

エジソン 野村兼嗣／著

エジソン 光瀬竜／著 荻太郎／画

エジソン かたおか徹治

エジプトのミイラ
アリキ・ブランデンバーグ／文と絵 神鳥統夫

／訳

え



エス（Ｓ） 鈴木　光司

ＳＯＳ！時計よとまれ さとうまきこ／作 伊藤良子／絵

ＳＯＳ！なぞのパソコンじゅく さとうまきこ／作 伊藤良子／絵

エスカルゴ兄弟 津原泰水

エスケープ・トレイン 熊谷達也

えぞまつ うけつがれるいのちのひみつ 神沢利子／ぶん 吉田勝彦／え

えっ！糸川英夫が「万葉集」にいどむ 日本人

の脳は万葉である
糸川英夫／著

エッチとなぞの怪盗アンパン 名木田恵子／作 山木うさぎ／画

えっへん！ぼくらのバナーナ号 関屋敏隆／さく・え

絵で見る冠婚葬祭大事典 三省堂編修所　編

絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 西村繁男／絵

エドウィナからの手紙 スーザン・ボナーズ/作　もきかずこ/訳

エドガー・ケイシーの前世 W・H・チャーチ/著　五十嵐康彦/訳

エドガー・ケイシーのリーディング占星術 マーガレット・H・ガモン

江戸時代の神奈川 古絵図でみる風景 神奈川近世史研究会／編

江戸城の宮廷政治 熊本藩細川忠興・忠利父子

の往復書状
山本博文／著

江戸川柳を楽しむ 神田忙人／著

江戸の妖怪一座 青山　邦彦

江戸文人おもしろ史話 杉田幸三／著

えにし屋春秋 あさのあつこ

エネルギーとくらし 崎川範行/監修　長沢光男/著

えのぐあそび 長島克夫／作・絵

江ノ島西浦写真館 三上　延

江の島ねこもり食堂 名取　佐和子

エパミナンダス 東京子ども図書館／編

江原啓之のスピリチュアル子育て 江原　啓之／著

EPITAPH東京 恩田　陸

エビネ 伊藤五彦／著

え



Ｆ１のチャンピオン 高斎正／作 伊藤悌夫／絵

エポケ　ポップコーンのひみつ うもとゆーじ/みぎばやしひろこ

絵本 旅猫リポート 有川 浩

絵本まるコジ　４ ちびまる子ちゃんとコジコジのおもいで さくらももこ

エミリーズ・ゴースト  上
アントワネット・ストッケンバーグ／著 井上

恒代／訳

エミリーズ・ゴースト  下
アントワネット・ストッケンバーグ／著 井上

恒代／訳

エムエス継続捜査ゼミ2 今野敏

えもじ 谷川俊太郎／文 堀内誠一／構成

エリコの丘から Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／著 岡本浜江／訳

エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット/作

エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネット／著 ルース・

クリスマン・ガネット／え

エレクトロニクス工作 自由研究 小学１・２年

生
斎藤賢之輔／著

エレクトロニクス工作 自由研究 小学３・４年

生
斎藤賢之輔／著

エレクトロニクス工作 自由研究 小学５・６年

生
斎藤賢之輔／著

エレジーは流れない 三浦しをん

えをかく 谷川俊太郎/作　長新太/絵

鳶魚江戸学 座談集 朝倉治彦／編

円空を旅する 冨野　治彦

エンジェルズシティ ジョン・グレゴリー・ダン

エンジェルフライト 国際霊柩送還士 佐々 涼子

エンジニア 電気機関車設計の第一人者 斎間亨／著

園児の人気のべんとう入門 斉藤　弘子/編集

園児の人気べんとう入門

炎上フェニックス 池袋ウエストゲートパークXVⅡ 石田衣良

えん人のなぞをおって たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

えんそくバス 中川ひろたか/文　村上康成/絵

エンソくんきしゃにのる スズキコージ／さく

え



円卓 西　加奈子

エンデと語る 作品・半世・世界観 子安美知子／著

炎天 北方謙三／著

炎天夢 東京湾臨海署安積班 今野敏

エンド・オブ・ライフ 佐々涼子

えんとつにのぼったふうちゃん 宮本忠夫／作・絵

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ

えんぴつを作ったのは、ナポレオン！？ 樋口清美／著

えんぴつのはなし 松田憲二／著

えんふねにのって ひがし　ちから

オー！ファーザー a family 伊坂　幸太郎

老～い、どん！　あなたにも７０～９０代

「ヨタヘロ期」がやってくる
樋口恵子

おーいおーい さとうわきこ／さく

老いを創める 日野原重明／著

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

おいしいおとなぁに？ さいとうしのぶ／作

おいしい人間 高峰秀子／著

おいしいハムをさあどうぞ 肉の加工と流通 村田栄一／文

おいしい野草 高森登志夫／え 丸山尚敏／ぶん

お伊勢まいり 新・御宿かわせみ 平岩　弓枝

老い力 佐藤愛子

おいていかないで 筒井頼子／さく 林明子／え

老いてこそ人生 石原慎太郎

老いてなお、こころ愉しく美しく 長岡輝子／著

おいでよ 晴佐久昌英/文　村上康成/絵

老いの楽しみ 沢村貞子／著

老いの福袋　あっぱれ！ころばぬ先の知恵88 樋口恵子

老いの道づれ 二人で歩いた五十年 沢村貞子／著

お

え



老いる勇気　これからの人生をどういきるか 岸見一郎

老いれば自由に死ねばいいのだ 中味の濃い人

生を生きる
三浦朱門／著

黄金仮面 江戸川乱歩／著

黄金の石橋 内田康夫／著

黄金の石橋 内田　康夫

黄金の怪獣 江戸川乱歩／著

黄金の平泉王国　奥州藤原政権の栄華と没落 武光　誠／著

黄金豹 江戸川乱歩／著

王さまうらない大あたり 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまうらない大あたり 寺村輝夫

王さまかいぞくせん ぼくは王さま 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまきえたゆびわ 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまスパイじけん 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまたんけんたい ぼくは王さま 寺村輝夫／著 和歌山静子／絵

王さまたんけんたい 寺村輝夫/作　和歌山静子/画

王さまと九人のきょうだい 中国の民話 君島 久子

王さまなくした時間 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまなくした時間 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまなぜなぜ戦争 寺村輝夫

王さまなぞのピストル 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

おうさまのきもの アンデルセン童話７ 文・山田あおい　絵・長浜　宏

おうさまのくつ ヘレン・ビル

王さまの耳はロバの耳 平田昭吾

王さまの耳はろばの耳 八百板洋子/文　村上康成/絵

王さまのやくそく おぼまこと／作

王さまパトロール ぼくは王さま 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまばんざい 寺村輝夫／著

王さまびっくり ぼくは王さま 寺村輝夫／作 和歌山静子／画

お



王さまめいたんてい ぼくは王さま 寺村輝夫／著 和歌山静子／絵

王さまめいたんてい 寺村輝夫/作　和歌山静子/画

王さまゆめのひまわり 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

王さまレストラン ぼくは王さま 寺村輝夫／作 和歌山静子／画

王さまレストラン 寺村輝夫/作　和歌山静子/画

王さまロボット ぼくは王さま 寺村輝夫／著

王たちの行進 落合信彦／著

おうちで簡単！ビストロスマップ

おうちなので 中川ひろたか/文　１００％オレンジ/絵

おうちを　わけっこ
ジュリア・ドナルドソン／文　リディア・モ

ンクス／　絵　まつかわ　まゆみ／訳

王とサーカス 米澤　穂信

王になろうとした男 伊東 潤

応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 呉座　勇一

往復書簡 湊　かなえ

逢魔 唯川　恵

オウムどろぼう事件 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／〔作〕 蕗沢忠枝／訳

鸚鵡楼の惨劇 真梨  幸子

王　立誠 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　8 王　立誠

おおあたり 畠中　恵

おおあたり 畠中　恵

大当たりズッコケ占い百科 那須正幹／作 前川かずお／絵

おーい雲！ 四季のお天気観察 塚本治弘／著

大泉エッセイ ﾎﾞｸが綴った16年 大泉 洋

大江戸アイデアマン 平賀源内の一生 中井信彦／著

大絵馬集成 日本生活民俗図誌 上 須藤功／著

大絵馬集成 日本生活民俗図誌 下 須藤功／著

おおかみがきた！ イソップ／原作 トニー・ロス／絵

おおかみと７ひきのこやぎ 加藤晃／画 大木純／脚色

お



おおかみと七ひきのこやぎ 平田昭吾

おおかみと七ひきの子やぎ 池田香代子/文　西巻茅子/絵

おおかみと七ひきのこやぎ 宇佐美　興子/文　篠崎　三朗/絵

オオカミにそだてられた子ども 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

おおかみのおうさま 小谷野半二／画 川崎大治／作

狼花 大沢　在昌

大川契り 善人長屋 西條　奈加

大川わたり 1 山本 一力

大川わたり 2 山本 一力

大川わたり 3 山本 一力

大きい１年生と小さな２年生 古田足日/作　中山正美/絵

大きい活字の早引き漢字辞典 旺文社／編

大ギク 岡田正順／著

おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ／画・脚本

おおきくなったら 玉田京子／さく

おおきくなったら　なにに　なる？ フランソワーズ/作　なかがわちひろ/訳

大きくなれ！竜太 平方浩介／さく エム・ナマエ／え

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉／さく・え

おおきなおおきなおおきなかぶ
ヘレン・オクセンバリー／絵 アレクセイ・ト

ルストイ／文

おおきなおおきなねこ せなけいこ

おおきなおおきなぼうし 香山美子／作 上野紀子／絵

おおきなかぶ 佐藤忠良／画 内田莉莎子／再話

おおきなかぶ 佐藤忠良／画 内田莉莎子／再話

おおきな木
シェル・シルヴァスタイン／さくえ ほんだき

んいちろう／やく

大きな機関車ゴードン
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

大きな機関車たち
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

大きなクスノキ 甲斐信枝／作・絵

おおきなテーブルおゆずりします 村山桂子／作 川村みづえ／絵

お



大きな窓のキャンパスで 江藤初生／作 中村景児／絵

大きな夢をタイヤにのせて 人びとのための生

産をねがいつづけた石橋正二郎
桜井信夫／作 高田勲／絵

大声小声もう一声 上坂冬子，曽野綾子／著

大阪弁 前田勇／著

大阪弁の世界 NHK大阪弁プロジェクト編

大相撲ズバリ！ここだけの話 格闘技人生１８

年、俺と相撲とプロレスと
維新力／著

大空にいどんだ人々 市場泰男／著

大空の殺人 アガサ・クリスティ/作　茅野美ど里/訳

おおた慶文の世界 少女の瞳にゆらめく憧れと

ためらいを描く
おおた慶文／著

大どろぼうくまさん ふりやかよこ／作・絵

大どろぼうとおばけのカレーライス 山脇恭／作 草間俊行／絵

大どろぼうとまじょのレストラン 山脇恭／作 草間俊行／絵

大どろぼうホッツェンプロッツ
オトフリート・プロイスラー／作 中村浩三／

訳

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあら

わる
プロイスラー／作 トリップ／絵

大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわ

る
プロイスラー／作 中村浩三／訳

大どろぼうはオムレツせんせい やまわききょう／さく くさまとしゆき／え

大どろぼうはハンバーグ大王 やまわききょう／さく くさまとしゆき／え

オオハクチョウドンキーの空 畑正憲／著

大原御幸 帯に生きた家族の物語 林 真理子

大マジ三人組超キケン！なぞの贈り物に手を

だすな！
島村敬一／作 聖原玲音／画

大マジ三人組ミーコの霊をさがせ 島村敬一／作 聖原玲音／画

大むかしの動物

オオムラサキ 森一彦／著

大村智ものがたり 馬場　錬成

おかあさん 五味太郎

おかあさんへの手紙 山県喬／作 佐野真隆／絵

おかあさんおめでとう 神沢利子／作 井上洋介／絵

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／さく

お



おかあさんがちいさかったとき ひぐちみちこ／著

おかあさんといっしょ 薮内正幸／さく

おかあさんの愛情 子どもの難しい時期を支え

る力
伊藤友宣／著

おかあさんの日記帳 清水達也／作 福田岩緒／絵

おかあさんはえらい！ 東君平／作・絵

お母さん、わたしをすきですか 美雪ちゃんへ

の１２通の手紙
中島信子／作 長谷川知子／絵

おかえし 村山桂子 さく・織茂恭子 え

おかえり５年ぶりの生協の白石さん 白石昌則

おかぐら 脇明子／ぶん 小野かおる／え

岡倉天心 大岡信／著

岡倉天心物語 新井恵美子

おかげさまで生きる 矢作 直樹

おかげさん 相田みつを／著

おかげさん 相田みつを／著

お菓子でつくるメルヘンランド 武藤光子／著

おかしな魔女っこ１年生 浅川じゅん／作 中島きよし／絵

おかしの国へようこそ 新倉みずよ／作 帆足次郎／絵

おかしのほしのくいしんぼう さくらともこ／さく 米山永一／え

お菓子レシピ１０００ 和・洋・中華からデ

ザートまで
グラフ社料理編集部／編

オカネ・モッチャが見つけたしあわせ マドンナ／作　井上　荒野／訳

お金が貯まるのは、どっち！お金に好かれる

人、嫌われる人の法則
菅井　敏之

お金のことでくよくよするな！ 心配しない

と、うまくいく
リチャード・カールソン／著 小沢瑞穂／訳

お金のねうちは何できまる ムロタニ・ツネ象／著

お金のはなし 久保田晃／著

お金の増やし方
難しいことはわかりませんが、お金の増やし

方を教えてください！
山崎　元　　大橋　弘祐

お金物語 清水義範／著

おかのうえのふしぎなき 山本省三／作・絵

丘の上の牧師館 メニム一家の物語ザ・メニム

ズ　５
シルヴィア・ウォー／作 こだまともこ／訳

お



おかの野犬 椋鳩十／著

岡村の今昔 「岡村の今昔」刊行委員会/編

岡山女 岩井志麻子／著

置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

小川は川へ、川は海へ スコット・オデール／作 柳井薫／訳

掟上今日子の家計簿 西尾　維新

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新

掟上今日子の推薦文 西尾　維新

掟上今日子の退職願 西尾　維新

掟上今日子の挑戦状 西尾　維新

掟上今日子の備忘録 西尾 維新

掟上今日子の遺言書 西尾　維新

掟上今日子の旅行記 西尾　維新

沖で待つ 絲山　秋子

沖縄　大人の街歩き１６

沖縄旧海軍司令部壕の軌跡 宮里一夫／編著

お気に入りの孤独 田辺聖子／著

起き姫 口入れ屋のおんな 杉本　章子

尾木ママの「叱らない」子育て論 尾木　直樹

おきよのかんのんさま 岡本文良／ぶん 井上洋介／え

億男 川村 元気

奥様はクレイジーフルーツ 柚木　麻子

奥薗流　手間なし保存＆使い回しで　超ムダ

なし！食べきりレシピ
奥薗　壽子

奥寺康彦の楽しいサッカー 奥寺康彦／著

おくのほそ道 田辺聖子／著

おくのほそ道 岸田恋／まんが

億万ドルの舞台 ｼﾄﾞﾆｨ・シェルダン

小倉遊亀天地の恵みを生きる 百四歳の介護日

誌
小倉寛子／著

お



送り火 高橋弘希

贈りもの ダニエル・スティール／作 天馬竜行／訳

おこだでませんように くすのき　しげのり/作　石井　聖岳/絵

お米のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子／著 永井泰子／絵

お米のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子／著 永井泰子／絵

お米は生きている 自然と人間 富山和子／著

お米は、なぜ食べあきないの？ 山口進／著

おこりじぞう 山口勇子／さく 四国五郎／え

おこりんぼのおーちゃん 瀬名恵子／画 高木あきこ／作

お探し物は図書室まで 青山美智子

おさかないちば 加藤 休ミ

おさじさん 瀬名恵子／画 松谷みよ子／作

おさじさん 東光寺啓／絵 松谷みよ子／作

お察しください イッセー尾形／著

おさむらいさんでござる 安田のり／作

大仏次郎の横浜 福島行一／著

おさるのまいにち いとうひろし／作・絵

おさるのもり いとうひろし

おさんぎつね 若菜珪／画 折口てつお／文

推し、燃ゆ 宇佐美りん

おじいさんとおばけ 瀬名恵子／画 堀尾青史／脚本

おじいさんならできる カナダの絵本 フィービ・ギルマン／作・絵 芦田ルリ／訳

おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン・著　長山さき／訳

おじいさんの机 立松和平／文 鈴木まもる／絵

おじいさんのふしぎないす よねやまえいいち／さく・え

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介/作　長谷川　義史/絵

おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ/作　長野徹/訳

おじいちゃん　わすれないよ ベッチ・ウエステラ/作　野坂悦子/訳

お



おしいれのぼうけん ふるたたるひ　 たばたせいいち

おしいれのぼうけん ぼくたちこどもだ　1 古田たるひ・田畑精一

おしかくさま 谷川直子

オジサンにも言わせろNPO 玉村　豊男

おじぞうさん 田島征三／作

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ

オシッコはなぜ寒い日よく出るの？ 子供の科学編集部／編

おしまいのデート 瀬尾　まいこ

おしゃべり心理学 小西聖子／著

おしゃべりなカーテン 安房直子／さく 河本祥子／え

おしゃべりな毛糸玉 えほんのもり 沢田俊子／作、小泉　るみ子／絵

おしゃべりな毛糸玉 沢田　俊子/作　小泉　るみ子／絵

おしゃまなリリーとおしゃれなバッグ ケビン・ヘンクス／作 いしいむつみ／訳

おしゃれキャット 森はるな／文

おしゃれ泥棒にご用心 ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画

おしゃれなおたまじゃくし 塩田守男／え さくらともこ／ぶん

おしゃれなケーキのケーコさん 末崎茂樹／画 西内ミナミ／作

おしゃれに。男 内館　牧子

おしゃれに。女 内館　牧子

おしゃれに着こなす大人のサマーセーター３

おしゃれの手抜き 理論派スタイリストが伝授 大草　直子

おしょうがつさん 谷川俊太郎／ぶん 大橋歩／え

おしりたんてい トロル

おしりたんてい　あやうしたんていじむしょ トロル/さく・え

おしりたんてい　いせきからのSOS おしりたんてい トロル／さく・え

おしりたんてい　おしりたんていのこい！？ おしりたんてい トロル/作・絵

おしりたんてい　かいとうＶＳたんてい トロル

おしりたんてい　かいとうと　ねらわれた

はなよめ
トロル/さく・え

お



おしりダンディ　ザ・ヤング　おたからはお

れにまかせろ！
おしりダンディアドベンチャー　1

原案・監修/トロル　原作・構成/春原ロビン

ソン　作画/菊地晃弘

おしりダンディ　ザ・ヤング　かいぞくの

おたからを　さがせ！
おしりダンディーアドベンチャー　②

原案・監修トロル　原作・構成春原ロビンソ

ン　作画・きくちあきひろ

おしりたんてい　ププツおおどろぼうあらわ

る
トロル

おしりたんてい　ププッちいさなしょちょう

のだいピンチ
トロル

おしりたんてい　ププッゆきやまのしろいか

いぶつ！？
トロル

おしりたんてい　ププッレインボーダイヤを

さがせ！
トロル

おしりたんてい　みはらしそうのかいじけん トロル／さく・え

おしりたんてい　ラッキーキャットはだれの

てに！
トロル/さく・え

おしりダンディザ・ヤング　おばけやしきの

なぞ
おしりダンディアドベンチャー

トロル/著　はるはらロビンソン/著　きくち

あきひろ/著

おしりたんてい　ププッきえたおべんとうの

なぞ
トロル

オズとにじのくに 平田昭吾

オーストラリア　ブルーガイド　わがまま歩

き１６

オーストラリア歴史の旅 藤川隆男／著

オズのオズマひめ 平田昭吾

オズのまほうつかい 長島克夫／画 岡上鈴江／文

オズのまほうつかい 長島克夫／画 岡上鈴江／文

オズの魔法つかい 平田昭吾

オスメス（男女）の怪 養老　孟司　阿川　佐和子

小津安二郎の芸術  上 佐藤忠男／著

小津安二郎の芸術  下 佐藤忠男／著

おそうざいのヒント３６５日  続々 朝日新聞学芸部／編

おそろしいかようび ヘーゼル・タウンスン／作 トニー・ロス／絵

おそろし　三島屋変調百物語 宮部　みゆき

織田信長 戦乱の世の風雲児 日本の伝記 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

おたふく 山本　一力

オタマジャクシを調べる 古出俊子／著

オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本かずとし／ぶん 畑中富美子／え

お誕生会・？の招待状にキャー！！ うらない

トリオ・キューピッズ
窪田僚／著 鈴木みや／画

お



おたんじょうびケーキ アンマサコ

おたんじょうびにきてください 竹下文子／作 田中四郎／絵

おたんじょうびのエルンスト エリサ・クレヴェン/作　香山美子/訳

おたんじょうびのおくりもの むらやまけいこ／さく やまわきゆりこ／え

おたんじょうびのおくりもの 芭蕉みどり／作・絵

おちこぼれ四人組のホタルウォーズ 谷口憲士／作 黒岩章人／絵

おちゃめなパッティ Ｊ．ウェブスター／作 白木茂／訳

おつきあいの常識百科 困った時すぐ役に立つ

“冠婚葬祭”から“手紙・挨拶”までマナー・エチ

ケットを教えます

生活情報セミナー／編著

おつきさまこんばんは くつくつあるけのほん 林明子／さく

おつきさんのき 長新太／さく

お月さんももいろ 井口文秀／絵 松谷みよ子／作

お月さんはきつねがすき？ 神沢利子／作 井上洋介／絵

おつきみおばけ せな　けいこ

折ってあそぶ 大橋晧也／作 笹川妙子／絵

おっと合点承知之助 つちだのぶこ

夫と妻の元気な老い仕度 近藤富枝／著

夫による共働き夫婦のための十二章 早瀬鑛一／著

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

夫の始末 田中澄江／著

夫のトリセツ 黒川伊保子

おっぱいのひみつ わくわくにんげん 柳生弦一郎／さく

オツベルと象 宮沢賢治／著

オツベルと象 宮沢賢治/作　長谷川義史/絵

オッペルとぞう 油野誠一／画 宮沢賢治／原作

おつまみ横町　すぐにおいしい酒の肴１８５ 瀬尾　幸子

おでかけのまえに 筒井頼子／さく 林明子／え

おてがみ 中川李枝子／さく 中川宗弥／え

おてがみあそび 徳田徳志芸／作・絵

お



おてだまのたね 秋田・向陽幼稚園の実践記録

より
わくわくにんげん 織茂恭子／絵

おてつだいをしたくない日の本 現代児童文学研究会／編

おてつだいねこのこもりうた 竹下文子/作　鈴木まもる/絵

おてつだいロボットおはなしつき 北川幸比古／作 中村景児／絵

おてつだいロボットおはなしつき 北川幸比古／作 中村景児／絵

オデパン 藤本ひとみ

おでんくん　おともだちをたいせつに リリー・フランキー

おとうさん 長島正和／作

おとうさんあそぼう わたなべしげお／ぶん おおともやすお／え

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子

お父さんが話してくれた宇宙の歴史  1 池内了／文 小野かおる／絵

お父さんが話してくれた宇宙の歴史  2 池内了／文 小野かおる／絵

お父さんが話してくれた宇宙の歴史  3 池内了／文 小野かおる／絵

お父さんが話してくれた宇宙の歴史  4 池内了／文 小野かおる／絵

おとうさんとさんぽ にしかわおさむ／ぶん・え

お父さんには言えないこと 清水ちなみ／著

お父さんの足音 岩崎京子／作 山中冬児／絵

おとうさんのえほん 高畠純／作

おとうさんのえほん  その２ 高畠純／作

お父さんのかさはこの子です 山下明生／作 岩村和朗／絵

お父さんの技術が日本を作った！ 「メタルカ

ラー」のエンジニア伝
茂木宏子／著

おとうさんびっくり 広瀬克也／作

おとうさんはえきいんさん 長田光男／文 和田慧子／絵

おとうさんはぎんこういん 長田光男／文 原ゆたか／絵

おとうさんはけいさつかん 長田光男／文 中野耕一／絵

おとうさんはしょうぼうかん 桜本豊己／文 高松良己／絵

おとうさんはプロデューサー 長田光男／文 宮前保彦／絵

お父さんはゆうれいを待っていた 木暮正夫／さく 渡辺有一／え

お



弟 石原慎太郎／著

御伽草子 北畠八穂／編著

おとぎばなしはだいきらい ジャクリーン・ウィルソン

男 柳美里

男というもの 渡辺淳一／著

男ともだち 千早 茜

男の子って、どうしてこうなの？ スティーブ・ビダルフ

男のコラム 辛口ユーモア・コラム４１ マイク・ロイコ／著 井上一馬／訳

男の真剣勝負 津本陽／著

おとこの秘図  1 池波正太郎／著

おとこの秘図  2 池波正太郎／著

おとこの秘図  3 池波正太郎／著

おとこの秘図  4 池波正太郎／著

おとこの秘図  5 池波正太郎／著

おとこの秘図  6 池波正太郎／著

男はいつでも半ズボン アウトドアお父さん奮

戦記
中本賢／著

おとしぶみ ゆりかごをつくるちいさなむし 岡島秀治／ぶん 吉谷昭憲／え

お年寄りの好きなかんたん料理４８０ ある材料で、パパッと

作って、喜ばれる！ホームヘルパー応援ｂｏｏｋ　２
横浜市福祉サービス協会／編

お年寄りの病気を治す安心読本 症状の見方・

治療法・家庭看護・応急手当　図解
大友英一／著

大人が選ぶ神奈川くつろぎ散歩 神奈川ウォーカー／著

オトナ女子の気くばり帳 媚びない　無理しない　さりげない 気くばり調査委員会

大人たちの恋愛論 山口令子／著

大人になるヒント 中沢　けい

おとなになれなかった弟たちに… 米倉斉加年／作

おとなの教養　古典の女たち 瀬戸内　寂聴

大人の見識 新潮新書　237 阿川　弘之

大人の恋力 柴門　ふみ

大人の実力 浅田　次郎

お



大人のための偉人伝  続 木原武一／著

大人の街歩き ４ 東京 パブリッシャーズ

大人の流儀 3 別れる力 伊集院静

大人の流儀９　ひとりで生きる 伊集院静

大人ﾉ流儀 続 伊集院静

大人は泣かないと思っていた 寺地はるな

大人美容 始めること、やめること 地曳　いく子　　山本　浩未

おとな二人の午後 五木寛之／著 塩野七生／著

大人も知らない？ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会

大人養成講座 石原壮一郎／文 ひさうちみちお／絵

おとなりだあれ やすいすえこ／作 わらべきみか／絵

音の晩餐 林望／著

乙女の密告 赤染　晶子

おともだちがほしい 鈴木幸枝／画 中村美佐子／文

お友だちからお願いします 三浦　シオン

囮弁護士 スコット・トゥロー／著 二宮磬／訳

踊る星座 青山七恵

おなかいっぱい食べてもなぜまたすくの？ 子供の科学編集部／編

おなかがヨジヨジわらい話 木暮正夫／文 原ゆたか／絵

おなかグーグー きたむらさとし／絵・文

おなかのすくさんぽ かたやまけん／〔著〕

おなかを切らずに治す　胆石症 山川　達郎／著

おなら どきどきしぜん 長新太／さく

おならばんざい 福田岩緒／作・絵

おならをならしたい 鈴木　のりたけ

おにぎり 平山英三／ぶん 平山和子／え

ｵﾆじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ

オニのきもだめし 岡田よしたか／作

お



鬼の橋 伊藤遊／作 太田大八／画

オニババ化する女たち 三砂ちづる

お庭番吹雪算長  上 津本陽／著

お庭番吹雪算長  下 津本陽／著

おねえさんになるのよ まどころひさこ／作 たざわりえこ／絵

おねえちゃんの子もり歌 赤木由子／さく 遠藤てるよ／え

おねしょのせんせい 正道かほる／作 神山ますみ／絵

オネスティ 石田　衣良

おねだりグウ 梅田千鶴／作・絵

おばあさんのすぷーん 富山妙子／え 神沢利子／作

おばあさんの魂 酒井　順子

おばあさんの漬物 安部ヱミ／著

おばあさんのひこうき・おしゃべりゆわかし

ほか６編
佐藤さとる／著 長崎源之助／〔ほか〕編

おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ パキスタ

ンのむかしばなしより
福井達雨／文 馬嶋純子／絵

おばあちゃんがいるといいのにな 松田素子／作 石倉欣二／絵

おばあちゃん　すごい！ 中川ひろたか/文　村上康成/絵

おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ

おばあちゃんの知恵袋　楽しく節約絵本

１ヵ月３万円を節約！尻手得するアイデア

お料理、掃除と暮らし、洗濯、健康、美容術

おばあちゃんのはねまくら
ローズ・インペイ／文 ロビン・ベル・コー

フィールド／絵

おばあちゃんは落語屋さん 森はな／さく 梶山俊夫／え

おばけえいがのひみつ 名たんていカメラちゃん
ディビッド・アドラー/作　かんどりのぶお/

訳　たるい　しまこ/絵

おばけがぞろぞろ ささきまき／作

おばけがっこう 木村裕一／作 田中四郎／絵

おばけだゾォ～！！ 川上尚子／さく・え

お化け長屋 小中太道／著

おばけにあいたい日の本 現代児童文学研究会／編

おばけになったサンタクロース 相沢るつ子／画 安田浩／作

おばけのスパゲッティ 古川タク／画 小沢正／作

お



おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵

おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやまけん／作・絵

おばけのバーバパパ アネット＝チゾン/作　やましたはるお/訳

お化けの冬ごもり 川端誠

おばけのもりはめいろがいっぱい 長島克夫／作・絵

おばけのゆらとねこのにゃあ ひしいのりこ/作　西川おさむ/画

お化けパソコンレストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松金

みよ子　たかいよしかず/絵

おばけばなし　よみきかせ絵本 千葉　幹夫／編著

オーパーツ　死を招く至宝 蒼井碧

おはなさんの恋 横浜弁天通り一八七五年
ルイ・フランソワ・モーリス・デュバール／

著 村岡正明／訳

お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル

オーバーヒート 千葉雅也

おはようおかえり 近藤史恵

おはよう！おはよう！ かばのこホッペのえほん やすいすえこ／さく しんのめぐみ／え

おはようはなはなマロン 丸山もも子

おひさまときたかぜ 西村繁男／画 川崎大治／脚本

おひさまのおかげです 米山永一／作・絵

おひさまのこども ギリシャ 河内日出夫／作・画 宗方あゆむ／脚色

お日さまはだかんぼ 神沢利子／作 井上洋介／絵

おひさまはらっぱ 中川李枝子／さく 山脇百合子／え

おひさまパン エリサ・クレヴェン／作絵　江國　香織／訳

おひさまもりでよろしくね やすいすえこ／作 秋里信子／絵

おひとりさまの老後 上野　千鶴子

おひなさまをクリーニング きつねのクリーニ

ングや４
黒岩章人／画 三田村信行／作

おひめさまえにっきをかく まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまおたんじょうかいにいく まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまのなぞなぞ 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

お姫さまは自転車にのって 望月博之／作 さかもと瓢作／絵

お



おひゃくしょうのやん
ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょ

うこ／やく

オブ・ラ・ディオブ・ラダ 小路　幸也

御奉行の頭の火照り　物書同心居眠り紋蔵 佐藤　雅美

オフマイク 今野敏

おふろだ、おふろだ！ わたなべしげお/文　おおともやすお/絵

おふろだいすき わらべきみか／作・絵

おふろだいすき 松岡淳子/作　林明子/絵

おふろだいすき 松岡　享子／作　林　明子／絵

おふろだ、おふろだ！ わたなべしげお／ぶん おおともやすお／え

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子／著 岩崎ちひろ／絵

おふろのはなし 神崎宣武，小林稔／著

おふろやさん 西村繁男／作

おへそはどこかなかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん

オペレーションZ(ゼット) 真山仁

おべんとうのえんそく 矢玉四郎／作絵

おべんとうのえんそく 矢玉四郎／作・画

おぼえていてね　アーカイブ星のものが 市川拓司/作　こじまさとみ/絵

おぼえておきたい短歌１００ まんがで学習 萩原昌好／編・著 山口太一／画

おぼえておきたい俳句１００ まんがで学習 小林清之介／編・著 山口太一／画

お星さんが一つでたとうちゃんがかえってく

るで
灰谷健次郎／編 宮崎学／写真

おまえうまそうだな 宮西達也/作・絵

おまえが魔女だ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

おまえさん　下 宮部　みゆき

おまえさん　上 宮部　みゆき

おまえの罪を自白しろ 真保裕一

おまかせ探偵局キャンプの夜にご用心 薫くみこ／著

おまじない 西加奈子

おまたせしました 五味太郎／作

お



おまたせ！ラーメン大統領 神保史郎／作 望月あきら／絵

おまちどうさまハンバーガー 村田栄一／文

御町見役うずら伝右衛門  上 東郷隆／著

御町見役うずら伝右衛門  下 東郷隆／著

御松茸騒動 朝井　まかて

お迎えの迎え方 篠田達明／著

おむすびころりん 安井康二／画 柴野民三／文

おむすびころりん 松谷みよ子／文 いもとようこ／絵

オムニバス 誉田哲也

オムレツ屋へようこそ！ 西村 友里

汚名の広場 北方謙三／著

おめでとう 舟崎克彦／さく 宇野亜喜良／え

おめでとう 川上弘美／著

お面で遊ぶくふう 小関武明／著

思い違いの科学史 青木国夫／〔ほか〕著

思いっきりオペラ 本間公／著

おもいでを食べる虫 高橋昌義／著 井上正治／絵

思い出が消えないうちに 川口俊和

思い出のトランク 岡野薫子／作・絵

思い出はみず色の故郷に 北原白秋・わが心の

詩
西本鶏介／作 藤沢友一／絵

思いわずらうことなく愉しく生きよ 江国香織

思うとおりに歩めばいいのよ ターシャ・テューダー

おもかげ 浅田次郎

母影 尾崎世界観

おもかげ橋 葉室麟

おもしろ科学実験室 小林卓二／著

おもしろクイズきょうしつ  さんすう　１ねん

おもしろクイズ教室  算数　２年

お



おもしろクイズ教室  算数　３年

おもしろクイズ教室  算数　４年

おもしろクイズ教室  算数　６年

おもしろクイズきょうしつ  こくご　１ねん 国語学習研究会／編

おもしろクイズ教室  国語　２年 国語学習研究会／編

おもしろクイズ教室  国語　３年 月館和男／著

おもしろクイズ教室  国語　４年 月館和男／著

おもしろクイズ教室  算数　５年

おもしろクイズ教室  国語　５年 鈴村一成／著

おもしろクイズ教室  国語　６年 江渡大輔／著

おもしろ将棋入門 赤塚不二雄

おもしろメルヘンししゅう 武藤光子／著

おもちゃがきえた！？おもちゃやさん 岡村好文／画 武井直紀／作

おもちゃであそぼう わらべきみか／作・絵

おもちゃの国のノディ　ノディ、いまなん

じ？

エニッド・ブライアント/作　アソル・マクド

ナルド/絵

オモト 榊原八朗／著

思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ

親業完全マニュアル Ｅ..パントリー

お役人の無駄遣い 住田正二／著

親子げんかのすすめ 自立の心理学 秋山さと子／著

親子で楽しむ博物館ガイド 首都圏 ｐａｒｔ

１
科学読物研究会／編

おやじネコは縞模様 群ようこ

おやすみ、ロジャー　魔法のぐっすり絵本 カール＝ヨハン・エリーン

おやすみトプスぼくの恐竜 沢田徳子／作 末崎茂樹／絵

おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく クレ

メント・ハード／え

おやすみなさいコッコさん 片山健／さく・え

おやすみなさいフランシス アメリカの絵本
ラッセル・ホーバン／ぶん ガース・ウィリア

ムズ／え

おやすみなさいメイシーちゃん ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

お



おやすみのまえに  1

おやつ＋おやつーおやつ＝？ 泉啓子／作 今井弓子／絵

おやつですよーっ 佐々木マキ／作

親になれない ルポ・子ども虐待 川名紀美／著

親の「老い」を受け入れる 長尾　和弘　丸尾　多重子

親のこころ 木村　耕一／編・著

おやゆびこぞう 吉野健一／画 市川京子／文

おやゆびひめ 岸田耕造／画 アンデルセン／原作

おやゆびひめ 平田昭吾

おやゆびひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン

お湯がわくとなぜやかんは音をだすの？ 子供の科学編集部／編

泳ぐのに、安全でも　適切でもありません 江国香織

泳ぐ者 青山文平

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子

オランウータンのジプシー　多摩動物公園の

スーパーオランウータン
黒鳥　英俊/著

おらんくの池 山本　一力／著

阿蘭陀西鶴 朝井 まかて

オランダ　ベルギー　ルクセンブルク　ブ

ルーガイド　わがまま歩き３２

おりおりに和暦のあるくらし 旧暦くらし研究会

おりおりのりものずかん 和田由紀夫/監修

おりがみえあそび 寺門保夫／作

おりがみ絵あそび 千野利雄／折紙

折紙おもちゃ つくる！あそぶ！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

折紙ゲーム・パズル つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

オリガミ雑貨ｂｏｏｋ　楽しい、かわいい、

折って使える雑貨たち
小林　一夫／監修

おりがみ全集 156選 親子で楽しむ、暮らしに生かす手の知恵 朝日 勇

おりがみブロック 佐藤芳夫／作

おりこう王さまおとしもの 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

お



折り鶴の子どもたち 原爆症とたたかった佐々

木禎子と級友たち
那須正幹／作 高田三郎／絵

オリビア イアン・ファルコナー／作 谷川俊太郎／訳

オリビアサーカスをすくう イアン・ファルコナー／作 谷川俊太郎／訳

お料理あそび お誕生会やパーティに，ぼくと

わたしの献立作戦
寺門保夫／作・絵

お料理上達道場 おいしさのコツが身につく「これなら

わかる！」注意ポイントつき完全プロセス解説

オリンピア ナチスの森で 沢木耕太郎／著

オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう おばけずかん 斉藤洋/作、宮本えつよし/絵

オール・ユー・ニード・イズ・ラブ 東京バンドワゴン 小路 幸也

オルタネート 加藤シゲアキ

俺が、つくる！世界一の職人が語る仕事の哲

学
岡野　雅行

おれたちの歌をうたえ 呉勝浩

おれたちのマネーゲーム 金銭・社会との関わ

り
関功／著 岡本順／画

オレたち花のバブル組 池井戸 潤

オレたちバブル入行組 池井戸 潤

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木紫乃

おれの絵はこれからだ まんがの巨人・北斎 桜井正信／著

俺はエージェント 大沢在昌

俺は駄目じゃない 山本 甲士

おれはティラノサウルスだ 宮西達也/作・絵

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 菊地ただし／作 篠崎三朗／絵

オレンジの妖精　アンバー デイジー・メドウズ／作　田内　志文／　訳

オーロラを見たよ 坂田おさむ／著

終わった人 内館　牧子

終わらざる夏　下 浅田　次郎

終わらざる夏　上 浅田　次郎

おわらない夏 小澤征良

終りなき祝祭 純文学書下ろし特別作品 辻井喬／著

追われても追われても 高野長英 吉村武／著

お



音楽からの贈り物 和波孝禧／著

飲食男女　おいしい女たち 久世光彦

御社のチャラ男 絲山秋子

恩讐の鎮魂曲 中山　七里

Ｏｎとｏｆｆ 出井伸之／著

女 遠藤周作／著

女絵かきの誕生 丸木俊／著

女が男にふられる時 田村章 MOUNTAIN

女教皇ヨハンナ　下 ドナ・Ｗ.クロス／著　阪田 由美子／訳

女教皇ヨハンナ　上 ドナ・Ｗ.クロス／著　阪田 由美子／訳

女たちは二度遊ぶ 吉田　修一

女ですもの 内田　春菊/よしもと　ばなな

女と男、結婚しても、＜いい関係＞ 「愛」が

長持ちする方法
桜井陽子／著

女のいない男たち 村上春樹

女の子どうしって、ややこしい！ レイチェル・シモンズ

女の子は、明日も。 飛鳥井 千砂

女の子ものがたり 西原理恵子

女のひとを楽にする本 はたちからの生き方レ

シピ
齋藤薫／著

女は賢く妻は可愛く 野村沙知代／著

おんぼろ先生の事件かいけつ 藤田博保／作 茨田茂平／絵

陰陽師 夢枕獏／著

陰陽師　１３太陽 岡野玲子

陰陽師（おんみょうじ）  龍笛ノ巻 夢枕獏／著

陰陽師 蒼こうの巻き 夢枕獏

陰陽師 蛍火ノ巻 夢枕　獏

陰陽師　玉兎ノ巻 夢枕　獏

陰陽師　水龍ノ巻 夢枕獏

陰陽師１０大裳 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

お



陰陽師１１白虎 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師１２天空 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師１騰? 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師２朱雀 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師３六合 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師４勾陣 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師５青龍 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師６貴人 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師７天后 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師9玄武 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

陰陽師８大陰 岡野　玲子　原作／夢枕　獏

おんみょうじ鬼のおっぺけぽー 夢枕　獏

陰陽師　太極の巻 夢枕獏

陰陽師（おんみょうじ）生成り姫 夢枕獏／著

御宿かわせみ横浜慕情 平岩弓枝

オンリーワン都市　横浜 横浜市都市経営局/編

か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる

かあさんぎつね 平田昭吾

母さんの「あおいくま」 コロッケ

かあさんのしっぽっぽ 村中　季衣

母さんの小さかったとき 越智登代子／文 ながたはるみ／絵

かあちゃん 重松　清

かあちゃん取扱説明書 いとうくみ/作　佐藤真紀子/絵

貝

解 堂場瞬一

怪異！魔女と悪魔の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

海外トレッキング入門 日本勤労者山岳連盟海外委員会/編

海外俳句紀行  1 山崎ひさを／著

お

か



海外旅行中国語会話１００場面 絵で見る・お

そどまさこの楽しい
おそどまさこ／編・著

絵画の見方買い方 瀬木慎一／著

貝がらのずかん 奥谷喬司／文 鮎川万／絵

海岸（かいがん） ピエール・ド・ユーゴー/絵　重松えり子訳

開眼活人剣 傑物列伝 えとう乱星／著

怪奇サスペンス全集  1 庄司浅水／著

怪奇サスペンス全集  2 庄司浅水／著

怪奇サスペンス全集  3 庄司浅水／著

怪奇サスペンス全集  4 庄司浅水／著

怪奇サスペンス全集  5 庄司浅水／著

怪奇サスペンス全集 ６　世界の恐怖ゾーン 庄司浅水／著

怪奇四十面相 江戸川乱歩／著

怪奇！幽霊屋敷の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

快挙 白石 一文

海峡 伊集院静／著

かいけつ！トイレざむらい 片平　直樹

かいけつゾロリ　あついぜ！ラーメンたいけ

つ
あついぜ！ラーメンたいけつ 原 ゆたか

かいけつゾロリ　大食いせんしゅけん 大食いせんしゅけん 原 ゆたか

かいけつゾロリ　カレーVSちょうのうりょく カレーVSちょうのうりょく 原 ゆたか

かいけつゾロリ　きょうふのエイリアン 原ゆたか

かいけつゾロリ　じごくりょこう じごくりょこう 原 ゆたか

かいけつゾロリ　チョコレートじょう チョコレートじょう 原 ゆたか

かいけつゾロリ　なぞのスパイオと１００本

のバラ
原ゆたか

かいけつゾロリ　なぞのひこうき なぞのひこうき 原 ゆたか

かいけつゾロリ　メカメカ大さくせん メカメカ大さくせん 原 ゆたか

かいけつゾロリ　イシシ．ノシシ大ピンチ 原　ゆたか

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原ゆたか/さく・え

かいけつゾロリ大ぐいせんしゅけん 原 ゆたか

か



かいけつゾロリ　カレーVS.ちょうのうりょく 原　ゆたか/作・絵

かいけつゾロリ　きょうふのちょうとっきゅ

う
原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリ きょうりゅうのたまご 原 ゆたか

かいけつゾロリぜったいぜつめい 原 ゆたか

かいけつゾロリ　大かいじゅう 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリとなぞのまほう少女 原　ゆたか

かいけつゾロリとまほうのへや 原 ゆたか

かいけつゾロリのおいしい金メダル かいけつゾロリ59 原　ゆたか

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか

かいけつゾロリのきょうふのやかた 原ゆたか

かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのじごくりょこう 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかい

まつり
原ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん 前編 原 ゆたか

かいけつゾロリの大かいじゅう 原ゆたか

かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたか

かいけつゾロリのチョコレートじょう 原 ゆたか

かいけつゾロリのてんごくとじごく 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのてんごくとじごく かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか

かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原 ゆたか

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 原ゆたか

怪傑ｿﾞﾛﾘﾉはちゃめちゃテレビ局 原ゆたか

かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのママだーいすき ポプラポケット文庫　050-5 原　ゆたか／作・絵

かいけつゾロリのめいたんていとうじょう 原ゆたか

かいけつゾロリのめいたんていとうじょう 原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原 ゆたか

か



かいけつゾロリのゆうれいせん ポプラポケット文庫　050-3 原　ゆたか／作・絵

かいけつゾロリのようかい大リーグ 原　ゆたか

かいけつゾロリのようかいえんそく 原ゆたか

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原ゆたか

かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうの

たまご
原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのた

まご
原　ゆたか

かいけつゾロリ　やせるぜ！ダイエット大さ

くせん
原　ゆたか/さく・え

かいけつゾロリロボット大さくせん 原ゆたか

カイコ まゆからまゆまで 岸田功／著

開港150周年横浜　歴史と文化 財団法人　横浜市ふるさと歴史財団

アジアの中の日本史　Ⅱ　外交と戦争 荒野康典，石井正敏，村井章介／編

開国 津本陽／著

介護退職 楡　周平

介錯人 辻堂魁

かいじゅういろごん 高畠ひろき／作・絵

かいじゅうトドラ・トットコ 仲川道子／画 半沢一枝／作

かいじゅうランドセルゴン 大石真／さく 阿部肇／え

（体にいい成分がいっぱい！）海藻を食べる

健康法
西澤　一俊／著

かいぞくゴックン ジョニー・ダドル

海賊とよばれた男 上 百田尚樹

海賊とよばれた男 下 百田尚樹

海賊の表と裏 高野澄／著 ムロタニ・ツネ象／画

海賊ヒゲモジャ大冒険 しばはら・ち／作 田中皓也／絵

かいぞくポケット  1 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  2 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  3 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  4 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  5 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

か



かいぞくポケット  6 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  7 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

かいぞくポケット  8 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

怪談 小池 真理子

海底の魔術師 江戸川乱歩

怪盗アンパン対名探偵ホームラン エッチと怪

盗アンパン
名木田恵子／作 山木うさぎ／画

街道をゆく  42 司馬遼太郎／著

怪盗クイーンの優雅な休暇 はやみねかおる/作　K２商会/絵

怪盗道化師 はやみねかおる／著 楢喜八／絵

怪盗ルパン全集  1 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  2 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  3 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  4 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  5 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  6 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  7 ルブラン／作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  8 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  9 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  10 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  11 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  12 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  13 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  14 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  15 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  16 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  17 ルブラン／作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  18 ルブラン／作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  19 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

か



怪盗ルパン全集  20 ルブラン／作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  21 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  22 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  23 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  24 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  25 ルブラン／著 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  26 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  27 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  28 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  29 ルブラン／原作 南洋一郎／訳

怪盗ルパン全集  30
ルブラン／〔原作〕 ボアロー，ナルスジャッ

ク／著

貝に続く場所にて 石沢麻依

海馬を馴らす ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

海馬の尻尾 荻原浩

恢復する家族 大江健三郎／文 大江ゆかり／画

怪物の木こり 倉井眉介

買い物遊びのくふう 堂本保／著

海洋と漁業 旺文社／編

回廊封鎖 佐々木　譲

会話もメールも英語は３語で伝わります
知的でわかりやすい「やさしい英語を」マス

ター！
中山　裕木子

カインは言わなかった 芦沢央

カウンセリングの話 平木典子／著

果鋭 黒川博行

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 水上美佐雄／作 高橋宏幸／画

帰ってきた鼻まがり 森一歩／さく 藤川秀之／え

かえってきたへんしんトンネル あきやまただし

帰りたかった家（うち） 青木玉／著

かえるちゃんとかばおばさん わたなべゆういち／さく・え

か



かえるちゃんのおつきみ わたなべゆういち／さく・え

かえるちゃんのゆうびん わたなべゆういち／さく・え

かえるとカレーライス 長新太／さく

かえるのいえさがし 石井桃子／さく 川野雅代／さく

かえるのエルタ 中川李枝子／さく 大村百合子／え

かえるの王子さま 伊藤悌夫／画 清水たみ子／文

かえるの王子さま 平田昭吾

カエルの小指　a murder of crows 道尾秀介

かえるのつなひき 儀間比呂志／さくえ

カエルのピング スチュアート・Ａ・ゴールド　伊藤　真／訳

カエルの楽園 百田　尚樹

かえるをのんだととさん 日野十成

火怨 北の燿星アテルイ 上 高橋克彦／著

火怨 北の燿星アテルイ 下 高橋克彦／著

がえん忠臣蔵 羽山信樹／著

邂逅の森 熊谷　達也

かかかかか 五味太郎／作

化学工業の発明発見物語 鉄からプラスチック

まで
大沼正則／編

科学者レイチェル・カーソン 小手鞠るい／著

科学であそぼう  2 　骨ははたらきもの 八杉　貞雄

科学でゲーム・ぜったいできる！ Ｖ．コブ，Ｋ．ダーリング／著 木下友子／訳

科学でゲーム・できっこないさ Ｖ．コブ，Ｋ．ダーリング／著 藤田千枝／訳

化学とくらし 牧野賢治／著

科学とスポーツ ロバート・ガードナー／著 鈴木将／訳

化学の発明発見物語 酸素ガスからナイロンま

で
大沼正則／編

科学発見シリーズ  2 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  3 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  6 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

か



科学発見シリーズ  9 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  11 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  12 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  14 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  16 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  17 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  20 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  10 アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ  8　すい星ってなに？ アイザック・アシモフ／著 竹内均／監訳

科学発見シリーズ　太陽エネルギーって？ アイザック・アシモフ/著　竹内均/監訳

花下に舞う 弥勒シリーズ あさのあつこ

画家の妻たち 沢地久枝／著

加賀百万石 津本陽／著

かがみの国のアリス 平田昭吾

鏡の国のアリスの算数パズル ルイス・キャロ

ル作『鏡の国のアリス』をもとにして
山崎直美／著・訳

かがみの孤城 辻村　深月

かがみの孤城 辻村深月

かがみのなか 恩田 陸

鏡の背面 篠田節子

かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉

輝ける日々 ダニエル・スティール

かがりちゃん 今村葦子／作 伊藤正道／絵

柿くえば鐘が鳴るなり 斉藤孝/編　江口修平/絵

鍵の掛かった男 有栖川　有栖

鍵のかかった部屋 貴志　祐介

鍵のない夢を見る 辻村　深月

かぎばあさんアメリカへいく 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんアメリカへいく 手島悠介／作 岡本颯子／絵

か



かぎばあさんへのひみつの手紙 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんへのひみつの手紙 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのことわざ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのことわざ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのサンタクロース 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのサンタクロース 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんの魔法のかぎ 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんの魔法のかぎ 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのマンガ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんのマンガ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんぼうけんの島へ 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんぼうけんの島へ 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんは名探偵 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎばあさんは名探偵 手島悠介／作 岡本颯子／絵

かぎりなくやさしい花々 星野富弘／著

かくえきていしゃのゆっくりくん 砂田弘／作 篠崎三朗／絵

学園のプリンセスはだあれ？ うらないトリ

オ・キューピッズ
窪田僚／作 鈴木みや／画

学園は天国、テストは地獄 ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画

学習漫画１４　世界の歴史 ワシントンとリンカン

学習まんが人物館　ダイアナ 石井美樹子/監修

学習漫画　世界の伝記　マザー・テレサ　貧

しい人のために生涯をささげた聖女
三上　修平／ｼﾅﾘｵ　高瀬　直子／画

学習漫画世界の歴史 ビルマルクと列強のアフリカ侵略

学習漫画世界の歴史  12 アヘン戦争とシパーヒーの反乱

学習漫画世界の歴史  16

学習漫画世界の歴史１０ ルイ１４世とマリア＝テレジア

学習漫画世界の歴史１０　エリザベス女王と

ルイ十四世

学習漫画世界の歴史１１ 市民革命とナポレオン

学習漫画世界の歴史１３ 産業革命と自由主義

か



学習漫画世界の歴史１３　第一次世界大戦と

ロシア革命

学習漫画世界の歴史１５　ヒトラーと第二次

世界大戦

学習漫画世界の歴史８ 玄奘法師とマルコ＝ポーロ

学習漫画世界の歴史８　ルネサンスと大航海

時代

学習漫画世界の歴史９ ミケランジェロとエリザベス女王

学習漫画世界の歴史９　アメリカの独立と南

北戦争

学習漫画世界の歴史　人物事典

学習漫画世界の歴史　できごと事典

学習漫画中国の歴史  1

学習漫画中国の歴史  2

学習漫画中国の歴史  3

学習漫画中国の歴史  4

学習漫画中国の歴史  5

学習漫画中国の歴史  6

学習漫画中国の歴史  7

学習漫画中国の歴史  8

学習漫画中国の歴史  9

学習漫画中国の歴史  10

学習漫画中国の歴史  別巻

学習漫画　日本の歴史１１　天下統一への道

安土・桃山時代
池上　裕子/監修

学習漫画　日本の歴史１２　江戸幕府ひらく

江戸時代Ⅰ
高埜　利彦/監修

学習漫画　日本の歴史１3　町人たちの世の中

江戸時代Ⅱ
高埜　利彦/監修

学習漫画　日本の歴史１４　ゆらぐ江戸幕府

江戸時代Ⅲ
高埜　利彦/監修

学習漫画　日本の歴史１５　明治維新と近代

日本　明治」時代Ⅰ
海野　福寿/監修

学習漫画　日本の歴史１６　日清・日露の戦

い　明治時代Ⅱ
海野　福寿/監修

学習漫画　日本の歴史１７　大正デモクラ

シー　大正時代
松尾　尊兊/監修

学習漫画　日本の歴史１８　アジア太平洋戦

争　昭和時代Ⅰ
松尾　尊兊/監修

学習漫画　日本の歴史１９　戦後日本のあゆ

み　昭和時代Ⅱ
松尾　尊兊/監修

か



学習漫画　日本の歴史２０　新しい國際社会

と日本　昭和時代Ⅲ・平成時代
木村　尚三郎/監修

学習漫画　日本の歴史２　イネと国づくり

弥生時代・古墳時代Ⅰ
岡村　道雄/監修

学習漫画 日本の歴史３　大和政権と飛鳥　古

墳時代Ⅱ・飛鳥時代
吉村　武彦/監修

学習漫画　日本の歴史４　花さく奈良の都

奈良時代
吉村　武彦/監修

学習漫画　日本の歴史５　さかえる平安の貴

族　平安時代Ⅰ
吉村　武彦/監修

学習漫画　日本の歴史６　院政と武士の登場

平安時代Ⅱ
入間田　宣夫

学習漫画　日本の歴史７　鎌倉幕府の成立

鎌倉時代
入間田　宣夫/監修

学習漫画　日本の歴史８　南北朝の争い　南

北朝時代・室町時代Ⅰ
入間田　宣夫/監修

学習漫画　日本の歴史９　室町幕府と一揆の

世　室町時代Ⅱ
池上　裕子/監修

確証 今野敏

格闘 髙樹のぶ子

学年ビリのギャルが一年で偏差値を40上げて

慶応大学に現役合格した話
坪田　信貴

岳飛伝 三霊の章 北方謙三

岳飛伝　１５　昭影の章 北方　謙三

岳飛伝　十 北方　謙三

岳飛伝　十七 星斗の章 北方　謙三

岳飛伝　十二 飄風の章 北方　謙三

岳飛伝　十六 戎旌の章 北方　謙三

岳飛伝 11 烽燧の章 北方 謙三

岳飛伝13 蒼波の章 北方　謙三

岳飛伝　２ 飛流の章 北方　謙三

岳飛伝３ 嘶鳴の章 北方　謙三

岳飛伝 ６ 転遠の章 北方謙三

岳飛伝 七 懸軍の章 北方 謙三

岳秘伝８ 龍蟠の章 北方 謙三

岳飛伝 九 暁角の章 北方 謙三

岳飛伝 五 紅星の章 北方 謙三

岳飛伝十四 撃撞の章 北方　謙三

か



岳飛伝 四 日暈の章 北方 謙三

かぐやひめ 松谷みよ子／文 伊勢英子／絵

かぐやひめ 岩本圭永子／画 福島のり子／文

かぐやひめ 平田昭吾

学力の経済学 中室　牧子

かくれぼっちであそぼ ましませつこ／著

かくれんぼ 瀬名恵子／画・脚本

かげ絵あそび 中村まさあき／作・絵

かげえ歌麿 高橋 克彦

影男 江戸川乱歩／著

駆けこみ交番 乃南アサ

崖の上のポニョ 宮崎　駿

影の中の影 Black Shadow in the Dark 月村　了衛

かげのひこうき 五味 太郎

かげ　プチしぜんのえほん１１ 岩間　史朗・草野　慎二・南郷　敏彦/撮影

陰踏み鬼　新撰組篠原泰之進日録 葉室　麟

かげまる 矢部美智代　作/狩野富貴子　絵

影よさらば 北原宗積／作 金坂▼BABE▲子／絵

カケラ 湊かなえ

翳りゆく夏 赤井三尋

駆ける少年 鷺沢萠／著

KAGEROU 齋藤　智裕

カゲロウのけっこんしき 太田英博／さく 井上正治／え

陽炎の門 葉室 麟

カゲロボ 木皿泉

かげはどうして黒いか知ってる？ 子供の科学／編

かこさとしあそびの大宇宙  1 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  2 かこさとし／絵と文

か



かこさとしあそびの大宇宙  3 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  4 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  5 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  6 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  7 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  8 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  9 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大宇宙  10 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  1 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  2 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  3 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  4 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  5 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  6 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  8 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  7 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  9 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大星雲  10 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  1 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  2 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  3 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  4 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  5 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  6 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  7 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  8 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  9 かこさとし／絵と文

かこさとしあそびの大惑星  10 かこさとし／絵と文

か



かこ・さとしかがくの本  3 かこさとし／著

かこさとし・ほしのほん  1 かこさとし／著

籠の鸚鵡 辻原　登

かさ 松野正子／さく 原田治／え

カザアナ 森絵都

かささしてあげるね にしまきかやこ／え はせがわせつこ／ぶん

かさじぞう 箕田源二郎／画 長崎源之助／文

かさじぞう 瀬田貞二／再話 赤羽末吉／画

風花 川上　弘美

風花帖 葉室

かさぶたくん わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう／さく

風間教場 長岡弘樹

かさもっておむかえ 長新太／絵 征矢清／作

火山は生きている 青木章

かじだ、しゅつどう 山本忠敬／さく

家事の花道 きれいに暮らす１２ヵ月 近藤　典子

火車 宮部みゆき／著

カジュアル・ベイカンシー J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ

カジュアル・ベイカンシー２ J.K.ローリング

かしわばやしの夜 宮沢賢治／文 佐藤国男／画

春日局 徳川家光をささえた偉大な女性 日本の伝記 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

かすていら 僕と親父の一番長い日 さだまさし

かずのえほん１・２・３ 五味太郎／作

数の不思議・色の謎 日本文化の記号を読み解

く
北沢方邦／著

かずのほん まついのりこ／ぶん・え

霞町物語 浅田次郎／著

火星に住むつもりかい？ 伊坂　幸太郎

風をつむぐ少年 ポール・フライシュマン／著 片岡しのぶ／訳

か



風を見た少年 Ｃ．Ｗ．ニコル／著

風かおる 葉室　麟

風が強く吹いている 三浦　しをん

風が吹いたり、花が散ったり 朝倉宏景

風が見ていた　下 岸恵子

風が見ていた　上 岸恵子

化石・岩石

風聞き草墓標 諸田　玲子

化石はなぜおもしろい 馬場勝良／著 岩永昭子／絵

稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか 亀田　潤一郎

風とあそぶ 新坂和男／文・え

風と共に去りぬ
マーガレット・ミッチェル／〔著〕 大久保康

雄，竹内道之助／訳

風と共にゆとりぬ 朝井リョウ

風に舞いあがるビニールシート 森　絵都

風に向かって生きた女たち 高齢化社会をよくする女性の会／編

風の絵師１　宮廷絵師への道 イ・ジョンミン/著　米津　篤八/訳

風の絵師２　運命の絵画対決 イ・ジョンミョン/著　米津　篤八

風の谷のナウシカ　上　徳間アニメ絵本１ 宮崎　駿/著

風の谷のナウシカ　下　徳間アニメ絵本２ 宮崎　駿/著

風の旅人 山頭火－句と版画 小崎侃／画 村上護／編

かぜのでんしゃ 谷内こうた

かぜのでんわ いもと ようこ

かぜのひのおはなし かこさとし／さく

風のベーコンサンド 高原カフェ日誌 柴田　よしき

風の墓碑銘 エピタフ 乃南　アサ

風の盆幻想 内田　康夫

風の又三郎

風の向こうに 安部譲二／著

か



風の行方  上 佐藤愛子／著

風の行方  下 佐藤愛子／著

風のように母のたより 渡辺淳一著

かぜひいちゃったサンタさん 手島悠介／作 奈良坂智子／絵

かぜひいちゃったサンタさん 手島悠介／作 奈良坂智子／絵

かぜひきごっこ 宮川ひろ／作 土田義晴／絵

風よあらしよ 村山由佳

風は西から 村山由佳

風をおいかけて海へ 高森　千穂/作　なみへい/絵

風を?う あさの　あつこ

かぞえきれない星の、その次の星 重松清

かぞえて　ごらん 結城嘉徳

家族依存症 仕事中毒から過食まで 斎藤学／著

家族が壊れるとき 福島章／著

家族シアター 辻村 深月

家族シネマ 柳美里／著

家族じまい 桜木紫乃

家族写真 萩原 浩

家族って何だろう 岡上鈴江

「家族」という名の孤独 斎藤学／著

家族という病 下重　暁子

家族の健康を守る「水」 イオン水健康実践会/著　篠原秀隆/監修

家族のなかの私 尽す喜び尽される喜び 海老名香葉子／著

家族の悪知恵 西原 理恵子

家族力 山本一力／著

ガソリン生活 伊坂 幸太郎

片岡　聡 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　1 片岡　聡

片桐義子の花日記 片桐義子

か



肩ごしの恋人 唯川恵／著

かたち 五味太郎／作

片付け＆捨て方 日経ホームマガジン

かたづの 中島　京子

片耳の大シカ 椋鳩十／著

語り続けろ、届くまで 大沢　在昌

かちかち山 平田昭吾

かちかちやま 遠竹弘幸／画 西本鶏介／文

かちかちやま 平田　昭吾

かちかちやま　したきりすずめ 松谷みよ子/文　井上洋介/絵

家畜のはなし 正田陽一／著

勝ち逃げの女王 垣根涼介

がちゃがちゃどんどん 元永定正／さく

「課長島耕作」究極の謎 ビジネスマン行動心理研究クラブ／著

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作 松岡享子／訳

勝海舟 神谷次郎／著

学研えほん館　アンデルセン童話１　おやゆ

びひめ
後藤　楢根/文　田中　恒子/絵

学研えほん館　アンデルセン童話２　おとう

さんはすてき
貞弘　朱美/文　むかい　ながまさ/絵

学研えほん館　アンデルセン童話３　いつつ

のえんどうまめ
藤田　千津/文　宮本　忠夫/絵

学研えほん館　アンデルセン童話４　ののは

くちょう
小山　勇/文　篠崎　三朗/絵

学研えほん館　アンデルセン童話５　にん

ぎょひめ
松浦　とも子/文　狩野　富貴子/絵

学研えほん館　アンデルセン童話６　ゆきの

じょおう
村島　てる子/文　中村　景児/絵

学校一のいたずらっ子エリザベス E・ブライトン/作　村野杏/訳　山田千鶴子

がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子　作/市居　みか　絵

がっこうだってどきどきしてる
アダム・レックス／文　クリスチャン・ロビ

ンソン／絵　なかがわちひろ／訳

学校って、なんだろう 産経新聞「じゅく～る」取材班／著

学校で泣いたことある？ 末吉暁子／作 宮本忠夫／絵

学校では教えないハイテク素子 奥沢清吉，奥沢煕／著

か



がっこうにまじょがいた！？ Ｍ．シャーマット／作 もき・かずこ／訳

学校の怪談のなぞ 日本児童文学者協会／編

カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾/著

学校崩壊 河上亮一／著

カッコよく生きるには？ 自己表現の心理学 秋山さと子／他著

合唱　岬洋介の帰還 中山七里

合唱　岬洋介の帰還 中山七里

「週刊金曜日」別冊ブックレット②　買って

はいけない
船瀬　俊介・他／著

活動写真の女 浅田次郎／著

カットバック　警視庁FCⅡ 今野敏

勝つ日本（にっぽん） 石原慎太郎／〔述〕 田原総一朗／〔述〕

カッパの三平 アニメ版 水木しげる／原作

かっぱの話・魔法 坪田譲治／著 北島新平／絵

勝間式超ロジカル家事 勝間　和代

家庭教室 伊東歌詞太郎

家庭で作れるチャングムの韓国宮廷料理 ハン・ボｸリョ

家庭でできる特効大豆健康法 食品健康活用研究会／編

家庭でできる特効ニンニク健康法 食品健康活用研究会／編

家庭でできる特効ヨモギ健康法 食品健康活用研究会／編

家庭の名医　ドクダミ健康法 鍵和田　和男／監修

火天の城 山本兼一

かとおもったら いしばし　ひろやす

カード師 中村文則

金岡秀友選集  第１巻 金岡秀友／著

金岡秀友選集  第２巻 金岡秀友／著

金岡秀友選集  第３巻 金岡秀友／著

金岡秀友選集  第４巻 金岡秀友／著

金岡秀友選集  第５巻 金岡秀友／著

か



金岡秀友選集  第６巻 金岡秀友／著

かながわ１００選　私の散歩道 朝日新聞横浜総局/編

神奈川県高等学校野球９０周年記念誌「球

音」

神奈川県植物誌  2001 神奈川県植物誌調査会／編

神奈川県の戦争遺跡 神奈川県歴史教育者協議会/編

神奈川県の山 広島三朗／〔ほか〕著

神奈川さわやか散歩 ホリデー 山と渓谷社／編集

神奈川四季花の名所めぐり ブルーガイド編集部／編集

神奈川のうまい蕎麦６４選 そばったけの会編

かながわの伝説散歩 萩坂昇／著

神奈川の東海道 時空を越えた道への旅 （上）

神奈川の東海道 時空を越えた道への旅 （上）

神奈川の東海道 遥かな時代の道の賑わい

（下）

神奈川ぶらりいウォーキング 読んで、歩い

て、見て知るかながわ 3
小林伸男／編

神奈川ぶらりいウォーキング  1 小林伸夫／編

神奈川ぶらりいウォーキング  2 小林伸男／編

神奈川ぶらりいウォーキング 読んで、歩い

て、見て知るかながわ 4
小林伸男／編

神奈川ぶらりいウォーキング　川崎編 小林伸男

かながわ・ゆめ国体横浜市写真集 市民活動の

記録

悲しい日本人 田麗玉／著 金学文／訳

かなたの子 角田　光代

カナダ　ブルーガイド　わがまま歩き７

かならず折れるおりがみ  2

かならず折れるおりがみ  1

かならずみつかる！昆虫ナビずかん 松原巖樹　他

必ずやせる10箇条　一家に一冊よくわかる医

学の知識の本
橋詰　直孝／著

カニツンツン 金関寿夫／ぶん 元永定正／え

金儲け実践ガイド 独立開業　独立サイドビジ

ネス最新情報　少資金で成功を呼ぶマネー

アップ作戦

独立ビジネス取材班／著

か



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

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目　学/著

彼女たちの場合は 江國香織

彼女に関する十二章 中島　京子

がばいばあちゃんの手紙 島田　洋七

かばくん 岸田衿子／作 中谷千代子／え

かばくんとクレヨン コンドウ アキ

かばくんのふね 岸田衿子 作・中谷千代子 絵

かばのさかだち　あいうえお よしだていいち/作　わかやまけん/絵

かばのビクトール
ギ・クーンハイエ／作 マリー＝ジョゼ・サク

レ／絵

かばんうりのガラゴ 島田ゆか

カビは地球のそうじ係ってホント？ 子供の科学／編

カブキ・ハンドブック 渡辺保／〔ほか〕編著

歌舞伎町ゲノム 誉田哲也

歌舞伎町ダムド 誉田 哲也

カブキ１０１物語 渡辺保／編

歌舞伎名作物語 守随憲治／編著

かぶさんとんだ 五味太郎／作

カブトエビの寒い夏 谷本雄治／文 岡本順／絵

カブトガニ少年団 中島ヒロ子／作 中村まさあき／絵

カブトムシ 岸田功／著

カブトムシ昆虫飼育日記 荻野昭／著

かぶとむしサーカスだん 矢玉四郎／作・絵

かぶとむしサーカスだん 矢玉四郎

カブールの園 宮内　悠介

壁を破って進め 私記ロッキード事件 上 堀田力／著

壁を破って進め 私記ロッキード事件 下 堀田力／著

壁の男 貫井　徳郎

か



かべのむこうになにがある？ ブリッタ･テッケントラップ/作　風木一人/訳

カボちゃんのえんそく 高山　栄子

カボちゃんのおおそうじ 高山栄子

カボちゃんのかくれんぼ 高山栄子/作　武田美穂/絵

カボチャンのひっこし！？ 高山　栄子

カボちゃんのプリン 高山　栄子

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

カマキリくん タダサトシ／作

カマキリのかんさつ 栗林慧／著

かまきりのちょん 得田之久／さくえ

鎌倉海と山のある暮らし 安西篤子／著 沢田重隆／絵

鎌倉を歩く

鎌倉史の謎 隠蔽された開幕前史 相原精次／著

鎌倉 湘南 大人の街歩き6

鎌倉謎とき散歩 古寺伝説と史都のロマンを訪

ねて
湯本和夫／著

かまくらの尼将軍 北条政子 真鍋和子／著

鎌倉武士 鎌倉時代 森克己／著

鎌倉ぶらり一日旅 福地義彦

鎌倉・歴史の散歩道 中世の香りを残す古都を

歩く

神（カムイ）の涙 馳星周

噛みあわない会話と、ある過去について 辻村深月

神坐す山の物語 浅田 次郎

カミカゼ 永瀬　隼介

神風特攻隊 冨永謙吾/監修　安延多計夫

神々の山嶺（いただき）  上 夢枕獏／著

神々の山嶺（いただき）  下 夢枕獏／著

神々の指紋 ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾊﾝｺｯｸ

神々の世界　下 グラハム・ハンコック

か



神々の世界　上 グラハム・ハンコック

神が忘れた町 ロス・トーマス／著 藤本和子／訳

紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田年

カミキリムシ 岸田功／著

紙コップであそぶ 木村研／作 岸本眞弓／絵

かみコップでつくろう よしだきみまろ／さく

かみコップのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

かみさまへのあたらしいてがみ 谷川俊太郎／訳 葉祥明／絵

神様が降りてくる 白川　道

神さまたちのいた街で 早見和真

かみさまにあいたい 当原珠樹/作　酒井以/絵

神様のカルテ 夏川　草介

神様のカルテ　〇 夏川　草介

神様のカルテ2 夏川草介

神様のカルテ　３ 夏川　草介

神様の女房 高橋　誠之助

神様のボート 江國香織／著

カミサマはそういない 深緑野分

神様は風来坊 伊集院静／著

かみざらのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

かみしばい　みんなでえんそく 関七美/脚色　いもとようこ/画

かみであそぼうきる・おる こすぎけいこ／さく

かみでつくるどうぶつ どうぶつ・にんぎょう

のつくりかた
中原恭子／著 長島克夫／絵

神と歌の物語　新訳　古事記 尾崎　左永子

かみとはさみでだましっこ 佐伯俊男／著

かみなり　プチしぜんのえほん７ 山本　省三/絵

紙ねんどあそび 村上幸雄／著

紙ねんどでつくる ねもといさむ／著

か



神の悪手 芦沢央

神の一滴 純米吟醸小説 桜木廂夫／著

神の子   下 薬丸  岳

神の子  上 薬丸 岳

紙の月 角田　光代

神の値段 一色　さゆり

神の発見 五木寛之・森一弘

紙のはなし 松岡淳一／著

神の吹かす風  上 シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行／訳

神の吹かす風  下 シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行／訳

紙はんがあそび かわはらえみこ／作・絵

かみひこうき 林明子／絵 小林実／文

紙飛行機をとばそう 吉田辰男／著

神よ憐れみたまえ 小池真理子

カミング・プレイグ ローリー・ギャレット

カミング・プレイグ　　下 ローリー・ギャレット

神去なあなあ日常 三浦　しをん

神去なあなあ夜話 三浦しおん

カメを飼ってみよう 内田至／著 田沢梨枝子／絵

かめのてもしー いもとようこ／画 前田三恵子／作

カメヤマカメタの一がっき 舟崎克彦／作 南家こうじ／絵

カメヤマカメタのうんどうかい ふなざきよしひこ／さく なんけこうじ／え

カメラマン レンズの向こうはワンダーランド 青柳陽一／著

仮面と信仰 中村保雄／著

仮面と信仰 中村保雄／著

仮面の恐怖王 江戸川乱歩／著

仮面ライダー　コレクション すずきいおり/企画

仮面同窓会 雫井 脩介

か



蒲生邸事件 宮部みゆき／著

蚊も時計を持っている 千葉喜彦／著

かもとりごんべえ 平田昭吾

カモのきょうだいクリとコマ なかがわ　ちひろ

カモの友情 椋鳩十／著

カモメがおそう島 巨大石像物語 ロベルト・ピウミーニ／作 高畠恵美子／訳

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

かやねずみのおかあさん つちだいさむ／作・絵

カユイカユイ たぬきせんせいのびょうきのほ

ん
わくわくにんげん 毛利子来／ぶん なかのひろたか／え

火曜日には火の用心 板倉聖宣／著

がらくた 江國　香織

がらくたとあそぶ 菅原道彦／文・え

ガラス器を楽しむ きらめきと透明感の世界へ

のいざない
監修・岡本文一

ガラスのうさぎ 髙木敏子

ガラスの海を渡る舟 寺地はるな

ガラスの壁のむこうがわ せいのあつこ

カラスのくらし 菅原光二／著

ガラスの城壁 神永学

硝子の太陽Ｎ　ノワール 誉田　哲也

硝子の太陽Ｒ　ルージュ 誉田　哲也

ガラスの蝶 森英恵／著

硝子の塔 アイラ・レヴィン／著 中田耕治／訳

硝子の塔の殺人 知念実希人

硝子の鳥 新堂　冬樹

ガラスのはなし 由水常雄／著

カラスのはねはなぜくろい？ ギリシャ神話 きよしげのぶゆき／画 東川洋子／脚色

からだがわかる本 福生吉裕

からたちの花 北原白秋／ほか著 岸田耕造／絵

か



からだっていいな 山本直英／さく 片山健／さく〔え〕

細胞で考える 知性の彼方に“自在の人生”があ

る
西野皓三／著

からだ　プチしぜんのえほん１ せべ　まさゆき/絵

「体を温める」と病気は必ず治る 石原結實

ガラパゴス　下 相場　英雄

ガラパゴス　上 相場　英雄

カラフル 森絵都／作

カラマーゾフの妹 高野　史緒

カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー／著　亀山　郁夫／訳

カリスマ  上 新堂冬樹／著

カリスマ  下 新堂冬樹／著

カリスマ受験講師細野真宏の経済ニュースが

よくわかる本　日本経済編
細野　真宏／著

かりそめ 渡辺淳一／著

仮寝 中沢けい／著

ガリバーのぼうけん 平田昭吾

ガリバー旅行記 輪島清隆／画 スウィフト／作

カリブの失楽園
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

假屋崎省吾の百花繚乱 假屋崎省吾

臥龍 横浜みなとみらい署暴対係 今野　敏

下流社会　新たな階層集団の出現 三浦　展／著

下流の宴 林　真理子

下流老人 一億総老後崩壊の衝撃 藤田　孝典

ガリレオ・ガリレイ 「それでも地球は動く」

といった物理学の父
世界の伝記 堀ノ内雅一／シナリオ 熊谷さとし／漫画

ガリレオの苦悩 東野　圭吾

カリンどうぶつえんへいく 相馬ゆみ／作

カルアシ・チミーのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／訳

カルガモゆうらんせん もとやすけいじ

カルテに書かなかったこと 井久保伊登子／著

か



カルメ焼きはなぜふくらむ 二酸化炭素の実験 高梨賢英／著 永井泰子／絵

カレイドスコープの箱庭 海堂尊

カレーをたべたい日の本 現代児童文学研究会／編

彼が通る不思議なコースを私も 白石 一文

枯れてたまるか！ 嵐山光三郎

カレーライスがにげだした しばはらち／作絵

カレーライスがにげだした しばはらち／画・文

カレーライスは王さまだ 村田栄一／文

彼らの流儀 沢木耕太郎／著

カーロ、せかいを　かぞえる ジェニカ・スパニョ－ル/作

カーロ、　せかいを　よむ ジェシカ・スパニョール　アーサー・

『ガロ』を築いた人々 マンガ３０年私史 権藤晋／著

かわ 加古里子／作・画

かわいいこねこをもらってください なりゆき　わかこ/作　垂石　眞子/絵

かわいい手づくり動物雑貨

「かわいい」のちから　実験で探るその心理 入戸野宏

可愛いベイビー 五十嵐 貴久

かわいいめんどり イギリスとタジクの民話か

ら
木島始／さく 羽根節子／え

かわいそうだね？ 綿矢　りさ

河井継之助を支えた男 長岡藩勘定頭村松忠治

右衛門
立石優／著

河合隼雄著作集　「日本人」という病 河合隼雄

河合隼雄著作集　多層化するライフサイクル 河合隼雄

河合隼雄著作集　物語と現実 河合隼雄

河合隼雄著作集　臨床教育学 河合隼雄

かわうそ お江戸恋語り。 あさの あつこ

川づり 渓流づりからルアーづりまで魚種別に

図解！

かわたれどき 畠中恵

川とさかなたち 三芳悌吉／ぶん・え

か



川の深さは 福井晴敏／著

変半身 村田沙耶香

変わるお葬式、消えるお墓 小谷　みどり

変わる力 セブンーイレブン的思考法 鈴木 敏文

川は生きている 自然と人間 富山和子／著

川はどこからながれてくるの
トマス＝ロッカー／さく みのうらまりこ／や

く

考え方 人生・仕事の結果が変わる 稲盛　和夫

考えない台所 髙木　ゑみ

かんがえる工作 ３年生・４年生 公楽工暉／著

カンガとルー森にくる
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード／

え

かんかん虫は唄う 吉川英治／著

歓喜の仔　下 天童　荒太

歓喜の仔　上 天童　荒太

勘九郎とはずがたり 中村勘九郎／著

勘九郎ひとりがたり 中村屋歳時記 中村勘九郎／著

がん研究の最前線 田沢健次郎，溝江昌吾／著

韓国済州島 日韓をむすぶ東シナ海の要石 高野史男／著

韓国ドラマガイド　宮廷女官　チャングムの

誓い　後編
木嵜　正弘／編集

韓国ドラマガイド　宮廷女官　チャングムの

誓い　前編
木嵜　正弘／編集

韓国の美をたどる旅 ぺ・ヨンジュン

韓国　ブルーガイド　わがまま歩き５

韓国ふるさと街道をゆく 康煕奉／著

韓国昔ばなし　下 徐正五/再話 仲村修/訳　朴民宣/絵

韓国昔ばなし　上 徐正五/再話　仲村修/訳　朴民宣/絵

看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島すがも

看護婦 この道一筋、自立する女性の夢と仕事 宮内美紗子／著

看護婦さん 片瀬典子／写真 山田桂子／文

看護婦さん、ありがとう ８５万人のナイチン

ゲールへの応援歌　体験記
全国老人福祉助成会・文化事業部／編

か



冠婚葬祭百科

関西弁探検 河内厚郎対談集 河内厚郎／著

がん細胞の誕生 人は何故がんになるのか 黒木登志夫／著

かんさつとしいく図鑑  3 清水潔，斎藤君子／構成

かんさつとしいく図鑑  1 清水潔，斎藤君子／構成

かんさつとしいく図鑑  2 清水潔，斎藤君子／構成

かんさつとしいく図鑑  5 清水潔，斎藤君子／構成

かんさつとしいく図鑑  6 清水潔，斉藤君子／構成

ガンジー 魂はわれわれとともに キャスリン・スピンク／作 長井裕美子／訳

ガンジー 辛島昇／著 小原拓也／画

ガンジー インドを独立にみちびき、非暴力に

よって世界を変えた人
マイケル・ニコルソン／著 坂崎麻子／訳

漢詩歳時記 渡部英喜／著

かん字じてん一年生 まんがで学習 おのつよし／著

漢字事典五年生 まんがで学習 田代しんたろう／著

漢字じてん三年生 まんがで学習 北山竜／著

かん字じてん二年生 まんがで学習 おのつよし／著

漢字事典四年生 まんがで学習 北山竜／著

漢字事典六年生 まんがで学習 竹中らんこ／著

幹事のアッコちゃん 柚木　麻子

漢詩のこころ 石川忠久／著

漢字の話  上 藤堂明保／著

漢字の話  下 藤堂明保／著

かんじのぼうけん2 五味太郎

かんじのぼうけん1 五味太郎

かんじのぼうけん ３ きへん 五味太郎

かんじのぼうけん ４ てへん 五味太郎

漢字の本 唱えておぼえる ２年生 下村昇／著 松井紀子／絵

漢字の本 唱えておぼえる １年生 下村昇／著 松井紀子／絵

か



患者よ、お前がいなくなって淋しくてたまら

ない
伊集院 静

患者よ、がんと闘うな 近藤誠／著

看守の流儀 城山真一

看守眼 横山秀夫

感情的にならない気持ちの整理術 和田秀樹

がん消滅の罠　完全寛解の謎 岩木　一麻

かんすけさんとふしぎな自転車 松野正子／作 津田櫓冬／絵

がん専門医よ、真実を語れ 近藤誠／編著

肝臓が気になる人の食卓 戸田剛太郎／監修 荒牧麻子／監修

がん体験 「がん患者・家族の語らいの集い」

からのメッセージ
仏教ホスピスの会／編

かんたん！読書感想文 工藤順一

かんたん！読書感想文 工藤順一

簡単！びっくり！炊飯器クッキング 江原礼子

簡単気功　一日のレシピ 鵜沼宏樹

官邸襲撃 高嶋哲夫

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾哲男

感動を横浜から世界へ 決勝戦の舞台～Ｔｈｅ　ｃｉｔｙ　ｏｆ

ｔｈｅ　ｆｉｎａｌ　２００２　ＦＩＦＡワールドカップＴＭ

横浜開催の記録

完盗オンサイト 玖村　まゆみ

がんとたたかう子どもたち １日１日を精いっ

ぱい生きる

トーマス＝ベリイマン／写真・文 石井登志子

／訳

がんと闘ったスターたち 肥留間正明／著

ガン特効薬魔法の弾丸への道 宮田親平／著

がんと向き合って 上野創／著

ガンに勝った 鹿野覚

カンノンチク・シュロチク 池部和夫，西良祐／著

完本 うらやましい死に方 五木 寛之

がんばらない健康法　「７悪３善１コウモ

リ」
鎌田　實

がんばりやの機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

がんばれアヌーラ ながよしかよ／画 中川志郎／作

か



がんばれウルトラジロちゃん やすいすえこ／作 田中四郎／絵

がんばれ機関車トーマス
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

がんばれっていわないで 藤田千津／作 長谷川知子／絵

がんばれ！デメキン 岸武雄／作 福田岩緒／絵

がんばれはぶらしハーマン 木村裕一／作 田中四郎／絵

がんばれヘンリーくん クリアリー／作 松岡享子／訳

がんばれ！盲導犬サーブ ほんとうにあったお

話
手島悠介／文 清水勝／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １（人体編１） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ２（人体編２） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ３（人体編３） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ４（人体編４） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ５（人体編５） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ６（動物編） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ７（自然編１） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ８（自然編２） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  ９（植物編１） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １０（植物編２） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １１（衣服編） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １２（住居編） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １３（道具編） 下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １４（形のないも

の編）
下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢ピュー太君の漢字絵事典  １５（漢字なぞな

ぞ・クイズ編）
下村昇／編著 岩田くみ子／絵

漢方薬のすべて 体質で選ぶ、症状で選ぶ 藤平健／著

咸臨丸の男たち 勝海舟・ジョン万次郎・福沢

諭吉
砂田弘／著

キアズマ 近藤史恵

きいちゃん 山元加津子／著 多田順／絵

きいろいはた 小谷野半二／画 福島のり子／作

キウイγは時計仕掛け 森 博嗣

か

き



きえた機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

きえたキツネ 椋鳩十／著

きえたコミックはだれの手に！？ コミック・

クラブ
一藤木杳子／作 岩本真樹／画

きえた少女のなぞを追え 大マジ三人組 島村敬一／作 聖原玲音／画

消えた新聞少年 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝／訳

消えない月 畑野智美

奇縁まんだら 瀬戸内　寂聴　画/横尾　忠則

木を植えた男
ジャン・ジオノ／原作 フレデリック・バック

／絵

記憶の渚にて 白石　一文

気をつけよう食品添加物 誰でもできる安全な

食生活
小若順一／著

祇園の教訓 岩崎峰子

機械とくらし 尾崎正直／著

機械の発明発見物語 時計からオートメーショ

ンまで
板倉聖宣／編

気がついた時には、火のついたベッドに寝て

いた
ロバート・フルガム／著 浅井慎平／訳

気がつけば、終着駅 佐藤愛子

気軽にはじめる水彩７日間 視覚デザイン研究所・編集室／編

機関車オリバー
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

機関車トービーのかつやく
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

機関車トーマスのしっぱい
ウィルバート・オードリー／作 ジョン・ケ

ニー／絵

機関車のぼうけん
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー＆

ピーター・エドワーズ／絵

聞き書き　横浜物語 小田豊二

樹木希林１２０の遺言 死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木希林

帰郷 浅田　次郎

帰去来 大沢在昌

聞く力 阿川佐和子

菊とポケモン グローバル化する日本の文化力 アン・アリスン/著　実川元子/訳

義経記 須知徳平／編著

キケン 有川浩

き



危険なビーナス 東野　圭吾

きことわ 朝吹　真理子

きこりとおおかみ フランス民話 〔堀内誠一こどものとも復刊絵本〕 山口智子／再話 堀内誠一／画

ぎざみみウサギ 塩田守男／画 シートン／原作

木皿食堂 木皿 泉

輝山 澤田瞳子

儀式 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

騎士団長殺し　第１部 顕れるイデア編 村上　春樹

騎士団長殺し　第２部 遷ろうメタファー編 村上　春樹

記者たちは海に向かった 津波と放射能と福島民友新聞 門田 隆将

紀終点駅 （ターミナル） 桜木紫乃

鬼神の如く　黒田叛臣伝 葉室　麟

傷痕 桜庭一樹

傷痕のメッセージ 知念実希人

気疲れしない生き方 津田太愚／著

傷だらけの果実 新堂冬樹

絆 藤原てい／著

絆回廊 新宿鮫X 大沢　在昌

犠牲サクリファイスわが息子・脳死の11日 柳田邦男

奇跡 中村　航

奇跡の実現 政木和三

奇跡の人 原田　マハ

季節のごちそうハチごはん 横塚眞己人

季節のつるし飾り 井上重義

季節みちくさ事典 倉嶋厚の四季のたより 倉嶋厚／著

偽装　越境捜査 笹本　稜平

機捜235 今野敏

貴族になってみないか 高野澄／著 ムロタニ・ツネ象／画

き



ギター
アニック・ルュセイユ・リド／著 ローリ・

ジョルドン，フランソワ・ヴァンソン／絵

きたかぜとピオ
アラン・バルトマン／作 たにかわしゅんたろ

う／文

きたきた捕物帖 宮部みゆき

北里柴三郎 木村　定司

北朝鮮を知りすぎた医者 Ｄｉａｒｙ　ｏｆ

ａ　ｍａｄ　ｐｌａｃｅ
ノルベルト・フォラツェン／著 瀬木碧／訳

北朝鮮を知りすぎた医者国境からの報告 ノルベルト・フォラツェン／著 瀬木碧／訳

北朝鮮を知りすぎた医者　脱北難民支援記 ﾉﾙﾍﾞﾙﾄ・ﾌｫﾗﾂｪﾝ／著　平野卿子／訳

北の狩人 大沢在昌／著

北の広野にいどんだ人 原田津／作 高田勲／絵

北の大地に生きる 北海道開拓にかけた依田勉

三と晩成社の人たち
木暮正夫／作 横内襄／絵

北の街物語 内田 康夫

北の街物語 内田 康夫

北の森の植物たち 鮫島惇一郎／著

北原白秋 笠　文七

吉祥寺デイズ　うまうま食べ物　うしうしゴ

シップ
山田詠美

帰蝶 諸田　玲子

キッチンアイデア工作 武藤光子／作

キッチンコロシアム 田中経一

キツツキの森 右高英臣／著

きっと誰かが祈ってる 山田宗樹

きつねをつれてむらまつり こわせたまみ／作 二俣英五郎／絵

きつねとうさぎ F・ヤールブソン/絵　こじまひろこ/訳

きつねとごんろく 馬場のぼる／作

キツネとしゅんぺいじいさん 森はな／さく 梶山俊夫／え

きつねとねずみ ビアンキ／作 内田莉莎子／訳

きつねとぶどう 坪田譲治／作 黒井健／絵

キツネどんのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井桃子／

やく

きつねのかみさま あまんきみこ/作　酒井駒子/絵

き



きつねのかみさま あまんきみこ/作　酒井駒子/絵

きつねのすきなめだまやき 塩田守男

きつねのなんでもや 木曽秀夫／作・絵

キツネのまいもん屋 富安陽子／さく 篠崎三朗／え

きつねのよめいり 松谷みよ子／作 瀬川康男／え

狐火の辻 竹本健治

きつね森の山男 馬場のぼる／作・画

キツネ山の夏休み 富安陽子／著

キッパリ！たった５分間で自分を変える方法 上大岡トメ

キップコップと１２のつき マレーク・ベロニカ/文・絵　羽仁　協子/訳

「気」で病を癒す 心とからだが蘇る「気」の

力
藤平光一／著

鬼頭郁子がたずねるフランスの花とテーブル 鬼頭郁子

木とくらし 上村武／著

キトラ・ボックス ＫＩＴＯＲＡ　ＢＯＸ 池澤　夏樹

キネマの天使　レンズの奥の殺人者 赤川次郎

キネマの街 金子みすゞ童謡絵本 金子みすゞ／童謡 矢崎節夫／選

木の上のたからもの Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき

昨日の海は 近藤　史恵

きのうのオレンジ 藤岡陽子

きのうの影踏み 辻村　深月

昨日のまこと、今日のうそ 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐  真理

きのうのわたしにさようなら 姉さんのくれた

愛
赤木由子／作 山中冬児／絵

昨日みた夢 口入れ屋おふく 宇江佐 真理

紀伊国屋文左衛門の生涯 バブル崩壊を乗り

切った男
山木育／著

きのこのおどり 来栖良夫／さく 箕田源二郎／え

キノコの世界 伊沢正名／著

気の力　場の空気を読む・流れを変える 齋藤　孝

き



きのね 柝の音 下 宮尾登美子／著

きのね　上 宮尾登美子

木の実ノート いわさゆうこ

木の実の文化誌 松山利夫，山本紀夫／編

木は　いつも　だめといった レオ・プライス/作　むらかみひろこ/文

牙鳴り 夢枕獏／著

木原光知子の楽しい水泳 木原光知子／著

貴賓室の怪人  「飛鳥」編 内田康夫／著

気品のある生き方 小川　義男

ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原　浩

ギフチョウ

ギフテッド 山田 宗樹

気分上々 森　絵都

希望ｶﾞ丘の人びと 重松　清

希望壮 宮部　みゆき

希望の糸 東野圭吾

希望の国のエクソダス 村上龍／著

擬宝珠のある橋 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐　真理

擬宝珠のある橋 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐　真理

きみ、なにがすき？ はせがわさとみ

君がいないと小説は書けない 白石一文

きみからとび出せ 島物語３ 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

君たちに明日はない 垣根　涼介／著

君たちの進路相談１２カ月 山田暁生／著

君たちはどう生きるか 吉野源三郎

君に読む物語 ニコラス・スパークス

きみの心をささえる言葉  1

きみの心をささえる言葉  2

き



きみの心をささえる言葉  3

きみの心をささえる言葉  4

きみの心をささえる言葉  7

きみの心をささえる言葉  8

きみの心をささえる言葉  10

きみのこころのあじがする 村田清司／え 田島征三／ことば

君の膵臓をたべたい 住野　よる

君の話 三秋縋

きみはいい子 中脇　初枝

きみはほんとうにステキだね 宮西達也/作・絵

君を乗せる舟 宇江佐真理

キメラ暗殺計画 小野博通／著

キメラの繭 高野裕美子／著

奇面館の殺人 綾辻行人

奇面城の秘密 江戸川乱歩／著

気持ちを伝える　花ことば 松本苑子・久坂

きもの 五味太郎／作

着物をめぐる物語 林真理子／著

きものがたり 宮尾登美子／著

逆説の日本史  １（古代黎明編） 井沢元彦／著

逆説の日本史  ３（古代言霊編） 井沢元彦／著

逆説の日本史  ４（中世鳴動編） 井沢元彦／著

逆説の日本史  ５（中世動乱編） 井沢元彦／著

逆説の日本史  ６（中世神風編） 井沢元彦／著

逆説の日本史  ２（古代怨霊編） 井沢元彦／著

逆ソクラテス 伊坂幸太郎

逆玉に明日はない 楡周平

逆流 越境捜査 笹本稜平

き



The Catcher in the Rye J.D.Salinger

キャッツキルの鷲 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

キャパの十字架 沢木耕太郎

キャバレー ビートたけし

キャプテンサンダーボルト 阿部　和重

キャベツ炒めに捧ぐ 井上荒野

キャベツくん 長新太

キャベツくんのおもいで 村上純子／作 童きみか／絵

キャベツばたけのねこ
アリソン・バートレット／ぶん・え 工藤直子

／やく

キャリア警部・道定 聡の苦悩 五十嵐 貴久

キャリアを活かした　資格の取り方選び方 綜合ライフ出版/編

キャロリング 有川 浩

Ｑ＆Ａ会社１００の常識 朝日コンサルティング／編

きゅうきゅうしゃはだいかつやく 山脇恭／作 福田岩緒／絵

きゅうきゅうばこ かがくのとも版 わくわくにんげん 山田真／ぶん 柳生弦一郎／え

究極の疲れないカラダ 仲野広倫

球形の荒野　上 松本　清張

球形の荒野　下 松本　清張

吸血ドラキュラねえちゃん 森峰あきら／作 宮本和彦／絵

九州王朝一元論 吉田舜／著

九州　大人の街歩き１４

93番目のキミ 山田 悠介

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子

９４歳　寄りかからず。前向きにおおらかに 吉沢　久子

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子

救出　日本・トルコ友情のドラマ 木暮正夫/文　相沢つる子/絵

球道恋々 木内昇

牛乳のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子，佐々木和子／著

き



ぎゅうにゅうパックのこうさく つくってあそ

ぼう
竹井史郎／著

九年前の祈り 小野 正嗣

９ひきのうさぎ せな　けいこ

９９９ひきのきょうだい しかけ絵本 木村研／作 村上康成／絵

９９９ひきのきょうだいのおとうと 木村 研

牛魔王とまほうの扇
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

旧友再会 重松清

きゅうりさんあぶないよ スズキコ－ジ／〔作〕

キュリー夫人 森有子／漫画

キュリー夫人 山本和夫／著

キュリー夫人 ドーリー／著 中山知子／訳

キュリー夫人 ラジウムを発見、人々の幸せに

役立てたポーランドの科学者
ビバリー・バーチ／著 乾侑美子／訳

キュリーふじん 伝記ものがたり 岡信子／文 こさか・しげる／絵

巨悪 伊兼源太郎

教育を考えるためにこの４８冊 朝日新聞社／編

教育勅語 山住正己／著

教育につくした先覚者たち 樋口澄雄／著

驚異のズッコケ大時震 那須正幹／作 前川かずお／絵

驚異！幽霊・悪霊の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

強運の持ち主 瀬尾　まいこ

今日をけとばせ 島物語２ 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

境界線 中山七里

今日からできるなりたい自分になる１００の

方法
中山庸子／著

今日からは、あなたの盲導犬 日野　多香子/文　増田　勝正/写真

境遇 湊　かなえ

凶犬の眼 柚月裕子

Ｋｙｏｋｏ 村上竜／著

京ことば玉手箱 加納進／著 越水利江子／絵

き



教師人生 フランク・マコート/著　豊田淳/訳

教室 ６年１組がこわれた日 斉藤栄美／作 武田美穂／絵

きょうしつはおばけがいっぱい さとうまきこ／作 原ゆたか／絵

行事としきたりの料理 正月行事から七五三参

りまで　暦の中のきまりごと

千澄子，城戸崎愛／〔料理指導〕 宮田登／

〔解説〕

ぎょうじのゆらい 山嵜泰正／監修

強襲　所轄魂 笹本　稜平

教場 長岡 弘樹

教場0（ZERO) 長岡弘樹

教場2 長岡　弘樹

教場X　刑事指導官　風間公親 長岡弘樹

共震 相場  英雄

兇人邸の殺人 今村昌弘

兄弟 なかにし礼／著

きょうだいきかんしゃたろうとじろう 高橋透／絵 鶴見正夫／作

兇弾 逢坂　剛

教団Ｘ 中村　文則

京都ぎらい 井上　章一

今日の風、なに色？　全盲で生まれたわが子

が「天才ピアニスト」と呼ばれるまで
辻井　いつ子

今日の風、なに色？ 全盲で生まれたわが子が

「天才少年ピアニスト」と呼ばれるまで
辻井いつ子／著

京のきもの語り 市田ひろみ

きょうの授業は、魔法と怪談！？ うらないト

リオ・キューピッズ
窪田僚／作 鈴木みや／画

今日の人生 益田　ミリ

きょうの料理 NHK

きょうの料理 NHK

きょうの料理 NHK

きょうの料理 ＮＨＫ

今日の料理 ＮＨＫ

きょうの料理 ＮＨＫ

き



きょうの料理 ５月号 ＮＨＫ

きょうの料理 NHK

きょうの料理 日本放送協会

きょうの料理  12月号

きょうの料理　１月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　　２月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理　３月号 ＮＨＫテキスト ＮＨＫ

きょうの料理　５月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　10月号

きようの料理　１０月号 NHKテレビテキスト

きょうの料理　１０月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　11月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理　１１月号 ＮＨＫテキスト

今日の料理　12月号 NHKテレビテキスト

きょうの料理　12月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　１２月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　１２月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　1月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理　１月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　２月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　３月号

きょうの料理　４月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　４月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　４月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　4月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　５月号 ＮＨＫテキスト ＮＨＫ

きょうの料理　6月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理　６月号 NHKﾃｷｽﾄ

き



きょうの料理　６月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　６月号

きょうの料理　６月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　7月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理　7月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　７月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　8月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理　8月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理　８月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　9月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理９月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理　9月号 NHKテキスト

きょうの料理　９月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　５月号

きょうの料理　３月号 ＮＨＫテレビテキスト

きょうの料理　４月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　１０月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　２月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　８月号

きょうの料理 １０月号 日本放送協会

きょうの料理１１月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理１１月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理12月号 NHKテキスト ＮＨＫ

きょうの料理１月号 NHKテキスト

きょうの料理1月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理 2014年11月号 NHKテレビﾃｷｽﾄ

きょうの料理 2月号

きょうの料理2月号 NHKテレビテキスト

き



きょうの料理２月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理３月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理３月号 ＮＨＫテキスト ＮＨＫ

きょうの料理 ４月号 日本放送協会

きょうの料理8月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理 ９月号 ＮＨＫ出版

きょうの料理 9月号

きょうの料理　９月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理　5月号 NHKテキスト NHK

きょうの料理　１０月号 ＮＨＫﾃｷｽﾄ

きょうの料理７月号 ＮＨＫテキスト

きょうの料理１０月号 ＮＨＫテキスト ＮＨＫ

今日は、自分を甘やかす
いつもの毎日をちょっと愛せるようになる48

のコツ
夏生　さえり

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二/作　林明子/絵

恐怖！吸血鬼の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

恐怖に関する四つの短編 小池真理子／著

きょうふのちょうとっきゅう 原 ゆたか

恐怖の魔人王 江戸川乱歩／著

強父論 阿川　佐和子

きょうもうれしい えがしらみちこ/作･絵

今日もごちそうさまでした 角田 光代

きょうりゅう 小畠郁生／著

恐竜あいうえお 黒川みつひろ

きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス／作 熊谷鉱司／訳

きょうりゅうかみなりぼうや 伊東章夫／作

きょうりゅう　きょうりゅう バイロン・バートン/作　なかがわちひろ訳

恐竜大接近 石田雅彦／著

きょうりゅうチャンピオンはティラノサウル

ス ティラノサウルスのおはなし
ふしぎなきょうりゅうのせかい 松原秀行／作 安中哲司／画

き



きょうりゅうで町はおおさわぎ アン・フォーサイス／作 熊谷鉱司／訳

恐竜トリケラトプスうみをわたる 黒川みつひろ

恐竜の谷 小さな恐竜親子の物語 黒川光広／著

きょうりゅうのラーメン しばはらち／作絵

恐竜百科 原色版
フィリップ・ウイットフィールド／著 加納真

士／訳

恐竜物語ミムスのぼうけん 松岡達英／作

きょうはこの本読みたいな  1 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  2 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  3 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  4 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  5 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  6 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  7 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  8 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  9 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  10 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  11 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  12 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  13 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  14 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  15 現代児童文学研究会／編

きょうはこの本読みたいな  16 現代児童文学研究会／編

きょうはすてきなくらげの日！ 武田美穂／作・絵

虚栄 Vanity 久坂部　羊

清岡惣一の】世界

曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス/作　菱木　晃子/訳

極地を探検した人々 村山雅美／著

曲亭の家 西條奈加

き



極北の光 曾野綾子／著

極北ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ 海堂 尊

清く貧しく美しく 石田衣良

巨鯨の海 伊東 潤

漁港の肉子ちゃん 西　加奈子

去就 隠蔽捜査6 今野　敏

巨人軍〇秘ノート 田中式トレーニングでみた

ジャイアンツの３８５日
田中誠一／著

清須会議 三谷　幸喜

虚線の下絵 松本　清張

虚像の道化師 東野圭吾

虚談 京極夏彦

去年の冬、きみと別れ 中村文則

嫌いじゃないの 林真理子／著

嫌いな人とのつきあいかた 好き嫌いの心理学 伊賀順子／著

キラキラ共和国 小川糸

きらめいて川は流れる 生源寺美子／作 藤本四郎／絵

嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎  ・ 古賀史健

きりがみあそび 色紙をかざってあそぶ１２か

月
小宮山洋夫，早坂忠之／作 八島和子／絵

きりがみあそび 色紙をかざってあそぶ１２か

月
小宮山洋夫，早坂忠之／作 八島和子／絵

きりきりかんかん 阿川佐和子／著

切り裂きジャックの告白 中山 七里

ギリシア神話 里中満智子

ギリシャ悲劇 古代と現代のはざまで 山形治江／著

キリスト 山本藤枝／著

霧の海オリーブの丘 西ヨーロッパ やなせたかし／編

きりのなかで 木村　裕一／作　あべ　弘士／絵

霧の籏 松本　清張

霧の罠 真贋控帳 澤田ふじ子／著

き



機龍警察　白骨街道 月村了衛

霧をはらう 雫井脩介

麒麟児 冲方丁

キリンのキリリのゆめ にこにこどうぶつえん 宮本忠夫／脚本・画

麒麟の舌を持つ男 田中 経一

麒麟の翼 東野圭吾

「綺麗な人」と言われるようになったのは、

四十歳を過ぎてからでした
林　真理子

きれいな水を守ろう まんが・地球を守ろう
千崎まいこ／漫画・イラスト ぐるーぷ・ころ

んぶす／構成

キレイの体辞典 チェリーハウス／編集制作

きれぎれ 町田康／著

記録をうちたてた人々 鈴木良徳／著

ぎろろんやまと１０ぴきのかえる 間所ひさこ／さく 仲川道子／え

疑惑 松本　清張

疑惑 松本　清張

「疑惑」の相続人田中真紀子 新金脈の研究 野田峯雄／著 小山唯史／著

きんいろの木 大谷美和子／作 沢野ひとし／絵

銀色の絆 雫井　脩介

金色のクジラ 岸川悦子／作 狩野富貴子／絵

金印偽造事件　「漢委奴國王」のまぼろし 三浦　佑之

銀閣の人 門井慶喜

銀河系の星雲・星団 散開星団・球状星団・惑

星状星雲・散光星雲・暗黒星雲
古田俊正／著

銀河食堂の夜 さだまさし

銀河鉄道の父 門井慶喜

銀河鉄道の夜

緊急入院！ズッコケ病院大事件 那須正幹／作 前川かずお／原画

きんぎょがにげた 五味太郎／作

きんぎょがにげた 五味太郎

きんぎょがのったカーフェリー 矢崎節夫／作 ふりやかよこ／絵

き



金魚姫 荻原　浩

金魚もはこぶ宅配便 宅配便とそのしくみ 村田栄一／文

キング牧師 黒人差別に対してたたかった、ア

メリカの偉大な非暴力主義の指導者

Ｖ．シュローデト，Ｐ．ブラウン／著 松村佐

知子／訳

銀行ギャングは海が好き ハム・ソーセージ物

語
那須正幹／作 吉見礼司／絵

銀行強盗をつかまえろ Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

銀行支店長、走る 江上 剛

銀婚式 篠田節子

金属とくらし 山口雅弘／著

近代アメリカの名作ものがたり２０ 志賀直哉/監修　村松達雄/編集

近代イギリスの名作ものがたり１８ 志賀直哉/監修　本多顕彰/編集

近代建築のパイオニア 防災建築にうちこんだ

遠藤於菟
上坂高生／作 石倉欣二／絵

近代の秀句 新修三代俳句鑑賞 水原秋桜子／著

近代の文章 分銅惇作，鈴木醇爾／編

きんたろう 才田俊次／画・作

禁断のパンダ 拓未　司

禁断の魔術 ガリレオ　８ 東野圭吾

黄金のアザミ 浜田けい子／さく 田代三善／え

金のがちょう 平田昭吾

きんのがちょう 山室　さやか/文　奥田　怜子/絵

きんの　たまごの　ほん マーガレット・ワイズ・ブラウン/作

銀のつづら 岩崎京子／ぶん 村上豊／え

銀のひづめ パーヴェル・バジョーフ／作 島原落穂／訳

ぎんのまつぼっくり かなざわさちこ/文　なかむらゆき/絵

銀の森のパット  上 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 田中とき子／訳

銀の森のパット  下 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 田中とき子／訳

銀の夜 角田光代

キンモクセイ 今野敏

銀翼のイカロス 池井戸潤

き



銀翼のイカロス 池井戸 潤

金利で経済がわかる さくら総合研究所／著

グアルディオラのサッカー哲学　FCバルセロ

ナを世界一に導いた監督術

ﾌｧﾝ･ｶﾙﾛｽ･ｸﾍﾞｲﾛ/ ﾚｵﾅｰﾙ･ｶﾞｼﾞｬﾙﾄﾞ著　今井健策

/訳

くいしんぼううさぎ せな　けいこ

くいしんぼうのグウ 梅田千鶴／作・絵

悔いなく生きよう 心満たされる人生の送り方 堀田力／著

空海 上山春平／著

空海 真言集をひろめた名僧 日本の伝記 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

空海書韻 榊莫山／著

空海の風景　上巻 司馬遼太郎

空海の風景　下巻 司馬遼太郎

空棺の烏 阿部　智里

空気は読まない 鎌田　實

空気もこおることがあるってホント？ 子供の科学編集部／編

空港時光 温又柔

空中ブランコ 奥田英郎

空の拳 角田　光代

空白の意匠 松本　清張

「空腹」が人を健康にする 南雲　吉則

「空腹」こそ最強のクスリ 青木厚

空母 柏木浩

9月9日9時9分 一木けい

傀儡に非ず 上田　秀人

九九をとなえる王子さま はまの ゆか

クーくんツーくんとタコとイカ 長　新太

クーくんツーくんとヘリコプター 長　新太

草すべり 南木　佳士

草薙の剣 橋本治

き

く



草花あそび 近藤宏／著 山中冬児／絵

草花たちの静かな誓い 宮本　輝

くさはらのこびと
エルンスト・クライドルフ／文・絵 おおつか

ゆうぞう／訳

草雲雀 葉室　麟

草笛物語 葉室麟

鎖 乃南アサ／著

くさりにつながれたおひめさま ギリシャ神話 村田耕一／作・画 高木あきこ／脚色

くじけてなるものか 笹川良一が放つ警句８０ 工藤美代子

くじけないで 柴田トヨ

クジラアタマの王様 伊坂幸太郎

くじらをたすけたじぞうさん 谷真介／ぶん 赤坂三好／え

クジラがクジラになったわけ テッド・ヒューズ／作 河野一郎／訳

くじらクンがでたぞ！ 古川タク／作絵

クジラの彼 有川　浩

くじらのだいすけ 天野祐吉／さく 梶山俊夫／え

くじらのバース この星の上で 村上　康成

愚図の大いそがし 山本夏彦／著

クスノキの番人 東野圭吾

クスリのある話 田中四郎／著

薬の飲み合わせの副作用がわかる本 水島裕，　工藤三恵子／共著

クスリのはなし 塚本治弘／著

薬のやめどき 長尾　和弘

崩れる脳を抱きしめて 知念実希人

砕かれた鍵 逢坂剛／著

くだもの 平山和子／さく

くだもの 平山和子／さく

くだものだいすき わらべきみか／作・絵

くだものばたけ  1 ちかみじゅんこ／文 橋本紘二／写真

く



くだものばたけ  2 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  3 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  4 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  5 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  6 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  7 ちかみじゅんこ／文

くだものばたけ  8 ちかみじゅんこ／文 橋本紘二／写真

くだものばたけ  9 ちかみじゅんこ／文 平良孝七／写真

くだものばたけ  10 ちかみじゅんこ／文

口さけ女があらわれた 中尾明／作 中村銀子／画

朽ちないサクラ 柚木　裕子

くちぬい 坂東　眞砂子

くちびるに歌を 中田　永一

口笛の上手な白雪姫 小川洋子

くったのんだわらった ポーランド民話 内田莉莎子／再話 佐々木マキ／え

くつのなかのねずみ ロドニー・ペッペ／作・絵 小沢正／訳

グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 東京バンドワゴン 小路幸也

くつやさんと１０にんのこびと グリム童話よ

り
林みづほ／文 岡田昌子／絵

工藤　紀夫 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　3 工藤　紀夫

くにのはじまり 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

クニマスは生きていた！ 池田まき子

国破れてマッカーサー 西鋭夫／著

クヌギ林のザワザワ荘 富安陽子／作 安永麻紀／絵

首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎

首挽村の殺人 大村　友貴美

首ちょうちん 神津友好／著

?賓童子の島 飯嶋　和一

くふうする工作  ５年生・６年生 公楽工暉／著

く



くま！くま！くまだらけ ルース・クラウス

熊谷突撃商店 ねじめ正一／著

くまこちゃんのみずたまはんかち なかや　みわ/さく・え

クマコフさん、もういちど 森山京／作 小沢良吉／絵

クマコフさん、もういちど 森山京／作 小沢良吉／絵

くまさぶろう もりひさし，ユノセイイチ／著

くまさぶろう もりひさし　ユノセイイチ

くまさん まど・みちお／詩　ましませつこ／絵

くまさん　くまさん なかがわりえこ/作　やまわきゆりこ/絵

クマさんのいえへ　行かなくちゃ！ ブライアン・リーズ/作・絵　横山和江/訳

くまさんのえ、ください 西村祐見子／作 土田義晴／絵

クマゼミの島 島本寿次／著

くまのがっこう あだち　なみ絵　あいはら　ひろゆき文

くまのこうちょうせんせい こんのひとみ

くまの子ウーフのかいすいよく 神沢利子／作 井上洋介／絵

熊の敷石 堀江敏幸／著

くまのパディントン マイケル・ボンド／著 松岡享子／訳

くまのプーさん 森　はるな

クマのプーさんと魔法の森へ 猪熊葉子／監修・文 中川祐二／写真

蜘蛛男 江戸川乱歩／著

くもかいじゅう 深見春夫／さく・え

蜘蛛ですが、なにか？ 馬場　翁

雲と天気 塚本治弘／著

くもの糸・杜子春 芥川龍之介／著 石倉欣二／絵

クモの糸が織物に使えるってホント？ 子供の科学編集部／編

くものきれまに 木村　裕一／作　あべ　弘士／絵

雲の果 あさのあつこ

クモのひみつ 栗林慧／著

く



クモははらぺこ 太田英博／さく 中島美弥／え

雲を紡ぐ 伊吹有喜

くやしい王さまがいこつじけん 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

暗い越流 若竹 七海

クライマーズハイ 横山秀夫

クラウディ 辻仁成／著

暮らしと鉄 旺文社／編

暮らしのジャーナル生活歳時記 樋口清之　監修

暮らしのトラブル法律百科 困ったときすぐ役

立つ

グラスリッツェンスタンダードメソッド　ダ

イヤで描くガラスアート
宮崎　純子

クラッシュ 楡周平

グラフィックデザイナー 描く世界、創る世界 岡西克明／著

眩 朝井　まかて

クララとお日さま カズオ・イシグロ/著　土屋政雄/訳

くららひめとたのしいみずあそび 公害健康被害補償予防協会

くららひめとまほうのつえ 公害健康被害補償予防協会

くららひめとりんごのもり 公害健康被害補償予防協会

グランド・フィナーレ 阿部和重

クリスマスキャロル
チャールズ＝ディケンズ／著 こだまともこ／

訳

クリスマス事典 国際機関日本サンタピア委員会

クリスマスって　なあに ディック・ブルーナ/作ふなざきやすこ/訳

クリスマス・トムテン スウェーデンのサンタ

クロース

ヴィクトール・リュードベリィ／さく ハーラ

ルド・ヴィベリィ／え

クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム/作　長田弘/訳

クリスマスのき かながわさちこ/文　なかむらゆき/絵

ぐりとぐらとくるりくら なかがわえりこ　やまわきゆりこ

ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわえりこ　やまわきゆりこ

ぐりとぐらのうたうた１２つき なかがわえりこ　やまわきゆりこ

ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子／文 山脇百合子／絵

く



ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子／文 山脇百合子／え

ぐりとぐりのえんそく なかがわ　りえこ　やまかわ　ゆりこ

グリード 下 真山 仁

グリード 上 真山 仁

栗野岳の主 椋鳩十／著

栗原はるみの料理教室 おいしいね。楽しい

ね。
栗原はるみ／著

くりまのまつりのはじまり 日本の昔話 沖縄民話の会／文 渡辺皓司／絵

グリム童話の誕生 聞くメルヒェンから読むメ

ルヒェンへ
小沢俊夫／著

グリムの森の算数パズル 山崎直美／著 君島美知子／絵

グリーンガリー 最後の熱帯雨林
Ｊｅｓｓｉｃａ　Ｐａｒｋｅｒ，Ｊｏｙｃｅ

Ｊａｍｅｓ／〔著〕 神鳥統夫／訳

くるねこ くるねこ大和

くるねこ　７ くるねこ　大和

車いすにのったアーサー王 クリア・ベヴァン／作 岡本浜江／訳

車いすのマティアス 脳性まひの障害とたたか

う少年

トーマス＝ベリイマン／写真・文 石井登志子

／訳

車で行ける美術館ガイド 全国編

車のいろは空のいろ あまんきみこ/作　北田卓史/絵

車のいろは空のいろ あまんきみこ／作 北田卓史／絵

くるまはいくつ？ 渡辺成男／さく・堀内誠一/え

くるみわり人形 北竜一郎

くるみわり人形 平田昭吾

ぐるんぱのようちえん 西内みなみ／作 堀内誠一／え

グレイ 堂場 瞬一

クレオパトラ  上 宮尾登美子／著

クレオパトラ  下 宮尾登美子／著

グレタのねがい　地球をまもり未来に生きる
ヴァレンティナ・キャメリニ/著　杉田七重/

訳

クレマチス 杉本公造，早川広／著

クレヨンあそび 長島克夫／作・絵

クレヨン王国いちご村 福永令三／〔著〕 三木由記子／絵

く



クレヨン王国　カメレオン別荘村 福永令三/作　三木由記子/絵

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

クレヨン王国　シルバー王妃花の旅 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　新十二か月の旅 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　月のたまご　part1 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　デパート特別食堂 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　とんでもない虹 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　なみだ物語 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国の十二か月 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国の十二か月 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国の白いなぎさ 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国の花ウサギ 福永令三／著 三木由記子／絵

クレヨン王国　モリのクリスマス物語 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨン王国　幽霊村へ三泊四日 福永令三/作　三木由記子/絵

クレヨンからのおねがい ドリュー・デイウォルト

黒い英雄 佐々木望／さく 深沢省三／え

黒い紙 堂場　瞬一

黒い樹海 松本　清張

くろいちょうちょ 地雷で足をなくした男の子

の話

シルビア・フォルツァーニ／作 辻田希世子／

訳

黒い魔女 江戸川乱歩／著

くろうまブランキー 堀内誠一／画 伊東三郎／作

黒革の手帖　上巻 松本　清張

黒革の手帖・上 松本　清張／著

黒川の手帖　下巻 松本　清張

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ 山口進／写真・文

くろくまくんおふろでさっぱり くろくまくん たかいよしかず/さくえ

くろくんとふしぎなともだち なかやみわ

黒書院の六兵衛  下 浅田 次郎

く



黒書院の六兵衛  上 浅田 次郎

クローズアップ 今野 敏

クロスセクション 有名な１８の建物や乗物の

内部を見る　輪切り図鑑

スティーヴン・ビースティー／画 リチャー

ド・プラット／文

グロースターの仕たて屋
ビアトリクス・ポター／著 いしいももこ／

〔訳〕

黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき

くろっぺのおはなばたけ 飯島敏子／原作　いもとようこ／文・絵

グロテスク 桐野夏生

くろねこかあさん 東君平／さく

黒ねこ探偵団竜（ドラゴン）切手にドッキリ しかたしん／作 西村郁雄／絵

黒ねこ探偵団ヨットそうなん事件 しかたしん／作 西村郁雄／絵

黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース／作 荒このみ／訳

くろねこのどん 岡野　かおる子／作　上路　ナオ子／絵

クロノスの飛翔 中村　弦

クローバーナイト 辻村　深月

黒船の世紀 ミカドの国の未来戦記 猪瀬直樹／著

黒幕会社 杉田望／著

黒ゆきこ　透かしあみサマーセーター 黒ゆきこ

黒冷水 羽田圭介

黒笑小説 東野圭吾

くわがたのがたくん 高家博成・仲川道子

クワガタムシ 林　長閑／構成・文

くわずにょうぼう 稲田和子／再話 赤羽末吉／画

軍師二人 司馬遼太郎／著

群青 北方謙三／著

群青のタンデム 長岡 弘樹

クンシラン 小笠原亮／著

くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ

経済とくらし 三橋規宏／著
け

く



経済用語早わかり読本 入江雄吉

警察官・消防官になるには 宍倉正弘，開真／〔共〕著

刑事群像 香納　諒一

刑事裁判ものがたり 渡部保夫／著

警視庁刑事 私の仕事と人生 鍬本実敏／著

警視庁捜査二課・郷間彩香 特命指揮官 梶永 正史

刑事の怒り 刑事・夏目信人シリーズ 薬丸岳

刑事の枷 堂場瞬一

刑事の子 宮部　みゆき

Ｋ氏の秘密 黒井千次／著

芸術の起源を探る 横山祐之／著

Ｋ．スギャーマ博士の植物図鑑 ノーダリニッ

チ島
Ｋ．スギャーマ／作

勁草 黒川　博行

継続捜査ゼミ 今野　敏

慶弔の表書き そのまま使える実例三五〇婚

礼・葬儀から季節のあいさつまで
小林陵雲／著

芸の道に生きた人々 野口達二／著

競馬はやっぱり面白い 野町祥太郎／著

蛙鳴 莫言

渓流釣り カラー図鑑　渓流釣りの魅力・秘術

を公開
諏訪本修三／著

系列 清水一行／著

けえろがいけ 木曽秀夫／作・絵

激争　佐川疑獄と国際エネルギー利権抗争

中曽根ＶＳ金・竹・小
木村愛二

劇場 又吉直樹

ケーキだほいほい 久保雅勇／画 堀尾青史／脚本

ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治

ケーキ屋さん 斎藤貢一／写真 武田万樹／文

げきや人形げきで遊ぶくふう 小関武明／著

解夏 さだまさし

け



ゲゲゲの鬼太郎の秘密 日本妖怪学研究所恐山本部／著

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

下剋上の人間学 時代を変えた凄い男たちの決

断　ばさら列伝
童門冬二／著

けさくしゃ 畠中 恵

けさの鳥 山岸哲　文/田中光常　写真

けしゴムこうばのおとうさん 長田光男／文 萱登祥／絵

芥子の庭 泉響子／著

化生の海 内田康夫

下水のはなし 藤田千枝／著

血圧を下げる食事と生活 高血圧で脳卒中・心

臓病にならない
椎貝達夫／著

血液と体のあぶらを落とす７日間レシピ 食べて減らす

レシピ１０８ＮＨＫ生活ほっとモーニング

ＮＨＫ社会情報番組／編 竹内冨貴子／監修・

料理

血縁 長岡弘樹

結界 越えてはならないことがある 永六輔／著

月下上海 山口 惠以子

月下の恋人 浅田　次郎

月下のサクラ 柚月裕子

月光のスティグマ 中山　七里

結婚式　気軽に話せる　友人・仲間のスピー

チ
高木秋尾

結婚する理由 愛を育てるための選択 三浦暁子／著

けっこんせんか 壇ふみ　　阿川佐和子

結婚披露宴上司・同僚・友人のすてきな最新

スピーチ実例集
桂太朗／著

結婚・離婚・親と子の知識とＱ＆Ａ（キュー

アンドエー）
菊本治男／著

結晶・宝石・図鑑 R.F.シムス＆R.R.ハーディング

決戦！関ヶ原 伊東　潤

けったいな人たち 日本異人伝 藤本義一／著

決断の刻 堂場瞬一

決着 結城昌治／著

決定版　お茶大図鑑　日本茶・紅茶・ハーブ

ティー・中国茶・健康茶・コーヒーのすべて
主婦の友社／編

け



決定版　昭和史１０　太平洋戦争開戦　昭和

１６-１７年

決定版　昭和史１１　破局への道　昭和１８-

１９年

決定版　昭和史１２　空襲・敗戦・占領　昭

和２０年

決定版　昭和史１３　廃墟と欠乏　昭和２１-

２５年

決定版　昭和史１４　講和・独立　昭和２６-

３０年

決定版　昭和史１５　高度成長　昭和３１-３

８年

決定版　昭和史１６　昭和元禄　昭和３９-４

５年

決定版　昭和史１７　経済大国と石油ショッ

ク　昭和４６-５２年

決定版　昭和史１８　不確実性の時代　昭和

５３-５９年

決定版　昭和史１　昭和前史・文明開化　幕

末-明治１８年

決定版　昭和史２　昭和前史・富国強兵　明

治１９-３３年

決定版　昭和史３　昭和前史・日露戦争　明

治３４-４５年

決定版　昭和史４　昭和前史・関東大震災

大正元年-１５年

決定版　昭和史５　昭和の幕開く　昭和元年-

５年

決定版　昭和史６　満州事変　昭和６-８年

決定版　昭和史７　二・二六事件前後　昭和

９-１１年

決定版　昭和史８　日中戦争勃発　昭和１２-

１３年

決定版　昭和史９　戦線と銃後　昭和１４-１

５年

決定版　昭和史　別巻Ⅰ　日本植民地史　満

州・朝鮮・台湾

決定版　昭和史　別巻Ⅱ　アメリカ兵の見た

占領日本

決定版女性のための運転術 徳大寺有恒

決定版　夢をそだてるみんなの仕事１０１

血脈  下 佐藤愛子／著

血脈　上 佐藤愛子

血脈　中 佐藤愛子

血盟団事件 中島 岳志

月曜日の抹茶カフェ 青山美智子

ゲーとピー たぬきせんせいのびょうきのほん わくわくにんげん 毛利子来／ぶん なかのひろたか／え

け



ケネディ 久保喬／著

ケネディを撃った男たち 現代史の謎 檜山良昭／著

ゲノムの方舟 佐々木敏／〔著〕

ゲームの達人  上
シドニィ・シェルダン／著 天馬竜行，中山和

郎／訳

ゲームの達人  下
シドニィ・シェルダン／著 天馬竜行，中山和

郎／訳

獣たちのコロシアム 池袋ウエストゲートパークⅩⅥ 石田衣良

ケモノの城 誉田 哲也

ケルベロスの肖像 海堂　尊

けろけろけろっぴ　なぞなぞドアのなぞの巻 Ｍ’ｓ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ編集

「原因」と「結果」の法則　③ ジェームズ・アレン

原因において自由な物語 五十嵐律人

幻香 内田　康夫

幻覚 渡辺淳一

剣客春秋 女剣士ふたり 鳥羽　亮

剣客春秋　里美の恋 鳥羽亮

剣客商売　三 陽炎の男　３ 池波正太郎

剣客商売　三 陽炎の男　２ 池波正太郎

剣客商売　三 陽炎の男　１ 池波　正太郎

けんかのきもち 柴田愛子／文 伊藤秀男／絵

元気 人はみな元気に生まれ元気の海へ還る 五木寛之

元気が出てくる！！万能ツボ健康ダイエット

ＮＨＫ生活ほっとモーニング
ＮＨＫ社会情報番組／編 西條一止／監修

元気がでる「気」と「手当て」の本 体と心の

「偏り疲労」をとる
岡島瑞徳／著

げんきがでるよかしわもち こどもの日 行事たべものの由来紙芝居 山本省三／作・画

元気都市ヨコハマを創る 市長からの発信 高秀秀信／著

げんきなやさいたち 小田まゆみ／作

剣客春秋　かどわかし 鳥羽亮

剣客春秋　濡れぎぬ 鳥羽亮

健康を食べよう・とうふの本 文化出版局／編

け



健康を食べよう・豆の本 文化出版局／編

健康をまもる解剖学 誰もが知っておきたい身

体のしくみとはたらき
山鳥崇／編著

健康と医療 旺文社／編

「健康」になる家相　「病気」になる家相 高嶋泉妙

健康の結論　「胃腸は語る」ゴールド編 新谷　弘実

検察側の罪人 雫井 脩介

検察者 小杉健治／著

検察捜査 中嶋博行／著

源氏鶏太集 源氏鶏太

原始時代の発明発見物語 道具の発見から土器

の発明まで
岩城正夫／著

げんしじんがあらわれた たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

源氏に愛された女たち 渡辺淳一／著

源氏の薫り 尾崎左永子／著

検事の信義 柚月裕子

原子・分子の発明発見物語 デモクリトスから

素粒子まで
板倉聖宣／編

源氏物語  巻１ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳

源氏物語  巻４ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳

源氏物語 塩田良平／編著

源氏物語 冴木奈緒/まんが　平田喜信/監修

源氏物語手鏡 清水好子，森一郎，山本利達／著

源氏物語の世界 中村真一郎／著

源氏物語の脇役たち 瀬戸内寂聴／著

源氏物語ひとりごと 坂上栄美子／著

賢者の愛 山田　　詠美

拳銃密売人 凶銃トカレフ拡散の謎 津田哲也／著

検証従軍慰安婦 上杉千年／著

原子力への道を開いた人々 藤本陽一／著

けんせつがいしゃのおとうさん 桜井信夫／文 高松良己／絵

け



元素の発明発見物語 錬金術師の物語から超ウ

ラン元素の発見まで
板倉聖宣／編

現代史ベルリン 永井清彦／著

現代社会１００面相 鎌田慧／著

現代世界美術全集  1 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  3 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  4 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  5 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  6 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  7 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  9 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  10 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  11 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  12 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  13 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  15 座右宝刊行会／編

現代世界美術全集  16 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  17 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  18 座右宝刊行会／編集制作

現代世界美術全集  14 座右宝刊行会／編

現代日本の美術  1 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  2 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  4 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  6 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  7 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  9 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  10 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  11 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  12 座右宝刊行会／編集制作

け



現代日本の美術  13 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術  14 座右宝刊行会／編集制作

現代日本の美術 原色 第４巻

現代日本の美術 原色 第８巻

現代日本の美術 原色 第１１巻

現代日本美人画全集  第８巻

現代俳句歳時記 飯田竜太／著

現代俳句の面白さ 飯田龍太／著

現代病は「塩」が原因だった！ 「精製塩＝化学塩」は

こんなに怖い！「にがり」不足が諸悪の根源だ
真島真平／著

現代フランス語辞典 中条屋進／〔ほか〕編集

ケンタロウ「魚！」ムズカシイことぬき！ ケンタロウ

建築家 楽しい建築・楽しい仕事 渡辺誠／著

建築巨人伊東忠太 読売新聞社／編

建築の発明発見物語 住まいの始まりから未来

都市まで

玄鳥さりて 葉室麟

県庁おもてなし課 有川浩

原点 新聞記者物語 黒田清／著

原点を見つめて それでも人は生きる 曽野綾子／著

弦と響 小池　昌代

剣と紅 高殿　円

幻庵　下 百田　尚樹

幻庵　上 百田　尚樹

原爆遺構・長崎の記憶 長崎の原爆遺構を記録する会／編

原爆体験記 広島市原爆体験記刊行会／編

原爆の火の長い旅 山口勇子／著

原発ホワイトアウト 若杉 冽

見仏記 いとうせいこう／文 みうらじゅん／え

けんぼうは１年生 岸武雄／作 二俣英五郎／絵

け



幻夜 東野圭吾

幻惑星からきた少女 畑中弘子／作 福田岩緒／絵

ごあいさつなあに やすいすえこ／作 わらべきみか／絵

コアラはなぜいつも眠っているの？ 子供の科学／編

恋 小池真理子／著

恋歌 朝井 まかて

恋うらないにごようじん うらないトリオ・

キューピッズ
窪田僚／作 鈴木みや／画

恋うらないにごようじん 窪田　僚／作

恋しtel？占い電話はなぞだらけ 窪田　僚／著

恋しい女 藤田宜永

小石川御家人物語 氏家幹人／著

小石川の家（うち） 青木玉／著

恋しくて 村上 春樹

恋しｔｅｌ？占い電話はなぞだらけ うらない

トリオ・キューピッズ
窪田僚／著 鈴木みや／画

恋しｔｅｌ？占い電話はなぞだらけ うらない

トリオ・キューピッズ
窪田僚／著 鈴木みや／画

こいしり 畠中　恵

恋するハンバーグ 佃はじめ食堂 山口　恵以子

恋とお菓子はキケンがいっぱい ときめきクラ

ブ
くらしき里央／作 聖原玲音／画

子犬をかいたい日の本 現代児童文学研究会／編

こいぬのうんち クォン・ジョンセン/文　ピョン・キジャ/訳

恋のゴンドラ 東野　圭吾

恋のゴンドラ 東野　圭吾

恋のまほうはママにおまかせ！ わたしのママ

は魔女
藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

恋のライバルは霊感少女 おさわがせコンビ・

モモ＆クリ
南英男／作 さわべきなこ／画

恋火 松久淳＋田中渉

こいむぐんだんの冒険 あさをゆうじ

恋はいつも未知なもの 村上龍／著

こいわすれ 畠中　恵

け

こ



恋忘れ草 北原亜以子／著

ご隠居さんと熊さんの俳句上達談義 小林清之介／著

後悔と真実の色 貫井　徳郎

好奇心ガール　いま９７歳 笹本恒子

孔丘 宮城谷昌光

号泣する準備はできていた 江国香織

公共サービスとくらし 前沢猛／著

光源 桐野夏生／著

こうげんのおちゃづくり 長田光男／文 高松良己／絵

高原のフーダニット 有栖川　有栖

高校入試 湊 かなえ

考古学千夜一夜 佐原真／著

こうざパネルシアター 初歩から応用まで 古宇田亮順，阿部恵／共著 松田治仁／絵

高山植物の一年 白籏史朗／著

高山チョウのくらし 斎藤嘉明／著

広辞苑 新村出／編

孔子家の家訓 孔祥林／著

こうして誰もいなくなった 有栖川有栖

荒城に白百合ありて 須賀しのぶ

好色五人女／堀川波鼓 岩橋邦枝／著

荒神 宮部 みゆき

厚生福利活動指導者情報ガイド 県職員ＯＢが

余暇ライフの手助けをします 2000
神奈川県厚生福利振興会／編

公孫龍　巻一　青龍篇 宮城谷昌光

皇太子さまと雅子さまご結婚記念写真集 読売新聞社／編

皇太子さま雅子さまへのメッセージ 浜尾実／著

皇太子妃とマスメディア 丸山昇

皇太子妃雅子さま 河原敏明／著

碁打秀行 私の履歴書 藤沢秀行／著

こ



こうちゅう カブトムシとそのなかまたち
福音館書店編集部／編 松本克臣，栗林慧／写

真

校長先生のカモトリ作戦 山脇あさ子／作 小野かおる／絵

交通と自動車 旺文社／編

校庭にうかんだ墓地
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 前嶋

昭人／絵

幸転力 吉瀬 美智子

高等学校教師 高校の先生ってこんなに楽しい 宮田汎／著

公認会計士VS特捜検察 細野　祐二

更年期障害 イラスト・わかる指圧 影山邦子／著

こうのとりになった王さま うすいしゅん／画 高木あきこ／文

こうのとりになった王さま うすいしゅん／画 高木あきこ／文

紅梅 津村　節子

江　姫たちの戦国　下 田渕　久美子

江　姫たちの戦国　上 田渕　久美子

幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著

幸福な生活 百田 尚樹

幸福の王子 オスカー・ワイルド/原作　小野忠男/文

幸福のパズル 折原みと

口福のレシピ 原田ひ香

幸福論 五木　寛、曽野　綾子他

鉱物 地底からのたより 塚本治弘／著

神戸　大人の街歩き１１

神戸っ子はまけなかった 阪神大震災とのたた

かい・苦難と感動の記録
今関信子／作 古味正康／絵

広報・ＰＯＰ・イラスト百科 家庭で、学校で

すぐ使える！！
渡辺明子／著

傲慢と善良 辻村深月

黄落 佐江衆一／著

合理的な疑い  上 フィリップ・フリードマン／著 延原泰子／訳

合理的な疑い  下 フィリップ・フリードマン／著 延原泰子／訳

降霊会の夜 浅田　次郎

こ



高齢者が使いやすい日用品 浜田きよ子／著

航路をひらいた人々 瀬田貞二／著

声 柳美里／著

声なき叫び 小杉健治

声に出して読みたい日本語 齋藤孝

幸運を引きよせるスピリチュアルブック 江原　啓之

こおりあそび 徳田徳志芸／作・絵

こおりにねむるマンモス まんが　化石動物記　７ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

氷の上のひなたぼっこ ブラッカブロッコ島だ

より
斉藤洋／作 高畠純／絵

氷の世界 東海林明雄／著

氷の轍 桜木　紫乃

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

ご機嫌な彼女たち 石井　睦美

ごきげんのわるいコックさん まついのりこ，ひょうしぎ／〔共〕画・脚本

こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子作　二俣英五郎　画

こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子／文 二俣英五郎／画

古希に乾杯！ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼憲史

コーギビルの村まつり ターシャ・テューダー/絵・文　食野雅子/訳

コーギビルのゆうかい事件 ターシャ・テューダー/絵・文　食野雅子/訳

ゴキブリを調べる 古出俊子／著 こやま・きょうへい／絵

極悪専用　リバーサイド　シャトウ 大沢　在昌

悟空，あやうし！
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

こくごであそぼ 斉藤孝

国際交流につくした日本人  1

国際交流につくした日本人  2

国際交流につくした日本人  3

国際交流につくした日本人  4

国際交流につくした日本人  5

こ



国際交流につくした日本人  6 長沢　和俊・寺田　登/監修

国際交流につくした日本人  7

国際交流につくした日本人  8

国際情報人信長 小和田哲男／著

国際問題がわかる！世界地図の読み方 池上　彰

国際理解にやくだつ日本と世界のちがいを考

える本  1
飯塚峻／監修

国際理解にやくだつ日本と世界のちがいを考

える本  2
飯塚峻／監修

国際恋愛図鑑 川滝かおり／著

国税局査察部 消えた政治献金 立石勝規／著

獄窓記 山本譲司

国銅　下 帚木蓬生

国銅　上 帚木蓬生

国土づくりとくらし 本吉庸浩／著

告白 チャールズ・Ｒ・ジェンキンス

告白 湊　かなえ

告白の余白 下村　敦史

告発の虚塔 江上　剛

告別 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

国宝 芸術新潮編集部／編

国宝　下　花道篇 吉田修一

国宝　上　青春篇 吉田修一

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけん

こぐまちゃんとぼーる わかやまけん

こぐまのこぐちゃん 富永秀夫／画 堀尾青史／作

国民の教育 渡部昇一／著

国民のための戦争と平和の法 国連とＰＫＯの

問題点
小室直樹，色摩力夫／著

国立科学博物館物語 国立科学博物館／編

小暮写真館 宮部　みゆき

こ



黒牢城 米澤穂信

孤軍　越境捜査 越境捜査 笹本稜平

苔玉・ミニ盆栽　おしゃれでかわいい緑のイ

ンテリア
砂森　聡/監修

コケの世界 伊沢正名／著

凍える牙 乃南アサ／著

凍える島 近藤史恵／著

ここで土になる 大西　暢夫

午後二時の証言者たち 天野　節子

９つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の

自分」と最良の人間関係
鈴木秀子／著

ここまでわかった　脳の話 沢口俊之

心 姜尚中

心ってどこにあるのでしょう？ こんのひとみ/作　いもとようこ/絵

心では重すぎる 大沢在昌／著

ココロとカラダに効く色彩セラピー 石井亜由美

心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村恒子

心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉

の佳話５８篇
潮文社／編

心に吹く風 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐　真理

「心の基地」はおかあさん　やる気と思いや

りを育てる親子実例集
平井信義

こころの体操 関谷透／著

こころの天気図 五木寛之／著

こころの　やさしい　さまりあじん 井口文秀/絵　佐久間彪/文

ココロ屋 梨屋　アリエ

こころやさしいワニ ルチーア･パンツィエーリ

心を伝える春夏秋冬手紙のマナーと書き方 藤田陽子

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

後妻業 黒川  博行

子ザルひよし 椋鳩十／著

こじかひめ 平田昭吾

こ



こじかものがたり 平田昭吾

古事記 森有子/まんが　平田喜信/監修

古事記物語 高野正巳／編著

５０歳からの栄養と献立 「生活習慣病」に勝

つ毎日の食事
素敵ブックス 宗像伸子／〔著〕

５０歳からの夫と妻の暮らし方 子育て後、本

当の結婚が始まる
南和子／著

５０歳からのライフプラン 朝日新聞社／編

故事と成語 大石智良／編

孤舟 渡辺　淳一

５５歳からのハローライフ 村上龍

５０代からの食べ方１００の常識非常識 越智宏倫／著

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ

孤宿の人　上 宮部みゆき

孤宿の人　下 宮部みゆき

５０歳からの時間の使い方　残り２２年どう

楽しんでやるか
弘兼憲史

50歳からラクになる人生の断舎利 やましたひでこ

５０歳過ぎたら、「まあ、いいか」「それが

どうした」「人それぞれ」でいこう
弘兼憲史

悟浄出立 万城目 学

ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義 佐藤健志／著

個人人間の時代 ニューヨークから 江崎玲於奈／著

湖水の疾風（かぜ） 平将門 上 童門冬二／著

湖水の疾風（かぜ） 平将門 下 童門冬二／著

こすずめのぼうけん ルース・エインワース／作 石井桃子／訳

コスメティック 林真理子／著

コスモスさんからおでんわです 杉みき子／作 津田櫓冬／絵

五千円札の富士山には、なぞがいっぱい！ 渡辺一夫／著

午前零時 鈴木　光司／他　著

子育てサークルをつくってあそぼ！ もう、ひ

とりぼっちじゃないよ
ままとんきっず／著

子育てハッピーアドバイス　もっと知りたい

小児科の巻2
吉崎　達郎　明橋　大二　他

こ



去年の雪 江國香織

古代エジプト女王伝 吉村作治／著

古代史を語る 朝日新聞社／編

古代日本の発掘発見物語 水戸光圀の発掘から

稲荷山古墳の鉄剣まで
玉利勲／著

古代の思想 儒家と道家 久米旺生／訳

古代の思想 諸子百家 市川宏／訳

こだまでしょうか、いいえ、だれでも 金子みすゞ詩集百選 金子みすゞ

誤断 堂場　瞬一

胡蝶殺し 近藤 史恵

五ちょうめのゆうれいマンション 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

こちらズッコケ探偵事務所 那須正幹／作 前川かずお／絵

こちら七不思議探検隊 日本児童文学者協会／編

こちらマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝／訳

こちら横浜市港湾局みなと振興課です 新保裕一

告解 薬丸岳

国家なる幻影 わが政治への反回想 石原慎太郎／著

コックサッカーブルース 村上龍／著

コッコロから 佐野洋子／著

骨粗しょう症にならない！！ あなたの骨を強

くする体操プログラム６８

アリエル・シムキン，ジュディス・アーヤロ

ン／著 合田英三／訳

骨盤教室 寺門琢己

五つぶのえんどうまめ アンデルセン童話より 桜井美知代／画

コップをわっためずみくん なかえよしを/作　上野紀子/絵

ゴッホ
エーフェルト・ファン・アイテルト／著 神崎

巌／訳

ゴッホ　現代世界美術全集　８ 後藤茂樹/編

ゴッホとロートレック 嘉門安雄／著

湖底の家 スチュアート・ウッズ／著 矢野浩三郎／訳

古典を楽しむ 私の日本文学 ドナルド・キーン／著

コテン音楽帖 クラシック・ノート 砂川しげひさ／著

こ



孤道 内田　康夫

孤島に日はのぼる 新島をすくった流人・上平

主税
浜野卓也／作 梅田俊作／絵

孤独で優しい夜 唯川恵

孤独のチカラ 齋藤　孝

ことばあそび玉手箱 石津　ちひろ／作　つちだ　のぶこ／絵

ことばの海へ雲にのって 大漢和辞典をつくっ

た諸橋轍次と鈴木一平
岡本文良／作 高田勲／絵

ことばのえほんあいうえお 五味太郎／作

ことばのえほんＡＢＣ 村上勉／作

ことばの常識・非常識 金井靖雄

寿町のひとびと 山田清機

子どもが危ない！ 江原啓之

【子どもが生きる」ということ 藤原智美

子どもが育つ魔法の言葉
ドロシー・ロー・ノルト／著 レイチャル・ハ

リス／著

子供が伸びる！父親のこの一言 宇佐美覚了／著

子どもが喜ぶ懐かしいお菓子 西岡りき

こども電車 岡田　潤

子どもにウケる科学手品７７ 簡単にできてイ

ンパクトが凄い
後藤道夫／著

こどもに伝えたい　今も昔も大切な１００の

ことば
辻　信太郎

子どもにつたえる日本国憲法 井上　ひさし

子どもの笑顔を消さないで うたの絵本 止揚学園／作詩・作曲 福井達雨／編

子どもの旧約聖書物語 わきたあきこ/文　むらおかのぼる/絵

子どもの心をいやす魔法のメルヘン アンゲリーネ・バウアー／著 池田香代子／訳

子どもの心の基礎づくり　乳幼児期の５つの

チェックポイント
石田　一宏

子どもの詩が生まれた  続 灰谷健次郎／編 御子柴滋／写真

子どもの食事 知っておきたいＡＢＣ 丸岡玲子／著

こどものための百科ー１ 鈴木勤

こどものための百科ー１０ 鈴木勤

こどものための百科ー１１ 鈴木勤

こ



こどものための百科ー１２ 鈴木勤

こどものための百科ー１３ 鈴木勤

こどものための百科ー１４ 鈴木勤

こどものための百科ー１５ 鈴木勤

こどものための百科ー１６ 鈴木勤

こどものための百科ー１７ 鈴木勤

こどものための百科ー１８ 鈴木勤

こどものための百科　４ 鈴木勤/監修

こどものための百科　５ 鈴木勤

こどものための百科ー６ 鈴木勤

こどものための百科ー７ 鈴木勤

こどものための百科ー８ 鈴木勤

こどものための百科ー９ 鈴木勤

こども武士道 自分に負けないこころをみがく！ 齋藤孝（監修）

こども鉱物図鑑 八川シズエ

子ども寄席 古典落語 初日 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席 古典落語 ２日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席 古典落語 ３日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席 古典落語 ４日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席 古典落語 ５日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席 古典落語 千秋楽 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　初日 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　２日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　３日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　４日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　５日目 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

子ども寄席  第２集　千秋楽 柳亭燕路／文 二俣英五郎／画

こども六法 山崎聡一郎/著　伊藤ハムスター/絵

こ



こども論語塾 安岡　定子/著　田部井　文雄/監修

子どもを伸ばす魔法の言葉 シャロン伴野

子盗り 海月ルイ／著

ことり 小川洋子

ことりのいのち
アロナ・フランケル／え・ぶん さくまゆみこ

／やく

ことわざ事典  1 吉田ゆたか／著

ことわざ事典  2 吉田ゆたか／著

ことわざ事典  3 吉田ゆたか／著

ことわざ事典  4 吉田ゆたか／著

ことわざ事典 まんがで学習 5 吉田ゆたか／著

ことわざに学ぶ生き方  東洋編 稲垣友美／著

ことわざに学ぶ生き方  西洋編 荒井洌／著

ゴードン・スミスのニッポン仰天日記
リチャード・ゴードン・スミス／著 荒俣宏／

訳・解説

ゴードンはどろんこ
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

来なかった世の終わり 島原の乱と天草四郎 永井明／著

五人女捕物くらべ（下） 大活字本 平岩弓枝

五人女捕物くらべ（中） 大活字本 平岩弓枝

五人女捕物くらべ（上） 大活字本 平岩弓枝

こねこのクリスマス なかえよしを／作 上野紀子／絵

こねこのチョコレート
Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作　小林　いづみ／訳

大社　玲子／絵

こねこのトムのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

こねこのミトン クラシックセレクション
クレア・ターレー・ニューベリー／作 劉優貴

子／訳

こねこのミヌー フランソワーズ／作　きしだ　えりこ／訳

こねてのばして ヨシタケシンスケ

５年生の自由研究

５年生の理科のひみつ  上 なんばかずひこ／漫画

５年生の理科のひみつ  下 なんばかずひこ／漫画

五年の梅 乙川優三郎／著

こ



５年目のハイヒール 和田アキ子／著

このあいだのかぜに 東君平／作 石原均／〔ほか〕画

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ

この命、何をあくせく 城山三郎

この嘘がばれないうちに 川口　俊和

この君なくば 葉室　麟

この気持ちもいつか忘れる 住野よる

この国の失敗の本質 柳田邦男／著

このにおいなんのにおい 柳原良平／作・絵

このはのおかね　つかえます 茂市久美子/作　土だ義春/絵

この人、午後のもてなし 上坂冬子／著

このひとすじにつながりて ドナルド・キーン／著 金関寿夫／訳

この人はなぜ自分の話ばかりするのか こっそ

り他人の正体を読む法則

ジョーエレン・ディミトリアス／著 冨田香里

／訳

この百年の小説 人生と文学と 中村真一郎／著

この本を盗む者は 深緑野分

この世でいちばん大切な「カネ」の話 西原　理恵子

この世で一番の贈り物 オグ・マンディーノ／著 菅靖彦／訳

この世にたやすい仕事はない 津村　記久子

この世の春　下 宮部みゆき

この世の春　上 宮部みゆき

琥珀の夏 辻村深月

琥珀のまたたき 小川　洋子

琥珀の夢　　下 伊集院静

琥珀の夢　上 伊集院静

小林一茶 斎藤　了一

小林カツ代の永久不滅レシピ101 小林カツ代

小林　覚 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　2 小林　覚

小林繁の楽しい野球 投手編 小林繁／著

こ



コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和

木びきの善六 清水達也／ぶん 小沢良吉／え

こひつじクロ エリザベス・ショー／作・絵 ゆりよう子／訳

こびととくつや 平田昭吾

こびととくつや 平田昭吾

こびとのくつや 原作：グリム　文絵：いもとようこ

５００人の前でも話せます 話し度胸がつく本

スピーチ恐怖の人へ
江川ひろし／著

孤笛のかなた 上橋菜穂子

ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己／さく

こぶじいさま 松居直／再話 赤羽末吉／画

拳の先 角田　光代

辛夷の花 葉室　麟

コープス・ハント 下村敦史

こぶたのドーカス・ポーカス ターシャ・テューダー

子ぶたのトリュフ
ヘレン･ピータース/文　エリー･スノードン/

絵　もりうちすみこ/訳

こぶたのピグリン・ブランドのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え まさきるり

こ／やく

こぶたのプーと青いはた
カーラ・スティーブンズ／作 レイニイ・ベ

ネット／絵

こぶたのブルトン なつはプール 市川 ひろたか/作、市居みか/絵

小筆字・基本の書き方 ひらがな・カタカナの

基本から表書きまで　オール２色図解
二瀬西恵／著

こぶとりじいさん 西原ひろし／画 鶴見正夫／文

こぶとりたろう たかどの　ほうこ/作　杉浦　範茂/絵

御坊日々 畠中恵

孤篷のひと 葉室　麟

小町算と布ぬすっと算 わらべうたと物語でつ

づるたのしい算数
山崎直美／著

ゴマちゃんの履歴書 少年アシベ探偵団

こまったさんのオムレツ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのカレーライス 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのグラタン 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こ



こまったさんのコロッケ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのサラダ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのサンドイッチ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのシチュー 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのスパゲティ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのハンバーグ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのラーメン 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

困ったときの手紙の手帳 おわび・断り・催

促・依頼
片山智志／監修

困ったときの便利なおかず 忙しい人に マイキッチンシリーズ 日本放送出版協会／編

困ったときは老荘の知恵 日下藤吾／著

困ってるひと 大野　更紗

コミック・クラブ▼FCA1▲は事件がいっぱ

い！？
一藤木杳子／作 岩本真樹／画

ゴミのはなし 藤田千枝／著

小美代姐さん愛縁奇縁 群　ようこ

小美代姐さん波乱万丈 群ようこ

ゴミはどのように地球をよごすのか？ 有害廃

棄物のはなし
トニー・ヘアー／文 細谷晶／訳

ゴムあたまポンたろう 長新太／作

小麦粉のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子／著 永井泰子／絵

ゴムのはなし 須之部淑男／著

ごめんね　ともだち 内田麟太郎

古文書の面白さ 北小路健／著

ゴヤ アントン・ディータリヒ／著 中野京子／訳

ご用心、満月の夜に何かがおきそう！？ 大マ

ジ三人組
島村敬一／作 聖原玲音／画

御用船帰還せず 相場　英雄

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで　万

両百貨店外商部奇譚
真梨幸子

こよみのはなし 小松恒夫／著

コラプティオ 真山　仁

コリーニ事件 フェルディナンド・フォン・シーラッハ

こ



ごりらのごんちゃん 馬場のぼる／作

ゴリラのドンドコ 田頭よしたか／作・絵

ゴリラのビックリばこ 長新太／作

ゴルゴ１３（サーティーン）の秘密 ついに明

かされるゴルゴの秘密！！
世界ゴルゴ調査会／著

コルチャック先生 近藤康子／著

ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎

コルトM1847羽衣 月村了衛

ゴールド・フィッシュ 森絵都／著

ゴールドラッシュ 柘植久慶／著

コルバトントリ 山下 澄人

ゴルフが好き 岡本綾子の生き方 海老沢泰久／著

これが世界の常識です ニッポン人の当り前が

通用しない…
荻野洋一とびっくりデータ情報部／著

これからの新素材 旺文社／編

コレステロール 食事のポイントと自己診断

チェック

コレステロールを下げる食事 動脈硬化で心臓

病・脳卒中にならない
石川俊次，井上八重子／著

コレステロール・中性脂肪が高い人の食卓 本間康彦／監修 荒牧麻子／監修

これぞにんじゃの大運動会 尼子騒兵衛

これだけできれば詰碁初段

これだけは知っておきたいマナーの常識・非

常識 困った時の上手な解決例８８
松田智恵子／著

これ食べていいの？ 恐るべき食品汚染 いわさ恵美／著

これなあに

これはすいへいせん 谷川　俊太郎

これはおひさま 谷川俊太郎／ぶん 大橋歩／え

五郎治殿御始末 浅田次郎

孤狼の血 柚月　裕子

ころころころ 元永定正／さく

ころころまるパン 松谷さやか／文 さとうわきこ／絵

コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業 中村　文人

こ



コロとボール 西村達馬／画 香山美子／作

コロナ狂騒録 海堂尊

コロナと潜水服 奥田英朗

コロナ黙示録 海堂尊

ごろはちだいみょうじん 梶山俊夫／え 中川正文／さく

ころべばいいのに ヨシタケシンスケ

コロボックル絵物語 有川 浩

ごろりん　ごろん　ころろろろ 香山美子　作/柿本幸造　絵

コロンブス 保永貞夫/著　依光隆/画

コロンブス 柴野民三／著

コロンブス 渡部さとる

こわいおおかみのこわいもの フランス 鈴木信一／作・画 福島のり子／脚色

こわいことなんかあらへん 福井達雨／編 馬嶋克美／絵・字

こわいわるいうさぎのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

コンカツ？ 石田衣良

婚活食堂 山口恵以子

ごんぎつね・張紅倫 新美南吉／著 斎藤博之／絵

ごんぎつね 新美南吉/作　黒井健/絵

コンコルド広場の椅子 東山魁夷／著

金色の足あと 椋鳩十／著

今昔物語 福田清人／編著

今昔物語 安西篤子／著

今昔物語集 今道英治/まんが　平田喜信/監修

コンジュジ 木崎みつ子

コンスケくんのおたんじょうかい いもとようこ／画 斉藤瑶子／作

ごんちゃんとぞうさん 馬場のぼる／作

ゴンちゃんなんばしよるとや？ 飯田栄彦／さく 長谷川集平／え

昆虫

こ



昆虫カメラマン 斎藤貢一／写真 武田万樹／文

昆虫のくらし

昆虫の図解 青木良／〔ほか〕著

コンテナガーデン 庭でベランダで小さな庭仕

事
神田隆／著

こんとあき 林明子

今度生まれたら 内館牧子

こんなことでよろしいか　老兵の進軍ラッパ 佐藤　愛子

こんなにあるぞ、せんいの種類！ 塚本治弘／著

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川 拓司

今日の地球環境 科学者からの警告 泉邦彦／〔ほか〕著

こんにちはアグネス先生
Ｋ／ヒル／作　宮木　陽子／訳　朝倉　めぐ

み／絵

こんにちは 大友康夫／絵 渡辺茂男／文

こんにちは消しゴムくん 村田栄一／文

こんにちはどうぶつたち とだきょうこ／あん さとうあきら／しゃしん

こんにゃく問答 小中太道／著

コンニャク屋漂流記 星野　博美

こんばんはおばけです さとうまきこ／作 岡本颯子／絵

コンビニ人間 村田　沙耶香

コンビニ人間 村田　沙耶香

こんぴら狗 今井恭子/作　いぬんこ/画

コンフィチュール　レシピＢＯＯＫ 沼口　ゆき

こんもりくん 山西 ゲンイチ

こんや円盤がやってくる 福島正実／作 中山正美／絵

ザ・ウォール 堂場瞬一

ザ・原発所長　下 黒木　亮

ザ・原発所長　上 黒木　亮

ザ・ロイヤルファミリー 早見和真

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロー

ド
東京バンドワゴン 小路　幸也

こ

さ



サイエンス・アドベンチャー  下 カール・セーガン／著 中村保男／訳

サイエンス・アドベンチャー  上 カール・セーガン／著 中村保男／訳

塞王の盾 今村翔吾

西行と清盛 嵐山光三郎／著

最強のお掃除テキスト　ハンディエッセ　ｖ

ｏｌ.16

最強の心理学 効きすぎて中毒になる 神岡　真司

最強の名のもとに 高田延彦／著

最強のふたり　佐治敬三と開高健 北　康利

細菌とたたかった人々 秋元寿恵夫／著

最高裁調査官 ブラッド・メルツァー／著 中原裕子／訳

西郷隆盛 安元　薫

西郷隆盛の道 失われゆく風景を探して アラン・ブース／著 柴田京子／訳

最後のオオカミ
マイケル・モーパーゴ／作　はらるい/訳　黒

須高嶺/絵

最後の宦官小徳張 張仲忱／著 岩井茂樹／訳・注

最後の将軍 徳川慶喜 司馬遼太郎／著

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
国松俊英／著

最後の藩主 八幡和郎/監修

最後の秘境東京藝大 天才たちのカオスな日常 二宮　敦人

さいごのぼうけん 長安にかえる
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

さいごの毛布 近藤 史恵

最終標的　所轄魂 笹本稜平

最新式辞・挨拶スピーチ自由自在

最新ビジネス・エチケット入門 日本能率協会/編

在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子

斎藤清の楽しい卓球 斎藤清／著

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学１年

生
齋藤孝

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学２年

生
齋藤孝

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学３年

生
齋藤孝

さ



齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学４年

生
齋藤孝

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学５年

生
齋藤孝

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学６年

生
齋藤孝

在日 姜　尚中

最果てアーケード 小川洋子

最果ての決闘者 逢坂剛

さいはての荒野へ 北海道開拓にかけた依田勉

三と晩成社の人たち
木暮正夫／作 横内襄／絵

サイパン　ロタ　テニアン　ﾌﾞﾙｰｶﾞｲﾄﾞ わがま

ま歩き１５

財布のつぶやき 群　ようこ

採薬使 佐平次 平谷 美樹

西遊記  上 呉承恩／作 和田武司，山谷弘之〔共〕訳

西遊記  下 呉承恩／著 和田武司，山谷弘之／共訳

西遊記ものがたり 石森延男/文　黒崎義介/画

宰領 今野 敏

サイレント・ブレス 南　杏子

サインゲーム 一色悦子／作 篠崎三朗／絵

サウスバウンド 奥田英明

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
山田　真哉

坂木司リクエスト！和菓子のアンソロジー 小川 一水、木地 雅映子、北村 薫、他

サカサかぞくのだんながなんだ 宮西 達也

サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西 達也

さかさのこもりくんとてんこもり あきやまただし

魚とくらし 山川健重／〔ほか〕著

魚はいつ眠るのか？ アメリカ人を悩ます１１

０の謎

デイヴィッド・フェルドマン／著 石田真理子

／〔ほか〕共訳

サーカスナイト よしもと　バナナ

サーカスの怪人 江戸川乱歩／著

魚

魚にのったかんのんさま 西本鶏介／ぶん 石倉欣二／え

さ



さかなにはなぜしたがない 神沢利子／作 井上洋介／絵

魚のくらし
安倍義孝・太田一男・藤田清／〔共〕指導・

執筆

さかなはさかな かえるのまねしたさかなのは

なし
レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七

坂の途中の家 角田　光代

坂の途中の家 角田　光代

坂道は風の通り道 川越文子／作 安藤由紀／絵

坂本龍馬・人間の大きさ 竜門冬二

坂本竜馬 明治維新につくした志士 日本の伝記 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

坂本竜馬 古川薫／著 鴇田幹／画

先送りできない日本 ”第二の焼け跡”からの再出発 池上彰

詐欺師 佐木　隆三

詐欺同盟 ローレンス・サンダーズ／著 平井イサク／訳

鷺と雪 北村　薫

錯迷 堂場　瞬一

サクラ 小笠原亮／著

さくら 西加奈子

サクラ咲く 辻村深月

さくら聖・咲く 畠中　恵

桜の下で待っている 彩瀬　まる

桜の下で待っている 彩瀬　まる

さくら百花事典 桜花爛漫　あなたも桜博士に

なれる

桜ほうさら 宮部みゆき

桜舞う おいち不思議物がたり あさのあつこ

サクリファイス アンドリュー・ヴァクス／著 佐々田雅子／訳

酒あるいは人 池部良／著

酒田行ぐさげ 日本橋純情横丁 宇江佐真理

酒と演歌と男と女 猪俣公章／著

さ



酒と涙と男と天ぷら 横浜好日・天吉日和 原　成男

酒と涙と男と天ぷら 横濱好日・天吉日和 原　成男

叫びと祈り 梓崎優

沙高樓綺譚 浅田次郎／著

サザエでございま～す！ アナメサザエさん公式大図鑑

さざなみのよる 木皿泉

笹の舟で海をわたる 角田 光代

ささやかだけれど、役にたつこと レイモンド・カーヴァー／著 村上春樹／訳

ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉幸子／作 岡本順／絵

座敷わらしレストラン
怪談レストラン編集委員会　松金　みよ子/責

任編集　かとう　くみこ/絵

サジュエと魔法の本 上　赤の章 伊藤英彦

サジュエと魔法の本　下　青の章 伊藤英彦

座礁 高杉良／著

ザ・ジョーカー 大沢在昌／著

さそりにさされたあばれんぼう ギリシャ神話 鈴木信一／作画 武井直紀／脚色

さだめ 藤沢周／著

さち子、テレパシーで魔女？ 香川茂／作 大古尅己／絵

撮影とカメラ・ビデオ 旺文社／編

作家刑事毒島 中山　七里

サッカーものがたり 宮崎昇作／作 村山純子／絵

雑貨屋さんぽ　東京・横浜編 Ｐｏｉｎｔｓ　ｄｅ　ｔｒｉｃｏｔ/編

サツキ 赤羽勝／著

さつき館の秘密 しかたしん／さく 赤星亮衛／え

ざっくばらん おしゃべりクマさん奮闘記 高秀秀信／著

サッコがいく 泉啓子／作 垂石真子／画

殺人鬼の献立表　Team・HK あさの　あつこ

殺人の花客 森村誠一／著

ざっそう 甲斐信枝／ぶん・え

さ



雑草風景 山頭火－句と版画 小崎侃／画 村上護／編

さっちゃんのまほうのて
たばたせいいち・のべあきこ・しざわさよこ

／〔共〕著

札幌・小樽・富良野・函館 大人の街歩き２

警察回りの夏 堂場　瞬一

佐藤直子の楽しいテニス 佐藤直子／著

茶道入門ハンドブック 田中仙翁／著

砂糖のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子，佐々木和子／共著 永井泰子／画

さと子の日記 鈴木聡子／文 藤沢友一／絵

里見八犬伝 滝沢馬琴／著 高木卓／編著

悟りを開いた６０人 聖徳太子から良寛まで 竹内均／著

早苗のひっこし 皿海達哉／さく 竹山のぼる／え

佐野洋子の動物ものがたり 佐野洋子

さばくのくいしんぼ 佐々木 マキ

砂漠の修道院 山形孝夫／著

砂漠の世界 片平孝／著

砂漠の中のシルクロード 悠久の自然と歴史 真木太一，真木みどり／著

砂漠の薔薇 新堂　冬樹

サピエンス全史　下 文明の構造と人類の幸福 ユヴェル・ノア・ハラリ

サピエンス全史　上 文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ

淋しい狩人 宮部みゆき／著

錆びた太陽 恩田　陸

サファイア 湊かなえ

サブマリン 伊坂　幸太郎

サーベル警視庁 今野　敏

サボテン 平尾博／著

サボテンのふしぎ 埴沙萠／著

彷徨い人 天野節子

さまよう刃 東野圭吾

さ



さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき

さむがり王さまおばけの子 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグス/作　すがはら/訳

鮫島の貌 新宿鮫短編集 大沢　在昌

さゆり  上 アーサー・ゴールデン／著 小川高義／訳

さゆり  下 アーサー・ゴールデン／著 小川高義／訳

さようなら、オレンジ 岩城 けい

さよなら、田中さん 鈴木るりか

さよなら、マフィンさん ウラル・ニルソン/文　水野綾子/訳

さよならを言うまえに 秋山ちえ子／著

さよならタマちゃん 武田 一義

さよならでんしゃのおばあさん 仲埜ひろ／作 梅田俊作／絵

さよならの儀式 宮部みゆき

さよならの日のねずみ花火 今関信子／作 おぼまこと／絵

さよならも言えないうちに 川口俊和

さらさら流る 柚木麻子

サラダ好きのライオン村上ラジオ３ 村上春樹

皿たろうだいかつやく！ マスダケイコ/さく・え

サラバ！　下 西　加奈子

サラバ ! (下) 西加奈子

サラバ !  (上) 西 加奈子

サラバ！（上） 西　加奈子

さらば外務省！　私は小泉首相と売国官僚を

許さない
天木　直人（前駐ﾚﾊﾞﾉﾝ特命全権大使）／著

サラブレッドの誕生 山野浩一／著

ざりがに 吉崎正巳／文・絵

ザリガニ同盟 今村葺子／作 山野辺進／画

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ/著　友廣純/訳

さるかに 松谷みよ子／文 村上勉／絵

さ



さるかにがっせん 若菜珪／画 長崎源之助／文

さるかにばなし 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高純也

猿の見る夢 桐野　夏生

猿の見る夢 桐野　夏生

さる・るるる 五味太郎／作・画

さる・るるる Ｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味太郎／作

サロメ 原田　マハ

さわらびノ譜 葉室麟

残穢 小野 不由美

三角館の恐怖 江戸川乱歩／著

山岳捜査 笹本稜平

三月 大島 真寿美

三鬼 三島屋変調百物語　四之続 宮部　みゆき

山月庵茶会記 葉室　麟

三国志  上 羅貫中／〔原作〕 丹羽隼兵・守屋洋／共訳

三国志  下
丹羽隼兵，守屋洋／共訳 丹羽隼兵，守屋洋／

共訳

三国志　一　群雄のあらそい 三田村信行/文　若菜仁＋Ki/絵

三国志絵巻  1 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  2 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  3 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  4 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  5 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  6 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  7 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  8 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  9 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  10 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

さ



三国志絵巻  11 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志絵巻  12 王矛，王敏／文 孫彬，張奇駒／絵

三国志　三　燃える長江 三田村信行/文　若菜等＋Ki/絵

三国志　二　天下三分の計 三田村信行/文　若菜等＋Ki/絵

三国志ものがたり 杉森久英/文　吉崎正巳/画

残酷人生論 あるいは新世紀オラクル 池田晶子／〔著〕

残酷な土地 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

山菜 金田　初代／著

３歳からのおべんとう 上田淳子

さんさんさん 五味太郎／作

3時のアッコちゃん 柚木 麻子

ザンジバルの贈り物
マイケル・モーパーゴ／文 フランソワ・プラ

ス／絵

三州吉良殺人事件 内田　康夫

３３年後のなんとなく、クリスタル 田中　康夫

30代に必ずやっておくべきこと　自身を持つ

26の法則
中島　孝志／著

３０代を生き抜く人生哲学 田原総一郎

74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろっ

てる
ミツコ

参上！ズッコケ忍者軍団 那須正幹／作 前川かずお／原画

残照の頂 続・山女日記 湊かなえ

三蔵法師と三人の弟子
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

三体 劉慈欣

三体　Ⅲ　死神永世　下 劉慈欣

三体　Ⅲ　死神永世　上 劉慈欣

三体　Ⅱ　黒暗森林　下 劉慈欣

三体　Ⅱ　黒暗森林　上 劉慈欣

三だいの機関車
ウィルバート・オードリ／作 レジナルド・

ドールビー／絵

サンタクロースがすねちゃった
ウテ・クラウゼ／作・絵 アーヒム・ブレー

ガー／文

サンタクロースってどんな人 神戸淳吉／作 山本まつ子／絵

さ



サンタクロースってほんとにいるの？ てるおかいつこ／文 すぎうらはんも／絵

サンタクロースとこぎつね 香山彬子/作　佃公彦/絵

サンタクロースをください 松岡　節／作　えんどう　ひとみ／絵

サンタさんだよかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん

サンタのおまじない 菊池 清

サンタのおまじない 菊地 清

サンダーバニー ロドニー・アラン・グリーンブラット

三ちょうめのおばけ事件 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

三ちょうめのおばけ事件 木暮正夫/作　渡辺有一/画

山頭火と歩く 村上護／著 吉岡功治／著

さんにんサンタ いとうひろし／作

さんねんごい のらっこの絵本 菊池日出夫／さく

３年生のさんすうのひみつ 算数ひみつシリーズ シュガー佐藤／漫画

３年生の自由研究

３年生の理科のひみつ  上 理科ひみつシリーズ 小山田つとむ／漫画

ざんねんないきもの事典 今泉　忠明

ざんねんな食べ物事典 東海林さだお

３年２組は牛を飼います 木村　セツ子/作　相沢　るつ子/絵

三年ねたろう 平田昭吾

三の隣は五号室 長嶋　有

三番ホームはまちがい線 小林しげる／作 福田岩緒／絵

三匹のおっさん 有川　浩

三匹のおっさん　ふたたび 有川　浩

三びきのくま イギリス民話より 森やすじ／画

三びきのくま 渡辺茂男／文 和歌山静子／絵

三びきのこぶた イギリス昔話 山田三郎／画 瀬田貞二／訳

300kcal以下の真夜中ごはん 松田　美智子

３６５日のお菓子・おやつ・パン 初めての人

でも失敗しない完全攻略本

さ



３６５日物語 晴山　陽一

３６６日誕生星の本 マーク・矢崎治信／著

３分間スピーチ実例集 結婚披露宴 主婦と生活社／編

「ヤル気」がモリモリわいてくる　3分間朝礼

話材集
総合法令／編

さんぽのしるし 五味太郎／作

さんぽのしるし 五味太郎／作

さんまいのおふだ 日本名作おはなし絵本 千葉幹夫/文　　早川純子/絵

三まいのはねと王子 平田昭吾

山野草 片桐　啓子／著

三塁打だよ、かぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

三塁打だよ、かぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

しあわせ色の小さなステージ 宮川ひろ／作 伊勢英子／絵

幸せをつかんだ犬たち 北浦清人／著

幸せ上手 渡辺　淳一

しあわせな王子 平田昭吾

幸せになる百通りの方法 荻原浩

幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ 岸見　一郎・古賀　史健

幸せになれる男の子女の子の名付け事典

しあわせの子犬たち
メアリー・ラバット/作　若林　千鶴/訳　む

かい 　ながまさ/絵

しあわせの白いうさぎ 那須田稔／作 小谷智子／絵

しあわせのポリアンナ 平田昭吾

飼育係長 よしながこうたく

飼育と観察

じい散歩 藤野千夜

アジアの中の日本史　Ⅴ　自意識と相互理解 荒野泰典，石井正敏，村井章介／編

慈雨 柚木　裕子

ジウⅠ 警察庁特殊犯捜査係「SIT」 誉田　哲也

ジウⅡ 警察庁特殊急襲部隊 誉田　哲也

さ

し



ジウⅢ 新世界秩序「NEO」 誉田　哲也

JR上野駅公園口 柳美里

シェイクスピアの面白さ 中野好夫／著

シェイクスピアのビジネス講座
ジェイ・Ｍ．シャフリッツ／著 金城盛紀，小

山博之／訳

ジェイクのクリスマス 葉祥明/絵・文　リッキー　ニノミヤ/英訳

Ｊリーグ最強読本 一歩踏み込んだ戦術とス

ター選手研究

Ｊリーグ（サッカー） ルールまるわかり 海原慎吾／著

シェエラザード  下 浅田次郎／著

ジェノサイド 高橋　和明

シェフ 名シェフが語るフランス料理修業記 酒井一之／著

シェラザード　上 浅田次郎

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

塩 海からきた宝石 片平孝／著

潮風エスケープ 額賀澪

ジオジオのかんむり 岸田衿子／さく 中谷千代子／え

塩で万病を治す 高・低血圧、冷え、便秘、美肌、アレ

ルギー、ダイエットに効果！　減塩神話にメス
河木成一／著

シオドアとものいうきのこ えらくなりすぎた　ねずみのはなし レオ＝レオニ　作/谷川俊太郎　訳

潮鳴り 葉室 麟

塩のおもしろ実験室 高梨賢英，半田昌之／共著

塩野法子　花を彩るグリーンづかい 塩野　法子

塩のはなし 人間の知恵　24 半田昌之／著

自壊するアメリカ 危機に直面する「民主主義

国家」
那須聖／著

司会と演出実例集 結婚披露宴 主婦と生活社／編

鹿男あをによし 万城目　学

死がお待ちかね ベゴーニャ・ロペス／著 竹野泰文／訳

鹿鼎記　八　栄光の彼方 金庸

鹿鼎記　一　少年康照帝 金庸

鹿鼎記　五　経典争奪 金庸

し



鹿鼎記　三　五台山の邂逅 金庸

鹿鼎記　二　天地会の風雲児 金庸

鹿鼎記　四　二人の皇太后 金庸

自覚 隠蔽捜査5.5 今野 敏

志賀高原・岩菅山の２０００日 冬季オリン

ピックと自然保護　ドキュメント
町田和信／著

四月になれば彼女は 川村　元気

鹿の王　下 還って行く者 上橋　菜穂子

鹿の王　上 生き残った者 上橋　菜穂子

鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子

屍者の帝国 円城塔

私家版天保水滸伝 高橋義夫／著

しがみつかない生き方　「ふつうの幸せ」を

手に入れる１０のルール
香山　リカ

叱る！知恵 多湖輝

時間をまきもどせ！
ﾅﾝｼｰ･ｴﾁﾒﾝﾃﾞｨ/作、吉上恭太/訳、杉田比呂美/

絵

史記  上 司馬遷／作 藤本幸三，竹内良雄／共訳

史記  下 司馬遷／著 藤本幸三，竹内良雄／共訳

四季・亜紀子  上 五木寛之／〔著〕

四季・亜紀子  下 五木寛之／〔著〕

指揮官たちの特攻 幸福は花びらのごとく 城山三郎／著

指揮権発動 笹本稜平

色彩を持たない多崎つぐると、彼の巡礼の年 村上春樹

四季抄　風の旅 星野　富弘

四季・奈津子 五木寛之／著

四季のお天気かんさつ 塚本治弘／文

四季のおりがみ 紙の贈りもの 高濱利恵／著

四季の子どもたち 市川里美／作

四季花ごよみ 草木花の歳時記

四季・波留子  上 五木寛之／著

し



四季・波留子  下 五木寛之／著

四季・布由子  上 五木寛之／著

四季・布由子  下 五木寛之／著

史記ものがたり 司馬遷／原作 藤堂礼之助／著

四季を飾るちりめん細工 井上重義

シクスティーズの日々 久田恵

時限感染　殺戮のマトリョーシカ 岩木一麻

歯原病 悪い噛み合わせがあなたの体を蝕んで

いる
佐藤收／著

思考スピードの経営 デジタル経営教本 ビル・ゲイツ／著 大原進／訳

自己を最高に生かす！ アーノルド・ベネット／著 渡部昇一／訳

地獄　延命寺所蔵 白仁成昭

四国　大人の街歩き１３

地獄堂霊界通信Ⅱ　vol.2 ワルガキin恐怖の花

園
香月日輪

地獄堂霊界通信Ⅱ　vol.３　ワルガキ、最悪の

危機
香月日輪

地獄堂霊界通信Ⅱ　vol.4  闇からの挑戦状 香月日輪

地獄堂霊界通信Ⅱ　vol.5 幸福という名の怪物 香月日輪

地獄堂霊界通信Ⅱ　vol.6 そこにいるずっとい

る・・・
香月日輪

地獄の仮面 江戸川乱歩／著

じごくのそうべえ たじまゆきひこ

地獄の道化師 江戸川乱歩／著

仕事ができる人できない人 堀場雅夫／著

紫紺のつばめ 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理／著

自在力 呼吸とイメージの力で人生が思いのま

まになる
塩谷信男／著

自殺って言えなかった。 自死遺児編集委員会・あしなが育英会/編

子産  上巻 宮城谷昌光／著

子産  下巻 宮城谷昌光／著

爺は旅で若返る 吉川潮・島敏光

獅子吼 浅田　次郎

し



４０歳から気になる病気、危ない兆候
イザドア・ローゼンフェルド／著 松本剛史／

訳

４０本のカーネーションにつつまれて 心臓病

の娘・朋美とともに歩んだ日々
坂見紀子／著 田中槙子／絵

獅子のごとく 小説投資銀行日本人パートナー 黒木亮

獅子の座 足利義満伝 平岩弓枝／著

獅子の城塞 佐々木譲

磁石が物をひきつける力ってなに？ 子供の科学編集部／編

磁石と電気の発明発見物語 らしん盤からテレ

ビジョンまで
板倉聖宣／編

死者のひらいた道 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

死者は還らず 山岳遭難の現実 丸山直樹／著

四十九日のレシピ 伊吹　有喜

四十七人の刺客 池宮彰一郎／著

思春期の子の親だからできること 伊藤友宣／著

思春期をめぐる冒険 岩宮恵子

史上最強のクイズ王決定戦公式問題集  Ｐａｒ

ｔ３
ＴＢＳ史上最強のクイズ王決定戦／編

史上最強の大臣 室積光

史上最強の「長嶋茂雄」読本！ １億３０００

万のミスターファンに捧げる
ＰＨＰ研究所／編

辞書のはなし 三省堂編修所／編

獅子渡り鼻 小野正嗣

屍人荘の殺人 今村昌広

自信力はどう育つか 河地和子

自信と希望をもって生きぬく法 きみが幸せに

生きるコツ
山田暁生／著

静おばあちゃんにおまかせ 中山七里

静かな雨 宮下　奈都

静かな木 藤沢周平／著

静かに、ねえ、静かに 本谷有希子

沈まぬ太陽  １（アフリカ篇　上） 山崎豊子／著

沈まぬ太陽  ２（アフリカ篇　下） 山崎豊子／著

沈まぬ太陽  ３（御巣鷹山篇） 山崎豊子／著

し



沈まぬ太陽  ３（御巣鷹山篇） 山崎豊子／著

沈まぬ太陽  ５（会長室篇・下） 山崎豊子／著

沈まぬ太陽（４）会長室編・上 山崎豊子

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん ブリジット・スマッジャ／作 末松氷海子／訳

私説東京繁昌記 小林信彦／著 荒木経惟／写真

ジーゼルカーはまんいんです 槻野けい／作 つちだよしはる／絵

自然遺産の迷路　屋久島発　世界一周旅行へ 香川　元太郎/作・絵

自然食生活のすすめ 榊寿子

自然と人間をまもる発明発見物語 生態系の発

見から自然エネルギーの発明まで
鈴木善次／編

自然の詩 舟崎克彦／編

自然流家庭菜園のつくり方 Ｇａｊｉｎ’ｓ　ｇ

ａｒｄｅｎ　ｌｉｆｅ
徳野雅仁／著

じぞうのふしぎなはさみ 竹崎有斐／さく 清水耕蔵／え

シーソーモンスター 伊坂幸太郎

したきりすずめ 輪島みなみ／画 安田浩／文

したきりすずめ 平田昭吾

下町ロケット 池井戸　潤

下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤

下町ロケット2ガウデｲ計画 ガウデｲ計画 池井戸　潤

下町ロケット　ゴースト 池井戸潤

下町ロケット2　ガウデｲ計画 ガウデｲ計画 池井戸　潤

示談のすべてがわかる本。 草間孝男／著

七月に流れる花 恩田　陸

七十歳死亡法案可決 垣谷美雨

７７のバカバカ詩 クリス・モズデル／著 谷川俊太郎／訳

七夜物語(下） 川上弘美

七夜物語（上） 川上弘美

しーっ たしろ ちさと

十歳のきみへ　－九十五歳のわたしから 日野原　重明

し



実践・言語技術入門 上手に書くコツ・話すコ

ツ
言語技術の会／編著

実践短文の書き方 ２００字で過不足なく伝え

るコツ
本橋游／著

失踪者 下村　敦史

湿地帯 宮尾　登美子

知っておきたいクスリになる食べもの 菅原　明子／監修

知って得する最新・食べもの学 稲神馨／著

十手人 押川國秋／著

嫉妬する人、される人 矢沢永一

じっと手を見る 窪美澄

失敗しないさし木・とり木・つぎ木 山下豊／著

失敗しない生命保険の入り方・やめ方 三田村京／著

失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！ 大野正人/著

しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ/作　小泉　るみ子/絵

じつはよるのほんだな 澤野 秋文

１０ぴきのかえるのなつまつり 間所ひさこ／さく 仲川道子／え

港湾（シッピング）ニュース Ｅ．アニー・プルー／著 上岡伸雄／訳

港湾（シッピング）ニュース Ｅ．アニー・プルー／著 上岡伸雄／訳

しっぽのでんしゃ 平塚ウタ子／作 田頭よしたか／絵

しっぽのはたらき どきどきしぜん 薮内正幸／え 川田健／ぶん

辞典・事典・字典 こんな愉しみ方 佐野真／著

自転しながら公転する 山本文緒

自転車とバイク 旺文社／編

じてんしゃにのるひとまねこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

自転車野郎養成講座 最終目標は北海道一周

ツーリング！
のぐちやすお／著

支店長、最後の仕事 江波戸哲夫／著

死という最後の未来 石原慎太郎/曽野綾子

じどうしゃ 寺島　龍一/画

し



シートン　ー自然保護の願いをー 藤原英司/作　シートン/絵

シートン動物記  1
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  2
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  3
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  4
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  5
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  7
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シートン動物記  8
アーネスト・トムスン・シートン／著 中村浩

／訳

シナの五にんきょうだい
クレール・Ｈ．ビショップ／ぶん クルト・

ヴィーゼ／え

ジーニアス英和辞典 ２色刷 小西友七／〔ほか〕編集

シニアポスト 山田義知/編

死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ

死に神 大野桂／編著

死に支度 瀬戸内　寂聴

ジニのパズル 崔実

死ぬ気まんまん 佐野　洋子

死ぬ瞬間の言葉
マギー・キャラナン，パトリシア・ケリー／

著 中村三千恵／訳

死ぬときに後悔すること２５ 大津　秀一

死ぬに時あり 浦瀬さなみ／著

死の陰謀　オッドアイ 渡辺裕之

死の十字路 江戸川乱歩／著

東雲の途 あさの　あつこ

しのびよる月 逢坂剛／著

死の淵を見た男 門田隆将

死の山・なぞの黄金伝説 オカルトクラブ少女

隊
本木洋子／作 横溝英一／絵

死のレース１９５５年ルマン マーク・カーン／著 相原俊樹／訳

司馬遷と史記 エドゥアール・シャヴァンヌ／著 岩村忍／訳

司馬遼太郎 谷沢永一／著

し



司馬遼太郎が語る日本 司馬遼太郎

しばわんこの今日は佳き日 川浦良枝

しばわんこの和のこころ 川浦良枝

しばわんこの和のこころ２　四季の喜び 川浦良枝

しばわんこの和のこころ　日々の愉しみ 川浦良枝

ジパング島発見記 山本　兼一

至福のお取り寄せ　贈りたい贈られたい逸品 TBS「はなまるマーケット」制作スタッフ編

自分を活かす４０歳からの転職 本多信一／著

「自分」から自由になる沈黙入門 小池　龍之介

自分史の書き方・つくり方　オリジナル自分

の歴史に挑む
田上貞一郎

自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の

教科書
西沢正和／監修

自分に気づき自分を変える R・ストラウス/著　佐々木雄二/監訳

自分の心が見える本 疲れた心を健康にする３

２の処方箋
近藤裕／著

自分の事は棚に上げて 吉田拓郎／著

自分の才能は何だろう？ 可能性の心理学 早乙女紀代美／著

自分の始末 曽野綾子

自分の性格を知ろう 個性の心理学 上田知子／著

自分の中に奇跡を起こす！ ウエイン・Ｗ．ダイアー／著 渡部昇一／訳

まごころ伝える　自分流絵手紙の楽しみ方 大久保　文夫

自分は自分、他人（ひと）じゃない 吉本由美／著

自分を愛すると夢は叶う 吉本ばなな/奥平亜美衣

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

ジヴェルニーの食卓 原田マハ

しまうまくん　ちいさないずみ しろたにひでお

シマウマの毛を切ってもシマ模様？ 子供の科学／編

島へゆく 灰谷健次郎エッセイ集 灰谷健次郎／著

志麻さん式定番家族ごはん
「今日、何つくろう？」の悩みがなくなる

とっておきレシピ３５
タサン志麻

しましまどろぼう 左近蘭子／作 島田コージ／絵

し



島津奔る  上巻 池宮彰一郎／著

島津奔る  下巻 池宮彰一郎／著

しまつとぜいたくの間 ゆたかな暮らしのエコ

ロジー
大村しげ／著

島で暮す 灰谷健次郎エッセイ集 灰谷健次郎／著

しまなみ幻想 内田康夫

島抜け 吉村昭／著

志摩の海にかけた夢 真珠づくりに一生をささ

げた御木本幸吉
笠原秀／作 上総潮／絵

島の墓標 私の「戦艦大和」 鬼内仙次／著

島はぼくらと 辻村 深月

しまふくろう どきどきしぜん 山本純郎，神沢利子／ぶん 山本純郎／写真

シマリスはたねまきじょうず 竹田津実／作・写真

Ｃ○Ｄ○虫歯たんてい団 沖井千代子／さく 小野かおる／え

清水ときの帯結び１００選 清水とき／著

死命 薬丸　岳

自滅 柴田　よしき

地面師たち 新庄耕

じめんのうえとじめんのした
アーマ・Ｅ．ウェバー／ぶん・え 藤枝澪子／

やく

地面の下のいきもの 松岡達英／え 大野正男／ぶん

下村式唱えて覚えるカタカナアイウエオ図鑑 下村昇／著 大久保宏昭／絵

下山の思想 五木寛之

釈迦 瀬戸内寂聴

社会を見なおすメガネ 量率グラフで見る日本 松崎重広／著

社会とエネルギー 旺文社／編

社会の詩 鈴木志郎康／編

ジャガイモ 鈴木公治／著

ジャガイモの花と実 板倉聖宣／文 楠原義一／画

じゃがいもポテトくん 長谷川 義史

釈迦に説法 玄侑　宗久／著

し



しゃくしゃくけむしくん ねじめ正一／作 はたこうしろう／絵

私訳　歎異抄 五木　寛之

若冲 澤田　瞳子

寂聴あおぞら説法 瀬戸内寂聴／著

シャクナゲ 脇坂誠／著

ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール

ジャズ喫茶「ベイシー」の選択 ぼくとジムラ

ンの酒とバラの日々
菅原昭二／著

社長を出せ！　実録　クレームとの死闘 川田　茂雄／著

ジャッキーのおたんじょうび　くまのがっこ

う
あだち　なみ/絵　あいはらひろゆき/文

ジャッキーのちいさなおはなし あだち　なみ/絵　あいはらちひろ/文

ジャックと豆の木 石川雅也／画 角田光男／文

ジャックと豆の木 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

しゃっくり　がいこつ マーシェリー・カイラー

灼光 北方謙三／著

ジャッジメント 小林　由香

シャドウ・ストーカー ジェフリー・ディーヴァー

シャトウルージュ 渡辺淳一／著

シャバはつらいよ 大野 更紗

ジャパリッシュのすすめ 日本人の国際英語 渡辺武達／著

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

しゃぼん玉の実験 ベルニー・ズボルフスキー／著 山辺昭代／訳

沙門空海唐の国にて鬼と宴す 夢枕獏

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ三 夢枕獏

沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ一 夢枕獏

沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノニ 夢枕獏

沙門空海唐ﾉ国にて鬼と宴す　巻ノ３ 夢枕　獏

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ４ 夢枕　獏

沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ一 夢枕　獏

し



沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノニ 夢枕　獏

車輪のはなし 小林卓二／著

シャルロットの憂鬱 近藤　史恵

シャーロック・ホームズ　トリビアの舞踏会 田中喜芳

シャーロック・ホームズの回想 コナン・ドイル

シャーロックホームズ  絹の家 アンソニー・ホロヴィッツ

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

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

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

シャーロック＝ホームズ全集  4 恐怖の谷 コナン＝ドイル／著

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

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（下） コナン＝ドイル／著

シャーロック＝ホームズ全集  7 コナン＝ドイル／著

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（下） コナン＝ドイル／著

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（上） コナン＝ドイル／著

シャーロック＝ホームズ全集  10 ショーロック＝ホームズの帰還（下） コナン＝ドイル／著

シャーロック＝ホームズ全集  11 最後の挨拶（上） コナン＝ドイル／著

シャーロック＝ホームズ全集  12 最後の挨拶（下） コナン＝ドイル／著

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（下） コナン＝ドイル／著

ジャングルにきえたマヤ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

じゃんけんゴリラ 矢崎節夫／作 尾崎真吾／絵

上海　蘇州　杭州　ブルーガイド　わがまま

歩き３３

シュヴァイツァー 音楽家・著作家の実績をな

げうって、アフリカの医者として献身した人
ジェームズ・ベントリー／著 菊島伊久栄／訳

獣医師 動物病院Ｎｏｒｉｋｏ院長奮闘記 宮野のり子／著

１１ぴきのねこ 馬場のぼる

１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる

１１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる

し



終焉の中のソ連史 塩川伸明／著

終活夫婦 中尾彬　池波志乃

獣眼 大沢在昌

従軍慰安婦のはなし １０代のあなたへのメッ

セージ
西野留美子／著

従軍カメラマンの戦争 小柳次一／写真 石川保昌／文

自由研究  小学１年生 小笠原豊／著

自由研究  小学２年生 河合伸樹，小笠原豊／著

自由研究  小学３年生 小笠原豊，吉田万佐敏／著

自由研究  小学４年生 小笠原豊／〔ほか〕著

自由研究  小学５年生 小笠原豊／〔ほか〕著

自由研究  小学６年生 小笠原豊／〔ほか〕著

自由研究発明とくふう  小学４・５・６年生 山中実／著

自由研究発明とくふう  小学１・２・３年生 山中実／著

１５歳　サッカーで生きると誓った日 梅崎司

１３階段 高野和明

１３歳のハローワーク 村上龍

十三世紀の西方見聞録 那谷敏郎／著

十字架のカルテ 知念実希人

秋色  上 平岩弓枝／著

秋色  下 平岩弓枝／著

十字軍物語 塩野 七生

十字軍物語 塩野 七生

十字軍物語（１） 塩野　七生

十字の記憶 堂場　瞬一

終戦５０年－遥かなる夏雲 予科練絵物語 太宰飛斗志／絵と文

秋霜 葉室　麟

集団左遷 江波戸哲夫／著

十二支のおはなし 内田麟太郎/文　山本孝/絵

し



十二支のはじまり 谷真介/文　赤坂三好/絵

十二人の死にたい子どもたち 沖　丁

十二番目の天使 オグ・マンディーノ／著 坂本貢一／訳

十二単を着た悪魔 内館　牧子

十人十色「源氏」はおもしろい 寂聴対談 瀬戸内寂聴／著

10年かかって地味ごはん。 和田明日香

十年後ニッポン あなたは残れない 福岡政行／著

収納整理ストレスから救われる本

自由は死せず 門井慶喜

十八世紀パリの明暗 本城靖久／著

10秒で顔が引き上がる奇跡の頭ほぐし 村木宏衣

１０＋１ぴきのかえる 間所ひさこ／さく 仲川道子／え

週末は家族 桂望実

シュウマンのゆび 奥泉光

襲名犯 竹吉 優輔

14歳の心理学 香山　リカ

十四才の夏 大谷美和子／作 たざわりえこ／絵

１４ひきのあきまつり いわむらかずお／さく

１４ひきのあさごはん ピアノ連弾のための組

曲
寺島尚彦／作曲

１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく

１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお／さく

１４ひきのこもりうた いわむらかずお／さく

１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお／さく

１４ひきのせんたく いわむらかずお／さく

１４ひきのとんぼいけ いわむらかずお／さく

１４ひきのぴくにっく いわむらかずお／さく

１４ひきのひっこし いわむらかずお／さく

１４ひきのやまいも いわむらかずお／さく

し



十力の金剛石 宮沢賢治／作 妹尾一朗／絵

十六の話 司馬遼太郎／著

ジュエリイの話 山口遼／著

珠玉の短編 山田　詠美

祝祭と予感 恩田陸

しゅくだい 宗正美子/原案　いもとようこ/文・絵

宿題ひきうけ株式会社 古田足日／著

熟年からのメッセージ わが心の近景・遠景

宿命 「よど号」亡命者たちの秘密工作 高沢皓司／著

宿命と真実の炎 貫井　徳郎

手芸

じゅげむ 川端誠／〔作〕

寿限無 齊藤孝/文　工藤ノリコ/絵

じゅげむ 川端誠

呪護 今野敏

出社拒否宣言 江波戸哲夫／著

出身県でわかる人柄の本 日本人の常識 祖父江孝男／著

しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬／さく

出版禁止 長江 俊和

10ぴきのかえるのふゆごもり 間所ひさこ

首都崩壊 高嶋 哲夫

ジュニア朝日年鑑  １９９０年版　理科

ジュニア音楽百科  1

ジュニア音楽百科  2

ジュニア音楽百科  3

シュバイツァー 杉山勝栄／著

シュバイツアー 栗原　清

呪縛 金融腐蝕列島　２ 上 高杉良／著

し



呪縛 金融腐蝕列島　２ 中 高杉良／著

呪縛 金融腐蝕列島　２ 下 高杉良／著

主婦病 森　美樹

シューベルト 岡上鈴江／著

シューベルト 音楽まんが 田哲平／シナリオ 永田洋子／作画

修羅走る関ヶ原 山本 兼一

首里の馬 高山羽根子

シュレミールと小さな潜水艦 斎藤洋／作 長新太／絵

淳 土師守／著

春夏秋冬ことわざハウス 日本語のエッセンス

１２０
エイケン／編

純喫茶「一服堂」の四季 東川 篤哉

淳子のてっぺん 唯川恵

旬の味 登紀子ばぁばの料理教室から 鈴木　登紀子

春雷 伊集院静／著

春雷 葉室　麟

春ラン・寒ラン 黒崎陽人／著

巡礼の家 天童荒太

女王はかえらない 降田　天

蒋介石に棄てられた女 陳潔如回想録 陳潔如／著 加藤正敏／訳

小学生科学ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生体と健康ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生世界不思議ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生動物不思議ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生なら知っておきたい教養366 齋藤孝

小学生なら知っておきたいもっと教養３６６ 齋藤孝

小学生日本不思議ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学生の自由研究 よくわかる １・２年生 自由教育研究会／編

し



小学生のための理科の自由研究ヒント集  小学

１・２・３年

愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ

／編

小学生のための理科の自由研究ヒント集  小学

４・５・６年

愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ

／編

小学生身の回りの不思議ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会

小学校教師 ハツラツ先生と教室の天使たち 福田節子／著

杖下に死す 北方　謙三

召喚状　下 ジョン・グリシャム

召喚状　上 ジョン・グリシャム

将棋界奇々快々 河口俊彦／著

将棋の基本完全マスター 勝つためのテクニッ

ク図書館版
川北亮司／著

上京ものがたり 西原理恵子

将軍と大名 江戸時代　上 桑田忠親／著

上弦の月を喰べる獅子 夢枕獏

小公女 バーネット／作 岸なみ／文

小公女 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

しょうじき５０円ぶん くすのき　しげのり

常識として知っておきたい日本語 柴田武／著

少子社会カルテ その現状と課題 横浜市企画局少子・高齢化社会対策室／編

消失グラデーション 長沢　樹

少女たちの明治維新 日本で最初の女子留学生

たち
岩崎京子／作 井口文秀／絵

少女みずき捕物ノートご用だっ！ねこねこ

ユーカイ事件
高橋町子／作 五彩きょうこ／絵

じょうすいじょうのおとうさん 長田光男／文 大坪幸子／絵

上手な話し方の技術 櫻井　弘

小説上杉鷹山  上 童門冬二／著

小説上杉鷹山  下 童門冬二／著

小説家 乱歩賞受賞作家の小説入門 高橋克彦／著

小説ザ・外資 高杉良／著

小説渋沢栄一　曖々たり 津本陽

小説渋沢栄一　虹を見ていた 津本陽

し



小説「聖書」  旧約篇 ウォルター・ワンゲリン／著 仲村明子／訳

小説「聖書」  新約篇 ウォルター・ワンゲリン／著 仲村明子／訳

小説徳川吉宗 童門冬二／著

小説の書き方 井上光晴／著

小説のような人 片岡義男／著

小説8050 林真理子

肖像画を読む 黒田日出男／編

商店街のジャンクション 村木美涼

聖徳太子 法隆寺をたてた政治家 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 柳川創造／シナリオ

聖徳太子 小石　房子

聖徳太子 沢田ふじ子／著 小市美智子／画

湘南女子寮物語 奥村俊雄，吉村ゆう／著

小児糖尿病とたたかうジョニー
トーマス・ベリイマン／写真・文 石井登志子

／訳

しょうにゅうどう探検 徳富一光／著

情熱　田中角栄をとりこにした芸者 辻和子

少年宇宙飛行士 野田昌宏／作 ＮＡＳＡ／写真

「少年Ａ」この子を生んで 父と母悔恨の手記 「少年Ａ」の父母／著

少年Ｈ（エッチ）  上巻 妹尾河童／著

少年Ｈ（エッチ）  下巻 妹尾河童／著

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第７巻 あおむら純／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第５巻 あおむら純／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１５巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１２巻 学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１９巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第２０巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１０巻 学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第４巻 あおむら純／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１１巻 学習まんが集団／まんが

し



少年少女人物日本の歴史  24 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１７巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第９巻 学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第２５巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１６巻 小井土繁とまんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第６巻 あおむら純／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第２１巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１８巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１３巻

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１４巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第２２巻 小井土繁と学習まんが集団／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第８巻 あおむら純／まんが

少年少女人物日本の歴史 学習まんが 第１巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  別巻　２

少年少女日本の歴史  第５巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第６巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第８巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第９巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１０巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１１巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１２巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１３巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１４巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１５巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１６巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１７巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１８巻 あおむら純／まんが

少年少女日本の歴史  第１９巻 あおむら純／まんが

し



少年少女日本の歴史  第２０巻 あおむら純／まんが

少年少女のための　論理学 澤田允茂

少年少女ファーブル昆虫記  2 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  3 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  4 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  5 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  6 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  7 中村浩／訳

少年少女ファーブル昆虫記  8 中村浩／訳

少年たちの夏 横山充男／作 村上豊／絵

少年探偵団 江戸川乱歩／著

少年通訳アメリカへいく 幕末の遣米使節団に

通訳として参加した立石斧次郎
松永義弘／作 鴇田幹／絵

少年と犬 馳星周

少年トトイとアザラシ Ｇ．パドアン／作 小島りえ子／訳

少年の海 横山充男／作 福田岩緒／絵

商品安全白書　くらしの安全徹底ガイド NACS消費生活研究所／

娼婦たち
ジェイムズ・クラムリー／著 大久保寛，松下

祥子／訳

しょうべん小僧ものがたり 望月正子／作 伊藤悌夫／絵

正法眼蔵入門 森本和夫／著

しょうぼうじどうしゃ じぷた 渡辺成男／さく・山本忠敏/え

しょうぼうていしゅつどうせよ 渡辺茂男／さく 柳原良平／え

情報とくらし 横山隆治／著

情報の東西交渉史 山口修／著

「笑」ほど素敵な商売はない 萩本欽一／著

聖武天皇 奈良の大仏を建立した天皇 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 三上修平／シナリオ

消滅 VANISHING　POINT 恩田　陸

縄文人国家＝出雲王朝の謎 関裕二／著

縄文都市国家の謎 驚異の「三内丸山遺跡」全

解読古代史大推理
井沢元彦／編・著 考古の森研究会／編・著

し



縄文と弥生 日本文化の土台にあるもの 岡本勇／著

将来の夢さがし！職業ガイド２３４種 菅原真理子/監修

精霊流し さだまさし

昭和維新試論 橋川文三／著

昭和　上

小惑星探査機はやぶさの大冒険 星のかけらを拾って地球に戻るまで 山根　一眞

昭和　下

昭和の犬 姫野 カオルコ

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第１巻 毎日新聞社／編

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第２巻 毎日新聞社／編

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第３巻 毎日新聞社／編

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第４巻 毎日新聞社／編

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第５巻 毎日新聞社／編

昭和の美術 日本画・洋画・彫刻・工芸 第６巻 毎日新聞社／編

昭和の美術  別冊 毎日新聞社／編

昭和の歴史  上 宮崎章／指導 森藤よしひろ／まんが

昭和の歴史  中 宮崎章／指導 森藤よしひろ／まんが

昭和の歴史  下 宮崎章／指導 森藤よしひろ／まんが

女王様と私 スー・タウンゼンド

諸葛孔明 不世出の軍師の機略縦横 会田雄次／他著

職業としての小説家 村上　春樹

贖罪の奏鳴曲 中山　七里

食事でビタミンＣをとる 美容と健康のために 女子栄養大学出版部／編

食事をするだけでその人のすべてがわかる 渋谷　昌三

食虫植物のひみつ 清水清／著

食堂かたつむり 小川　糸

食に知恵あり 小泉武夫／著

食に知恵あり《下》 大活字本シリーズ 小泉　武夫

し



食に知恵あり《上》 大活字本シリーズ 小泉　武夫

職場・オフィスの英会話がわかる本。 南ひろこ／著

植物 池田健蔵／〔ほか〕指導・執筆

植物図鑑 有川浩

植物と行事 その由来を推理する 湯浅浩史／著

植物のくらし

植物は動いている 清水清／著

書斎のポ・ト・フ 開高健／〔ほか〕著

女子栄養大学の学生食堂 500kcalからの好バランス定食 PHP研究所　協力：女子栄養大学

女子栄養大学のカフェテリア カンタン今日のごはんはこれで決まり 小笠原　章子

女子的生活 坂木　司

昭和の横浜　写真集 横浜市史資料室/編

しょじょじのたぬきばやし 倉橋達治／画

女性に必要な１２の力 齋藤　孝

しょっぱいドライブ 大道珠貴

女帝 小説・尾上縫 清水一行／著

女帝エンペラー
シャン・ハーユー/著　チエン・ユー/著　和

泉　裕子/訳　井上　実/訳

女帝・氷高皇女 三枝和子／著

女帝　わが名は則天武后 山颯／著　吉田　良子／訳

書と文字は面白い 石川九楊／著

ショパン 音楽まんが 田哲平／シナリオ 中本力／作画

初版グリム童話集 ベスト・セレクション グリム兄弟／〔著〕 グリム兄弟／〔著〕

焦眉　警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏

女優Ｘ 伊沢蘭奢の生涯 夏樹静子／著

女優の箪笥 室井　滋

女流作家 西村京太郎／著

しょんぼりカメくん オノビン／画 いしばししずこ／作

ジョン・レノン 愛こそはすべて トニー・ブラッドマン／作 坂本真理／訳

し



シラサギの森 田中徳太郎／著

白洲次郎　占領を背負った男 北　泰利

知らない人にはついていかない
リンダ・ウォルヴード・ジラード／さく 北沢

杏子／やく

不知火海 内田康夫

白旗の少女 比嘉富子／著 依光隆／絵

しらゆきひめ 平田昭吾

しらゆきひめ グリム童話 寺門保夫／画 吉野弘子／脚色

しらゆきひめ グリム童話 寺門保夫／画 吉野弘子／脚色

しらゆきひめ 平田昭吾

しらゆきひめ 世界名作ファンタジー 平田　昭吾/企画・構成・文　高橋　信也/画

しらゆきひめ 山田　正弘/文　狩野　富貴子/絵

しらんぷり 梅田俊作／作・絵 梅田佳子／作・絵

シリウスの道 藤原伊織

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  3 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  1 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  2 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  4 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  5 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物編  6 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  7 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物編  8 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物篇  9 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」植物編  10 中嶋博和／構成

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  2 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  4 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  5 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  6 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  7 中嶋博和／著

し



シリーズ「自然とあそぼう」動物編  9 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  8 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  10 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  3 中嶋博和／著

シリーズ「自然とあそぼう」動物編  1 中嶋博和／著

しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子

辞林２１ 三省堂編修所／編

シルクロードからの博物誌 足田輝一／著

シルクロード歴史と文化 長沢和俊／著

ｼﾙﾊﾞｰ川柳 誕生日ろうそく吹いて立ちくらみ 全国老人ホーム協会

白い息 佐藤雅美

白い犬とワルツを テリー・ケイ／著 兼武進／訳

白いかっぽの島 大野允子／さく 田代三善／え

しろいからす 福田庄助／画 上地ちづ子／脚本

白い鴉 新堂　冬樹

しろいくに 村田清司／え 田島征三／ぶん・こうせい

しろいくびわのクマ 椎野利一／画 プリシビン／原作

白いジオラマ 堂場瞬一

白い大地 北海道の名づけ親松浦武四郎 吉田武三／著

白い羽根の謎 江戸川乱歩／作

しろいはんかち 竹下文子／作 鈴木まもる／絵

白うさぎのおんがえし たかしよいち／ぶん 高田勲／え

しろうとうなぎ 加太こうじ／編著

しろがくろのパンダです 平田　昌広

シロクマくん 高畠純／作

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん

ジロちゃんとほしのピカリ やすいすえこ／作 田中四郎／絵

白ネコ横丁冬ものがたり 中沢晶子／作 ささめやゆき／絵

し



しろのあお 小学生に学ぶ３１コにこと 上大岡トメ

白ばらと紅ばら グリム童話 峰村亮而／画 安田浩／文・解説

白ばらと紅ばら グリム童話 峰村亮而／画 安田浩／文・解説

白ゆき姫殺人事件 湊かなえ

新・御宿かわせみ　華族夫人の忘れもの 平岩　弓枝

新・御宿かわせみ　青い服の女 新御宿かわせみ 平岩弓枝

新・御宿かわせみ　蘭陵王の恋 新・御宿かわせみ 平岩弓枝

新・金融腐食列島　下 高杉良

新・金融腐食列島　上 高杉良

新１年生のためのおはなし絵本館１ 松谷　みよこ

新１年生のためのおはなし絵本館２ 松谷　みよこ

新ウｵーりーハリウッドへいく マーティン・ハンドフォード

新ウｵーりーをさがせ！ マーティンハンドフォード

新・おくのほそ道 俵万智／著 立松和平／著

新・男のスピーチ すぐに役立つ　実例集 糸井川浩／著

深海の人魚 森村　誠一

進化しるぎた脳 池谷祐二

進化・人間はどこへ 養老孟司／文 スズキコージ／絵

進化の迷路　原始の海から人類誕生まで 香川　元太郎/作・絵

シンガポール攻略戦 冨永謙吾/監修　伊藤駿一郎

シンガポール　ジョホール　ビンタン島　ブ

ルーガイド　わがまま歩き３

陣借り平助 長編時代小説 宮本昌孝／著

真贋 今野　敏

じんかん 今村翔吾

しんかんせんのぞみでくるりんぱっ！ やすいすえこ／作 岡本颯子／絵

新かんたん！読書感想文 工藤順一

新恐竜伝説 最古恐竜エオラプトルから恐竜人

類まで、恐竜学の最先端！
金子隆一／著

神曲 川村元気

し



しんきろうのみえる町 伊藤真智子／作 中村まさあき／絵

真紅の歓び ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

シングル・ルームの生き方 小原信／著

シングル・ルームの生き方 小原信／著

新月譚 貫井徳郎

神剣 人斬り彦斎 葉室　麟

しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー/作･絵

人工知能 幸田真音

新・ゴーマニズム宣言  1 小林よしのり／著

新参者 東野　圭吾

心室細動 結城五郎／著

真実に生きた女性たち 安部井重子／著

真実の10メートル手前 米澤　穂信

「新釈」走れメロス他四篇 森見　登美彦

「ジンジャーとピクルズや」のおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

真珠色のコーヒーカップ 赤川　次郎

新宗教と日本人 浅見定雄／著

新宿鮫　風化水脈 大沢在昌

新宿二丁目で君に逢ったら 西野浩司／著

真珠湾攻撃 冨永謙吾/監修　実松譲

新章　神様のカルテ 夏川草介

人生・愉しみの見つけ方 川北義則

人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵

人生がときめく片付けの魔法　２ 近藤麻理恵

人生がときめく片づけの魔法２ 近藤麻理恵

人生教習所 垣根　涼介

人生後半の愉しみ方 定年後の設計図がありま

すか？
森村誠一／著 堀田力／著

人生相談 真梨 幸子

し



人生の疑問に答えます 養老　孟司／太田　光

人生の教科書「よのなか」 藤原和博／著 宮台真司／著

人生の雑事すべて取り揃え 曽野綾子

人生の終いじたく 中村　メイコ

人生の収穫 曽野綾子

人生の旅をゆく よしもと　ばなな

人生のピース 朝比奈あすか

人生の風景 遠藤周作／他著 白山晰也／編

人生の目的 五木寛之／著

人生はロングラン　私の履歴書 森　光子

人生万歳 永六輔／著 瀬戸内寂聴／著

人生百年私の工夫 日野原重明

人生を変える話し方 江川ひろし

人生を豊かにするお金との上手な付き合い方 石井勝利

しんせかい 山下　澄人

真説・南京攻防戦　生証人たちが叫ぶ南京戦

の実相
前川　三郎／著

親切キップだかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

親切キップだかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

真説　甲州一揆　犬目の兵助逃亡記 佐藤　健一／著

しんせつなともだち ふあんいーちゅん/作　君島久子/訳

しんせつなともだち ファン イーチュン 作・村山知義 画

シンセミア　下 阿部和重

シンセミア　上 阿部和重

新選漢和辞典 小林信明／編

新撰組局長主座芹沢鴨 峰隆一郎／著

新撰組　多摩の四天王 宮本三郎

神前酔狂宴 古谷田奈月

新選・楽しい中学校劇  1 椎崎篤／〔ほか〕編

し



新選・楽しい中学校劇  2 椎崎篤／〔ほか〕編

新選・楽しい中学校劇  3 椎崎篤／〔ほか〕編

新選・楽しい中学校劇  4 椎崎篤／〔ほか〕編

新選・楽しい中学校劇  5 椎崎篤／〔ほか〕編

人体と医学の発明発見物語 おまじないから病

気のない世界へ
道家達将／編

清代の怪異小説 聊斎志異 丸山松幸／訳

新タイムトラベラーウォーリーをおえ！
マーティン・ハンドフォード／作・絵 唐沢則

幸／訳

新タイムトラベラーウォーリーをおえ！
マーティン・ハンドフォード／作・絵 唐沢則

幸／訳

新タイムトラベラー　ウオーリーをおえ！ マーティンハンドフォード/作唐沢則幸/訳

シンタのあめりか物語 八束澄子／作 小泉るみ子／絵

死んだらあかん！ きみが幸せに生きるコツ 山田暁生／著

新・ちくま文学の森  4 鶴見俊輔／〔ほか〕編

信長記 那須辰造／編著

死んでいない者 滝口　悠生

死んでたまるか！ 母とすごした三千六百秒 佐藤州男／作 高橋透／絵

シンデレラ 森やすじ／画 関七美／文

シンデレラ 森やすじ／画 関七美／文

シンデレラ 佐藤悦夫，片山径子／構成 森はるな／文

シンデレラ 森はるな／文

シンデレラ 平田昭吾

シンデレラ 山下明生／文 牧野鈴子／絵

震度０（ゼロ） 横山　秀夫／著

シンドバットのぼうけん 平田昭吾

シンドバッドのぼうけん アラビアン・ナイト

より
白梅進／画

シンドローム　上 真山仁

シンドローム　下 真山仁

新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉

親日反日嫌日論 石川好／著

し



新版　薬の効き方がわかる本 丁　宗鐡・児玉　和夫／共著

新版病院で受ける検査がわかる本 済陽高穂，林泰／著

シンビジューム 江尻光一／著

神秘！ＵＦＯと宇宙人の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

人物アメリカ史  下 ロデリック・ナッシュ／著 足立康／訳

人物アメリカ史  上 ロデリック・ナッシュ／著 足立康／訳

人物世界の歴史  1

人物世界の歴史  2

人物世界の歴史  3

人物世界の歴史  4

人物世界の歴史  5

人物世界の歴史  6

人物世界の歴史  7

人物世界の歴史  8

人物世界の歴史  10

人物世界の歴史　ガンジーと民族のめざめ 監修・木村尚三郎

神仏と日本人 桜井正信／原案 ムロタニ・ツネ象／作画

人物２０世紀 樺山紘一／〔ほか〕編集

人物日本の歴史  2

人物日本の歴史  3

人物日本の歴史  4

人物日本の歴史  5

人物日本の歴史  6

人物日本の歴史  7

人物日本の歴史  8

人物日本の歴史  9

人物日本の歴史  11

人物日本の歴史  13

し



シンプルに生きる ドミニク・ローホー

新聞記者 時代を見る、時代を書く、時代を生

きる
池田知隆／著

新聞記者 綱島正人／写真・文

しんぶんしでつくろう よしだきみまろ／さく

しんぶんしでつくろう よしだきみまろ／さく

しんぶんでおるぼうし
千野利雄／おりがみ 早坂忠之・小宮山洋夫・

前田雅代／〔共〕絵文図

新聞用紙のながい旅 紙の再生と流通 村田栄一／著

神変 役小角絵巻 山本 兼一

新ぼくのくろう 畑正憲／著

新・ぼくらのいいじゃんか！ 宗田理／〔著〕

人面瘡探偵 中山七里

深夜特急  第１便 沢木耕太郎／著

深夜特急  第２便 沢木耕太郎／著

深夜特急　第三便　飛光よ、飛光よ 沢木耕太郎

親鸞 真継伸彦／著

親鸞 （下） 完結篇 五木 寛之

親鸞 （上） 完結篇 五木 寛之

親鸞　下 五木　寛之/著

親鸞 激動編下 五木寛之

親鸞　激動編上 五木寛之

親鸞　上 五木　寛之/著

心理学 乾孝/中川作一/亀谷貞義　共著

人類の子供たち Ｐ．Ｄ．ジェイムズ／著 青木久恵／訳

人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで キム・マーシャル／著 藤田千枝／訳

人類滅亡小説 山田宗樹

心霊写真のあのコにドッキリ！ 大マジ三人組 島村敬一／作 聖原玲音／画

すいかのたね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

すいかの匂い 江国香織／著

し

す



水滸伝  上 杉本達夫，中村愿／共訳

水滸伝  下 施耐庵〔原作〕 杉本達夫・中村愿／共訳

水滸伝ものがたり 金岡照光/文　黒崎義介/画

すいすいかんたん小物 イワミカイ／著・絵

スイス　ブルーガイド　わがまま歩き１１

彗星 ほうき星のひみつ 藤井旭／著

水生昆虫のひみつ 増田戻樹／著

彗星の住人 純文学書下ろし特別作品 島田雅彦／著

彗星は恐竜をほろぼしたのか アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

推定脅威 未須本 有生

推定無罪 プリジュームド・イノセント 上 スコット・トゥロー／著 上田公子／訳

推定無罪 プリジュームド・イノセント 下 スコット・トゥロー／著 上田公子／訳

水道のはなし 佐々木和子／著

『水道道たんけん』がはじまった！ 笠原秀／著

スイートホーム 原田マハ

ずいとん先生と化けの玉 那須正幹/文　長谷川義史/絵

「水分の摂りすぎ」は今すぐやめなさい 石原結實

水平線がまぶしくて 矢部美智代／作 中村悦子／絵

水墨画 松本泰山

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

水曜日の凱歌 乃南　アサ

睡蓮の長いまどろみ  上 宮本輝／著

睡蓮の長いまどろみ  下 宮本輝／著

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

数学をきずいた人々 村田全／著

数と図形の発明発見物語 ピタゴラスから電子

計算機まで
板倉聖宣／編

数の現象学 森毅／著

数のライブラリイ  1

す



数のライブラリイ  9

すえずえ 畠中 恵

すえっこねこのルウ さとうわきこ／作・絵

すえっこねこのルウ さとうわきこ／作・絵

末ながく、お幸せに あさのあつこ

図解「儲け」のカラクリ インタービジョン２１

図解・アナログからデジタルまでの修理・改

善
太田一穂，野村操／共著

図解病院の検査はこれでわかる！！ 症状から

検査をセルフチェック

スカイ・マスターズ  上 デイル・ブラウン／著 伏見威蕃／訳

スカイ・マスターズ  下 デイル・ブラウン／著 伏見威蕃／訳

素顔の一瞬 高円宮憲仁親王

ずかん・じどうしゃ 山本忠敬／著

すき トメク・ボガッキー／作 木坂涼／訳

過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき

杉下右京の多忙な休日 碇　卯人

すきすき　ちゅー！
イアン・ホワイブロウ／文　ロージー・リー

ヴ／絵　おびか　ゆうこ／訳

スキーだやっほう よしもとそう／さく・え

杉原千畝 六千人の命を救った外交官 あべさより／まんが 稲垣收／シナリオ

スキマワラシ 恩田陸

スクエア 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏

すぐ死ぬんだから 内館牧子

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

すぐにできるエコ家事　ムダなく節水・節エ

ネ・節約調理
阿部　絢子

スクープのたまご 大崎　梢

すぐ役立つ四季の山 東日本７０コース 岳人編集部／編

すぐ役立つ俳句入門事典 皆川盤水／著

すぐ役立つ山の豆知識 岳人編集部／編

スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介

す



スクラップになるのはいや！ 山田哲也／画 佐竹弘子／作

スケルトン・キー 道尾秀介

すごい交渉力が身につく本 谷川須佐雄

すごいね！みんなの通学路
ローズマリー・マカーニー/文　　西田佳子/

訳

すごすぎる天気の図鑑　空のふしぎがすべて

わかる！
荒木健太郎

スコールズの文学講義 テクストの構造分析に

むけて

ロバート・スコールズ／著 高井宏子／〔ほ

か〕訳

スコールの夜 芦崎 笙

すさのおとおおくにぬし 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘／著

すずのへいたい アンデルセン童話１１ 文・板倉幸子　絵・新野めぐみ

すすめ！きゅうじょたい 竹下 文子

すすめ、太陽をあびて 障害者の社会参加に力

をつくした医師・中村裕
きりぶち輝／作 高田三郎／絵

スズメの大研究 国松俊英　文/関口シュン　絵

スズメ，ハト，カラス… どこでもできるバー

ドウォッチング
谷口高司／絵と文

図説大江戸おもしろ事典 稲垣史生／著

図説神奈川県の歴史  上

図説神奈川県の歴史  下

図説かなざわの歴史 金沢区制五十周年記念事業実行委員会／編

図説三国志おもしろ事典

図説・東京下町花散歩 杉崎光明／著

図説　日本の古典10　方丈記・徒然草 三木　紀人／他編

図説　日本の古典11　太平記 梶原　正昭／他編

図説　日本の古典12　能・狂言 小山　弘志／他編

図説　日本の古典13　御伽草子 市古　貞次／他編

図説　日本の古典14　芭蕉・蕪村 白石　悌三／他編

図説　日本の古典15 　井原西鶴 長谷川　強／他編

図説　日本の古典16　近松門左衛門 諏訪　春雄／他編

図説　日本の古典17　上田秋成 松田　修／他編

す



図説　日本の古典18　京伝・一九・春水 神保　五弥／他編

図説　日本の古典19　曲亭馬琴 水野　稔・他編

図説　日本の古典20　歌舞伎十八番 郡司　正勝／他編

図説　日本の古典３　日本霊異記 小島瓔禮／他編

図説　日本の古典４　古今和歌集・新古今和

歌集
久保田　淳／他編

図説　日本の古典５　竹取物語・伊勢物語 片桐　洋一／他編

図説　日本の古典６　蜻蛉日記・枕草子 木村　正中／他編

図説　日本の古典７　源氏物語 秋山　虔／他編

図説　日本の古典８　今昔物語 国東　文麿／他編

図説　日本の古典９　平家物語 永積　安明／他編

図説日本の伝統工芸  東日本編 小山和／編

図説　日本の歴史１　古事記 神田　秀夫／他編

図説　日本の歴史２　萬葉集 伊藤　博／他編

図説風水学 中国４０００年の知恵をさぐる 目崎茂和／著

図説横浜キリスト教文化史 横浜プロテスタント史研究会／編集

スター 朝井リョウ

スタイリスト 時代の香りを伝える魔術師の世

界
坂本幸恵／著

スターガール ジェリー・スピネッリ／作 千葉茂樹／訳

スターク・マンローからの手紙 アーサー・コナン・ドイル／訳 田中 喜芳

スタフ staph 道尾　秀介

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニカル

スタンリーとちいさな火星人 サイモン･ジェームズ/作　千葉茂樹/訳

すーちゃんとねこ さのようこ／著

スチロールのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

スッキリ！　たった５分間で余分なものをそ

ぎ落とす方法
上大岡　トメ

スーツケースの半分は 近藤　史恵

ズッコケ宇宙大旅行 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ怪盗Ｘ最後の戦い 那須正幹／作 前川かずお／原画

す



ズッコケ恐怖体験 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ芸能界情報 那須正幹／作 前川かずお／原画

ズッコケ結婚相談所 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ山賊修業中 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須正幹／作 前川かずお／原画

ズッコケ三人組の推理教室 那須正幹/作　前川かずお/絵

ズッコケ三人組の大研究 那須正幹研究読本 石井直人，宮川健郎／編

ズッコケ三人組のバック・トゥ・ザ・フュー

チャー
那須正幹／作 前川かずお／原画

ズッコケ三人組のミステリーツアー 那須正幹／作 前川かずお／原画

ズッコケ三人組の未来報告 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ時間漂流記 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ心霊学入門 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ中年３人組age47 那須　正幹

ズッコケ発明狂時代 那須正幹／作 前川かずお／原画

ズッコケ文化祭事件 那須正幹／作 前川かずお／絵

ズッコケ妖怪大図鑑 那須正幹／作 前川かずお／絵

すってんころりん なかのひろたか／さく

ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム／えとぶん 久山太市／

やく

ずっと夜だったらいいのにね 大鶴義丹／著

スティングマータ 近藤　史恵

すてきな　三にんぐみ トミー＝アンゲラー/作　いまえよしとも/訳

素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野　圭吾

すてきなバスケット 森山京／作 鈴木幸枝／絵

すてきなハートをありがとう ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画

喧嘩 黒川　博行

捨て上手、片づけ上手は暮らし上手。　ハン

ディエッセ　Vol.20

すてねこタイガーと家出犬スポット リブ・フローデ/作　木村由利子/訳

ステラのほしぞら メアリー＝ルイーズ・ゲイ作　江國香織訳

す



ステラもりへいく メアリー＝ルイーズ・ゲイ作　江國香織訳

ストーリー・セラー 有川浩

ストーリー・ガール  〔ｐａｒｔ１〕上 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 木村由利子／訳

ストーリー・ガール  〔ｐａｒｔ１〕下 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 木村由利子／訳

ストーリー・ガール  ｐａｒｔ２ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 木村由利子／訳

ストーリー・ガール  ｐａｒｔ２ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 木村由利子／訳

ストローで調べる強いかたち ベルニー・ズボルフスキー／著 斉藤敏／訳

ストローのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

ストロベリーライフ 荻原　浩

ストロボ 真保裕一／著

砂に埋もれる犬 桐野夏生

砂の家 堂場瞬一

砂の器　（下） 松本　清張

砂の器　上 松本　清張

砂の狩人　下 大沢在昌

砂の狩人  上 大沢在昌／著

砂はまのカニたち 武田正倫／著

スニーカーで足もときめよう 靴の生産と流通 村田栄一／文

スヌーピーたちのアメリカ 広淵升彦／著

スノーマン レイモンド・ブリッグズ/作　きやまかすみ

スパイだったスパイ小説家たち アンソニー・マスターズ／著 永井淳／訳

スーパー仮面はつよいのだ 2 武田美穂／作・絵

スーパースターをすくえ Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝／訳

スーパー・ゼロ 鳴海章／著

スーパー低山ベストコース 東京周辺誰でも登

れる標高６００メートル以下の山
武村岳男／著

ズバリ、一流のストライカーに育てる本 三浦由子

スピーチに役立つ　名言・名句ハンドブック PHP研究所情報開発室

スピーチのきまり文句実例集 結婚披露宴 主婦と生活社／編

す



スペインからの手紙 ベンポスタの子どもたち 朝間義隆／原作 茨田晃夫／ノベライズ

スペインひるね暮らし 中丸明／著

スペイン　ブルーガイド　わがまま歩き１７

スペースレンジャー　バズ＝ライトイヤー 齋藤妙子

すべて真夜中の恋人たち 川上　未映子

スペードの３ 朝井 リョウ

スポーツが世界をつなぐ いま卓球が元気 荻村伊智朗／著

スーホの白い馬 モンゴル民話 大塚勇三／再話 赤羽末吉／画

ずぼらヨガ 崎田ミナ

スマートな食べ方の流儀　NHKまる得マガジ

ン

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン/著　久山葉子/訳

住井すゑと永六輔の人間（じんかん）宣言 死

があればこそ生が輝く
住井すゑ／著 永六輔／著

すみ鬼にげた 岩城　範枝/作　松村　公嗣/絵

すみっこのおばけ 武田美穂／作・絵

住友銀行秘史 國重　惇史

すみれ島 今西祐行／文 松永禎郎／絵

スモールワールズ 一穂ミチ

すやすやおやすみ
アロナ・フランケル／え・ぶん さくまゆみこ

／やく

すらすら読める徒然草 中野孝次

ずら～りカエル ならべてみると… 松橋利光／しゃしん 高岡昌江／ぶん

スリジエセンター1991 海堂尊

スリーパー 楡 周平

ずるいねこのおはなし
ビアトリクス・ポター/作　まさきるりこ/訳

絵

スロー・トラベル　島めぐりフェリーで行こ

う！
カベルナリア吉田/文・写真

スワン 呉勝浩

セイウチのゆくえ ブラッカブロッコ島だより 斉藤洋／作 高畠純／絵

星雲・星団をみよう 藤井旭／著

精鋭 今野　敏

す

せ



生を踏んで恐れず 高橋是清の生涯 津本陽／著

性格の本 素敵な出会いをひらく 秋山さと子／著

生活図鑑 『生きる力』を楽しくみがく おちとよこ／文 平野恵理子／絵

生活のなかの発明発見物語 上・下水道から冷

蔵庫まで
藤田千枝／編

世紀末ミュンヘン ユートピアの系譜 山本定祐／著

生協の白石さん 白石　昌則　東京農工大学の学生の皆さん

税金あの手この手 桜井正信／原案 ムロタニ・ツネ象／作画

棲月 隠蔽捜査７ 今野敏

晴耕雨読ときどきワイン 玉村豊男／著

西太后秘録　上 近代中国の創始者 ユン・チアン

成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木龍平

成功者Ｋ 羽田　圭介

成功ではなく、幸福について語ろう 岸見一郎

聖刻 堂場瞬一

せいざいこうばのおとうさん 長田光男／文 中野耕一／絵

正妻（上） 慶喜と美賀子 林 真理子

正妻 慶喜と美賀子 下 林真理子

星座をさがそう アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

星座をさがそう 藤井旭／著

星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 草下英明／訳

星座ガイドブック  春夏編 藤井旭／著

星座ガイドブック 小型カメラと小望遠鏡によ

る星座めぐり 秋冬編
藤井旭／著

政治家 町づくりは最高のドラマ 神谷尚／著

政治家・官僚への４８の苦言・提言 これを読

まなきゃおしまいだ！
企業ＯＢペンクラブ／著

政治家の殺し方 中田　宏

青春デンデケデケデケ 芦原すなお／著

青春の詩 長谷川龍生／編

青春のバイブル 魂を揺さぶられた歌 富沢一誠／著

せ



青春夢航海 星島洋二／著

聖女の救済 東野　圭吾

精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のす

すめ
保坂隆

精神科医の子育て論 服部祥子／著

成人病がわかる本 横山泉／著

生存者  下 ディーン・クーンツ／作 天馬竜行／訳

生存者ゼロ 安生 正

西太后汽車に乗る 徳齢／著 井関唯史／訳

西太后秘録 近代中国の創始者 講談社

背高泡立草 古川真人

静電気のふしぎ 小林卓二／著 君島美智子／絵

晴天の迷いクジラ 窪　美澄

青銅の魔人 江戸川乱歩／著

生と死を支える ホスピス・ケアの実践 柏木哲夫／著

生と死の幻想 鈴木光司／著

聖なる怠け者の冒険 森見 登美彦

聖なる湖 藤堂志津子／著

西南役伝説 石牟礼道子／著

生物おもしろ３３話 竹田　敏・新野　孝男/編集

生物学個人授業 岡田節人／著 南伸坊／著

生物からの贈りもの 豊かな未来づくりのため

に
飛岡健／著

生物の発明発見物語 家畜から人工生命まで 道家達将／編

「清富」の思想 この「徳」を磨け、人生に必

ず勝利あり！
船井幸雄／編著

聖母 秋吉　理香子

清明 隠蔽捜査8 今野敏

生命をさぐった人々 真船和夫／著

生命科学の現場から 岡田節人／著

姓名の暗号 樹門幸宰

せ



姓名の暗号解読法 樹門幸宰

生命の意味論 多田富雄／著

誓約 薬丸　岳

誓約 薬丸　岳

星夜航行下巻 飯嶋和一

星夜航行上巻 飯嶋和一

西洋菓子店プティ・フール 千早　茜

西洋故事物語 阿部知二／他編

西洋の見える港町横浜 中野孝次／著 沢田重隆／絵

正欲 朝井リョウ

精霊の守り人 上橋菜穂子／作 二木真希子／絵

セイレーンの懺悔 中山　七里

世界遺産ふしぎ探検大図鑑 WONDER-PAL

世界遺産を旅する　３ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　１ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　１０ 山中充/編

世界遺産を旅する　１０ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　１２ 山中充/編

世界遺産を旅する　２ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　４ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　５ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　６ 塚田康幸/編

世界遺産を旅する　７ 重田裕二/編

世界遺産を旅する　８ 重田裕二/編

世界遺産を旅する　９ 重田裕二/編

世界一受けたい授業　vol.1 「目からウロコ」の知識を学ぶ！

世界一美味しい手抜きごはん　最速！やる気

のいらない１００レシピ
はらぺこグリズリー

世界一しあわせなタバコの木。 池沢夏樹／文

せ



世界一すてきなおくりもの 薫くみこ/作　えんどうひとみ/絵

せかいいちのうんてんしゅ 柴田晋吾／作 平出衛／絵

せかいいちの名探偵 杉山　亮／作　中川　大輔／絵

世界一やさしい問題解決の授業 渡辺　健介

世界をかえた三本足の魔術師 高橋昌義／著 井上正治／絵

世界楽器入門 好きな音嫌いな音 郡司すみ／著

世界がもし１００人の村だったら 池田香代子/再話　ダグラス・ラミス/対訳

世界がもし１００人の村だったらー２ 池田香代子・マガジンハウス/編

世界から猫が消えたなら 川村 元気

せかいちず絵本 こどもがはじめてであう とだこうしろう／作・絵

世界地図の下書き 朝井リヨウ

世界地図の中で考える 高坂正尭／著

せかいでいちばん　はじめの　おはなし 三好碩也

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ

世界と人間 思うままに 梅原猛／著

世界のあいさつ 長新太／さく

世界の英雄伝説  6

世界の英雄伝説  1

世界の英雄伝説  2

世界の英雄伝説  3

世界の英雄伝説  5

世界の英雄伝説  7

世界の英雄伝説  8

世界の英雄伝説  10

世界のことば 朝日ジャーナル／編

世界の昆虫 山崎柄根／指導・執筆

世界の地理　おもしろ大研究 篠原昭雄/監修　井上大助/まんが

せ



世界のどうよう こわせたまみ/編　村上康成/絵

世界の発明・発見事典 世界の伝記

世界の果てのこどもたち 中脇　初枝

せかいのひとびと ピーター・スピアー/文　松川真弓/訳

世界の文化史蹟  第１４巻

世界のマーク　由来や意味がわかる３４３点 太田　幸夫/監修

世界の屋根にいどんだ人々 安川茂雄／著

世界の歴史　１ 本村凌二/監修　茶留たかふみ/漫画

世界の歴史　３ 平勢陸郎/監修　野沢真美/漫画

世界の歴史　１７ 石井規衛/監修　あや秀夫/まんが

世界の歴史　１８ 相良匡俊/監修　郡山誉世夫/まんが

世界の歴史　１９ 相良匡俊/監修　南舘千晶/まんが

世界の歴史　２０ 相良匡俊/監修　竹坂香利/まんが

世界の歴史２　アレクサンドロス大王とカエ

サル

世界の歴史４　三国志の英雄と隋・唐のかが

やき

世界の歴史　５ 後藤明/監修　芳村梨絵/漫画

世界の歴史　６ 河原温/監修　茶留たかふみ/漫画

世界の歴史　７ 斯波義信/監修　人見倫平/漫画

世界の歴史７　草原の王者チンギス・ハン 岩田一彦/立案・構成

世界の歴史　できごと事典 木村尚三郎/監修

世界美術全集  1 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  2 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  3 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  5 座右宝刊行会／編

世界美術全集  8 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  10 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  11 座右宝刊行会／編集

世界美術全集  13 座右宝刊行会／編

せ



世界美術全集⑩　マネ　モネ　ドガ 宇佐美英治

世界美術全集⑪　ルノワール 小川正隆

世界美術全集⑮　モロー　ルドン　ルソー 坂崎　乙郎

世界美術全集⑯　ボナール　マティス 岡本鎌次郎

世界美術全集⑰　ピカソ 瀬本慎一

世界美術全集　①　ダ・ヴィンチ　ラファエ

ロ
嘉門安雄

世界美術全集　⑳　クレー　カンディスキー 粟津則雄

世界美術全集　２１　シャガール　デュフィ 矢内原伊作

世界美術全集　２２　モディリアーニ　スー

ティン
小川正隆

世界美術全集２３　エルンスト・ミロ・ダリ 大岡信

世界美術全集　②　ミケランジェロ　ティ

ツィアーノ
辻茂

世界美術全集③　デューラー　クラナッハ 前川誠郎

世界美術全集⑨　コロー　ミレー　クールベ 坂本満

世界平和につくした人々 串田孫一／著

世界名作選 日本少国民文庫 1 山本有三／編

世界名作選 日本少国民文庫 2 山本有三／編

世界名作の旅  上 朝日新聞社／編

世界名作の旅  下 朝日新聞社／編

世界を変えた巨人たち 落合　信彦

世界を旅する「大迷路」 アンナ・ニルセン／作・絵

関ケ原  中巻 司馬遼太郎／著

関ケ原  下巻 司馬遼太郎／著

関ケ原  上巻 司馬遼太郎／著

隻眼の少女 麻耶　雄嵩

世間胸算用 桃山奈子／まんが

西郷どん！　前編 林真理子

西郷どん！　後編 林真理子

セサミストリートのえいご絵じてん トム・リー／絵 岩倉千春／訳

せ



セザンヌ
ポール・セザンヌ〔画〕／著 ゲッツ・アドリ

アーニ／著

絶叫 葉真中 顕

雪月花黙示録 恩田 陸

せっけんつるりん 今井弓子／作・絵

雪舟 松本　巌

絶唱 湊　かなえ

絶声 下村敦史

絶対音感 最相葉月／著

ぜったいにおしちゃダメ？ラリーとおばけ ビル・コッター/著

ぜったいにおしちゃダメ？ラリーとどうぶつ ビル・コッター/作

接着剤のはなし 本山卓彦／著

接着のひみつ 本山卓彦／著

せつない動物図鑑 ブルック・バーガー　服部京子／訳

切羽へ 井上　荒野

せつぶんだまめまきだ 桜井　信夫

絶望スクール 池袋ウエストゲートパークＸＶ 石田衣良

絶望の歌を唄え 堂場瞬一

ゼツメツ少年 重松 清

節約生活のススメ 山崎えり子／著

節約生活のススメ 山崎えり子／著

瀬戸内のカブトガニ 土屋圭示／著

背中の蜘蛛 誉田哲也

銭売り賽蔵 山本一力

セピア色の映画館 田辺聖子／著

セブンスタワー　第７の塔  I がース・ニクス/作　西本かおる/訳

セブンスタワー　第７の塔　Ⅱ がース・ニクス/作　西本かおる/訳

セミの一生 佐藤有恒／写真 橋本洽二／文

セミの生活を調べよう 林正美／著 佐藤有恒／写真

せ



せむしの小うま  前編 エム・ナマエ／画 エルショーフ／原作

せむしの小うま  後編 エム・ナマエ／画 エルショーフ／原作

ゼラニューム・ペラルゴニューム 柳宗民／著

ゼルダのママはすごい魔女
ミッシェル・ヴァン・ゼブラン/　金原瑞人/

訳

ゼロから作らないおかず 相田こうじ

ゼロから始める都市型狩猟採集生活 坂口恭平

ゼロ戦と隼 冨永謙吾/監修　野沢正

ゼロトレ　羽が生えたように軽くなる 石村友見

セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／著

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治

繊維とくらし 浅井恒雄／著

善医の罪 久坂部羊

山海記 佐伯一麦

１９３４年の地図 堂場瞬一

先駆者たちの肖像 明日を拓いた女性たち 東京女性財団／編著

全国アホ・バカ分布考 はるかなる言葉の旅路 松本修／著

全国五つ星の手みやげ 岸　朝子

戦国武将伝 リーダーたちの戦略と決断 白石一郎／著

戦国夢幻 織田信長 戸部新十郎／著

戦国名将一日一言 竜門冬二

「繊細さん」の本「気がつきすぎて疲れる」

が驚くほどなくなる
武田友紀

戦時下に生きる 第二次大戦と横浜 伊豆利彦／著

千思万考 歴史で遊ぶ39のメッセージ 黒鉄　ヒロシ

戦車大決戦 冨永謙吾/監修　水島龍太郎

戦場のコックたち Armed　with Skillets 深緑　野分

戦場の都パリ 柘植久慶／著

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／〔著〕 上遠恵子／訳

せんせいけらいになれ 子どもの眼・子どもの

心
灰谷健次郎／著 坪谷令子／絵

せ



先生さくら子わかってね 鈴木喜代春／さく 阿部肇／え

先生・友達・勉強 学校生活の心理学 細井八重子／著

先生にあいにくる幽霊
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 前嶋

昭人／絵

戦争体験を語る　太平洋戦争終結５０周年記

念

戦争と平和愛のメッセージ 美輪　明宏／著

戦争と虜囚のわが半世紀 豊田穣／著

せんたくかあさん さとうわきこ

せんたくのはなし 津田妍子／著

先天八字推命術入門 恐ろしいほど当たる四柱推命の原

点あなたの運命は八つの文字に隠されている！
鮑黎明／著

千と千尋の神隠し 徳間アニメ絵本２４ 宮崎　駿/原作・脚本・監督

セントポーリア 平城好明，青木孝一／共著

禅とは何か それは達磨から始まった 水上勉／著

千日のマリア 小池　真理子

千人の孤児とともに 戦災孤児をそだてた石綿

さだよ
久保喬／作 岩淵慶造／絵

千年の祈り イーユン・リー/著　篠森　ゆりこ/訳

千の風になって 新井　満／文　佐竹　美保／絵

千の風になって　ちひろの空
原詩/作者不詳　日本語詩/新井　満　絵/いわ

さき　ちひろ

千の扉 柴崎友香

千のナイフ、千の目 蜷川幸雄／著

線は、僕を描く 砥上裕将

先輩・友人のスピーチ実例集

戦慄！妖怪・幽霊の本 平野威馬雄／文 平野琳人／絵

占領の傷跡 第二次大戦と横浜 服部一馬，齊藤秀夫／著

せんろはつづく 竹下文子・鈴木まもる

そいつの名前はエメラルド 竹下　文子./作　鈴木　まもる/画

ソーイングカレンダー 茅木真知子

ゾウをころさないで 戦争を生きぬいた動物と

男たち
森下研／作 浅野輝雄／絵

憎悪のパレード 池袋ウエストゲートパーク １１ 石田 衣良

せ

そ



雑木林の博物誌 足田輝一／著

蒼穹の昴  上 浅田次郎／著

蒼穹の昴  下 浅田次郎／著

ぞうくんのさんぽ
なかのひろたか／さく・え なかのまさたか／

レタリング

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか/作・絵

草原からの使者 浅田次郎

草原の国モンゴル Ｄ．マイダル／著 加藤九祚／訳

宗棍 今野敏

捜査組曲 東京湾臨海署 安積班 今野 敏

ぞうさんとねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵

蒼色の大地 薬丸岳

漱石を売る 出久根達郎／著

騒々しい静物たち モダンアート１００年１ 篠田達美，建畠晢／著

想像ラジオ いとう せいこう

そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地国夫

蒼天見ゆ 葉室　麟

象のいない動物園 斎藤憐／作 木佐森隆平／絵

象の消滅 村上春樹

象のダンス 魚住直子／著

ぞうのまあくん
アロナ・フランケル／え・ぶん さくまゆみこ

／やく

ぞうのみずあそび いとうひろし／作

ゾウの森とポテトチップス 横塚 眞己人

そうはいかない 佐野洋子

総務の男 笹子勝哉／著

総理にされた男 中山　七里

総理の夫 原田 マハ

ソウル・コレクター
ジェフリー・ディーバー/著　池田　真紀子/

訳

ソウル　ブルーガイド　わがまま歩き２３

そ



葬列 小川勝己／著

壮烈！水雷戦隊 冨永謙吾/監修　吉田俊雄

曽我物語 村松定孝／編著

続・車のいろは空にいろ あまんきみこ/作　北田卓史/絵

続くまの子ウーフ 神沢利子/作　井上洋介/絵

続ざんねんないきもの事典 今泉忠明監修

続々ざんねんないきもの事典 今泉忠明監修

続　体脂肪計タニタの社員食堂 もっとおいしい500kcalのまんぷく定食 タニタ

続横道世之介 吉田修一

素行調査官2　白日夢 笹本　稜平

そこが知りたい！　皇室探検 稲生　雅亮／監修　ｸﾞﾙ-ﾌﾟ1993／著

そこつの電話 春風亭柳昇／さく はらたいら／絵

そこまでの空 安野光雅／著 俵万智／著

そして おおた慶文

そして、海老蔵 村松　友み？

そして、カエルはとぶ 広瀬寿子/作　渡辺洋二/絵

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ

そして、星の輝く夜がくる 真山 仁

ソーシャルワークの作業所　寿という街 須藤八千代/著

粗食のすすめ秋のレシピ 幕内秀夫／著

粗食のすすめ夏のレシピ 幕内秀夫／著

粗食のすすめ冬のレシピ 幕内秀夫／著

粗食のすすめレシピ集 幕内秀夫／著

「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ

そっくり王さま大さわぎ 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

外断熱住宅の落とし穴 松本祐

ソナチネ 小池真理子

曾根碕心中 角田光代

そ



その「ひとこと」、ネイティブならこう言い

ます
かゆいところに手が届く英会話

Ｄａｖｉｄ　Ａ.Ｔｈａｙｎｅ　・　小池　信

孝

その鏡は嘘をつく 刑事・夏目信人シリーズ 薬丸岳

その手をにぎりたい 柚木 麻子

その時が来るまで マーサ・ハンフリーズ／著 槙朝子／訳

その時歴史が動いた ＮＨＫ取材班

その扉をたたく音 瀬尾まいこ

そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂

その日の前に 重松　清

その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス／著　橋本恵／訳

そのまま使える文書の大全科 ビジネス・一

般・家庭ですぐに役立つ実践文書の完全版
青木一男／著

そのまんま東のそんなバカな そのまんま東

その峰の彼方 笹本 稜平

ソバの科学 長友大／著

ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 上 ヨースタイン・ゴルデル／著 池田香代子／訳

ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 下 ヨースタイン・ゴルデル／著 池田香代子／訳

祖父パーマー 横浜・近代水道の創設者 樋口次郎／著

空戦 冨永謙吾/監修　野沢正

空色の小鳥 大崎　梢

そらいろのたね なかがわりえこ/文　おおむらゆりこ/絵

そらいろのたね なかがわりえこ 文・おおむらゆりこ 絵

そらいろのひまわり いしいむつみ／さく みなみづかなおこ／え

空を飛ぶクモ 錦三郎／著

そらをとぶこめだわら 峠兵太／ぶん 太田大八／え

空が落ちる  上 シドニィ・シェルダン／作 天馬龍行／訳

空が落ちる  下 シドニィ・シェルダン／作 天馬龍行／訳

空飛ぶ広報室 有川　浩

そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン

空飛ぶタイヤ 池井戸潤

そ



空飛ぶ二十面相 江戸川乱歩／著

そらとぶバスケット ロドニー・ペッペ／作・絵 小沢正／訳

空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき／作　ゆーちみえこ／絵

空のてっぺん　銀色の風 ひろはたえりこ　作/せきねゆき　絵

空は逃げない まはら三桃

そらまめくんとめだかのこ なかやみわ

そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ

そらまめくんのベッド なかやみわ

そらまめくんのまいにちはたからもの なかやみわ/さく

空耳アワワ 阿川佐和子

空より高く 重松清

ソリちゃんのチュソク イオクベ／絵・文 みせけい／訳

それいけ！　みけねこたんていだん 松下ちよし

それからどうなる　我が老後 佐藤愛子

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ

それぞれのメリークリスマス！ 磯田和一／さく・え

それでもがん検診うけますか 専門医が教える

本当の話
近藤誠／著

それは秘密の 乃南 アサ

それまでの明日 原尞

それを愛とは呼ばず 桜木　紫乃

ソロ 笹本稜平

ソロモンの偽証　第２部 宮部みゆき

ソロモンの偽証　第３部 宮部みゆき

ソロモンの偽証第一部 事件 宮部みゆき

そんごくう 呉承恩／作 木暮正夫／文

そんごくう 平田昭吾

そんごくう 平田　昭吾

そんな友だちなら、いなくたっていいじゃな

いか！
齋藤孝

そ



そんなわけで名探偵 杉山　亮／作　中川　大輔／絵

ダ・ヴィンチ・コード（下） ダン・ブラウン

ダ・ヴィンチ・コード（上） ダン・ブラウン

体育館であそぶ霊
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 藤田

ひおこ／絵

大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村仁一

だいかいじゅうゾロリ 末崎茂樹／さく・え

大学教授になる方法  実践篇 鷲田小弥太／著

大学教授になる方法 鷲田小弥太／著

大学やめてもへっちゃら 世界の学者くまくす 小倉肇／著

大活字　剣客商売一　① 池波　正太郎

大活字　剣客商売　一　② 池波　正太郎

大活字　剣客商売　一　③ 池波　正太郎

大河の一滴 五木寛之／著

代官坂ののっぺらぼう 横山たもつ／作 長尾みのる／絵

代官のうつり変わり 高野澄／著 向中野義雄／画

対岸の彼女 角田　光代

代官山コールドケース 佐々木譲

大義　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏

大金塊 江戸川乱歩／著

大金星 水野　敬也

大空襲５月２９日 第二次大戦と横浜 今井清一／著

だいくとおにろく 須田裕美子，亜細亜堂／画

だいくとおにろく 松居直/再話　赤羽末吉/絵

大軍師児玉源太郎 中村晃／著

大系世界の美術  1

大系世界の美術  2

大系世界の美術  3

大系世界の美術  4

そ

た



大系世界の美術  5

大系世界の美術  6

大系世界の美術  7

大系世界の美術  8

大系世界の美術  9

大系世界の美術  10

大系世界の美術  11

大系世界の美術  12

大系世界の美術  13

大系世界の美術  14

大系世界の美術  15

大系世界の美術  16

大系世界の美術  17

大系世界の美術  18

大系世界の美術  19

大系世界の美術  20

太閤記 中沢みち夫／編著

代行返上 幸田真音

大獄　西郷青嵐賦 葉室麟

大黒屋光太夫　下 吉村昭

大黒屋光太夫　上 吉村昭

第五の騎手
ドミニク・ラピエール，ラリー・コリンズ／

著 三輪秀彦／訳

第五番 久坂部　羊

だいこん 山本一力

大作曲家シリーズ　１　バッハ 柏倉美穂/シナリオ　石原俊/作画

大作曲家シリーズ　２　モーツアルト 水城ゆう/シナリオ　原田千代子/作画

大作曲家シリーズ　３　ベートーベン 堀内元/シナリオ・作画

第三の嘘 アゴタ・クリストフ／著 堀茂樹／訳

た



第三の時効 横山秀夫

第三の眼 ケイ・ノルティ・スミス／著 小泉喜美子／訳

第三若草物語 オルコット/作　蕗沢忠枝/文

大事件！！犯人さんに気をつけて よろしく少

女探偵事務所
速水彩／作 横山ゆきね／画

大地震が東京を襲う！ シミュレーション　そ

の時あなたはどこにいるか！？
インパクト／著

大事なことほど小声でささやく 森沢 明夫

体脂肪計タニタノ社員食堂　５００ｋｃａｌ

のまんぷく定食
タニタ

だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし

大小便のはなし 藤田千枝／著

退職勧告 江波戸哲夫／著

対人関係で度胸をつける技術 渋谷昌三／編

大数学者 小堀憲／著

だいすきな　おばあちゃん 香山美子/文　福田岩緒/絵

だいすきなおはなし ひろかわさえこ

ダイズ・大豆 末松茂孝／著

ダイズ・大豆 末松茂孝／著

大豆料理から広がった女性たちの台所の交流

バングラデシュ訪問１２回の記録

全国友の会中央部／共編 婦人之友編集部／共

編

泰西からの手紙 久世光彦／著

たいせつなこと マーガレット・ブラウン/作うちだややこ訳

大切な人へ　　生きることば 瀬戸内　寂聴

大造じいさんとガン 椋鳩十／著

太一Xケンタロウ　男子ごはんの本 国分　太一　ケンタロウ

太一Xケンタロウ　男子ごはんの本　その2 国分　太一・ケンタロウ

太一Xケンタロウ　男子ごはんの本　その3 国分　太一・ケンタロウ

大地の子  上巻 山崎豊子／著

大地の子  中巻 山崎豊子／著

大地の子  下巻 山崎豊子／著

『大地の子』と私（わたし） 山崎豊子／著

た



だいちゃんとうみ 太田大八／さく・え

だいちゃんのちびねこ やまもとまつこ／著

大腸の病気Ｑ＆Ａ 便秘・下痢から大腸がんま

で
北条慶一／著

大東亜戦争の実相 瀬島竜三／著

大統領執務室 裸のクリントン政権 ボブ・ウッドワード／著 山岡洋一／訳

台所昆虫記 佐藤有恒／著

台所のはなし 佐々木和子／著

台所をのぞけば中国がわかる 中国消費市場最前線 植野　芳雄

ダイナソー ディズニー・ゴールデン・コレクション

「大病人」日記 伊丹十三／著

だいふくもち 田島征三／作

大富豪からの手紙 本田健

タイ　ブルーガイド わがまま歩き２０

太平記 井本農一／編著

太平記 森藤よしひろ／まんが

太平洋食堂 柳広司

太平洋戦争終戦の研究 鳥巣建之助／著

たいへんたいへん イギリス昔話 渡辺茂男／やく 長新太／え

たいへんなひるね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

大名倒産　下 浅田次郎

大名倒産　上 浅田次郎

タイムライン  上 マイクル・クライトン／著 酒井昭伸／訳

タイムライン  下 マイクル・クライトン／著 酒井昭伸／訳

大迷走 逢坂剛

タイヤがゴロゴロ いとうひろし／作

太陽おばば 雀野　日名子

太陽と乙女 森見登美彦

太陽の遺宝 Ｅ．Ｊ．マイケル／著 星川淳／訳

た



太陽の子 灰谷健次郎／作 田畑精一／絵

太陽の棘 原田マハ

太陽のふしぎ 藤井旭／著

太陽は動かない 吉田修一

太陽－わたしたちの星 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

第四権力 高杉 良

平清盛 平氏の全盛期をきずいた政治家 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 三上修平／シナリオ

大陸にかけた友情の橋 中国と日本をむすんだ

内山完造
かつおきんや／作 小沢重行／絵

代理母はじめました 垣谷美雨

大ローリングストーンズ事典 藤井貴之

台湾  ’９９－’００

台湾人と日本人 日本人に知ってほしいこと 謝雅梅／著

台湾の主張 李登輝／著

台湾　ブルーガイド　わがまま歩き１８

ダーウィン以来 進化論への招待 上
スティーヴン・ジェイ・グールド／著 浦本昌

紀，寺田鴻／訳

ダーウィン以来 進化論への招待 下
スティーヴン・ジェイ・グールド／著 浦本昌

紀，寺田鴻／訳

ダーウィンの迷路　緑の楽園をめざせ！
アンナ・ニルセン／作　枝廣　淳子／枝廣

あかり訳

たかいたかい 五味太郎／作

たかが殺人じゃないか　昭和24年の推理小説 辻真先

高瀬庄左衛門御留書 砂原浩太朗

ダカーポ　トクする海外旅行英会話 マガジンハウス／編

高見順集 高見順

高森共子の動物あみぐるみ

だから、あなたも生きぬいて 大平光代／著

だから宇宙は面白い 二間瀬敏史／著

だから荒野 桐野 夏生

だからゴルフはやめられない 夏坂健／著

たからさがし まついのりこ／画・脚本

た



たから島 平田昭吾

宝島 真藤順丈

たからものの　かぎをさがせ！！ いのうえ栄

たからものはなあに？ しょくいくランドのた

んけん
吉田隆子／作 せべまさゆき／絵

抱かれる子どもはよい子に育つ 確かな「存在

感」をはぐくむ愛の心理学
石田勝正／著

焚火の終わり  上 宮本輝／著

焚火の終わり  下 宮本輝／著

抱く女 桐野　夏生

たくさんのおはなし ひろかわさえこ

たくさんのドア アリスン・マギー/文　ユ・テウン/絵

タケ・ササ 室井綽／著

武田信玄  中 津本陽／著

武田信玄  下 津本陽／著

武田信玄 風林火山の名武将 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 柳川創造／シナリオ

武田双雲の墨書七十二候 季節を伝えることば 武田　双雲

ターゲットは大統領機  上
Ｄ．Ｅ．フィッシャー，Ｒ．アルバタッジー

／著 黒原敏行／訳

竹取・落窪物語 田中保隆／編著

竹取物語 岸名沙月／漫画

たけとんぼありがとう しみずみちを／作 福田岩緒／絵

竹中教授のみんなの経済学 竹中平蔵／著

竹中式マトリクス勉強法 竹中　平蔵

武宮　正樹 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　5 武宮　正樹

多湖輝先生の頭のたいそう 小学生版 2 重金碩之／出題

多湖輝先生の頭のたいそう 小学生版 3 重金碩之／出題

多湖輝先生の頭のたいそう小学生版  5 多湖輝／著

たこあそび 新坂和男／作・絵

蛇行する月 桜木 紫乃

たこをあげるひとまねこざる
マーガレット・レイ／文 エッチ・エイ・レイ

／絵

た



たこをあげるひとまねこざる マーガレット・レイ／文 Ｈ．Ａ．レイ／絵

多湖輝先生の頭のたいそう　小学生版１ 多湖輝/監修　重金碩之/出題

たこのだっこはてとてとて
レミー・シャーリップ／さく・え きむらみか

／やく

たこやきのたこさぶろう 長谷川義史

たこやきマントマン  やしのみじまのぼうけん

のまき
高田ひろお／作 中村泰敏／絵

太宰治の辞書 北村　薫

たしかめてみよう
ローズ・ワイラー，ジェラルド・エイムズ／

文 吉村証子／訳

タージ・マハル物語 渡辺建夫／著

ターシャの庭
ターシャ．テュ－ダ著/リチャ－ド.W.ブラウン

写真

「タジンポット」でつくる、毎日のレシピ６

０
口尾　麻美

ダース・ヴェイダーとルーク（4才） ジェフリー・ブラウン

タスキメシ　箱根 額賀澪

襷を我が手に 蓮見恭子

たすけ鍼 山本　一力

たそがれ大食堂 坂井希久子

黄昏にもっと光を ターミナル・ケアの課題 徳永清／著

誰そ彼の殺人 小松亜由美

黄昏の名探偵 栗本薫

たたかうカモシカ 椋鳩十／著

闘う君の唄を 中山　七里

たたみのはなし 山口泰子／著

たちどまって考える ヤマザキマリ

立花マサミのボーイフレンド（Ｆ）作戦 江川圀彦／作 高橋透／絵

立花マサミは男か女か？ 江川圀彦／作 高橋透／絵

奪還　引き裂かれた二十四年 蓮池透

卓球に生きる 中・高校コーチ４０年 田村泰／著

タックス・シェルター 幸田　真音

タックスヘイヴン 橘玲

た



ダックとディーゼル機関車 W・オードリー/作　ジョン・ケニー/絵

ダックとディーゼル機関車
ジョン・ケニー／絵 ウィルバート・オード

リー／作

だっこして にしまき　かやこ

たったひとりの戦い
アナイス・ヴォージュラード／作・絵 平岡敦

／訳

韃靼の馬 辻原　登

たつまきの夜 アイビ・ラックマン／作 夏目道子／訳

ダーティーママ、ハリウッドヘ行く 秦　建日子

建具職人の千太郎 岩崎　京子/作　田代　三善/絵

たなかさんちのおひっこし 大島妙子／作

「田中真紀子」研究 立花隆／著

田中宥久子の体整形マッサージ 田中　宥久子

ダニエルのふしぎな絵
バーバラ・マクリントック／作　福本　友美

子

ダニにまつわる話 青木淳一／著

他人をほめる人、けなす人
フランチェスコ・アルベローニ／著 大久保昭

男／訳

狸とその世界 中村禎里／著

種をまく人 ポール・フライシュマン／著 片岡しのぶ／訳

たねのずかん とぶ・はじける・くっつく 高森登志夫／え 古矢一穂／ぶん

たねのゆくえ 埴沙萠／著

種まく子供たち 小児ガンを体験した七人の物

語
佐藤律子／編

たのしい工作  １年生・　２年生 公楽工暉／著

楽しいこといっぱい65 栗原はるみ

たのしい手ぶくろ人形 高田千鶴子／作 ふじたひでみ／〔ほか〕絵

たのしいはりえ 寺門保夫／作

たのしい料理 小林カツ代／さく 尾崎曜子／え

たのしく書ける読書かんそう文  １・２年生 板橋清／〔ほか〕編・著

たのしく書ける読書かんそう文  ３・４年生 板橋清／〔ほか〕編・著

たのしく書ける読書かんそう文  ５・６年生 板橋清／〔ほか〕編・著

楽しくつき合う糖尿病生活 体験から学ぶ 鈴木裕也，荒牧麻子／著

た



楽しみは創り出せるものよ ターシャ・テューダー

旅する練習 乗代雄介

旅猫リポート 有川  浩

旅屋おかえり 原田マハ

だぶだぶ なかのひろたか／さく・え

ダブル・ジョーカー 柳　広司

ダブル・フォールト 真保 裕一

ダブル・デュースの対決 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

たぶんねこ 畠中 恵

たべたのだあれ 五味太郎／さく

たべたらうんち 山岡寛人

食べてのほほん 食のことばで四季めぐり 村上 尚子

食べてはいけないお菓子 神戸淳吉／作 田中槙子／絵

食べもの“いきいき”どうしてる？ 新しさを保

つくふう

食べものだけで余命３か月のガンが消えた 高遠 智子

食べ物と自然の秘密 西谷大/著

食べものの発明発見物語 縄文人の食卓から宇

宙食まで
遠藤一夫／著

たべもんどう 鈴木　のりたけ

たべられたやまんば 二俣英五郎／画 松谷みよ子／作

たべられるしょくぶつ 森谷憲，寺島竜一／〔共〕著

食べる甘酒で病気が治る！楽々やせる！

食べるな、危険！ 日本子孫基金

たまごがさきか、ニワトリがさきか？ 七尾純／著

たまごとひよこ ミリセント　Ｅ．セルサム／文 竹山博／え

たまごのあかちゃん
かんざわとしこ／ぶん やぎゅうげんいちろう

／え

たまごのひみつ 清水清／著

卵のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子／著 永井泰子／絵

卵のひみつ たのしい料理と実験 小竹千香子／著 永井泰子／絵

た



たまごはかせともじゃもじゃ 長島克夫／画 矢崎節夫／作

魂 柳美里／著

魂の自由人 曽野綾子

魂の沃野　下 北方　謙三

魂の沃野　上 北方　謙三

騙し絵の牙 塩田武士

だましっこ 佐伯俊男／さく

欺す衆生 月村了衛

魂手形 三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき

たまひよ　はじめてえほん 飯田力

玉村警部補の災難 海堂尊

玉村警部補の巡礼 海堂尊

玉依姫 阿部　智里

たまらんちゃん つぼいじゅり作・絵

ダム・キーパー トンコハウス/作

たゆたえども沈まず 原田マハ

ダリ
メレディス・イスリントン－スミス／著 野中

邦子／訳

樽とタタン 中島京子

だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／作・絵

だるまちゃんとだいこくちゃん 加古里子

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／作・え

だるまちゃんととらのこ 加古里子

誰か 宮部みゆき

だれが一ばん もりやまみやこ／さく すずきたくま／え

だれがいちばんきれいかな？ 村山庄三/文　安藤昭彦/絵

誰かが足りない 宮下奈都

だれかがドアをノックする アン・メリック／作 斎藤倫子／訳

た



だれかがどうにか症候群 頼藤和寛

だれかがぱいをたべにきた 神沢利子／作 井上洋介／絵

たれごよみ 年がら年中たれています。たれぱ

んだの本
末政ひかる／文・絵

だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺昌子／著

だれでもわかる糖尿病 鈴木吉彦／著

だれとだれかとおもったら 東君平／さく

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

だれのおうちかな？
ジョージ・メンドーサ／作 ドリス・スミス／

絵

たれぱんだ 今日もよくたれています。 末政ひかる／文・絵

だれもが知ってる小さな国 有川　浩

だれも知らない小さな国・そこなし森の話 ほ

か２編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

ダレン・シャンⅩ Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャンⅦ Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャンⅧ Darren Shan/文 橋本恵/訳

ダレン・シャンⅨ Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャンXI Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャン　ⅩⅡ Darren Shan/作　 橋本恵/訳

ダレン・シャン外伝 Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャンー奇怪なサーカスー Darren Shan/作　橋本恵/訳

ダレン・シャン  5 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

ダレン・シャン  2 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

ダレン・シャン  3 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

ダレン・シャン  6 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

ダレン・シャン  4 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

ダレン・シャン～奇怪なサーカス～ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 橋本恵／訳

太郎とクロ 椋鳩十／著

たろうとつばき 渡辺有一／作・絵

たろうのおでかけ 村山桂子/作　堀内誠一/絵

た



たろうのおでかけ 村山桂子／作 堀内誠一／画

たろうのともだち 堀内誠一／え 村山桂子／作

たろうのひっこし 村山桂子／さく 堀内誠一／え

ターン 北村薫／著

檀 沢木耕太郎／著

団塊の秋 堺屋 太一

たんけんにもっていく本 現代児童文学研究会／編

ダンゴムシ 今森光彦

だんごむしのころちゃん だいすき！ちいさないきもの 高家博成／脚本 仲川道子／画

炭酸ガスはなぜ地球の温度をあげるのか？ 温

室効果のはなし
トニー・ヘアー／文 三原道弘／訳・解説

談志　最後の根多帳 立川　談志

たんじょうびおめでとう かばのこホッペのえほん やすいすえこ／さく しんのめぐみ／え

たんじょうびのごちそう 木村裕一／作 黒井健／絵

ダンス・ウイズ・ドラゴン 村山　由佳

たんたのたんけん 中川李枝子／さく 山脇百合子／え

たんたんたぬきの影法師 菊地ただし／作 末崎茂樹／絵

だんだんのぼれば 多田ヒロシ／さく

たんたん　ぼうや かんざわとしこ/文　やぎゅうげんいちろう

タンチョウの四季 林田恒夫／著

タンチョウは悪代官か？　どうぶつさいばん 竹田津　実/作　あべ　弘士/絵

探偵さえいなければ 東川篤哉

探偵少女アリサの事件簿 溝ノ口より愛をこめて 東川　篤也

たんていトロッパときえたほうせき 山本和子／作 毛利将範／絵

探偵部への挑戦状 東川 篤哉

ダントツにすごい人になる 日本が生き残るための人材論 森川亮

ダンナの悪口 岸本裕紀子／著

歎異抄 現代を生きるこころ 真宗教団連合／編

歎異抄をひらく 高森顕徹

た



断髪のモダンガール　４２人の大正快女伝 森　まゆみ

ダンベル体操で生き方革命 １日１５分の健康

ダイエット
鈴木正成／著

たんぽぽ 甲斐信枝／作・絵

たんぽぽ 平山和子／え・ぶん

たんぽぽ団地 重松　清

タンポポの研究 山本正／著

タンポポのたびだち 太田英博／さく 永井泰子／え

タンポポは晴れるとなぜ背をのばすの？ 子供の科学編集部／編

ダンボールばこのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

だんまり鬼十 前川康男／著 赤羽末吉／絵

だんまりレナーテと愛犬ルーファス リブ・フローデ／作 木村由利子／訳

だんめん図鑑 どうなっているの？ 断面マン

だんらん日和 リラックマ生活　2 コンドウアキ

断裂回廊 逢坂　剛

ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え いし

いももこ／やく

小さいおうち 中島　京子

ちいさいおしろ
サムイル・マルシャーク／さく さいごうたけ

ひこ／やく

小さいことにくよくよするな！ しょせん、す

べては小さなこと
リチャード・カールソン／著 小沢瑞穂／訳

小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子／著

ちいさいモモちゃん 松谷みよ子／著 菊池貞雄／絵

小さな赤いめんどり こぐまのどんどんぶんこ
アリソン・アトリー／作　神宮輝夫／訳　小

池アミイゴ／絵

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　マイケル・シーガル/作　ディッ

ク・ブルーナ・絵　野栄悦子・訳　三石　知左子/監修

ちいさないきもののかいかた 杉浦宏/監修　清水潔・斉藤君子/構成

小さな一歩から 三浦綾子

ちいさな王子 サン・テグジュペリ／著　野崎　歓／訳

小さなおねえちゃんと大きないもうと 浅川じゅん／作 村井香葉／絵

小さな貝殻 母・森瑶子と私 マリア・ブラッキン／著

小さな鏡 パーヴェル・バジョーフ／作 島原落穂／訳

ち

た



小さな神たちの祭り 内館牧子

ちいさなきいろいかさ もり　ひさし／文　にしやま　かやこ／絵

ちいさなきかんしゃ 津田光郎／画 池田善郎／作

小さな機関車たち
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー＆

ピーター・エドワーズ／絵

小さな習慣 スティーブン・ガイズ／著　田口未知／訳

ちいさなちいさな めにみえない びせいぶつの せかい ニコラ・ディビス

ちいさなちいさな：めにみえないびせいぶつ

のせかい
ニキ・コーンウェル

ちいさなちいさなサンタクロース
フィリップ・コランタン／作・絵 のむらまり

こ／訳

ちいさなチャンタラ 狩野富貴子/絵　女子パウロ会/文

ちいさなねこ 石井桃子／さく 横内襄／え

ちいさなピョン 串井てつお／作・絵

小さなふるい機関車
ウィルバート・オードリー／作 ジョン・ケ

ニー／絵

ちいさな星の子と山ねこ にしまきかやこ

小さなまじょのさがしもの 星谷仁／作・絵

ちいさなママ たかやまるみ/作・絵

ちいさな村に汽車がきた 東海道線菊川駅もの

がたり
望月正子／作 坂田和之／絵

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作 上野紀子／絵

智慧の実を食べよう。 糸井重里

チェルノブイリの祈り 未来の物語
スベトラーナ・アレクシエービッチ／〔著〕

松本妙子／訳

チェンジ・ザ・ルール エリヤフ・ゴールドラット

ちか100かいだてのいえ いわい　としお

「違うこと」をしないこと 吉本ばなな

地下鉄のできるまで 加古里子／さく

地下の鳩 西加奈子

近松名作物語 近松門左衛門／著 横山青娥／編著

ちからたろう 日本名作おはなし絵本 杉山亮／文　　伊藤秀男/絵

地球

地球 わたしたちの惑星 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

ち



地球をかいにきたゾウ宇宙人 オカダヨシエ／作 田沢梨枝子／絵

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで

地球が西洋なしの形だってホント？ 子供の科学／編

地球環境

地球環境のひみつ 西岡秀三/監修　相原正義/指導

地球環境はなぜよごれてしまうのか？ 地球環

境破壊のはなし
トニー・ヘアー／文 細谷晶／訳

地球星人 村田沙耶香

ちきゅうのなかみ 長崎夏海／作 篠崎三朗／絵

地球は救える 環境保護へのシナリオ ジョナサン・ポーリット／著 筑紫哲也／訳

地球はひとつ アートによる世界人権宣言
アムネスティ・インターナショナル日本支部

／編

地球は丸い？ アイザック・アシモフ／著 竹内均／〔監〕訳

チキン！ いとう　みく／作　こがしわ　かおり／絵

ちくま哲学の森  2 鶴見俊輔／〔ほか〕編

ちくま哲学の森  7 鶴見俊輔／〔ほか〕編

チグリスとユーフラテス 新井素子／著

竹林精舎 玄侑宗久

ちくわのわーさん 岡田よしたか

遅刻ゲーム 校則 蓬莱泰三／著 岡本順／画

チコちゃんに叱られる　なぜ、ひととわかれ

るときにてをふるの？
海老克哉/文　オオシカケンイチ/絵

地図のない旅 村山由佳｡結布

地図のない街 風間一輝／著

チーズの話 新沼杏二／著

チーズバーガーズ  ［１］ ボブ・グリーン／著 井上一馬／訳

チーズバーガーズ  2 ボブ・グリーン／著 井上一馬／訳

地層をのぞいてみよう 塚本治弘／著 高田勲／画

地層捜査 佐々木　譲

父 笑いなさい泣きなさい 高瀬広居／著

父と母へ・ありがとうを１００万回 名木田恵子／作 浜田洋子／絵

ち



乳と卵 川上　未映子

父と私の桜尾通り商店街 今村夏子

父・丹羽文雄介護の日々 本田桂子／著

父の戦記 週刊朝日／編

地中にねむる古代をさがせ 大森貝塚を発見し

たモース博士
中尾明／作 高田勲／絵

地中の星 門井慶喜

父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ/著　松本剛史/訳

ちちんぷいぷい料理部ブック　どんどんおい

しい
坂本健

ちっぽけな恋 珈琲屋の人々 池永 陽

地底の魔術王 江戸川乱歩／著

知的障害者のためのラーニング・ボックス学

習法
立川勲

地に巣くう あさの　あつこ

地に戻る者 イギリス田園殺人事件 ジョン・コーンウェル／著 宮脇孝雄／訳

血の味 純文学書下ろし特別作品 沢木耕太郎／著

血の雫 相場英雄

ちのはなし 堀内誠一／著

地の日天の海（下） 内田康夫

地の日天の海（上） 内田　康夫

千春の婚礼 新・御宿かわせみ 平岩　弓枝

千春の婚礼 新・御宿かわせみ 平岩　弓枝

ちびおおかみ
ヨゼフ・ウィルコン／絵 ゲルダ・ヴァーゲ

ナー／文

ちびくろ・さんぼ ﾍﾚﾝ･ﾊﾞﾝﾅｰﾏﾝ作　ﾌﾗﾝｸ･ﾄﾞﾋﾞｱｽ絵　光吉夏弥訳

ちびくろ・さんぼ 2 ヘレン・バンナーマン／文　岡部　冬彦／絵

ちびすけ　どっこい　わらべうたえほん こばやし　えみ／案　ましま　せつこ／絵

ちびちゃんめいたんてい たけざきゆうひ／さく ながのひでこ／え

ちびちゃんめいたんてい たけざきゆうひ／さく ながのひでこ／え

ちびっこ機関車パーシー
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

ちびっこタグボート ハーディ・グラマトキー／著 渡辺茂男／訳

ち



ちびっこのペンギンピート マーカス・フィスター／作・絵 小沢正／訳

ちびねこグルのぼうけん 古川博巳・黒澤優子/訳　大社玲子/絵

ちびねずみのひっこし 竹下文子/作　末崎茂樹/絵

チビ兵行進曲 熊谷本郷／作 鈴木孝子／絵

ちびまる子ちゃんの音読暗誦教室 斉藤孝　さくらももこ/キャラクター原作

ちびまる子ちゃんの秘密 品川ちびまる子ちゃん研究会／著

チビモグちゃんのおつきさま
ハイアウィン・オラム／ぶん スーザン・バー

レイ／え

ちび竜 工藤直子/文　あべ弘士/絵

チベット放浪 藤原新也／著

チーム・バチスタの栄光　下 宝島文庫　600　　このミス大賞 海堂　尊

チーム・バチスタの栄光　上 宝島文庫　599　このミス大賞 海堂　尊

チームふたり 吉野　万里子/作　宮尾　和孝・絵

チムール シルクロードの王者 川崎淳之助／著

血も涙もある 山田詠美

茶聖　Sen no Rikyu 伊東潤

チャーチルの陰謀 テッド・オールビュリー／著 久保田誠一／訳

茶道具に親しむ 秘蔵の名品百撰 細川護貞／監修・指導

茶の湯の歴史 千利休まで 熊倉功夫／著

チャレンジミッケ！5むかしむかし チャレンジミッケ ウォルター・ウィック/作　糸井重里／訳

チャレンジミッケ！６ チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック／作　糸井重里／訳

チャレンジミッケ！　7　パイレーツ ウォルター.ウィック　作/糸井重里　訳

チャレンジミッケ（８） ウオルター・ウイック

チャレンジ　ミッケ　9　タイムトラベル ウォルター・ウィック

チャンス！ 北川悦吏子／著

ちゃんとした手紙・はがきの書き方 久住亮子

チューインガムはかせとガムかむマン 矢崎節夫／作 尾崎真吾／絵

チューインガムはかせとガムかむマン 矢崎節夫／作 尾崎真吾／絵

チューインガム一つ 灰谷健次郎／文 坪谷令子／絵

ち



中陰の花 玄侑宗久／著

中央構造帯 内田康夫

中学校教師 なんでもやってやろう先生奮闘記 竹内和夫／著

＜中華＞の発想と日本人 光田明正／著

中原の虹　第三巻 浅田　次郎

中原の虹　第４巻 浅田　次郎

中原の虹　第一巻 浅田　次郎

中原の虹　第ニ巻 浅田　次郎

中高年の山ベストコース 東京周辺 浅野孝一／編

中国古典名言事典 諸橋轍次/著

中国宰相列伝 君主に仕え百官を率いる 守屋洋／著

中国史十八景　九点煙記 陳　舜臣

中国の神話・伝説

中国のちえくらべ 諸子百家 三石善吉／著

中国の鳥人 椎名誠／著

中国のふしぎな話 聊斎志異 〔蒲松齢〕／原作 秋山洋子／文

中国の民話

中国の夢ものがたり　唐代伝奇 梶村真澄/文　坂本玄/画

中国の笑いばなし 黒須重彦/文　水沢研/画

中国　ブルーガイド　わがまま歩き１９

中国文学この百年 藤井省三／著

中国崩壊前夜 長谷川 慶太郎

中国名言選　桃李もの言わざれども 小倉勇三

中国名言物語 寺尾善雄／著

中国名茶紀行 布目潮▼E0BA▲／著

注釈「甘え」の構造 土居健郎／著

「忠臣蔵」の決算書 山本博文

中世の窓から 阿部謹也／著

ち



ちゅうちゅうハッケヨイ 秋田の民話 いもとようこ／画 菱田かづこ／作

中年以後 曽野綾子／著

注文の多い料理店 宮沢賢治／著

注文の多い料理店 宮沢賢治／作 三浦幸子／絵

チューリップ 国重正昭／著

ちょいな人々 荻原　浩

ちょい太でだいじょうぶ 鎌田　實

チョウ 大島進一／さく

超一流の雑談力 安田　正

超おもしろ環境クイズ 地球をまもる１６０問
スティーブ・スキッドモア／著 浅野万里子／

訳

懲戒解雇 高杉良／著

張　栩 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　7 張　栩

超空の要塞・B29 柏木　浩

長くつしたのピッピ リンドグレーン/作　木村由利子/訳

超・殺人事件 推理作家の苦悩 東野圭吾／著

長女たち 篠田 節子

超図解パソコン入門  Ｏｆｆｉｃｅ　２０００

Ｗｉｎｄｏｗｓ編
エクスメディア／著

挑戦・風の聖衣 北方謙三／著

挑戦・危険な夏 北方謙三／著

挑戦！！クイズ王への道  王道編 ７大学クイズ研究会／編

挑戦：風群の荒野 北方謙三／著

挑戦・冬の狼 北方謙三／著

超体感地球ゲーム 川北亮司／作 いそけんじ／絵

喋々喃々 小川　糸

ちょうちょはやくこないかな 甲斐信枝／さく

ちょうちんそで 江國香織

挑発 越境捜査2 笹本　稜平

超訳　ニーチェの言葉
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ／著

白鳥　春彦／編訳

ち



超訳ブッダの言葉 小池龍之介

潮流 伊集院静／著

潮流　東京湾臨海署安積班 今野　敏

長流の畔 流転の海　第八部 宮本　輝

直線の死角 山田宗樹／著

ちょこっとずぼら老後は楽しい！ 保坂隆

チョコレート革命 俵万智／著

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール

直観でわかる数学 畑村洋太郎

直観力 私が囲碁から学んだ生きるということ ﾚﾄﾞﾓﾝﾄﾞ､ﾏｲｹﾙ

ちょっと言わせて、わたしの気持ち
ニッポン放送　高嶋ひでたけのお早う！中年

探偵団

ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー/作　関口　裕昭/訳

チラシであそぶ 木村研／作 岸本眞弓／絵

チリとチリリ どい　かや

チリとチリリ まちのおはなし どい　かや

ちりめん細工 井上重義/監修

チルドレン 伊坂幸太郎

チロと秘密の男の子 河原潤子／作 本庄ひさ子／絵

チワンのにしき 君島久子／文 赤羽末吉／絵

チンギス紀　一　火眼 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　九　日輪 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　五　絶影 北方謙三

チンギス紀　三　虹暈 北方謙三

チンギス紀　十　星芒 チンギス紀　十 北方謙三

チンギス紀　十一　黙示 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　十二　不羈 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　七　虎落 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　二　鳴動 チンギス紀 北方謙三

ち



チンギス紀　八　杳冥 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　四　遠雷 チンギス紀 北方謙三

チンギス紀　六　断金 チンギス紀 北方謙三

チンギス・ハン モンゴル帝国をきずいた草原

の勇者
世界の伝記 三上修平／シナリオ 古城武司／漫画

ちんちん電車　ハマッ子の足７０年 横浜市交通局編

珍妃の井戸 浅田次郎／著

沈黙 遠藤周作／著

沈黙の終わり　下 堂場瞬一

沈黙の終わり　上 堂場瞬一

沈黙のﾊﾟﾚｰﾄﾞ 東野圭吾

沈黙の町で 奥田 英朗

沈黙法廷 佐々木　譲

ツー・ステップス 梨屋　アリエ

ツアーコンダクター ベテランツアコンの世界

一周の旅
釜本美佐子／著

追憶の烏 阿部智里

追想の探偵 月村　了衛

終の住処 磯崎　憲一郎

終の盟約 楡周平

痛快！経済学 グローバル・スタンダード 中谷巌／著

通じるアメリカ語への道 秋間浩／著

通じる英語 Ｉｄｉｏｍｓ　ｆｏｒ　ｂｕｓｉ

ｎｅｓｓ

シャーロット・マカードル／編著 井上謙治／

編訳

通信とニューメディア 旺文社／編

通信の開拓者たち 市場泰男／著

通知・案内・招待状の書き方 フォーマルレ

ター文例集
奈村莱／著

痛風の人の食卓 細谷龍男／監修 荒牧麻子／監修

通訳 エキサイティングな同時通訳の世界 実吉典子／著

ツェねずみ

津軽双花 葉室　麟

ち

つ



月をみよう 藤井旭／著

つきがみていたはなし もりひさし／おはなし きくちとしはる／え

つきがみていた　はなし もりひさし/話　きくちとしはる/絵

月たった２万円のふたりごはん 奥田けい

月－地球の衛星 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

月と蟹 道尾　秀介

月と雷 角田光代

月の上の観覧車 萩原　浩

月のうさぎ 瀬戸内　寂聴

月のえくぼ（ｸﾚｰﾀｰ）を見た男　麻田剛立 くもんの児童文学 鹿毛敏夫/著、関屋敏隆/画

月のしずく 浅田次郎／著

月の精 シャスティ・シェーン／著 中村圭子／訳

月の街　山の街 イ・チョルファン

月の満ち欠け 佐藤正午

月の輪グマ 椋鳩十／著

月まで三キロ 伊与原新

つきみ荘２０１ 舟崎靖子／著 舟崎克彦／画

つきみだんごとまほうのぼうし お月見 行事たべものの由来紙芝居 山本和子／作 菊地清美／画

つきよ 長新太／さく

つきよ 長新太

月夜とめがね・黒い人と赤いそり 小川未明／著 小野かおる／絵

月夜に溺れる 長沢樹

月夜のバス 彬みき子/作　黒井健/絵

月夜のみみずく ジェイン＝ヨーレン／詩 くどうなおこ／訳

月夜の森の梟 小池真理子

「次」はこうなる 堺屋太一／著

つくえのうえのうんどうかい・大きな木がほ

しい ほか７編
佐藤さとる／著 長崎源之助／〔ほか〕編

つくおき　週末まとめて作り置きレシピ ｎｏｚｏｍｉ

つ



つくおき３ ｎｏｚｏｍｉ

ツクシのかんさつ 鈴木公治／著

つくつくせんせいといたずらぶんぶん たかどの ほうこ

つくって遊ぼう―紙を四角の輪にして 楽しい

生活科
八木紘一郎／著

つくって遊ぼう―紙をまるめて 楽しい生活科 八木紘一郎／著

作っておいて→すぐ、ご飯 新井明子／著

つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵

つくも神さん、お茶ください 畠中　恵

つくもがみ笑います 畠中恵

辻斬り1　大活字文庫 剣客商売2 池波正太郎

辻斬り2　大活字文庫 剣客商売2 池波正太郎

辻斬り3　大活字文庫 剣客商売2 池波正太郎

辻晉堂 浅田康夫

伝える力 池上　彰

土・すな・石で遊ぶくふう 佐々木達行／著

土とあそぶ 菅沼嘉弘／著 西岡周造／え

土に生きる 川井一之／著

土の記　（下） 高村　薫

土の記　（上） 高村　薫

土の中の子供 中村文則

土の中の動物を調べよう 渡辺弘之／著

つちのなか　プチしぜんのえほん１０ 中山　周平/指導　木村　修/絵

ツツジ 田村輝夫／著

ツツ大主教 南アフリカの黒人差別・アパルト

ヘイト（人種隔離）政策に対してたたかう勇

敢な大主教

デイビッド・ウィナー／著 箕浦万里子／訳

つった魚（さかな）を調べる図鑑 前川利夫／著

堤中納言物語 青江舜二郎／編著

九十九藤 西條　奈加

包んで焼く！トースタークッキング 葛　恵子

つ



ツトムとまほうのバス にしかわおさむ／作・絵

繋がれた明日 新保裕一

ツナグ　想い人の心得 辻村深月

「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかった物語 森　健

ツバキ・サザンカ

椿宿の辺りに 梨木香歩

ツバキ文具店 小川　糸

椿山課長の七日間 浅田次郎

つばさ　下 ダニエル・スティール

つばさ　上 ダニエル・スティール

翼にのったソウルメイト リチャード・バック／著 飯田昌夫／訳

翼よ青空にまいあがれ 大空への階段をのぼっ

た福長浅雄
森下研／作 村瀬泰央／絵

ツバメのくらし 菅原光二／著

妻の終活 坂井希久子

妻の大往生 永六輔

妻の超然 絲山 秋子

妻のトリセツ 黒川伊保子

つまらない住宅地のすべての家 津村記久子

妻を看取る日
国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記

録
垣添　忠生

つまをめとらば 青山　文平

つまをめとらば 青山　文平

つまんないつまんない ヨシタケシンスケ

罪の声 塩田　武士

罪の轍 奥田英朗

つみびと 山田詠美

罪深き海辺 大沢　在昌

冷たい檻 伊岡瞬

氷柱の声 くどうれいん

つ



つりに挑戦！　入門編 灰崎武浩/著　矢口高雄/監修

ツルかえる 夏目尚吾／画 椋鳩十／作

つるクラフト 編む・織る・巻く 石黒陽子／著

つるちゃん おきなわ・メッセージ絵本 金城明美／ぶん・え

ツルのおどり 椋鳩十／著

つるのおんがえし 輪島みなみ／画 岡上鈴江／文

つるのおんがえし 平田昭吾

蔓の端々 乙川優三郎／著

つるのよめさま 松谷みよ子／文 永田萠／絵

つるばら村のパン屋さん 茂市久美子／作 中村悦子／絵

徒然草 今道英治／まんが

出会いなおし 森絵都

出会いのカリフォルニア 盲導犬ユリアと私の

アメリカ留学記
児玉聖子／著 田中槙子／絵

手あそび・ゆびあそび 伊藤靖子／絵 芸術教育研究所／編

てあらいできるかな あかちゃんのあそびえほん きむらゆういち

ディア・マイ・フレンズ スターの素顔に出会う心ふれ

あう５４の手紙　手紙で真心を伝えませんか
イルカ／編

低インシュリンダイエット決定版７日間実践

レシピ
永田孝行／監修

ＴＶレポーター殺人事件 モリー・マキタリック／著 春野丈伸／訳

定価のない本 門井慶喜

ティギーおばさんのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

抵抗都市 佐々木譲

デイゴの花かげ 盲目の先達・高橋福治 赤座憲久／作 山城見信／絵

でいごの花の下に 池永　陽／著

ＤＺ（ディーズィー） 小笠原慧／著

ディズニーおやすみまえの10のおはなし 岡田直子/訳

ディズニー７つの法則 奇跡の成功を生み出し

た「感動」の企業理念
トム・コネラン／著 仁平和夫／訳

ディズニーフェアリーズ～プリラの夢の種～
ゲイル・カーソン・レビン／作　デイビッ

ド・クリスチアナ／絵　柏葉　幸子／訳

停電の夜に ｼﾞｭﾝﾊﾟ･ﾗﾋﾘ

つ

て



帝都争乱　サーベル警視庁２ 今野敏

定年オヤジ改造計画 垣谷美雨

定年後、夫婦で旅を楽しむ本 茂太流快適旅行

術、教えます
斎藤茂太／著

定年待合室 江波戸　哲夫

深い河 遠藤周作／著

デイブレイク 香納諒一／著

ディベート能力の時代 北岡俊明／著

ティモシーとサラときのおうち ティモシーとサラのえほん 芭蕉みどり／作・絵

ティモシーとサラのパーティー 芭蕉みどり／作・絵

ティモシーとサラのピクニック ティモシーとサラのえほん 芭蕉みどり／作・絵

ディール・メイカー 長編サスペンス小説 服部真澄／著

ティーンズの生き方を見つける本 松原哲明／著

手紙 東野　圭吾

手紙　下 大活字本シリーズ 東野　圭吾

手紙　上 大活字本シリーズ 東野　圭吾

てがみがきたよ 奥野涼子／作・絵

敵対水域
ピーター・ハクソーゼン／〔ほか〕著 三宅真

理／訳

できたよできたよ 長島克夫／画 都丸つや子／脚本

できる男は自己演出がうまい 和田正和／著

できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部

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

でこちゃん つちだのぶこ／さく・え

でこちゃん つちだのぶこ

手話の本  第２集　１ 冬野いちこ／絵 あんぐりら／図

手話の本  第２集　２ 冬野いちこ／絵 あんぐりら／図

手話の本  1 冬野いちこ／絵 あんぐりら／図

手話の本  2 冬野いちこ／絵 あんぐりら／図

手話の本  3 冬野いちこ／絵 あんぐりら／図

て



でこぼこサボサボ　あなくまとサボサボ２ 丸山もも子・鍬本良太郎

でこぼこフレンズ　じょうろとカランコロン

２
丸山もも子・鍬本良太郎

でこぼこフレンズたまごおうじとメロディー

ヌ
丸山もも子・鍬本良太郎

でこぼこフレンズふじおばばとくいしんボン 丸山もも子・鍬本良太郎

手品＆マジック 奥田靖二/編集

手品師・天下一の馬 豊島与志雄／著 水野二郎／絵

手品でございます 奥田継夫／さく 藤田龍児／〔ほか〕え

てじなでだましっこ わいわいあそび 佐伯俊男／さく

てじなでパッ！ キツネーとウサギーのはなし 西内ミナミ／さく 和歌山静子／え

てじなでパッ！ キツネーとウサギーのはなし 西内ミナミ／さく 和歌山静子／え

手塚治虫 ２１世紀をデザインした漫画家 伴俊男／まんが・シナリオ

テスカトリポカ 佐藤究

手づくりおもちゃ つくる！あそぶ！
芸術教育研究所・おもちゃ美術館／編 倉坂益

子／絵

手作りおもちゃ箱  2 木村裕一／作

手作りおもちゃ箱  3 木村裕一／作

手作りおもちゃ箱  1 木村裕一／作

手づくりゲーム つくる！あそぶ！
芸術教育研究所・おもちゃ美術館／編 倉坂益

子／絵

手づくりペインティング アメリカン・フォー

クアート　ジョーソニア作品コレクション
ジョーソニア・ジャンセン／著

デセプション・ポイント　上 ダン・ブラウン

デセプション・ポイント　下 ダン・ブラウン

手塚治虫の旧約聖書物語１天地創造 手塚治虫

手塚治虫の旧約聖書物語２十戒 手塚治虫

手塚治虫の旧約聖書物語３イエスの誕生 手塚治虫

哲学 島田紳助／著 松本人志／著

哲学からのメッセージ 木原武一／著

哲学談議とその逸脱 田中美知太郎／著

手作り　子供服 野間佐知子

でっこりぽっこり 高畑 邦生

て



鉄人Ｑ 江戸川乱歩／著

鉄塔王国の恐怖 江戸川乱歩／著

鉄道写真の撮り方 撮影名所１００選　全国撮

影地ガイドと鉄道写真の上手な撮り方
成美堂出版／編

デットエンド ボディーガード　工藤兵悟 今野　敏

デッドエンドの思い出 よしもとばなな

鉄の翼の騎士  上 レイン・ヒース／著 内野儀／訳

鉄のはなし 雀部晶／著

鉄の骨 池井戸　潤

鉄腕アトム　その夢と冒険 手塚プロダクション監修

鉄腕アトムの秘密 鉄腕アトムこだわり研究会／著

でてこいでてこい はやしあきこ／さく

てとてとてとて 浜田　桂子/作

手と目と声と 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ

てのひら島はどこにある・雨ふりこぞう ほか

３編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

手のひらの砂漠 唯川  恵

手のひらの京 綿矢　りさ

てのひらの闇 藤原伊織／著

てぶくろ ウクライナ民話 ソビエトの絵本
エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え うちだりさ

こ／訳

てぶくろをかいに 新美南吉／作 いもとようこ／絵

てぶくろくん 林ふみこ／作 中村有希／絵

手ぶくろを買いに 新美南吉　黒井健

テーブルマジック 二川滋夫／著

テミスの剣 中山 七里

照柿 高村薫／著

デルタの羊 塩田武士

てるてるぼうずとふりふりぼうず こどものくに傑作絵本 せな　けいこ

てるてる坊主の照子さん  上巻 なかにし礼／著

て



てるてる坊主の照子さん　下 なかにし礼

テレビおじさん
クリスティーネ・ネストリンガー／作 佐々木

田鶴子／訳

テレビディレクター ドキュメンタリーの魔力

にとりつかれた
熊谷博子／著

テレビと放送局 旺文社／編

テレビの社会史 岡村黎明／著

テロリストの家 中山七里

テロリストの誓約  上 デイヴィッド・マレル／著 山本光伸／訳

テロリストの誓約  下 デイヴィッド・マレル／著 山本光伸／訳

テロリストのパラソル 藤原　伊織

田園発　港行き自転車　下 宮本　輝

田園発　港行き自転車　上 宮本　輝

天風の吹くとき 福　明子　作/小泉　るみ子　絵

天下騒乱 鍵屋ノ辻 上 池宮彰一郎／著

天下騒乱 鍵屋ノ辻 下 池宮彰一郎／著

天下の統一 安土・桃山時代 桑田忠親／著

天下人の茶 伊東　潤

天下人の茶 伊東　潤

天からきた大力童子 高橋健／ぶん 福田庄助／え

電気

天気・気象

伝記に学ぶ生き方  東洋編 稲垣友美／編著

伝記に学ぶ生き方  西洋編 稲垣友美／編著

天気の変わりかた 日本気象協会／編

天気予報はどこまで正確にできるか 岡村存／著

天切り松闇ものがたり　第四巻昭和侠盗伝 浅田次郎

天空の城ラピュタ　徳間アニメ絵本 ３ 宮崎　駿/原作

天空の蜂 東野　圭吾

天狗風 霊験お初捕物控　２ 宮部みゆき／著

て



天狗殺し 完四郎広目手控 高橋克彦／著

天狗争乱 吉村昭／著

てんぐのかくれみの 平田　昭吾

てんぐのかくれみの まつたにみよこ／文 あさくらせつ／絵

てんげんつう 畠中恵

転校生はふしぎな男の子！？ ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画

天国へいったサーブ 続・盲導犬サーブ物語 手島悠介／著

天国の階段　上 パク・ヘギョン他

天国の階段　下 パク・ヘギョン他

天国までの百マイル 浅田次郎／著

点子ちゃん 野田　道子/作　太田　朋/絵

天才 石原　慎太郎

天才 石原　慎太郎

天才えりちゃんが消えた 竹下竜之介／作・絵

天才えりちゃんのアラビアン・ナイト 竹下竜之介／作・絵

天才伝説横山やすし 小林信彦／著

天才バカ本なのだ！！！ バカ田大学バカボン研究会／編

天使のいる教室 宮川ひろ／作 ましませつこ／画

天使のおそれ 聖なるもののエピステモロジー
グレゴリー・ベイトソン，メアリー・キャサ

リン・ベイトソン／著 星川淳，吉福伸逸／訳

天使の自立  上 シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行／訳

天使の自立  下 シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行／訳

天使のナイフ 薬丸岳

天使の梯子 村山由佳

天使の柩 村上 由佳

天子蒙塵　　第一巻 第一巻 浅田　次郎

天子蒙塵　第三巻 浅田次郎

天子蒙塵　第二巻 浅田　次郎

天子蒙塵　第四巻 浅田次郎

て



天使も踏むを恐れるところ Ｅ．Ｍ．フォースター／〔著〕 中野康司／訳

電車いっぱい図鑑 いろいろ400 海老原　美宜男

電車でおぼえるいきなり通じるオフィス英会

話

ハーバード・インターナショナル・アカデ

ミー

電車と新幹線 旺文社／編

でんしゃにちゅうい 野々口重／画 石川光男／作

天上紅蓮 渡辺　淳一

伝承手づくりおもちゃ 身のまわりの材料を

使った
井上重義／著

電子レンジと手早い工夫の時代です。 村上祥子／著

天使はひそやかに 丸山ちよの愛と献身の日々 遠藤寛子／作 鴇田幹／絵

電人Ｍ 江戸川乱歩／著

てんじん山の子ぎつね 井口文秀／え 宮脇瑞枝／ぶん

伝説の家政婦　沸騰ワード10レシピ タサン志麻

伝説の迷路　ヤマタノオロチの世界から神話

と物語の旅へ
香川　元太郎/作・絵

「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本雅史

天地に燦たり 川越宗一

天地のドラマすごい雷大研究 かこさとし／作

店長がバカすぎて 早見和真

天地雷動 伊東 潤

でんでら竜がでてきたよ おのりえん／作 伊藤英一／絵

てんてんてん わかやましずこ／さく

伝道につくした人々 志村武／著

テントウムシ 佐藤有恒／著

テントウムシの誕生 古出俊子／著

デンドロビューム 江尻光一／著

天に星 地に花 帚木 蓬生

天皇家とその時代 保阪正康／著

天皇と日本人 天皇は時代のお神輿だった 豊田有恒／著

天皇の肖像 多木浩二／著

て



電脳文化と漢字のゆくえ 岐路に立つ日本語 平凡社／編

天皇論を読む 赤松俊輔／〔ほか〕著

天の光 葉室 麟

天馬のように走れ　書聖・川村驥山物語 那須田　稔

天命 五木寛之

天文学の新時代 アラン・ライトマン／著 森暁雄／訳

天佑なり 高橋是清(下) 百年前の日本国債 幸田真音

天佑なり 高橋是清(上) 百年前の日本国債 幸田真音

天竜峡殺人事件 津村　秀介

てんをおしあげたはなし　こどものとも１１

中国チワン族のおはなし
牧野　夏子/文　佐々木　マキ/絵

天を測る 今野敏

ドイツ艦隊 冨永謙吾/監修　実松譲

ドイツ人のバカ笑い　ジョークでたどる現代

史

ﾃﾞｨｰﾀｰ･ﾄｰﾏ　Ｍ・ﾚﾝﾂ　Ｃ・ﾊｳﾗﾝﾄﾞ／編　西川

賢一

ドイツ大使も納得した日本が世界で愛される

理由
フォルカー・シュタンツｴル

ドイツ統一 雪山伸一／著

ドイツ　ブルーガイド　わがまま歩き１４

ドイツ歴史の旅 坂井栄八郎／著

トイレいけるかな わらべきみか／作・絵

トイレのまけさま 戸田和代/作　原ゆたか/絵

２４・７ 山田詠美／〔著〕

凍河 五木　寛之

東海道中膝栗毛 北本善一／まんが

東海道中膝栗毛 十和田操／編著

東海道中膝栗毛 田辺聖子／著

当確師 真山　仁

動機 横山秀夫／著

陶器作り 右高英臣／写真 七尾純／文

東京、はじまる 門井慶喜

と

て



東京アンダーワールド
ロバート・ホワイティング／〔著〕 松井みど

り／訳

東京を築いた人々 磯村英一／著

東京會舘とわたし　下 新館 辻村　深月

東京會舘とわたし　上 旧館 辻村　深月

東京外語支那語部 交流と侵略のはざまで 藤井省三／著

東京が火の海に 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

東京奇譚集 村上春樹

東京クライシス 内閣府企画官・文月祐美 安生正

東京自叙伝 奥泉 光

東京島 桐野　夏生

東京周辺の美術館 神奈川・千葉・埼玉・群

馬・栃木・茨城県が誇る世界の名作
講談社／編

東京セブンローズ 井上ひさし／著

東京セントラル小学校のなぞ 小倉明／作 赤星亮衛／画

東京タワー 江國香織／著

東京ダンジョン 福田 和代

東京の子 藤井太洋

東京発ひかり147号 西村　京太郎

東京バンドワゴン　アンド・アイ・ラブ・

ハー
小路幸也

東京日和 荒木陽子，荒木経惟／著

東京ブラックアウト 若杉　冽

東京プリズン 赤坂真理

東京輪舞 月村了衛

東京湾景 吉田修一

どうぐ 加古里子／著

道具が語る生活史 小泉和子／著

道具箱はささやく 長岡弘樹

峠 慶次郎縁側日記 北原亞以子／著

統計学が最強の学問である 西内啓

と



峠しぐれ 葉室　麟

とうげでであったおとこのこ 梅田俊作，梅田佳子／さく・え

桃源 黒川博行

桃源郷  上（西遷編） 陳舜臣／著

桃源郷  下（東帰編） 陳舜臣／著

透光の樹 高樹のぶ子／著

倒産続きの彼女 新川帆立

父さんの子育て絵日記  1 鈴木まもる／著

父さんの小さかったとき 塩野米松／文 松岡達英／絵

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール／作　さの　ようこ／訳

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬

どうしてなの たなかこういち/作　おちあいりょうこ/絵

どうしても生きてる 朝井リョウ

どうしてもたべたい 高田桂子／さく 宮本忠夫／え

同潤会代官山アパートメント 三上延

塔上の奇術師 江戸川乱歩／著

島女の欲情 和野秀彦／著

どうするどうするあなのなか きむらゆういち

どうする？身近な人の「うつ」 上野玲／著 大林正博／監修

どうすればいいのかな？ 大友康夫／絵 渡辺茂男／文

どうすれば天才になれるか ジョナサン・ハンコック/著　左京久代/訳

逃走 薬丸　岳

銅像うごきだす 小沢正／さく 西川おさむ／え

どうぞのいす 香山美子/作　柿本幸造/絵

どうぞのいす 香山　美子

東大オタク学講座 岡田斗司夫／著

灯台からの響き 宮本輝

唐代の詩 奥平卓／訳

と



唐代の小説 村山孚／訳

到達不能極 斉藤詠一

とうちゃんのトンネル 原田泰治

冬虫夏草 梨木 香歩

冬天の昴 あさの あつこ

道徳の時間 呉　勝浩

等伯　下 安部龍太郎

等伯　上 安部　龍太郎

道標 東京湾臨海署安積班 今野敏

動物

どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤洋／さく 高畠純／え

どうぶつえんのおいしゃさん どきどきしぜん 降矢洋子／さく

動物園の飼育係 西村豊／写真・文

どうぶつえんのどうぶつあんない 木村しゅうじ／絵 小森厚／解説

どうぶつえん物語 あべ弘士／作

動物おもちゃ つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

動物学者 関戸勇／写真 山下恵子／文

どうぶつサーカスはじまるよ 西村　敏雄

どうぶつなぜなぜばなし 河野一郎/文　村上勉/絵

動物のお医者さん 細川剛／写真・文

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん 薮内正幸／え

どうぶつのおめん 神戸憲治／作

どうぶつのおやこ 薮内　正幸/画

動物のくらし

どうぶつのこどもたち 小森厚／文 薮内正幸／え

どうぶつのすむところ たなかとよみ／さく

どうぶつの手と足 クイズ 河合雅雄／ぶん 薮内正幸／え

動物の発明発見物語 アリストテレスから動物

行動学
中村禎里／編

と



どうぶつ村のごちそうごよみ  ふゆ たちばなさきこ／さく

どうぶつむらのてんきよほうコンテスト 菊池俊／作 伊東美貴／絵

逃亡 帚木蓬生／著

逃亡刑事 中山七里

逃亡者 中村文則

東方の夢 ボナパルト、エジプトへ征く 両角良彦／著

東北　大人の街歩き３

透明怪人 江戸川乱歩／著

透明カメレオン 道尾　秀介

透明な螺旋 東野圭吾

とうめい人間 こわいぞ！世界のモンスター 桜井信夫／脚本 のぞえ咲／画

どうもいたしません 檀ふみ

トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ/作　長滝谷富貴子/訳

どうやってねるのかな やぶうち　まさゆき

童謡画集１ 斉藤明彦/編集

童謡画集２ 斉藤明彦/編集

童謡画集３ 斉藤明彦/編集

童謡画集４ 斉藤明彦/編集

童謡歌手からみた日本童謡史 長田暁二／著

道楽王 ルポエッセイ 鴻上尚史／著

動乱の刑事 堂場瞬一

道理に生きる 中坊公平実戦語録 中坊公平／著

とうろうながし 松谷みよ子／文 丸木俊／絵

童話の花束 第４５回JX-ENEOS童話賞作品集 JX-ENEOS

遠い朝の本たち 須賀敦子／著

遠い唇 北村　薫

遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内悠介

遠い蛍 沢田ふじ子／著

と



遠い夕焼け 佐藤洋二郎／著

十の輪をくぐる 辻堂ゆめ

トオリヌケキンシ 加納 朋子

トカゲのすむしま 串井てつお／作・絵

時を超えた記憶 ラスコーの夢 ジーン・フェリス／作 若林千鶴／訳

時を超えるＳＯＳ テレパシー少女「蘭」事件

ノート　４
あさのあつこ／作 塚越文雄／絵

時が滲む朝 楊　逸

時が見下ろす町 長岡弘樹

ときぐすり 畠中 恵

ドキドキ▼FCA1▲占いハウス 藤木靖子／作 春海幸子／画

ときどき起きてうたた寝し 阿川佐和子／著

ときどき旅に出るカフェ 近藤史恵

時の渚 笹本稜平／著

時の矢 あるいは罪の性質 マーティン・エイミス／〔著〕 大熊栄／訳

季・花づくし １２の月の花レッスン

時宗  巻の１ 高橋克彦／著

時宗  巻の２ 高橋克彦／著

時宗  巻の３ 高橋克彦／著

時宗  巻の４ 高橋克彦／著

ときめきクラブなぞの怪事件 くらしき里央／作 聖原玲音／画

ドキュメント 湊かなえ

ドキュメント太平洋戦争  2 ＮＨＫ取材班／編

ドキュメント太平洋戦争  1 ＮＨＫ取材班／編

ドキュメント太平洋戦争  3 ＮＨＫ取材班／編

ドキュメント太平洋戦争  4 ＮＨＫ取材班／編

時をつなぐおもちゃの犬 イケル・モーパーゴ

徳川家康 平方久直／著

徳川家康 松本清張／著 稲木皓人／画

と



毒消し料理術 大森隆史・花田美奈子

特殊警備隊　ブラックホーク 福田　和代

読書学 夏目房之介／著

特捜検察物語  上 山本祐司／著

特捜検察物語  下 山本祐司／著

特捜部Q ｶﾙﾃ番号64 ユッシ･エーズラ･オールスン

ドクター井上の温泉浴エクササイズ 井上毅一／著

毒にも薬にもなる話 養老孟司／著

とくべつな　いちにち
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作　野坂　悦

子／訳

独立・起業便利事典 マニュアル 佐藤建一／著

どくろじるしのかいぞくドルク 斉藤洋／作 森田みちよ／絵

独和中辞典 菊池慎吾／編集 鉄野善資／編集

時計をはずして 伊集院静／著

時計塔の秘密 江戸川乱歩／著

時計のはなし 市場泰男／著

とけいのほん  1 まついのりこ／さく

とけいのほん  2 まついのりこ／さく

どこかいきのバス 井上よう子 作・くすはら順子 絵

どこかでベートーヴェン 中山　七里

どこからきたの こねこのぴーた よだじゅんいち／さく やすたい／え

とこちゃんうみへいく 織茂恭子／さく

とこちゃんはどこ 松岡享子／作 加古里子／え

どこでおひるねしようかな 岸田衿子／さく 山脇百合子／え

どこどこ？セブン　２　クリスマス 藤本真/編

どこどこ？セブン　5　どうぶつ キッズレーベル

どこに　いるか　わかる？ 松岡享子/訳

どこにでもある場所とどこにもいけないわた

し
村上龍

土佐・更級日記 森三千代／編著

と



登山者のためのお天気学 かわりやすい山の気

象はわかりやすい？
城所邦夫／著

利家とまつ  上 竹山洋／著

利家とまつ  下 竹山洋／著

としがみさまとおもち お正月 行事たべものの由来紙芝居 小野和子／作 西村達馬／画

どしゃぶりのひに 木村　裕一／作　あべ　弘士／絵

図書館でそろえたいこどもの本  3
日本図書館協会児童青少年委員会児童基本蔵

書目録小委員会／編

図書館の子 佐々木譲

都市ヨコハマ物語 田村明／著

図書室にうかぶ霊 日本児童文学者協会／編

土星が水に浮くっていうのはホント？ 子供の科学編集部／編

土星のわなんでできてるか知ってる？ 子供の科学／編

ドタバタ・クリスマス
スティーヴン・クロール／作 トミー・デ・パ

オラ／絵

トータルバランス 内野久美子／著

途中の一歩　下 雫井脩介

途中の一歩　上 雫井脩介

トッカータ光と影の物語  日本画篇 林望／著

トッカータ光と影の物語  洋画篇 林望／著

十津川警部　十年目の真実 西村　京太郎

十津川警部捜査行　古都に殺意の風が吹く 西村　京太郎

戸津川警部　長良川に犯人を追う 西村　京太郎

トッカンthe 3rd おばけなんてないさ 高殿　円

ドッグ・シェルター犬と少年たちの再出発 今西乃子/著　浜田一男/写真

特効手もみ療法 気功で治す 水嶋丈雄／著

とっておきの詩 村上　しいこ/作　市居　みか/絵

とっておきワインと洋酒の物語 藤本義一／著

トットちゃんとカマタ先生のずっとやくそく 黒柳　徹子・鎌田　實

どつどどどどうど雨ニモマケズ 斉藤孝/編　下田昌克/絵

とっぴんぱらりの風太郎 万城目 学

と



トップセールは実戦心理学がつくる 夏目志郎

トップ・プロゴルファー心の戦略 デューク石川

とてもとてもあついひ こいでたん／ぶん こいでやすこ／え

トトイ アニメ版 ジャンニ・パドアン／原作

怒涛の厄年 三谷幸喜

どどどどど 五味太郎／作

となりのウチナーンチュ 早見　裕司

となりのせきのますだくん 武田美穂／作・絵

となりのセレブたち 篠田　節子

となりのトトロ 宮崎駿

隣はシリアルキラー 中山七里

トニー流　幸せを栽培する方法 トニー・ラズロ

とのさまサンタ 本田カヨ子／ぶん ながのひでこ／え

殿様の通信簿 磯田　道史

トノサマバッタ 佐藤有恒／写真 小田英智／文

殿さまも楽じゃない 高野澄／著 向中野義雄／画

土漠の花 月村　了衛

トパーズの日記 日系アメリカ人強制収容所の

子どもたち

マイケル・Ｏ．タンネル／著 ジョージ・Ｗ．

チルコート／著

とびいり探偵はキラキラボーイ ドジっ子三人

娘
南英男／作 植月かや／画

とびうお 末広恭雄／さく 吉崎正巳／え

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

トービーがうごけない！
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

とびだすおりがみ 茶谷正洋／作

とびだすカード たしろこうじ／作

とびだせズッコケ事件記者 那須正幹／作 前川かずお／絵

とびっきりのおはなし ひろかわさえこ

トービーのどきどきつなわたり
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

飛ぶ教室 ケストナー／著　丘沢　静也／訳

と



翔ぶ少女 原田 マハ

飛べ！エゾモモンガ 富士元寿彦／文と写真

とべバッタ 田島征三／作

途方もなく霧は流れる 唯川　恵

トーマスとりゅう
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

トーマスのおきゃくさま
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

トマトせんせいのじどうしゃ 高橋透／絵 鶴見正夫／作

トマトのひみつ どきどきしぜん 山口進／文・写真

とまり木 周防柳

トム・ソーヤーのぼうけん 平田昭吾

トムテンのミルクがゆ スベン・ノルドクビスト／作 岸野郁枝／訳

とむらい屋颯太 梶よう子

とめどなく囁く 桐野夏生

朋有り遠方より来たる 斉藤孝/編　大滝まみ/絵

共喰い 田中　慎弥

ともだちおまじない 内田　麟太郎／作　降矢　なな／絵

ともだち　つれて　よろしいですか ベアとリス・シェンク・レーニエ

ともだちのしるしだよ

カレン．リン．ウィリアムズ/カードラ．モハ

メッド/作　ダーグ．チャーカ/絵　小林　葵/

訳

ともだちはサティー！ 大塚　篤子

ともだちや 内田　麟太郎

友だちわっしょい 中野みち子／さく 阿部肇／え

豊田佐吉 日下部山／著

豊臣秀吉 北島春信／著

豊臣秀吉 豊田穣／著 松室加世子／画

豊臣秀吉　戦国の世を統一した天下人 日本の伝記 蔵持重裕/立案・構成　柳川創造/シナリオ

トライアングル しんどうぎんこ／作 大橋歩／絵

ドラえもん Ｇａｄｇｅｔ　ｃａｔ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ

ｆｕｔｕｒｅ日本語訳付 ｖｏｌｕｍｅ　１
藤子Ｆ・不二雄／著

ドラえもん Ｇａｄｇｅｔ　ｃａｔ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ

ｆｕｔｕｒｅ日本語訳付 ｖｏｌｕｍｅ　２
藤子Ｆ・不二雄／著

と



ドラえもん　生き物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　宇宙大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　海底大探検 藤子・Ｆ・不二雄

ドラえもん　昆虫大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　植物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　人物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　世界のふしぎ　大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　地球大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん地図大探検 ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・F・不二雄

ドラえもんの音楽おもしろ攻略 楽ふがよめる 八木正一

ドラえもんの国語おもしろ攻略 文法力がつく 日能研

ドラえもんの国語おもしろ攻略 ことわざ辞典 栗岩　英雄

ドラえもんの国語おもしろ攻略 漢字の書きじゅんがわかる（１年生～３年） 下村　昇

ドラえもんの国語おもしろ攻略 四字熟語１００ 湯沢　質幸

ドラえもんの国語おもしろ攻略 詩が大すきになる 水内　喜久雄

ドラエモンの国語おもしろ攻略 すらすら作文が書ける 若林　富男

ドラえもんの国語おもしろ攻略 すらすら作文が書ける 若林　富男

ドラえもんの算数おもしろ攻略 分数・小数がわかる 小林　敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 図形がわかる コバヤシ敢治郎

ﾄﾞﾗえもんの算数おもしろ攻略 かけ算・わり算 小林 敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 たしざん・ひきざん 小林　敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 図形がわかる 小林　敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 分数・小数がわかる 小林　敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 数量関係がわかる 小林　敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略 面積・体積がわかる 小林　敢治郎

ドラえもんの社会科おもしろ攻略 日本の歴史がわかる２　戦国時代～ 日能研

ドラえもんの社会科おもしろ攻略 日本の歴史がわかる１縄文時代～室町時代 日能研

ドラえもんの社会科おもしろ攻略 日本各地の自然とくらし 日能研

と



ドラえもんの新幹線　ＤＶＤ付図鑑
藤子・F・不二雄／原作　小賀野　実／写真・

文・監修

ドラえもんの体育おもしろ攻略 てつぼう・とびばこができる 立木　正

ドラえもんのびっくり日本の歴史 戦乱・大事件編　３

ドラえもんのびっくり日本の歴史　１ 戦乱・大事件編

ドラえもんのびっくり日本の歴史　１ 遺跡・大建築編

ドラえもんのびっくり日本の歴史　２ 戦乱・大事件編

ドラえもんのびっくり日本の歴史　２ 遺跡・大建築編

ドラえもんのびっくり日本の歴史　３ 遺跡・大建築編

ドラえもんの理科おもしろ攻略 生物（植物・昆虫・動物）がよくわかる 日能研

ドラえもん　乗り物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん　発明発見大探検 藤子・F・不二雄

ドラキュラ こわいぞ！世界のモンスター 水谷章三／脚本 宮本忠夫／画

ドラゴンスリーパー 長崎尚志

ドラゴンとおひめさま 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

とらたとおおゆき なかがわりえこ／ぶん なかがわそうや／え

とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男／さく 山本忠敬／え

とらねこのパパ 渡辺有一／作・絵

とらねこのママ 渡辺有一／作・絵

虎の尾 渋谷署強行犯係 今野敏

トラブルから財産を守る！　相続税・贈与税

の原理・原則　平成5年版
原理・原則シリーズ 辻　敢・本田　雅彦／著

どら焼きの丸かじり 東海林　さだお

鳥

鳥居の密室　世界にただひとりのサンタク

ロース
島田荘司

トリガー　下 真山仁

トリガー　上 真山仁

とりかえっこ さとうわきこ/作　二俣英五郎/絵

とりかえっこ さとうわきこ／作 二俣英五郎／絵

トリカゴ 辻堂ゆめ

と



被取締役（とりしまられやく）新入社員 安藤　祐介

鳥たち よしもと ばなな

鳥たちの生態学 樋口広芳／著

トリダヨリ コンドウアキ

トリック遊びのくふう 丸山輝，関口俊一／著

トリニティ 窪美澄

鳥のくらし 斎藤隆史，樋口広芳／〔共〕指導・執筆

鳥のなき声ずかん 薮内正幸／ぶん・え 篠原栄太／もじ

ドルオーテ はつかねずみは異星人 斉藤洋／作 山田紳／絵

トルコ　ブルーガイド　わがまま歩き３４

とるとだす 畠中恵

奴隷小説 桐野　夏生

どれい船のゆくえ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

ドレスがいっぱい 林真理子

とれたて野菜がやってくる 村田栄一／文

トレーナーはとってもおしゃれ 村田栄一／文

トレバーははたらきもの
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

ドレミファランド  16

ドレミファランド  7

ドレミファランド　１ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１０ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１１ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１２ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１３ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１４ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　１５ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　２ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　３ 森久保仙太郎　服部公一/監修

と



ドレミファランド　４ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　５ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　６ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　８ 森久保仙太郎　服部公一/監修

ドレミファランド　９ 森久保仙太郎　服部公一/監修

泥があるから、花は咲く 青山　俊董

ドロシイ殺し 小林泰三

どろ田の村の送り舟 清水達也／さく 北島新平／え

泥の花 「今、ここ」を生きる 水上勉／著

泥棒をつかまえろ！ オットー・シュタイガー／作 高柳英子／訳

どろぼうたちのよる 佐々木マキ／著

トロルのトーニャは女の子 久保田昭三／作 宮本忠夫／絵

どろろんびょういんたいへんたいへん こどものくに傑作絵本 苅田　澄子

ＴＲＯＮからの発想 坂村健／著

どろんこおそうじ ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

どろんここぶた アーノルド・ローベル／作 岸田衿子／訳

どろんここぶた アーノルド・ローベル/作　岸田衿子/訳

どろんこサブウ 谷津干潟を守る戦い 松下竜一／文 鈴木まもる／絵

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロ

イ・グレアム／え

トワイライト・シャッフル 乙川 優三郎

とはずがたり 富岡多恵子／著

とわの庭 小川糸

トンカチぼうや いとうひろし／〔著〕

ドングリ 埴沙萠／著

どんぐり こうやすすむ／さく

どんぐりと山ねこ

どんぐりと山猫 木版画 宮沢賢治／作 畑中純／画

どんぐりと山猫 宮沢賢治／作　いもとようこ/絵

と



どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子/作　大島妙子/絵

とん　ことり 筒井頼子/作　林明子/絵

とんことり 筒井頼子／さく 林明子／え

ドンチビ かいじゅうのあかちゃん物語 藤本ともひこ／作絵

ドンチビ かいじゅうのあかちゃん物語 藤本ともひこ／作絵

トンデモ科学の見破りかた ロバート・アーリック

とんでもない 鈴木　のりたけ

とんとんとめてくださいな こいでたん／ぶん こいでやすこ／え

どんどんのびる草 村山幸三郎／ぶん 伏原納知子／え

どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子

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

ドン・ノミ太のでぶでぶ王子 赤木由子／作 間瀬なおかた／絵

トンボの引っこし 広瀬誠／著 鴇田幹／絵

どんまい 重松清

ないしょにしておきたい鎌倉 原田寛／写真・文

ないた 中川ひろたか　作/長新太　絵

泣いた赤おに 浜田広介

ナイチンゲール 土田治男／著

ナイチンゲール 重兼芳子／著 室井東志生／画

ナイチンゲール 現在の看護のあり方を確立し

た、イギリスの不屈の運動家
パム・ブラウン／著 茅野美ど里／訳

ナイチンゲール 平田昭吾

ナイチンゲール アンデルセン童話１２ 文・山田正弘　絵・奥田怜子

ナイチンゲール 有田 幸子

内通者 堂場 瞬一

ナイト&シャドウ 柳 広司

ナイフ 重松清／著

ナイルパーチの女子会 柚木　麻子

と

な



ナオミとカナコ 奥田 英朗

永い言い訳 西川　美和

長い家路　　下 ダニエル・スティール

長い家路　上 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾃｨｰﾙ

ながーいおはなし ひろかわさえこ

長いお別れ 中島　京子

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 鬼木 豊・槙 孝子

ながいながい 五味太郎／作

長く高い壁 Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔ　Ｗａｌｌ 浅田次郎

ながぐつをはいたねこ 野々口重／画 ペロー／作

ながぐつをはいたねこ 平田昭吾

なか区歴史の散歩道　横浜の近代１００話 横浜開港資料館編

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

ながさきの子うま 大川悦生／さく 宮本忠夫／え

長崎ぶらぶら節 なかにし礼／著

長崎歴史の旅 外山幹夫／著

長嶋茂雄ルネッサンス ねじめ正一

中島ハルコの恋愛相談室 林　真理子

中島ハルコはまだ懲りてない！ 林　真理子

中島らものもっと明るい悩み相談室 中島らも／著

鳴かずのカッコウ 手嶋龍一

永田町小町バトル 西條奈加

啼かない鳥は空に溺れる 唯川　恵

中野浩一のスポーツを撃つ！！ 熱きインタ

ビュー、トッププレーヤー１２人
中野浩一／著 後藤新弥／構成

中野のお父さん 北村　薫

中野のお父さんは謎を解くか 北村薫

中村天風に学ぶ真健康の知恵 松本幸夫／著

中村天風のすべて 生き方発見シリーズ サンマーク出版編集部／編

な



流れ星・隕石 藤井旭／著

泣きかたをわすれていた 落合恵子

なぎさ 山本 文緒

渚の求婚
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 吉川道夫，赤坂秀子

／共訳

なぎさの小枝 今村葦子／作 降矢なな／絵

なきむしえんはおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え

泣き童子 宮部 みゆき

泣くな研修医 中山祐次郎

なく虫ずかん 松岡達英／え 篠原栄太／もじ

鳴く虫の世界 佐藤有恒／写真 小田英智／文

なげださない 鎌田　實

ナスカ地上絵のなぞ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

なずずこのっぺ？
作／カーソン・エリス　訳／アーサー・ビ

ナード

なずな 堀江　敏幸

那須与一  上巻 谷恒生／著

那須与一  下巻 谷恒生／著

なぜ、「これ」は健康にいいのか 小林弘幸

なぜ、お月さまにおそなえをするの？ 渡辺亮子/脚本・絵

なぜ、おひなさまをかざるの？ 三谷亮子/脚本　川上尚子/絵

なぜ、おんふろにしょうぶをいれるの？ 常光徹/脚本　伊藤秀男/絵

なぜ、かがみもちをかざるの？ 千世まゆ子/脚本 鈴木びんこ/絵

なぜ、クリスマスツリーをかざるの？ 岩倉千春/脚本　アリマジュンコ/絵

なぜ、せつぶんに豆をまくの？ 国松俊英/脚本　藤田勝治/絵

なぜ、七夕にささかざりをするの？ 常光徹／監修

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

「なぜ？」がわかる博学BOOK④ 素朴な疑問探究会

なぜ雨が酸性雨にかわるのか？ 酸性雨のはな

し
トニー・ヘアー／文 三原道弘／訳・解説

なぜか生きのこったへんな動物 今泉忠明

な



なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣 世界

中のビジネスマンが学んだ成功の法則
ケリー・グリーソン／著 楡井浩一／訳

なぜなに１年生学習クイズ

なせば成る　偏差値３８からの挑戦 中田宏

なぜ秀吉は 門井慶喜

なぜ火はいつも上に向かって燃えるの？ 子供の科学編集部／編

なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために

考えてほしい大切なこと
池上彰/監修

なぞ！ふしぎ！世界の遺跡探検 岩田一彦

謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉

謎解きはディナーのあとで3 東川 篤哉

謎解きはディナーの後で（２） 東川　篤哉

なぞなぞあそび 藤木てるみ／作・絵

なぞなぞ　ねずみくん なかえよしを/作　上野紀子/絵

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子／作 大社玲子／絵

なぞなぞのみせ 石津ちひろ

なぞなぞフッフッフー 武田美穂

なぞなぞライオン 佐々木マキ／作

なぞなぞなーに なつのまき いまきみち

なぞのエスパー・チコマロン 川北亮司／作 長谷川芳一／絵

なぞの少年王ツタンカーメン たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

謎のズッコケ海賊島 那須正幹／作 前川かずお／絵

謎のズッコケ海賊島 那須正幹／作 前川かずお／絵

謎のメールレストラン 怪談レストラン編集委員会

なぞの幽霊事件 オカルトクラブ少女隊 本木洋子／作 横溝英一／絵

なぞの惑星メタルーナ かのういちろう／作 谷村ひとし／絵

夏の騎士 百田尚樹

夏の坂道 村木嵐

夏の星座ものがたり 瀬川昌男／著

夏のダイヤモンド “片足のエース”の力投物語 川村たかし／作 小林与志／絵

な



夏の雷音 堂場　瞬一

夏・花づくし

なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ

夏目漱石 石井宗吾／著

夏物語 川上未映子

夏休み植物のかんさつ  別巻

なつやすみ虫ずかん どきどきしぜん 稲田務／え 宮武頼夫／ぶん

なつはうみ 内田麟太郎／文 村上康成／絵

なでし子物語 伊吹　有喜

なないろのキャンディー 芭蕉みどり

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子/作　菊地　恭子/絵

70歳のたしなみ 坂東眞理子

ななちゃんのおかたづけ つがねちかこ

七つの会議 池井戸潤

七つの試練 池袋ウエストゲートパーク１４ 石田衣良

七つのゆめをのぞいたら 間所ひさこ／作 ふりやかよこ／絵

7.5グラムの奇跡 砥上裕將

ナナメの夕暮れ 若林正恭

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき／作　つじむら　あゆこ／絵

何があっても大丈夫 桜井よしこ

何が困るかって 坂木　司

何様 朝井　リョウ

なにのこどもかな やぶうち　まさゆき

なにもなくても ことばあそび絵本 わいわいあそび 織田道代／作 長新太／絵

何者 朝井リョウ

何ものも恐れるな  上 ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／訳

何ものも恐れるな  中 ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／訳

何ものも恐れるな  下 ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／訳

な



ナニワ金融道カネと非情の法律講座

なにわの夕なぎ 田辺聖子

7日（なのか）だけのローリー 学研おはなし絵本 片山　健

なの花のチャイム 鈴木ゆき江/作　橋本淳子/絵

ナポレオン 久保喬／著

ナポレオン 古城武司

なまえっていいな！ かばのこホッペのえほん やすいすえこ／さく しんのめぐみ／え

生麦事件 吉村昭／著

涙 乃南アサ／著

涙が出るほどいい話 あのときは、ありがとう 「小さな親切」運動本部／編

なみだっ子にさようなら 斎藤俊一／著 渡辺安芸夫／え

なみだどこどこ？ 左近蘭子／作 童きみか／絵

涙の理由 重松　清/著　茂木　健一郎/著

波の音が消えるまで　下 沢木　耕太郎

波の音が消えるまで　上 沢木　耕太郎

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾

なむあみだぶつ戦争 山本和夫／著

なめとこ山のくま 宮沢賢治／著

名もなき毒 宮部　みゆき

名もなき日々を 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐 真理

悩む力 姜　尚中

悩んでいませんか？頻尿・尿失禁 おもらしで

悩む５００万人の方々へ

奈良　大人の街歩き

奈落 古市憲寿

奈良国宝仏めぐり 仏像の見方がわかる 久野健／文 入江泰吉／写真

奈良のみやこ 飛鳥・奈良時代 渡辺保／著

なりたい 畠中　恵

なりたい 畠中　恵

な



成り行き大国ニッポン 大転換期　日本をどう

新生させるのか
栗本慎一郎／著

ナルちゃん憲法　皇后美智子さまが伝える愛

情あふれる育児宝典
松崎敏彌

ナルニア国物語　あさびらき丸　東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス　訳／瀬田　貞ニ

ナルニア国物語 馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス／作　瀬田　貞二／訳

ナルニア国物語　カスピアン王子のつのぶえ C.S.ルイス/作　瀬田貞二/訳

ナルニア国物語　銀のいす Ｃ．Ｓルイス／作　瀬田　貞二／訳

ナルニア国物語　ライオンと魔女 C.S.ルイス/作　瀬田貞二/訳

なるほど！日本経済早わかり 池上彰

なわとびができた日の本 現代児童文学研究会／編

南海放浪記 白石一郎／著

南紀 白浜・伊勢・志摩カジュアルに、ビジュ

アルに、旅をする。

なんきょくのタロとジロ 田中秀幸／画 高木あきこ／文

なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ

なんでもウォッチング　身近な昆虫 小笠原英明／著

なんでもたしざん ナイジェルグラフ/絵　ニュートン/文

なんでもなおすおいしゃさん 末崎茂樹／画 安田浩／文

なんでもわかる恐竜博物館 レックスをはじ

め、人気恐竜が勢揃い！！
平川陽一／著

何度も足を運びたくなる　いい店好きな店 山本章

南北朝のあらそい 室町時代 森克己／著

なんらかの事情 岸本 佐知子

新潟・佐渡 上越

贄の花 千草忠夫

贄門島 内田康夫

贄門島　下 内田康夫

似顔絵物語 和田誠／著

ニキの屈辱 山崎　ナオコーラ

にぎやかな天地　上 宮本　輝

にぎやかな天地　下 宮本　輝

な

に



にぎやかな落日 朝倉かすみ

肉骨茶 高尾長良

にげたくれよん 田畑精一／画 八木田宜子／作

逃げる男 シドニィ・シェルダン

遁げろ家康  上 池宮彰一郎／著

遁げろ家康  下 池宮彰一郎／著

ニコニコ時給８００円 海猫沢　めろん

ニコライ遭難 吉村昭／著

２さいのおえかき 西内としお

ニサッタ、ニサッタ 乃南　アサ

にじ どきどきしぜん さくらいじゅんじ／文 いせひでこ／絵

西一番街ブラックバイト 池袋ウエストパークⅩⅡ 石田　衣良

にじいろｶﾞｰﾃﾞﾝ 小川 糸

にじいろのさかなまいごになる マーカス・フィスター/作 谷川俊太郎/訳

虹色のチョーク 小松成美

錦絵　幕末明治の歴史①　黒船来航 小西　四郎

２０世紀 写真でみる世界の１００年、日本の

１００年！

二十世紀を動かした思想家たち ギ・ソルマン／著 秋山康男／訳

二十世紀を騒がせた本 紀田順一郎／著

２０世紀とは何だったのか マルクス・フロイ

ト・ザメンホフ
なだいなだ，小林司／著

虹にすわる 瀧羽麻子

虹の谷の五月 船戸与一／著

虹の谷のスーパーマーケット 池川恵子／作 村上勉／絵

２１世紀こども百科科学館

２１世紀こども百科大図解

２１世紀の水　奇跡のパイウォーター 大嶋皓介/俵一

二十五歳からの自己啓発 石井勝利

２５歳と３０歳までに一度ずつ読んでおく本 仕事と私

生活を両立できる人がこれからの人材だ
国司義彦／著

に



二十面相の呪い 江戸川乱歩／著

にせ悟空、あらわる！
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

にせもののかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

にせもののかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

二千七百の夏と冬  下 萩原 浩

二千七百の夏と冬  上 萩原 浩

2020年の恋人たち 島本理生

日常診療での検査がわかる 正常値・異常値の

読み方，考え方
児島淳之介／編

日没 桐野夏生

日曜日のおいしいブランチ２０ 栗原はるみ／著

二ちょうめのおばけやしき 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

二ちょうめのおばけやしき 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

日輪の賦 澤田瞳子

日記が語る１９世紀の横浜 関口日記と堤家文

書
横浜開港資料館／編 横浜近世史研究会／編

『日経新聞』徹底活用法 田沢拓也／著

日蝕 平野啓一郎／著

ニッチを探して 島田 雅彦

ニッポン原人 安本美典/監修　三上喜孝/著

日本人数のしきたり 飯倉　晴武[編著]

日本人のしきたり 飯倉　晴武

ニッポン清貧旅行 東海林さだお／著

二度とそのことはいうな？ バルバラ・ゲールツ／著 酒寄進一／訳

新渡戸稲造 世界の伝記 宮田淳一／漫画

２年生のさんすうのひみつ 算数ひみつシリーズ 山口太一／漫画

２年生の自由研究

二宮金次郎 松山市造／著

二ひきのこぐま イーラ／作 松岡享子／訳

二ひきのこぐま イーラ/作　松岡亮子/訳

に



２ひきのわるいねずみのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井桃子／

やく

二分間の冒険 岡田淳／著 太田大八／絵

ニーベルンゲンの歌 ドイツのジークフリート

物語
山室静／著

日本アルプス花の図鑑 伊藤嘉治／撮影・解説

日本一短い「母」への手紙 一筆啓上 福井県丸岡町／編

日本語のこころ ベスト・エッセイ集　’００年

版
日本エッセイスト・クラブ／編

日本語の真相 李寧煕／著

日本語の美 ドナルド・キーン／著

日本サクラソウ 鈴鹿冬三／著

日本サッカーの挑戦 ハンス・オフト／著 徳増浩司／訳

ニホンザルの心を探る 正高信男／編著

日本史再発見 理系の視点から 板倉聖宣／著

日本史重要人物１０１ 五味文彦／編

日本宗教のすべて 瓜生中　渋谷申博

日本人と木の文化 インテリアの源流 小原二郎／著

日本人の一大事 佐藤愛子

日本人の心　武士道入門 山本　博文

日本人の質問 ドナルド・キーン／著

日本人の知らない日本語 蛇蔵/著　海野　凪子/著

日本人の知らない日本語2 蛇蔵　著　海野　凪子　著

日本人も知らなかった日本の歴史探訪 古川愛哲／著

日本滝めぐり 名瀑から隠れ滝まで３８６ 加藤庸二／写真・文

日本地名大百科 ランドジャポニカ

日本中枢の崩壊 古賀　茂明

日本にのこるなぞのミイラ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑦驀進から熟成へ
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑪非常時国家への傾斜
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　①御一新の光と影
牧野　昇・竹内　均／監修

に



日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　③流通と情報の革命
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　④進む交流と機能
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑤洋風文化と意識刷新
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑥産業基盤づくり
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑧消費時代の開幕
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑨不況と震災の時代
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の家 北から南まで 織田憲嗣／さく

日本の色 大岡信／編

日本のおばけ話 川崎大治/作　赤羽末吉/画

二ほんのかきのき 熊谷元一／作・え

日本の恐竜 長谷川善和／文 薮内正幸／絵

日本の近代  1 伊藤隆／〔ほか〕編集

日本の近代  2 伊藤隆／〔ほか〕編集

日本の近代  9 伊藤隆／〔ほか〕編集

日本の近代  10 伊藤隆／〔ほか〕編集

日本の原生林 水越武写真集 水越武／写真

日本の古典文学史 福田清人／編著

日本の産業１９　エネルギー

日本の産業１６　輸送・交通

日本の産業１２　輸送機器

日本の「創造力」 近代・現代を開花させた四

七〇人 第２巻
日本放送出版協会／編

日本の『創造力』　近代・現代を開花させた

四七〇人　⑩大都市と農村の明暗
牧野　昇・竹内　均／監修

日本の『創造力』 近代・現代を開花させた四

七〇人 第１２巻
富田仁／責任編集

日本の『創造力』 近代・現代を開花させた四

七〇人 第１３巻
村松貞次郎／〔ほか〕編纂

日本の『創造力』 近代・現代を開花させた四

七〇人 第１４巻
村松貞次郎／〔ほか〕編纂

日本の『創造力』 近代・現代を開花させた四

七〇人 第１５巻
村松貞次郎／〔ほか〕編纂

日本の誕生 原始・古墳時代 斎藤忠／著

日本の地理　おもしろ大研究 篠原昭雄/監修　すずき清志/まんが

に



日本の庭園美　三渓園 監修・井上靖　千宗室

日本の伝統芸能  1

日本の伝統芸能  2

日本の伝統芸能  3

日本の伝統芸能  4

日本の伝統芸能  5

日本の伝統芸能  6

日本の伝統芸能  7

日本の伝統芸能  8

日本の陶芸と窯　現代の名陶と陶郷の旅

日本のどうよう こわせ・たまみ／編 高見八重子／〔ほか〕絵

日本のとんち話 斉藤晴輝/著　西本鶏介/解説

日本の農業につくした人々 筑波常治／著

日本の民話　１０　残酷の悲劇 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　１２　現代の民話 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　１　動物の世界 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　２　自然の精霊 瀬川拓男　松谷みよ子

日本の民話　３　神々の物語 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　４　民衆の英雄 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　５　長者への夢 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　６　土着の信仰 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　７　妖怪と人間 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　８　乱世に生きる 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　９　太平の天下 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の民話　１１　民衆の笑い話 瀬川拓男　松谷みよ子　編

日本の名酒 稲垣真美／著

日本の山に生きた人々 安川茂雄／著

日本ノ霊異ナ話 伊藤比呂美

に



日本の歴史  第００巻　「日本」とは何か 網野　善彦

日本の歴史１０　戦国大名の戦い　室町時代

Ⅲ・戦国時代
池上　裕子/監修

日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐 真理

日本はそんなに悪い国なのか 上坂　冬子／著

日本発掘物語全集  13 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  3 たかしよいち／著

日本発掘物語全集  15 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  5 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  8 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  1 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  9 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  10 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  14 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  12 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  2 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  4 たかしよいち／著

日本発掘物語全集  6 たかしよいち／著 寺島竜一／絵

日本発掘物語全集  7 たかしよいち／著

日本発掘物語全集  11 たかしよいち／著

日本美術絵画全集  第１巻

日本美術絵画全集  第２巻

日本美術絵画全集  第３巻

日本美術絵画全集  第４巻

日本美術絵画全集  第５巻

日本美術絵画全集  第６巻

日本美術絵画全集  第７巻

日本美術絵画全集  第８巻

日本美術絵画全集  第９巻

に



日本美術絵画全集  第１０巻

日本美術絵画全集  第１２巻

日本美術絵画全集  第１３巻

日本美術絵画全集  第１４巻

日本美術絵画全集  第１５巻

日本美術絵画全集  第１６巻

日本美術絵画全集  第１７巻

日本美術絵画全集  第１８巻

日本美術絵画全集  第２０巻

日本美術絵画全集  第２１巻

日本美術絵画全集  第２２巻

日本美術絵画全集  第２５巻

日本美術絵画全集  第２３巻

日本美術全集  第１２巻

日本美術全集２　法隆寺から薬師寺へ 編著者・水野敬三郎　関口欣也

日本美術全集４　東大寺と平城京 編著者・水野敬三郎　岡田英男

日本百名山・登山ガイド  上 山と渓谷社山岳図書編集部／編

日本百名山・登山ガイド  下 山と渓谷山岳図書編集部／編

日本文化のキーワード ７つのやまと言葉でそ

の宝庫を開く
栗田勇／著

日本文化の原形 河村望／著

日本むかしばなし（二） 坪田譲治

日本よ 石原慎太郎／著

日本洋画２２人の闘い 粟津則雄／著

日本列島大地図館 テクノアトラス

日本は幸福か 過労死・残された５０人の妻た

ちの手記
全国過労死を考える家族の会／編

日本は世界の天使か悪魔か 揺ぎなき繁栄の条

件
竹村健一／著

二ムロッド 上田岳弘

にもつをはこぶおとうさん 桜井信夫／文 宮前保彦／絵

に



ニャーロットのおさんぽ パメラ･アレン

にゃんこだぞ！ なかえよしお／作 上野紀子／絵

にゃんにゃん探偵団 杉山亮　作/小松良佳　絵

にゃんにゃんにゃんこ　にゃんこカフェ なｋじまみすず

にゃんにゃんにゃんこ　にゃんこ茶屋 国松奈緒子

入門　おとなの横浜ドリル 松信　裕/監修

入門者のための俳画独習書 鶴見松淵／著

ニュージーランド　ブルーガイド　わがまま

歩き２７

ニュースキャスター  2 アーサー・ヘイリー／〔著〕 永井淳／訳

ニュースキャスター  1 アーサー・ヘイリー／〔著〕 永井淳／訳

ニュース地図帳　なぜ「そこで」おきるのか 池上彰

にゅーっするするする 長新太／作

ニュートン 万有引力の法則を発見した科学者 世界の伝記 よしかわ進／漫画 堀ノ内雅一／シナリオ

ニュートン 野田彰／著

ニューヨーク空間 有吉玉青／著

ニューヨーク・スケッチブック ピート・ハミル／著 高見浩／訳

ニューヨークに見るアメリカ 本間長世／著

ニューヨーク　ブルーガイド わがまま歩き１

２

ニューワと九とうの水牛 日本傑作絵本シリーズ 小野　かおる／文・絵

仁淀川 宮尾登美子

女人絵巻 歴史を彩った女の肖像 沢田ふじ子／著

ニルスのふしぎなたび 成川裕子／作・画 ラーゲルレーフ／原作

二礼茜の特命　仕掛ける 城山真一

にわさきのむし しゃがんでみつけた 小林俊樹／ぶん たかはしきよし／え

庭仕事の愉しみ
ヘルマン・ヘッセ／著 フォルカー・ミヒェル

ス／編

にわとりさんはネ… 福井達雨／編 止揚学園園生／絵

にわのわに 多田　ヒロシ

丹羽文雄集 丹羽文雄

に



任侠シネマ 今野敏

人形作り 木戸征治／写真 国松俊英／文

人形つかいのポーレ Ｔｈ．シュトルム／作 中山知子／訳

人形で遊ぶくふう 滝田節子／著

人形のへいたい 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

任侠浴場 今野敏

人形は笑わない 名探偵夢水清志郎事件ノート はやみねかおる／作 村田四郎／絵

人魚の眠る家 東野　圭吾

人魚の眠る家 東野圭吾」

にんぎょひめ 工藤市郎／画 アンデルセン／原作

人魚ひめ いわさきちひろ／画 アンデルセン／原作

にんぎょひめ 卯月　泰子

にんぎょひめ 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

人間 又吉直樹

人間をみつめて 神谷美恵子／著

人間小唄 町田　康

にんげんだもの 相田　みつを

人間通 谷沢永一／著

人間と違って魚がおぼれないのはなぜ？ 子供の科学編集部／編

人間にとって成熟とは何か 曽野 綾子

人間の運命 五木　寛之

人間の関係 五木　寛之

人間の基本 曽野綾子

人間の死にかた 中野好夫／著

にんげん蚤の市 高峰秀子／著

人間豹 江戸川乱歩／著

人間は燃えてるっていうけどホント？ 子供の科学編集部／編

忍者月輪 津本 陽

に



にんじゃごろべえ うみへいくぱっ！ 矢崎節夫／作 島田コージ／絵

にんじゃ　にんじゅろう 舟崎克彦/作　飯野和好/絵

忍者ものがたり 加藤正民／作 瀬辺雅之／絵

にんじん ルナール/作　宮川実/訳

にんタマ！かいぞく！ウミボウズ！ 尼子騒兵衛

にんタマ、げんタマげんじゅつくらべ！？ 尼子騒兵衛

にんタマ、子てんぐ、大てんぐ 尼子騒兵衛

にんタマ三人ぐみこれぞにんじゃの大運動会 尼子騒兵衛/原作

忍たま乱太郎  ヘムヘムのひみつの段 尼子騒兵衛／原作 田波靖男／文

忍たま乱太郎  ヘムヘムのひみつの段 尼子騒兵衛／原作 田波靖男／文

忍たま乱太郎  へんてこなにんじゃの段 尼子騒兵衛／原作 久保田弘／文

忍たま乱太郎　ありったけ.これったけの段 尼子　騒兵衛　原作　田波　靖男　文

ぬいぐるみ作り 細川剛／写真・文

脱いでみようか 野際陽子／著

泥濘 黒川博行

盗まれた花 フィリップ・カルロ／著 菊地よしみ／訳

ぬすまれた宝石のなぞ Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

ぬりつぶされた真実 ｼﾞｬﾝ=ｼｬﾙﾙ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾙ ｷﾞﾖｰﾑ･ﾀﾞｽｷｴ

ぬるい生活 群　ようこ

ヌルロン聖人をすくえ 千東　正子/作　山田　卓司/絵

ね、うし、とら・・・・十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム

ねえさんといもうと
シャーロット・ゾロトウ/文　酒井駒子/絵・

訳

ネオ・ゼロ 鳴海章／著

ねがいは水あめの詩に 社会福祉に一生をささ

げた瓜生岩子
わだよしおみ／作 小林与志／絵

願えばかなう。 佐伯　チズ

ねぎぼうずのあさたろう  その１ 飯野和好／作

ねぎまの殿さま 能見正比古／著

ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ

ぬ

ね

に



ネコがネコ舌なのはどうしてなの？ 子供の科学編集部／編

猫からみた人間像 伊藤英男

ねこくんいちばでケーキをかった ユーリー  ワスネツオフ

ねこくんとあかいひこうき 渡辺有一／作絵

ねこさんこんにちわ 沼野正子／さく

ネゴシエイター  上
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

ネゴシエイター  下
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

猫背の虎　動乱始末 真保　裕一

猫たちの隠された生活 エリザベス・Ｍ．トーマス／著 木村博江／訳

ねこたち町 わしおとしこ／文 藤本四郎／絵

ネコだまミイちゃん 筒井　敬介

ねこと王さま ニック・シャラット/作・絵　市田泉

猫とともに去りぬ ロダーリ／著　関口　英子／訳

ネコと昼寝　れんげ荘物語 群ようこ

ねこにすず 平田昭吾

ネコになったぼく 羽仁進／さく 佐々木マキ／え

猫の恩返し 松原惇子／著

ねこのおんせん 別役実／作 佐野洋子／絵

ねこのさかなとり 小出保子／作・画

ねこのジョン なかえよしを/作　上野紀子/絵

ネコのタクシー 南部　和也　作/さとう　あや　絵

ねこのちゅうしゃ 間所ひさこ／作 渡辺有一／絵

ねこの手かします ～手じなしのまき～ 内田 麟太郎

ネコのとこやさん いもとようこ/絵　多田朋子/作

ねこのばんごはん 間所ひさこ／作 渡辺有一／絵

ねこのペンキぬり 間所ひさこ／作 渡辺有一／絵

ねこはるすばん 町田尚子

猫を棄てる　父親について語るとき 村上春樹

ね



猫を抱いて象と泳ぐ 小川　洋子

ねじまき片想い おもちゃプランナー・宝子の冒険 柚木 麻子

ねずみくんとおんがくかい なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみくんとブランコ なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみくんねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみくんのたんじょうび なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみくんのチョッキ なかえよしを／著 上野紀子／え

ねずみくんのひみつ なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみじょうど 瀬田貞二／再話 丸木位里／え

ねずみのおいしゃさま なかがわまさふみ／作 やまわきゆりこ／え

ねずみのおひめさま 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

ねずみのおんがえし 平田昭吾

ねずみの騎士デスペローズの物語 ケイト・ディカミロ/作　子安亜弥/訳

ねずみのクーはしっぽがながい 神沢利子／作 赤坂三好／絵

ねずみのクーはしっぽがながい 神沢利子／作 赤坂三好／絵

ねずみのちくたくバス ロドニー・ペッペ／作・絵 小沢正／訳

ねずみのほりもの きっちょむとんちばなし 安井康二／画 鶴見正夫／文

ねずみのよめいり こわせたまみ／文 蓬田やすひろ／絵

ねずみのよめいり 平田昭吾

鼠夜に賭ける 赤川次郎

鼠夜に賭ける 赤川 次郎

ネタ元 堂場瞬一

熱血！！動物のお医者さん 神戸俊平／著

熱源 川越宗一

捏造の科学者 STAP細胞事件 須田　桃子

熱帯 森見登美彦

熱風団地 大沢在昌

ねないこだれだ せな　けいこ/作・絵

ね



ねぼすけこびと まついのりこ／画・脚本

ねみちゃんとねずみくん 上野紀子／絵 なかえよしを／作

ねむいニャー きたむらさとし／絵・文

ねむいねむいねずみとなきむしぼうや ささきまき／作・絵

ねむいねむいねずみのクリスマス ささきまき／作・絵

ねむいねむいねずみはおなかがすいた ささきまき／作・絵

ねむくないもん！
ジュリー・サイクス／作 ティム・ワーンズ／

絵

ねむっちゃだめだよかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん

ねむりからさめたミイラ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

ねむりの森のひめ 平田　昭吾

眠り姫 ダニエル・キイス／著 秋津知子／訳

眠れない子 大石真／作 いしざきすみこ／絵

眠れなくなる宇宙といのちのはなし絵本 佐藤勝彦／作　長崎訓子／絵

眠れぬ真珠 石田　衣良

ねらわれた白雪姫をすくえ！！ 初恋ツインズ 佐和みずえ／作 樹山まみ／画

ネルソン・マンデラ アパルトヘイトに立ち向

かって
メアリー・ベンソン／作 村山淳彦／訳

年金・月21万円の海外2人暮らし 立道和子

年収300万円時代を生き抜く経済学 森永卓郎

ねんどあそび かみねんどからやきものねんど

まで
長島克夫・高橋透・新坂和男／〔共〕著

ねん土板の国の算数パズル 『ギルガメシュ叙

事詩』をもとに
山崎直美／著

野遊びを楽しむ　里山百年図鑑 松岡　達英

脳 １４００グラムの宇宙 小出五郎／著

脳いきいき　絶対ボケない生活法 金子　満雄

脳男 首藤瓜於／著

脳が若返る30の方法 米山　公啓

能・狂言物語 丸岡明／編著

のうさぎ村のクリスマス マリー・Ｈ・アンリ

農産物とくらし 渡辺篤二／〔ほか〕著

ね

の



脳死 立花隆／著

脳死再論 立花隆／著

脳卒中の予防と治療 高血圧・動脈硬化の安心

読本　図解
水上公宏／著

脳卒中リハビリ日記 横田整三／著

脳内革命 脳から出るホルモンが生き方を変え

る
春山茂雄／著

能面検事の奮迅 中山七里

脳を活かす勉強法　奇跡の「強化学習」 茂木　健一郎

ノエル 道尾秀介

野口英世 古城武司／漫画

野口英世 神戸淳吉／著 吉井忠／画

野毛的 横浜文芸復興 平岡正明／著

残り者 朝井　まかて

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤

野尻湖のぞう 井尻正二／ぶん 金子三蔵／え

ノースライト 横山秀夫

のせてのせて 松谷みよ子／作 東光寺啓／え

望み 雫井　修介

望みがかなう人は楽天思考 佐藤　富雄

ノーダリニッチ島Ｋ・スギャーマ博士の動物図鑑 Ｗｅｌｃｏｍ

ｅ　ｔｏ　Ｎｏ・ｄ・ａ・ｒｉｎｇｎｉｃｈｅ　Ｉｓｌａｎｄ
Ｋ・スギャーマ／作

後巷説百物語 京極夏彦

ノックがとんとん にしかわおさむ／さく・え

のっけから失礼します 三浦しをん

のどがカラカラ きたむらさとし／絵・文

野中広務　差別と権力 魚住昭／著

のねずみくんのすてきなマフラー 間瀬なおかた／作・絵

のねずみくんは一ねんせい 和田玲子/作　なかにしやすこ/絵

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井桃子／

やく

のねずみとまちのねずみ 長島克夫／画 稲庭桂子／脚本

の



野の草ノート いわさゆうこ

ののはな通信 三浦しをん

野の春　流転の海 流転の海 宮本輝

野薔薇の殺人者 深夜のコンビニ事件簿 藤田宜永／著

のばらひめ 貝賀　美智子/文　狩野　富貴子/絵

信長の原理 垣根涼介

信長の棺 加藤　廣

ノーベル 世界の伝記

ノーベル 近藤釧三／著

ノーベル賞受賞者にきく子どものなぜ？ ベッティーナ・シュティーケル　畔上司/訳

ノーベル賞の発想 三浦賢一／著

のぼうの城 和田　竜

ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石 伊集院 静

ノーマンズランド 誉田哲也

ノムさんのひとりごと お祭り軍団はこうして

燃えた
飯沢恵三

野村克也野球論集成 野村　克也

ノモンハン事件 越智春海／著

野良犬の値段 百田尚樹

ノラネコぐんだん　おばけのやま ノラネコぐんだんシリーズ 工藤ノリコ

ノラネコぐんだん　ラーメンやさん 工藤ノリコ

ノラネコぐんだんアイスのくに ノラネコぐんだんシリーズ 工藤ノリコ

ノラネコぐんだんカレーライス ノラネコぐんだん 工藤ノリコ

ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤ノリコ

ノラネコぐんだんそらをとぶ 工藤　ノリコ

ノラネコぐんだんパンこうじょう ノラネコぐんだん 工藤ノリコ

のらねこノーラと５ひきのこねこ 磯田和一／さく・え

のりあい自動車 よこはま市バス６０年 横浜市交通局／編

乗合船 慶次郎縁側日記 北原 亜以子

の



のりもの 五味太郎

乗物おもちゃ つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

のりものだいすき わらべきみか／作・絵

のりものどうしたら？図鑑  第１巻

のりものどうしたら？図鑑  第２巻

のりものどうしたら？図鑑  第３巻

のりものどうしたら？図鑑  第４巻

のりものどうしたら？図鑑  第５巻

のりものどうしたら？図鑑  第６巻

のりものどうしたら？図鑑  第７巻

のりものどうしたら？図鑑  第８巻

のりものどうしたら？図鑑  第９巻

のりものどうしたら？図鑑  第１０巻

のりもののおりがみ 千野利雄／著 早坂忠之／〔ほか〕絵・図・文

乗りものの発明発見物語 くるまから宇宙旅行

まで
岩城正夫／編

呪いの指紋 江戸川乱歩／著

のろまなローラー 小出正吾／作 山本忠敬／絵

ノワールをまとう女 神護かずみ

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人

ノンタン　あいうえお キヨノサチコ

ノンタンあそびましょ おおともさちこ／作・絵

ノンタン　あわ　ぷくぷく　ぷぷぷう キヨノサチコ

ノンタン　いたいのとんでけ～ キヨノサチコ

ノンタン　いもうといいな キヨノサチコ

ノンタン　おしっこ　し～し～ キヨノサチコ

ノンタンおねしょでしょん おおともやすおみ・さちこ／作絵

ノンタン　おねしょでしょん キヨノサチコ

ノンタンおはよう おおともさちこ／作・絵

の



ノンタン　おはよう キヨノサチコ

ノンタンおやすみなさい キヨノサチコ

ノンタン　およぐのだいすき キヨノサチコ

ノンタン　およぐのだいすき キヨノサチコ

ノンタン　がんばるもん キヨノサチコ

ノンタン！サンタクロースだよ おおともやすおみ・さちこ／作絵

ノンタンじどうしゃぶっぶー おおともさちこ／作・絵

ノンタンじどうしゃぶっぶー おおともさちこ／作・絵

ノンタンでかでかありがとう ノンタンあそぼうよ　19 キヨノ　サチコ／作・絵

ノンタン　テッテケむしむし キヨノ　サチコ/作・絵

ノンタンにんにんにこにこ 大友幸子／作・絵

ノンタンのたんじょうび キヨノ サチコ

ノンタン　はっくしょん！ キヨノサチコ

ノンタンはみがきはーみー おおともさちこ／作・絵

ノンタン　はみがき　はーみー キヨノサチコ

ノンタンぶらんこのせて 大友康匠，大友幸子／〔共〕作・絵

ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ

ノンタンふわふわタータン キヨノ　サチコ

ノンタン　ボールまてまてまて キヨノサチコ　・　おおともやすおみ

ノンタンもぐもぐもぐ キヨノ　サチコ

のんのんのんたとちびうさぎ 小野かおる／さく

のんびりこぶたとせかせかうさぎ 小沢正/作　長新太/絵

のんびりやまのひげはちぎつね 木暮正夫／作 柿本幸造／絵

ばあさんは15歳 阿川佐和子

ばぁばは、だいじょうぶ 楠　章子／作　いしい　つとむ／絵

はい、さようなら。 瀬戸内寂聴

はいいろこくのはいいろひめさま 佐々木マキ／作

灰色の巨人 江戸川乱歩／著

の

は



肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山耕一郎

パイがふたつあったおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

廃墟に乞う 佐々木　譲

俳句忠臣蔵 復本一郎／著

俳句・俳人物語 池田弥三郎／編著

拝啓、アスペルガー先生 私の支援記録より 奥田 健次

拝啓わたしのバクさま 浜たかや／作 おぼまこと／絵

売国 真山　仁

売国奴の持参金
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎

／訳

陪審評決 ジョン・グリシャム／〔著〕 白石朗／訳

バイター 五十嵐貴久

灰谷健次郎と話す 灰谷健次郎／著

はいﾁｰｽﾞ 長谷川 義史

ハイディング・プレイス
フレデリック・フォーサイス／著 篠原慎，か

わだやすし／〔共〕訳

ハイドランジア 紫陽花 花岡喜重／著

パイナップルの丸かじり 東海林　さだお

パイナップルヘッド 吉本ばなな／著

灰の劇場 恩田陸

背乗り 警視庁公安部外事二課 竹内 明

拝復・石原慎太郎殿 レオン・アンダーソン／著 鈴木主税／訳

敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人 上 ジョン・ダワー／〔著〕 三浦陽一／訳

敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人 下 ジョン・ダワー／〔著〕 三浦陽一／訳

廃遊園地の殺人 斜線堂有紀

覇王の神殿　日本を造った男・蘇我馬子 伊東潤

覇王の夢 津本　陽

パオズになったおひなさま 佐和　みずえ

はがき手紙のきまり文句実例集 すぐ役立つ 慶

弔編
主婦と生活社／編

博士の愛した数式 小川　洋子

は



バカな大人にならない脳 養老孟司

鋼のメンタル 百田　尚樹

バカの壁 養老　孟司

バカの壁 養老孟司

バカの壁　（下）

萩殺人事件 内田康夫

ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫　くみこ/さく　つちだ　のぶこ/え

はきもののはなし 指田純子／著

破局 遠野遥

白衣の嘘 長岡　弘樹

白銀ジャック 東野　圭吾

ばく・くくく 五味太郎／著

伯爵夫人 蓮實　重彦

爆笑新撰組 シブサワ・コウ/編

爆身 大沢在昌

百代の過客 日記にみる日本人 続　下 ドナルド・キーン／著 金関寿夫／訳

百代の過客 日記にみる日本人 続　上 ドナルド・キーン／著 金関寿夫／訳

百代の過客 日記にみる日本人 上 ドナルド・キーン／著 金関寿夫／訳

百代の過客 日記にみる日本人 下 ドナルド・キーン／著 金関寿夫／訳

白鳥とコウモリ 東野圭吾

はくちょうの王子 平田昭吾

はくちょうのみずうみ 平田昭吾

はくちょうのみずうみ 平田昭吾

貘の檻 道尾秀介

獏の檻 道尾 秀介

ぱくぱくぺろり
アロナ・フランケル／え・ぶん さくまゆみこ

／やく

幕府ってどういうもの 高野澄／著 ムロタニ・ツネ象／画

パーク・ライフ 吉田修一／著

は



ぱくりぱくられし 木皿泉

幕僚たちの真珠湾 波多野澄雄／著

はぐれ猿は熱帯雨林の夢を見るか 篠田　節子

パークレンジャー 国立公園を守る人 細川剛／写真・文

破軍の星 北方謙三／著

波形の声 長岡 弘樹

ばけくらべ 松谷みよ子 作・瀬川康男 絵

ハゲタカ外伝スパイラル 真山　仁

ばけばけ５ 前川かずお／作

化けもの使い 大野桂／編著

ハケンアニメ！ 辻村 深月

はこをつくろう 神戸憲治／作

箱根　大人の街歩き７

ハゴロモ よしもとばなな

パーシーのせんすいかん
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

パーシーのせんすいかん トーマスのテレビシリーズ　　2
ウィルバート・オードリー/原作、ブリット・

オールクロフト/写真

橋のない川  第２部 住井すゑ／著

橋のない川  第１部 住井すゑ／著

箸墓幻想 内田康夫／著

始まりの木 夏川草介

はじめて編む布ぞうり　いちばんおしゃれ！

いちばんわかりやすい！
蔭山　はるみ

初めて世界一周した日本人 加藤九祚／著

初めて世界一周した日本人 加藤九祚／著

はじめて出会うコンピュータ科学  1 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめて出会うコンピュータ科学  3 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめて出会うコンピュータ科学  4 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめて出会うコンピュータ科学  5 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめて出会うコンピュータ科学  6 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

は



はじめて出会うコンピュータ科学  7 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめて出会うコンピュータ科学  8 徳田雄洋／文 村井宗二／絵

はじめてであう　すうがくの絵本 安野光雄

はじめてであうすうがくの絵本　１ 安野光雅

はじめてであうすうがくの絵本　２ 安野光雅

はじめてでもよくわかる囲碁 新星出版社編集部／編

はじめてのあかちゃんえほんどうぶつ① 荒川静恵/絵　古藤ゆず/文

はじめてのあかちゃんえほん　のりもの１ あらかわしずえ

はじめてのあやとり 丸善メイツ才能開発研究所／編

はじめての古事記 やさしく読み解く　平易な

現代語訳で読み進む神と人の壮大な物語
板坂寿一／著

初めての手話の本 楽しく覚え、すぐ使える基

本編
丸山浩路／著

初めての水彩画 浜口行雄／著

はじめての茶の湯　基本の動作と割稽古・お

手前のすべて
大橋　宗乃/監修

はじめての天文学 鈴木敬信／著

はじめての鉢花作りＱ＆Ａ こんなときどうし

たら？

初めての花レッスン　素敵なテーブル花

はじめての人のための３０００円投資生活 横山　光昭

初めてのやきもの 監修・池田いづみ

はじめての山歩き 花、木、自然に会いに 田部井淳子／著

はじめてのリースト花飾り 井越　和子

はじめて学ぶ小・中学生のトランジスタ教室 奥沢清吉／著

はじめましてウルトラモモちゃん やすいすえこ／作 田中四郎／絵

はじめまして　スミレひめよ ハーウィン・オラム/文　小川仁央/訳

パジャマをきてよむ本 現代児童文学研究会／編

パジャマでふくらむすてきな夢 衣料品の生産

と流通
村田栄一／文

馬上少年過ぐ　下　大活字本シリーズ 司馬　遼太郎

奔る男 堂場瞬一

走るとイヌが追ってくるのはどうして？ 子供の科学編集部／編

は



走れ！マスワラ プティ、グザビエ＝ローラン

はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとう あさえ

はしれでんしゃ・きしゃ 村山貞雄/監修

走れ！ネコ先生 岸武雄／さく 斎藤博之／え

走れ！ブルートレインおばけ号 宮川ひろ／作 長野ヒデ子／絵

はしれムンシー！ 福井達雨／編 止揚学園園生／絵

橋を渡る 吉田　修一

はずかしがりやのカバくん 肥田美代子／作 藤本四郎／絵

ハズキさんのこと 川上　弘美

バースデイ・ストーリーズ 村上春樹編

パストゥール 微生物の研究により、はじめて

伝染病の原因をつきとめたフランスの科学者
ビバリー・バーチ／著 菊島伊久栄／訳

バスなのね 中川ひろたか/文　１００％オレンジ/絵

はずむ四年の四季 西沢正太郎／さく 石倉欣二／え

パスワードVS.紅カモメ 松原秀行/作　梶山直美/絵

パスワード風浜クエスト 松原秀行

パスワード春夏秋冬 パソコン通信探偵団事件

ノート　１１ 上
松原秀行／作 梶山直美／絵

パスワード春夏秋冬 パソコン通信探偵団事件

ノート　１２ 下
松原秀行／作 梶山直美／絵

パスワード　地下鉄ゲーム 松原秀行/作　梶山直美/絵

パスワードで恋をして 松原秀行/作　梶山直美/絵

パスワードに気をつけて 松原秀行/作　梶山直美/絵

パスワードは、ひ・み・つ 松原秀行/作　梶山直美/絵

パスワード菩薩崎決戦 松原秀行/作　梶山直美/絵

バスをおりたら・・・ 小泉るみ子

はだかの王さま 清水祐幸／画 アンデルセン／原作

はだかの王さま 平田昭吾／著 成田マキホ／画

裸の華 Ａ　Ｄａｎｎｃｅｒｓ　Ｐａｓｓｉｏｎ 桜木　紫乃

はだかんぼうたち 江國香織

はたけうた 田島　征三

は



果師たち 鈴木誠司／著

はだしのゲン 児童文学版 上巻 中沢啓治／原作 深沢一夫／作

はだしのゲン 児童文学版 中巻 深沢一夫／作 中沢啓治／原作

はだしのゲン 児童文学版 下巻 深沢一夫／作 中沢啓治／原作

はだしのゲン 中沢哲治

二十歳（はたち）のころ 立花隆／著 東京大学教養学部立花隆ゼミ／著

旗本の経済学 御庭番川村修富の手留帳 小松重男／著

はたらきもののあひるどん
マーティン・ワッデル／さく ヘレン・オクセ

ンバリー／え

はだれ雪 葉室　麟

バターはどこへ溶けた？
ディーン・リップルウッド／著 吉沢深雪／イ

ラスト

八月の銀の雪 伊予原新

八月の博物館 瀬名秀明／〔著〕

八月のマルクス 新野剛志

八月の六日間 北村 薫

八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ

82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ/著　斎藤真理子/訳

八だいの機関車
ウィルバート・オードリー／作 ジョン　ケ

ニー／絵

ハチドリのひとしずく　　いま、私にできる

こと
辻　信一／監修

ハチの巣の部屋なぜみんな六角形？ 子供の科学編集部／編

8分音符のﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ Y.A.ｂｏｏｋｓ 松本　祐子

はちまき地蔵の話 いながきがん／さく 市川禎男／え

はちまん  上 内田康夫／著

はちまん  下 内田康夫／著

ハチ屋さん ミツバチを飼う 細川剛／写真・文

バッグをザックに持ち替えて 唯川恵

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村泰子／作・絵

ぱっくんおおかみとくいしんぼん 木村泰子／作・画

発言者たち 清水義範／著

は



初恋 トゥルゲーネフ／著　沼野　恭子／訳

はつ恋 村山由佳

初恋ツインズ教室ミステリー 佐和みずえ／作 樹山まみ／画

初恋なぞのラブレター事件 エッチと怪盗アン

パン
名木田恵子／作 山木うさぎ／画

初恋料理教室 藤野 恵美

はっこう博士大かつやく 末松茂孝／著

８０００キロを渡った杭 オーカスくん 岡田　謙吾

発達障害の子の感覚遊び、運動遊び 木村順

発達障害の子の読み書き遊び、コミュニケー

ション遊び
木村順

バッタのひなたぼっこ 太田英博／さく 山口みねやす／え

ばっちりハリー・ポッターを読み解く７つの

鍵
小谷真理

バッテリー あさのあつこ

バッテリーⅡ あさのあつこ

発展する農業・畜産 旺文社／編

服部半蔵  巻の一 戸部新十郎／著

服部半蔵  巻の二 戸部新十郎／著

服部半蔵  巻の３ 戸部新十郎／著

服部半蔵  巻の４ 戸部新十郎／著

服部半蔵  巻の５ 戸部新十郎／著

服部夕紀のイラスト１２ヵ月１５００カット 服部夕紀

はっぱじゃないよ　ぼくがいる 姉崎　一馬/文・写真

はっぱのおうち 林明子／絵 征矢清／作

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

ハッピー・リタイアメント 浅田　次郎

ハッピーバースデー 青木和雄　吉富多美

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間アニメ版 吉富多美／文 青木和雄／原作

はつめいおもちゃ 新坂和男／著

バーティアミス　サマルカンドの秘宝
ジョナサン・ストラウド　金原瑞人・松山美

保

は



パディントンとテレビ マイケル・ボンド／作 松岡享子／訳

パディントンの一周年記念 マイケル・ポンド／著 松岡享子／訳

パディントンの煙突掃除
マイケル・ボンド／作 ペギー・フォートナム

／画

パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／作 松岡享子／訳

パディントンフランスへ
マイケル・ボンド／作 ペギー・フォートナム

／画

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

バードウォッチング 酒井哲雄／著

波動の人間学 江本勝／著

ハートが砕けた！ 内館牧子／著

パトカーのパトロくん 山末やすえ／作 藤本四郎／絵

パトカーぱとくん 渡辺茂男／さく 山本忠敬／え

パドックのシンデレラ 高橋直子／著

ハートどろぼうはなぞの転校生 エッチと怪盗

アンパン
名木田恵子／作 山木うさぎ／画

パートナーは透明人間 島田豊子／作 駒井啓子／絵

鳩の撃退法　下 佐藤　正午

鳩の撃退法　上 佐藤　正午

ハートのレオナ ＭＩＳＩＡ/作　大宮エリー/絵

ハート▼FCA1▲マークはなぞの超能力！？ お

さわがせコンビ・モモ＆クリ
南英男／作 さわべきなこ／画

バトル・ロワイアル 高見広春／著

花

花・葉・器・自由自在 假屋崎省吾

花明かり 山本　一力

花おりおり　愛蔵版 湯浅浩史／文　矢野勇／写真

花おりおり　愛蔵版その三 湯浅浩史

花おりおり　愛蔵版その二
湯浅浩史／文　矢野勇・平野隆久・茂木透／

写真

花探し 林真理子

はなさかじい 松谷みよ子／文 二俣英五郎／絵

花さかじいさん 平田昭吾

は



はなさかじじい 黒崎義介／画 浜田広介／文

花咲小路三丁目のナイト 小路　幸也

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／著 バーバラ・ピーズ／著

話し方成功法 江木武彦

ハナショウブ 富野耕治／著

花束は毒 織守きょうや

はなだより ほのぼのログ　another story 藤谷　燈子

はなたれこぞうさま 日本名作おはなし絵本 千葉幹夫/文　　荒井良二/絵

はなとはなのはなし 木曽秀夫／作・絵

はなとゆめ 冲方 丁

花に遊ぶ いけ花作家の記 山崎圭雪／著

花にたくしたメッセージ 花の栽培と流通 村田栄一／文

花になった子どもたち
ジャネット・テーラー・ライル/作　市川　里

美/画　多賀　京子/訳

花になるらん 玉岡かおる

はなのあなのはなし わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう／さく

花のいのち 瀬戸内寂聴

花のかたち 日本人と桜 古典 中西進／著

花の木先生と〇秘特訓ＳＯＳ！ 田丸信尭／作 北山竜／絵

花の鎖 湊　かなえ

花野さくら通り 荻原浩

華の下にて 内田康夫／著

花のズッコケ児童会長 那須正幹／作 前川かずお／絵

花のズッコケ児童会長 那須正幹／作 前川かずお／絵

花の俳句 初心者のための俳句鑑賞 伊藤敬子／著

花の百名山・登山ガイド  上 山と溪谷社／編

花の百名山・登山ガイド  下 山と溪谷社／編

花のベットでひるねして よしもと ばなな

花冷えて 闇医者おゑん秘録帖 あさの　あつこ

は



[花・ベルツ]への旅 真寿美・シュミット＝村木／著

花まんま 朱川湊人

花ものがたり 森下真理／作 狩野富貴子／絵

華やかなつりびな 酒井愛子

花屋さん 斎藤貢一／写真 武田万樹／文

花酔ひ 村山由佳

はなよめとゾロリじょう 原 ゆたか

はなよめになったねこ 平田昭吾

はなよめになったねこ 平田昭吾

花よりも小さく　花の詩画集 星野富弘

はなはどこにいったの 葉祥明　絵と文

はなを　くんくん ルース・クラウス/文　きじまはじめ/訳

花を呑む あさの　あつこ

羽根　直樹 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　9 羽根　直樹

はねはねはねちゃん やまわきゆりこ／え なかがわりえこ／ぶん

母 三浦綾子／著

母をたずねて
エドモンド・デ・アミーチス／作 柴野民三／

編

バーバーちゃんのおきゃくさま 神沢利子/作　山脇百合子/絵

バーバーちゃんのおみまい 神沢利子/文　山脇百合子/絵

パパとママの赤ちゃん３歳までのしつけ

母なる色 志村ふくみ／著

パパにあいたい日もあるさ もとやまゆうほ／作 前嶋昭人／絵

パパになったペンギンピート マーカス・フィスター／作・絵 小沢正／訳

母の愛が奇跡を生む 立川　勲

母の遺産 水村美苗

パパのいない転校生 テア・ベックマン／作 笹川真理子／訳

パパのくれたおくりもの ティモシーとサラのえほん 芭蕉みどり／作・絵

母の作法 親として、女としてのふるまい 辰巳　渚

は



ばばばあちゃんのアイス・パーティ わくわくにんげん さとうわきこ／作

ばばばあちゃんのおもちつき さとう　わきこ／作

はははのはなし 加古里子

バーバパパのクリスマス アッネト＝チゾン　タラス＝テイラー／作

バーバパパのプレゼント アネット＝チゾン/作　やましたはるお/訳

ははははは 五味太郎／作

母への手紙 ｱｳｼｭｳﾞｨﾂの聖者ｺﾙﾍﾞ神父 西山達也訳

母をたずねて デ．アミーチス

ハピネス 桐野 夏生

バビロンの秘文字　Ⅰ 胎動篇 堂場　瞬一

バビロンの秘文字　Ⅱ 追跡篇 堂場　瞬一

バビロンの秘文字Ⅲ 激突篇 堂場　瞬一

ハーブ＆アロマ事典 佐々木薫／監修

パフィオペディラム 江尻光一／著

「パフォーマンス学」入門 佐藤綾子／著

パフォーマンスの魔術師 寺山修司の芸術論集 寺山修司／著

ハプスブルク歴史物語 倉田稔／著

バブルの後の物語 アジアの時代に生きる知恵 邱永漢／著

パブロ・カザルス喜びと悲しみ
パブロ・カザルス／〔述〕 アルバート・Ｅ．

カーン／編

バベル九朔 万城目　学

浜・海・道　Ⅱ　昭和30年頃の磯子 磯子区役所

はまぐりひめ 熊田勇／画

パーマネント神喜劇 万城目学

ハマーヘッズ緊急出動  上 デイル・ブラウン／著 伏見威蕃／訳

ハマーヘッズ緊急出動  下 デイル・ブラウン／著 伏見威蕃／訳

はみがきしゅわしゅわ わらべきみか／作・絵

はみがきれっしゃ　しゅっぱつしんこう くぼまちこ

はみ出し銀行マンの左遷日記 さらば、いとし

のアホ銀行
横田浜夫／著

は



ハムスターのぼうけん 夏目尚吾

バムとケロのさむいあさ 島田ゆか

バムとケロのそらのたび 島田ゆか

ハメルンのふえふき 平田昭吾

ハーメルンの誘拐魔 中山　七里

刃物のはなし 加藤俊男／著

破門 黒川 博之

速さのちがう時計 花の詩画集 星野富弘／著

林望のイギリス観察辞典 林望／著

はやぶさ新八御用帳  10 平岩弓枝／著

ハヤブサの四季 伊藤正清／写真 松田忠徳／文

バラ 藤岡友宏／著

バラカ 桐野　夏生

ハラスよ！！　ありがとう 中野孝次

パラソルでパラシュート 一穂ミチ

パラドックス１３ 東野　圭吾

薔薇盗人 浅田次郎／著

バラの回想 夫サン＝テグジュペリとの１４年
コンスエロ・ド・サン＝テグジュペリ／著 香

川由利子／訳

薔薇の木枇杷の木檸檬の木 江國香織／著

ばらの心は海をわたった ハンセン病との長い

たたかい
岡本文良／作 高田三郎／絵

薔薇のなかの蛇 恩田陸

ぱらぱら山のおばけ ライマー/作・絵　中　由美子/訳

はらぺこあおむし エリック＝カール　作/もり　ひさし　訳

はらぺこあおむし エリック・カール

はらぺこ王さまふとりすぎ 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

はらぺこがはらのメエメエさん ささやすゆき

ハリー・ポッターと死の秘宝　上巻 J・Kローリング/作　松尾　佑子/訳

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 Ｊ．Ｋ．ローリング

は



ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 Ｊ．Ｋ．ローリング

ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部
Ｊ．Ｋ．ローリング　ジョン・ティファニー

ジャック・ソーン

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

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

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

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

ハリケーン 高嶋哲夫

パリで夢見る フランス 池田満寿夫／編

針と糸であそぶ 田中周子／著 西岡周造／え

バリ島　ブルーガイド　ﾞわがまま歩き９

はりねずみかあさん まつやさやか／ぶん Ｍ．ミトゥーリチ／え

ハリネズミの願い トーン・テレヘン　長山さき／訳

はりねずみのピックル 山崎陽子/文　いもとようこ/絵

ハリーのセーター アメリカの絵本
ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロ

イ・グレアム／え

ハリーの脱出 ジェイムズ・コリアー／作 渡辺南都子／訳

パリの文化誌 風間研／著

ハリー・ブライトの秘密 ジョゼフ・ウォンボー／著 小林宏明／訳

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

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

パリよ、こんにちは 囃子真理子他

春、戻る 瀬尾 まいこ

はるをさがしに うさぎのホッパー マーカス・フィスター／作・絵 小沢正／訳

はるをまつちいさないのち 太田英博／さく 井上正治／え

はるか 宿野かほる

はるがきた
ジーン．ジオン　文/マーガレット.ブロイ．グ

レアム　絵/こみやゆう　訳

はるかぜとぷう 小野かおる／さくえ

はるかな宇宙へ　１　緑の星・地球 つぼいこう

はるかな宇宙へ　２　生命を育てた星 つぼいこう

は



はるかな宇宙へ　３　太陽をまわる星 つぼいこう

はるかな宇宙へ　４　銀河系のかなたへ つぼいこう

遥かなりローマ 今西祐行／作 太田大八／画

遥かなるアーリー・アメリカン アメリカ 筑紫哲也／編

遥かなるケンブリッジ 一数学者のイギリス 藤原正彦／著

はるかなる鉄路 鉄道の歴史をきずいた人たち 手島悠介／作 依光隆／絵

はるかニライ・カナイ 灰谷健次郎／作

晴子情歌  上 高村薫／著

晴子情歌  下 高村薫／著

はるさんがきた 越智のりこ/作　出久根育/絵

春さんのスケッチブック 依田　逸夫/作　藤本　四郎/絵

はるですはるのおおそうじ こいでたん／ぶん こいでやすこ／え

春に散る　下 沢木　耕太郎

春に散る　上 沢木　耕太郎

春の星座ものがたり 瀬川昌男／著

春の庭 柴崎友香

はるののはらにひもいっぽん ひぐちみちこ／作

春・花づくし

バルバルさん 乾栄里子

はるひのの、はる 加納 朋子

はるまつり のらっこの絵本 菊池日出夫／さく

ハルマヘラ・メモリー 池部良／著

ハルモニア 篠田節子／著

バルーンで飛んだピーコのゆめ 竹田津実／作 峰村りょうじ／画

はれときどきたこ 矢玉四郎

パレートの誤算 柚木 裕子

ハローウィーンってなぁに？
クリステル・デモアノー/作　中島　さおり/

訳

ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン／作 渡辺南都子／訳

は



ハローキティのなぞなぞいっぱい 大林　のぼる

ハローバイバイ・関暁夫の都市伝説 信じるか信じないかはあなた次第 関　暁夫

はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン／著 岸田衿子／訳

ハロワ！ 久保寺　健彦

ハワイアン布でつくるカルトナージュ 駒澤　由美子

ハワイ島　ホノルル　ブルーガイド　わがま

ま歩き２４

ハワイ　ブルーガイド　わがまま歩き４

犯意　その罪の読み取り方 乃南　アサ/著　園田　寿/解説

半落ち 横山秀夫

晩花 山辺郁雄

はんがあそび 早坂忠之／〔ほか〕作・絵

阪急電車 有川　浩

ぱんくがえる・ぺちゃんこがえる かえるのは

なし２つ
二俣英五郎／画 堀尾青史／脚本

パンこうじょうのおとうさん 桜井信夫／文 宮前保彦／絵

バンコク　ブルーガイド　わがまま歩き３５

犯罪小説集 吉田　修一

バンザイ！なかやまくん 太田京子／作 宮本忠夫／絵

半次捕物控　疑惑 佐藤雅美

反社会学講座 パオロ・マッツァリーノ／著

晩秋 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

晩鐘 佐藤　愛子

盤上の向日葵 柚木裕子

はんしろうがないた せな　けいこ

はんしろうがわらった せなけいこ

番神の梅 藤原　緋沙子

阪神優勝　祈念本 虎ペンクラブ編

バーンズ・コレクション 印象派の宝庫
フランソワーズ・カシャン／他著 天野知香／

〔ほか〕訳

蛮政の秋 堂場　瞬一

は



半席 青山　文平

バンセスきをつけて ヤン・モーエセン／作・絵 矢崎節夫／訳

バンセスのともだち ヤン・モーエセン／作・絵 矢崎節夫／訳

帆船日本丸 半世紀を超える歴史のすべて 帆船日本丸記念財団／編

反対ぐるま 小島貞二／著

パンダのパンやさん 岡本よしろう/作・絵

パンとスープとネコ日和 群ようこ

パンドラ・アイランド 大沢在昌

パンどろぼう 柴田ケイコ

パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田ケイコ

パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田ケイコ

ハンナのかばん カレン・レビン」/著　石岡史子/訳

犯人に告ぐ 雫井脩介

犯人に告ぐ2　闇の蜃気楼 雫井　修介

犯人に告ぐ３紅の影 雫井脩介

半猫、本猫…きみはどっち？ しかたしん／作 今井弓子／絵

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウイルバー

パンのかけらとちいさなあくま リトワニア民

話
内田莉莎子／再話 堀内誠一／画

パンの耳の丸かじり 東海林さだお

ばんば憑き 宮部　みゆき

万波を翔る 木内昇

ぱんぷくりん　亀之巻 宮部みゆき/文　黒鉄ヒロシ/絵

ぱんぷくりん　鶴之巻 宮部みゆき/文　黒鉄ヒロシ/絵

ひ 五味太郎／作

美・医・食同源　老化速度を遅らせる「適齢

食」
熊谷　修

ひ・み・つ・ たばたせいいち

ヒア・カムズ・ザ・サン 有川　浩

ヒア・カムズ・ザ・サン 東京バンドワゴン 小路　幸也

は

ひ



ビアトリクス・ポター ピーターラビットはい

たずらもの
エリザベス・バカン／作 上田まさ子／訳

ひいらぎはかせとおおたつまき たむらしげる／作・絵

ひいらぎはかせのデジタルこうせん たむらしげる／作・絵

ひいらぎはかせのバイキンたいじ たむらしげる／作・絵

緋色の残響 長岡弘樹

ひうちばこ アンデルセン童話１０ 文・西森良子　絵・高橋貞二

飛雲のごとく あさのあつこ

ピエロの学校 落合恵子／さく 杉浦範茂／え

ぴかくんめをまわす 松居直／作 長新太／絵

日傘を差す女 伊集院静

ピカソの絵本　あっちむいてホイッ！ 結城昌子/構成・文

ぴかぴかおてて わらべきみか／作・絵

ピカピカ自転車とどいたよ 自転車の生産と流

通
村田栄一／文

ぴかぴかドキドキ あきやまただし／作・絵

ぴかぴかのウーフ 神沢利子／作 井上洋介／絵

光のない海 白石　一文

光まで５分 桜木紫乃

光や音で遊ぶくふう 伊藤弥四夫／著

光 道尾秀介

彼岸花が咲く島 李琴峰

引き抜き屋① 鹿子小穂の冒険 雫井脩介

引き抜き屋② 鹿子小穂の帰還 雫井脩介

秘境アンデスのなぞ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

秘境を探検した人々 岩村忍／著

ピーク 堂場瞬一

日暮らし　下 宮部みゆき

日暮らし　上 宮部みゆき

蜩ノ記 葉室　麟

ひ



悲劇の英雄たち 野口達二／著

悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・

感動の生涯
シュナーベル／著 久米穣／編訳

ひげじまん こしだミカ／作

ひげのサムエルのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井桃子／

やく

彦一とんちばはし 平田昭吾

飛行機と飛行場 旺文社／編

飛行機・ロケット・船

ひこうじょうのじどうしゃ 山本忠敬／さく

ピーコとサワコ ピーコ/阿川佐和子

ひこばえ　下 重松清

ひこばえ　上 重松清

ビーザスといたずらラモーナ クリアリー／作 松岡享子／訳

被差別部落の歴史 原田伴彦／著

土方歳三、参る！ 幻説五稜郭 辻真先／著

（すぐに使える　いつも役立つ）ビジネス文

書の基本がわかる本
日本電気総合経営研究所／編

美術のなかの横浜 宮野力哉／著

美女と野獣 平田昭吾

美女と野獣 平田昭吾

美女に幸あり 林真理子

美女は何でも知っている 林　真理子

美人日本語 山下景子

ビーズ・ニュース２

ビーズＢＯＯＫ　ＶＯＬ..3 平田昌兵

ビストロスマップ美味しいレシピ ＳＭＡＰ×

ＳＭＡＰ

ビストロスマップｋａｎｔａｎレシピ ＳＭＡ

Ｐ×ＳＭＡＰ

ビーズの国のピーターパン ビーズ手芸の本 武藤光子／著

ビーズのてんとうむし 最上　一平／　作　山本　祐司／絵

歪 堂場瞬一

ひ



ピースランド 高畠純／作

ピースランド 高畠純／作

悲素 帚木　蓬生

ひそやかな花園 角田　光代

ビタートラップ 月村了衛

ピーターパン 平田昭吾

ピーターパン 平田昭吾

ビー玉 玉の博物館/監修　森戸祐幸/文

陽だまりの迷宮 青井　夏海

ビタミンＦ 重松清／著

ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター/作　いしももこ/訳絵

左手に告げるなかれ 渡辺容子／著

悲嘆の門　下 宮部　みゆき

悲嘆の門　上 宮部　みゆき

ピッキーとポッキー
あらしやまこうざぶろう／ぶん あんざいみず

まる／え

ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な

英語の本
向山淳子／著 向山貴彦／著

びっくり害虫図鑑 ファミリーサイエンス 山岡亮平，塩田恒三／〔共〕著

びっくりどっきりゲームブック  2
マーティン・ハンドフォード／原作 唐沢則幸

／訳

びっくりどっきりゲームブック  1
マーティン・ハンドフォード／原作 唐沢則幸

／訳

ひっこしてつだわせて まどころひさこ／作 たざわりえこ／絵

羊と鋼の森 宮下　奈都

羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと

筆談ホステス６７の愛言葉 斉藤　里恵

ヒット曲のできるまで 村田栄一／文

ピッピ南の島へ アニメ版
アストリッド・リンドグレーン／原作 川北亮

司／文

ヒデオのひみつ 橋本ときお／さく 原ゆたか／え

秀衡公の組紐　－中尊寺の組紐－ 西城　志郎／著

ひと 小野寺史宜

ひ



ピトゥスの動物園
サバスティア・スリバス/作　宇野　和美/訳

スギヤマ　カナヨ/絵

人を動かす Ｄ．カーネギー／著 山口博／訳

人を動かす話術 口ベタの損を解消する秘訣 鈴木健二／著

ひとが否定されないルール 妹ソマにのこした

い世界
日木流奈／著

１株１００円から始める株成功術　お子遣いが１０万円

ＵＰする超カンタン！儲けのコツ１４
山本有花

人喰い 笹沢左保／著

ひと喰い介護 安田依央

人食いとらのおんがえし 朝鮮の民話絵本シリーズ 松谷 みよ子／文、長野 ヒデ子／絵

人食い花レストラン 怪談レストラン編集委員会

ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目学

ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目学

人質の朗読会 小川　洋子

ビートたけしの黙示録 ビートたけし／著

一つの花 今西祐行

一橋桐子(76)の犯罪日記 原田ひ香

ひとつひまわり 小長谷清実／ぶん 福知伸夫／え

ひとつむぎの手 知念美希人

ヒトでなし　金剛界の章 京極　夏彦

人とからだ

人の心を持った犬 野犬・太郎と私の日本平物

語
遠藤初江／著

ヒトノ神秘、遺伝の不思議 子はなぜ親に似る

のか
太田次郎／著

人はなぜ生まれいかに生きるのか 江原　啓之／著

人は話し方が9割 永松茂久

ひとひらの雪  上 渡辺淳一／著

ひとひらの雪  下 渡辺淳一／著

一ふさのぶどう 有島武郎／著

ひとまねこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ひ



ひとまねこざるときいろいぼうし エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ひとまねこざるびょういんへいく
マーガレット・レイ／文 エッチ・エイ・レイ

／絵

ひとまねこざるびょういんへいく マーガレット・レイ／文 Ｈ．Ａ．レイ／絵

ヒトラーを生んだ国 八田恭昌／著

ヒトラーと映画 岩崎昶／著

ヒトラー独裁への道 ワイマール共和国崩壊ま

で
ハインツ・ヘーネ／著 五十嵐智友／訳

ひとり暮らしのおいしい食卓 自分のために

しっかり食べる
吉沢久子／著

独りごとのように スザンナ・タマーロ／著 泉典子／訳

ひとりずもう さくらももこ

一人っ子同盟 重松 清

ひとりで暮らして、気楽に老いる 夫のいない

自由な生き方
吉沢久子／著

ひとりでこっそりよむ本 現代児童文学研究会／編

ひとりでできるもん！  10

ひとりでできるもん！  9

ひとりでできるもん！  4

ひとりでできるもん！  3

ひとりでできるもん！  2

ひとりではいたら 山本まつ子／画 清水えみ子／作

一人の父親は百人の教師に勝る！
フィリップ・チェスターフィールド／著 竹内

均／訳

ひとりぶんのレンチンスパイスカレー 印度カリー子

ひとりをたのしむ 大人の流儀10 伊集院静

人はことばに励まされ、ことばで鍛えられる

あなたを成長させる２００の話
永崎一則／著

人は死ねばゴミになる 私のがんとの闘い 伊藤栄樹／著

人はなぜ、足を引っ張り合うのか 自分の幸福

しか考えない人間がいる
斉藤勇／著

人はなぜ、気が狂うのか？ 小田晋／著

ヒトはなぜわかっちゃいるけどやめられない

のか
渡辺登／著

人を動かす話し方　自分の人生をきずく法 江川ひろし

ひ



ひな菊の人生  〔イラスト〕 NO.1 NO.2 奈良美智／著

ひなこまち 畠中恵

ひなた 吉田　修一

美乳教室 寺門　琢己

否認 どうして言わないの 堀田力／著

陽のあたらない坂道 清水義範／著

火の踊り子 パーヴェル・バジョーフ／作 島原落穂／訳

緋の河 桜木紫乃

ピノキオ 関修一／作・画 コロディー／原作

ピノキオ 平田昭吾

ピノキオ 村野守美

ひのきとひなげし 宮沢賢治／作 近藤弘明／絵

火の粉 雫井脩介

火のないところに煙は 芦沢央

ピノのおるすばん くろいけん／絵 もきかずこ／文

美肌革命 佐伯チズ

火花 又吉　直樹

ヒポクラテスの悔恨 中山七里

ヒポクラテスの誓い 中山　七里

ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里

ピーボディ先生のりんご マドンナ／作　村山由佳／訳

ヒマラヤの雪男のなぞ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

ひまわりのおか 葉方　丹

ヒマワリのかんさつ 叶沢進／写真 白子森蔵／文

ひまわりの祝祭 藤原伊織／著

日御子 帚木　蓬生

ひみつのがっき 五味　太郎

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと

ひ



ひみつの花園 Ｆ．Ｅ．Ｈ．バーネット／作 山本藤枝／訳

秘密の道をぬけて ロニー・ショッター

姫君 山田詠美／著

ひめゆりたちの祈り 沖縄のメッセージ 香川京子／著

１０１の幸福なレシピ 最高に楽しい食卓のた

めの、とっておきお惣菜
山本麗子／著

100円たんけん 中川　ひろたか

一五〇通の最後の手紙 フランス革命の断頭台

から
オリヴィエ・ブラン／著 小宮正弘／訳

百歳 柴田　トヨ

百歳の科学 鈴木信／著

１００さいの機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

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

一〇三歳になってわかったこと 篠田　桃紅

137億年の物語 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾛｲﾄﾞ

百寺巡礼 第五巻　関東・信州 五木寛之

百人一首 竹西寛子／著

百人一首をおぼえよう 口訳詩で味わう和歌の

世界
佐佐木幸綱／編著 吉松八重樹／絵

百年と一日 柴崎友香

百年泥 石井遊佳

百年の恋 篠田節子／著

百年法　下 山田宗樹

百年法 上 山田宗樹

百年前の二十世紀 明治・大正の未来予測 横田順弥／著

百年前の報道カメラマン 磐梯山大噴火を激写 千世まゆ子／著 吉井忠／絵

１００年前の横浜・神奈川 絵葉書でみる風景 横浜開港資料館／編

百の夜は跳ねて 古市憲寿

１００万回生きたねこ 佐野洋子

１００万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵

百万人の手話教室 目で見るふれあいの言葉 1 丸山浩路／著

ひ



ひゃくまんびきのねこ 川本哲夫／画 ガァグ／原作

１００まんびきのねこ アメリカの絵本
ワンダ・ガアグ／ぶん・え いしいももこ／や

く

白夜行 東野圭吾

百花 川村元気

100かいだてのいえ いわい　としお

白光 朝井まかて

白虎と青竜 中大兄と大海人攻防の世紀 小林恵子／著

ビューティーキャンプ 林　真理子

ビューティーキャンプ 林　真理子

病院で死ぬということ 山崎章郎／著

氷炎 髙樹のぶ子／著

病気にならない生き方 新谷弘実

病気にならない生き方２実戦編 新谷　弘実

病気にならない生き方レシピ集 新谷　弘実、新谷　尚子／著

病気にならない人は知っている ケヴィン・トルドーやく／著　黒田眞知／訳

びょうきのほん  1 山田真，柳生弦一郎／〔共〕著

びょうきのほん  2 山田真，／文 柳生弦一郎／絵

びょうきのほん  3 山田真，柳生弦一郎／〔共〕著

氷獄 海堂尊

漂砂の塔 大沢在昌

氷山の南 池澤夏樹

美容師 美容界の第一線で活躍する 山野靖子／著

氷雪の殺人 内田康夫／著

氷葬 諸田玲子／著

豹変 今野　敏

ぴょこたんのまちがいえさがし一ねんせい このみひかる／作・絵

ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス寿子／著

ぴょーんととんでくるくるりん 織茂恭子／作・絵

ひ



平泉 奥州藤原氏黄金の夢 荒木伸介／著

ひらいて 綿矢りさ

平尾誠二　人を奮い立たせるリーダーの力 マガジンハウス編

平賀源内 芳賀徹／著

平賀源内 エレキテルをつくった天才発明家 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 三上修平／シナリオ

ひらがなどうぶつ 岩合光昭

ひらがなのほん わくわくにんげん まついのりこ／ぶん・え

平野レミのおりょうりブック ひもほうちょう

もつかわない
平野レミ／著 和田昌／〔共〕絵

平野レミのサラダブック ひもほうちょうもつ

かわない
わくわくにんげん 平野レミ／著 和田唱・和田率／え

平場の月 朝倉かすみ

ピラミッドのなぞ 森藤よしひろ／まんが

ピラミッドのひみつ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

ヒラリー・クリントン 最強のファーストレ

ディ
ジュディス・ウォーナー／著 河合伸／訳

びりはいやだ みやもとただお／さく・え

ひるごはんシリーズ  10

ひるごはんシリーズ  1

ひるごはんシリーズ  第２巻

ひるごはんシリーズ  第３巻

ひるごはんシリーズ  4

ひるごはんシリーズ  5

ひるごはんシリーズ  第６巻

ひるごはんシリーズ  第７巻

ひるごはんシリーズ  8

ひるごはんシリーズ  9

ひるごはんシリーズ  11

ひるごはんシリーズ  12

ひるごはんシリーズ  13

ひるごはんシリーズ  14

ひ



ひるごはんシリーズ  15

ひるごはんシリーズ  16

ひるごはんシリーズ  17

ひるごはんシリーズ  18

ひるごはんシリーズ  19

ひるごはんシリーズ  20

ひるごはんシリーズ  21

ひるごはんシリーズ  22

ひるごはんシリーズ  23

ビルと建築 旺文社／編

ひるもよるも名探偵 杉山亮

卑劣犯 素行調査官 笹本稜平

弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史

拡がる環 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

ひろがれ、ぼくらのハーモニー 森玲子／文 こぐれけんじろう／絵

秘録・公安調査庁　アンダーカバー 麻生幾

広島でいまおこっていること 『部落』編集部／著

ヒロシマの火 山口勇子／さく 四国五郎／え

広瀬光治のかぎ針で楽しむ小さなレース 広瀬光治／〔著〕

広瀬光治のはじめての手編みレッスン 広瀬光治／〔著〕

広瀬光治のゆび編みレッスン

日輪の遺産 浅田次郎

ピンクとグレー 加藤　シゲアキ

ピンクのぞうをしらないか 佐々木マキ／作・画

ピンク・バス 角田光代／著

貧困なる精神 悪口雑言罵詈讒謗集 Ｚ集 本多勝一／著

ぴーんちゃんとふぃーんちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん・え いしいももこ

／やく

びんぼうオーケストラを救え ロナルド・キッド／作 岡本浜江／訳
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びんぼうがみとふくのかみ 日本名作おはなし絵本 富安陽子／文　　飯野和好/絵

びんぼうこびと ウクライナ民話 内田莉莎子／再話 太田大八／画

ぴんぽんぱん　ふたり話 瀬戸内　寂聴／美輪　明宏

♪ピンポンパンポンプー
中井正広/監修　劇団ひとり/キャラクターデ

ザイン　古市憲寿/文

ファーストラヴ 島本理生

ファッションデザイナー キョウコ・ヒガの世

界
比嘉京子／著

ファッションデザイナー 斎藤貢一／写真 武田万樹／文

プーあなにつまる・ふしぎなあしあと
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード／

え

ファーブル 『昆虫記』を書いた虫の詩人 世界の伝記 高瀬直子／漫画

ファーブル 砂村秀治／著

ファーブル 三木卓／著 徳田秀雄／画

ファミコンゲームの主役たち ゲームソフトの

制作と流通
村田栄一／文

ファミリーランド 澤村伊智

ファラオの呪い 桜井信夫／文 保田義孝／絵

ファラデーのモーターの科学 小林卓二／著

ファレノプシス 胡蝶蘭 江尻光一／著

ファンタジーの発想 心で読む５つの物語 小原信／著

ファンタジーの宝石箱vol．１　人魚の鱗 産経新聞文化部／編

ファントムPhantom 羽田圭介

不安の力 五木寛之

不意撃ち 辻原登

プゥ１等あげます 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

風狂活法杖 佐江衆一／著

風景との対話 東山魁夷／著

風景とは何か 構想力としての都市 内田芳明／著

風塵抄  2 司馬遼太郎／著

風塵抄 司馬遼太郎／著

風神の手 道尾秀介
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風神雷神　Juppiter,Aeolus ～下～ 原田マハ

風神雷神　Juppiter,Aeolus　～上～ 原田マハ

ふうちゃんの詩（うた） 金子みすゞ《南京

玉》より
金子みすゞ／詩 上村　ふさえ／詩

夫婦であること Ｙｏｕ　ａｒｅ　ｙｏｕの愛 熊谷幸子／著

風裂 北方謙三／著

フェイクフィクション 誉田哲也

フェイバリット・ワン 林 真理子

フェイバリット・ワン 林真理子

笛吹き男とサクセス塾の秘密 はやみねかおる/作　村田四郎/絵

フェンスの向こうのアメリカ探険 秘密に満ち

た米軍基地を１００倍楽しもう！在日米軍基

地完全マニュアル

サブカルチャー研究会／編

４TEEN 石田衣良

フォルトゥナの瞳 百田  尚樹

ふがいない僕は空を見た 窪　美澄

不可逆少年 五十嵐律人

プカプカチョコレー島 原ゆたか

プカプカチョコレー島　かいぞくあらわる 原ゆたか

プカプカチョコレー島　こいおりの国のにん

じゃ
原ゆたか

プカプカチョコレー島こおりの国のにんじゃ 原ゆたか／著

プカプカチョコレー島　まじょの国へ 原ゆたか

プカプカチョコレー島　めざせたから島 原ゆたか

不機嫌な果実 林真理子／著

武器としてのことば 茶の間の国際情報学 鈴木孝夫／著

蕗のとう 尾崎民子

ぶきみな音レストラン 松谷　みよ子／編集

福沢諭吉 後藤長男／漫画

福沢諭吉 内田英二／著

福沢諭吉 小島直記／著 上総潮／画

福沢諭吉中津からの出発 横松宗／著
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復讐の協奏曲 中山七里

ふくふくあそび ビニールぶくろでできるあそ

び
うすいしゅん／作・絵

ぶくぶくチョッキンとこやさん 長島克夫／画 東川洋子／文

覆面作家 大沢在昌

福も来た 群　ようこ

ふくもの　「幸せお届けします」 上大岡　トメ＋ふくもの堂

フクロウ 福田俊司／著

ふくろうくん アーノルド　ローベル/作　三木卓/訳

ふくろのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

ふくわらい 西加奈子

服を買うなら、捨てなさい 地曳　いく子

武家用心集 乙川優三郎

フジ 川原田林／著

藤井弁当　お弁当はワンパターンでいい！ 藤井恵

ふしぎあそび めのかんちがい 高橋くにお／作絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂 廣島玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　２ 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　5 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　6 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　3 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　４ 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂12 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂13 ふしぎ駄菓子屋 作・廣嶋玲子　絵・jyajya

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂14 廣嶋玲子/作 jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１０ ふしぎ駄菓子屋 作・廣嶋玲子　絵・jyajya

ふしぎ駄菓子屋銭天堂16 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子・作　jyajya・絵

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　9 ふしぎ駄菓子屋 作・廣嶋玲子　絵・jyajya
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ふしぎ駄菓子屋銭天堂　8 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋銭天堂１１ ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎ駄菓子屋銭天堂15 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子/作　jyajya/絵

ふしぎなあの子 さとうさとる／作 岡本順／絵

ふしぎな暗号
マーガレット・マーヒー／作 ジョン・ファー

マン／絵

ふしぎな色あそび めのかんちがい 高橋くにお／作・絵

ふしぎなおじさん 谷内こうた／絵と文

ふしぎなかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

ふしぎなかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

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

ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや/作・絵

ふしぎなクジラ ブラッカブロッコ島だより 斉藤洋／作 高畠純／絵

ふしぎなしっぽのおばけだぞう 手島悠介／作 つちだよしはる／絵

ふしぎなたいこ 平田昭吾

ふしぎなたけのこ 松野正子／文 瀬川康男／絵

ふしぎなタネやさん みやにし　たつや

ふしぎなでまえ かがくいひろし

ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ／さく 小川仁央／やく

ふしぎなはこ 中村千尋／画 関七美／文

ふしぎな目をした男の子・ヒノキノヒコのか

くれ家 ほか２編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田美穂／作・絵

ふしぎのくにのアリス 森はるな/文

ふしぎの国のアリス 平田昭吾

ふしぎの国のアリスの算数パズル 山崎直美／著・訳

富士山 田口ランディ

富士山大ばくはつ かこさとし／作

富士山の植物たち 渡辺健二／著

富士山の大研究 江藤初生
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藤壺 瀬戸内寂聴

武士道ジェネレーション 誉田　哲也

武士と町人 江戸時代　下 桑田忠親／著

不祥事 池井戸潤

藤原不比等 上田正昭／著

藤原四代ものしり帖 杉田幸三

不審者 伊岡瞬

ブースケとパンダの英語でスパイ大作戦 山田真美

毒島刑事最後の事件 中山七里

舞台 西加奈子

ぶたかいおうじ アンデルセン童話８ 文・白井三香子　絵・中村景児

ふたごの機関車
ジョン・ケニー／絵 ヴィルバート・オード

リー／作

ふた子の星

ふたたび嗤う淑女 中山七里

ふたつの近代 ドイツと日本はどう違うか 望田幸男／著

二つの母国に生きて ドナルド・キーン／著

二つ目の哲学 ステレオ日記 赤瀬川原平／著

ぶた　にく 大西　暢夫

ぶたのたね 佐々木マキ／作・絵

ぶたのたね 佐々木マキ／作・絵

ぶたのブリアン大かつやく 堀尾青史／作 和歌山静子／絵

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／さく・え

ふたり 福田隆浩

二人あわせて三百さい 魔女のきょうだいラタ

とリナ
田中まる子／作 飯野和好／絵

ふたりぐらし 桜木紫乃

ふたりでのった新幹線 依田逸夫／作 末崎茂樹／絵

二人の? 一雫ライオン

ふたりの王さま 多田ヒロシ／著
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ふたりの風色ハーモニー 北原和美／作 岡本美子／絵

ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル/作　三木　卓/訳

ふたりはきょうも アーノルド・ローベル/作　三木　卓/訳

ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 三木卓／訳

ふたりはライバルあんたなんかべえだ！ 倉橋富雄／作 藤田ひおこ／絵

ふだん着の幸福論 草柳大蔵／著

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京治の物語
木暮正夫／作 こぐれけんじろう／絵

ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆか

ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆたか

府中三億円事件を計画・実行したのは私で

す。
白田/著

部長の大晩年 城山三郎／著

二日月 いとう　みく

仏教とキリスト教 どう違うか５０のＱ＆Ａ ひろさちや／著

仏教と神道 ひろさちや

「仏教の常識」がよくわかる本 大きく考え

て、のびやかに生きる知恵
ひろさちや／著

仏教をひらく言葉 松原　泰道

不都合な真実　地球温暖化の危機 アル・ゴア

仏像、大好き！ 田中　ひろみ

仏像彫刻の鑑賞　そのルーツと美を求めて 高橋秀夫

ふつつかな愛人達 山川健一／著

ブーツのおふろ きたむらさとし／絵・文

ブーツのともだち きたむらさとし／絵・文

ぶつぶついうのだあれ 神沢利子／作 井上洋介／絵

ブドウ 岩松清四郎／著

武道館 朝井　リョウ

不登校・引きこもりをなくすために　いま私

たちにできること
森下一

ぶどう畑のアオさん 馬場のぼる／文・絵

不動明王 渡辺照宏／著
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ふところにいだく生命（いのち）の水・富士

の自然
近田文弘／著 西川肇／著

太ったんでないのッ！？ 阿川佐和子　　檀ふみ

ブナが消える 四季の自然林を歩く 庄司幸助／著

ふなふな船橋 吉本　ばなな

ぶな森の子 今村葦子／作 遠藤てるよ／絵

船が“ウキ”になった！ 高橋昌義／著 井上正治／絵

ふねなのね 中川ひろたか/文　１００％オレンジ/絵

舟を編む 三浦　しをん

プーのゾゾがり
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード／

え

プーのはちみつとり
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード／

え

不発弾 相場英雄

ふぶきのあした きむらゆういち/作　あべ弘士/絵

ぶーぶーじどうしや 山本忠敬／さく

プフとュピーのクリスマス ピエール・プロブスト/作　やましたはるお

ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ

文明の迷路　古代都市をめぐってアトラン

ティスへ
香川　元太郎/作・絵

ふみちゃんだいしっぱい 今村洋子／作

不夜城　完結編　長恨歌 馳星周

冬をすごす昆虫 小笠原英明／著

冬をすごす植物 清水清／著

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

ふゆのかざりもの きうちかつ/作・絵　ときわまさと/写真

ふゆのがっしょうだん 冨成忠夫・茂木透/写真　長新太/文

冬の狩人 大沢在昌

冬の星座ものがたり 瀬川昌男／著

冬のソナタ　　上 キム・ウニ　　ユン・ウンギョン

冬のソナタ　　下 キム・ウニ　　ユン・ウンギョン

冬のソナタ　完全版」３ キム・ウニ　ユン・ウンギョン
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冬のソナタ　完全版１ キム・ウニ　ユン・ウンギョン

冬のソナタ　完全版２ キム・ウニ　ユン・ウンギョン

冬のソナタ　完全版４ キム・ウニ　ユン・ウンギョン

冬の眠り 北方謙三／著

冬の光 篠田　節子

ふゆのひのトラリーヌ どいかや

ふゆのよるのおくりもの ティモシーとサラのえほん 芭蕉みどり／作・絵

冬・花づくし

不養生訓　帯津良一ときめきのススメ 帯津良一

ブライユ 目の見えない人が読み書きできる“点

字”を発明したフランス人
ビバリー・バーチ／著 乾侑美子／訳

プラージュ 誉田　哲也

ブラジル ジョン・アップダイク／〔著〕 寺門泰彦／訳

プラスチックの祈り 白石一文

ブラタモリ⑫ 別府　神戸　奄美 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ　14 箱根　鹿児島　弘前　十和田湖・奥入瀬 ＮＨＫ［ブラタモリ」制作班

ブラタモリ16 富士山・三保松原　高野山　宝塚　有馬温泉 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ　17 吉祥寺　田園調布　尾道　倉敷　高知 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑦ 京都　志摩　伊勢 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ④ 松江　出雲　軽井沢　博多　福岡 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ１ 長崎　金沢　鎌倉 ＮＨＫブラタモリ製作班／監修

ブラタモリ⑩ 富士の樹海　富士山麓　大阪　大阪城　知床 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑪
初詣スペシャル成田山　目黒　浦安　水戸

香川さぬきうどん　こんぴらさん
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑬ 京都　清水寺　祇園　黒部ダム　立山 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ15 名古屋　岐阜　彦根 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑱ NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ３ 函館　川越　奈良　仙台 ＮＨＫブラタモリ制作班／監修

ブラタモリ⑥ 松山　道後温泉　沖縄　熊本 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑧ 横浜　横須賀　会津　会津磐梯山　高尾山 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班
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ブラタモリ⑨ 平泉　新潟　佐渡　広島　宮島 NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑤ 札幌　小樽　日光　熱海　小田原 NHK「ﾌﾞﾗﾀﾓﾘ」制作班

ブラタモリ②
富士山　東京駅　真田丸スペシャル上田・沼

田
NHKブラタモリ製作班／監修

プラチナデータ 東野　圭吾

プラチナ・ビーズ 五条瑛／著

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾

ブラック・ベルベット 恩田　陸

ブラックオアホワイト 浅田　次郎

ブラックチェンバー 大沢在昌

ブラック・ナイフ ジョン・サンドフォード／著 真崎義博／訳

ブラックリスト　警視庁監察ファイル 伊兼源太郎

プラナリア 山本文緒

プラハの春 春江一也／著

ブラフマンの埋葬 小川洋子

プラモデル

フランケンシュタイン メアリー＝シェリー／作 加藤まさし／訳

フランス語の入門 数江譲治

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

フランス人は１０着しか服を持たない　２ ジェニファー・Ｌ・スコット

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

フランス　ブルーガイド　わがまま歩き２５

フランダースの犬 平田昭吾

フランダースの犬 平田昭吾

プリズム 百田　尚樹

プリズンの満月 吉村昭／著

ぷりっつさんち　① 松本　ぷりっつ

ふりむけば飛鳥 浅見光彦世界一周船の旅 内田康夫／写真・文

不良老人の文学論 筒井康隆

ふ



プリンセス・トヨトミ 万城目　学

プリンセス・ビーズ さめじまたかこ

ブルー（Ｂlue） 葉真中顕

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

震える岩 霊験お初捕物控 宮部みゆき／著

震える牛 相場　英雄

震えるメス　医師会の闇 伊野上裕伸

ふるさと磯子のむかしばなし  十六話 横浜市磯子区役所区政推進課／編

ふるさと磯子のむかしばなし  16話 横浜市磯子区役所区推進課

ふるさとの詩 日本 福田繁雄／編

ふるさとの山河を歌の心に 時をこえてうたい

つがれる歌の数々・作曲家中山晋平
日野多香子／作 こさかしげる／絵

ブルース 桜木　紫乃

ブルースRed 桜木紫乃

ブルターニュへの旅 フランス文化の基層を求

めて
田辺保／著

ブルータワー 石田衣良

古手屋喜十為事覚え 宇江佐　真理

ブルッとこわいおばけの話 ちゅうからのこわ

さ
木暮正夫／文 原ゆたか／絵

ブルドーザとなかまたち 山本忠敬／さく

ブルドーザーのブルブル こわせたまみ／作 末崎茂樹／絵

フルートふいたのだあれ 生源寺美子／作 山中冬児／絵

ブルートレイン 小賀野実

ブルー・ベル アンドリュー・ヴァクス／著 佐々田雅子／訳

ブルーマーダー 誉田 哲也

ふるやのもり 瀬田貞二/再話 田島征三/画

プルルのしっぱい 岸田耕造／画 安田浩／作

ぶるるん Sassyのあかちゃんえほん
監修・Sassy/DADWAY　文・絵・デザイン

LaZOO

ブレイクニュース 薬丸岳

ブレイブ・ストーリー 上 宮部みゆき

ふ



ブレイブ・ストーリー　下 宮部みゆき

プレイメイツ ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

プレゼント おとたけひろただ／ぶん さわだとしき／え

プレゼントはなあに？ 高畠純／著

フレデリック レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳

ぶれーめんのおんがくたい 若林ひとみ／文 杉田豊／絵

ブレーメンのおんがくたい 岡本　一郎/文　石倉　欣二/絵

ブレーメンのおんがくたい 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

プロ育てはオレにまかせろ！ サッカー王国静岡学園

井田勝通監督の選手育成２０年のノウハウ
大貫哲義／著

ブロードキャスト 湊かなえ

プロフェッショナルの本領 山本益博／著

フロプシーのこどもたち ポター／著 石井桃子／訳

フロム・ミー・トゥー・ユー 小路 幸也

プロ野球選手 わが思い出の波瀾の野球人生 江本孟紀／著

フロンはなぜオゾン層をこわすのか？ オゾン

層破壊のはなし
トニー・ヘアー／文 三原道弘／訳・解説

ふわふわ 村上春樹／文 安西水丸／絵

ふわふわのおはなし ひろかわさえこ

ふわふわふとん やなぎむらのおはなし カズコ・Ｇ．ストーン／さく

文楽（ぶんがく） 歌謡曲春夏秋冬 阿久悠／著

文学散歩　京都編 関西文学散歩の会

文学散歩  東京編 関西文学散歩の会／編

文学の絵本 「ちくま日本文学全集」の装画 安野光雅／著

フンガくん 国松エリカ／作

文化の出発点となった人々 志村武／著

文章読本 丸谷才一／著

分身 東野圭吾

奮闘するたすく まはら三桃

ぶんぶくちゃがま 前田松男／画 筒井敬介／文

ふ



ぷんぷんのぽけっとちゃん 西内ミナミ／さく 片山健／え

ぷんぷんのぽけっとちゃん 西内ミナミ／さく 片山健／え

文房具の解剖図鑑 ヨシムラマリ・トヨオカアキヒコ

文房具屋さん大賞　２０１７ 扶桑社ＭＯＯＫ

文明開化うま物語 根岸競馬と居留外国人 早坂昇治／著

文明の子 太田　光

分類という思想 池田清彦／著

ふんわりアイテム手編みの小もの 小苅米アヰ子

ベアどん 筒井敬介／作 井上洋介／絵

ヘイ・ジュード 東京バンドワゴン 小路幸也

平安京と貴族 平安時代 渡辺保／著

平安妖異伝 平岩弓枝／著

兵諫 浅田次郎

平家物語 長野嘗一／編著

平家物語 岸田恋／まんが

平常心のコツ 植西　聰

平成ＯＬ・ビジネスマンのうつくしい日本語 ＯＬ会話研究会／編

平成君、さようなら 古市憲寿

平成猿蟹合戦図 吉田　修一

平成三十年  上 堺屋太一／著

平成三十年　下 堺屋太一

平成・日本の官僚 田原総一朗／著

平成の女たち 稲越功一／写真

平成のさぶらい 高橋三千綱／著

「平成の乱」を起こせ 信頼回復の原点はこれ

だ
新井将敬／著

平成版貧乏人で終わる人大金持ちになれる人 百々由紀男／著

平成マシンガンズ 三並　夏

兵隊ばあさん 赤座憲久／さく 北島新平／え

ふ
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平凡 角田 光代

ベイマックス 角川アニメ絵本

平和への手紙 アメリカ高校生の手記 マイケル・ジャコビー／原文 神津カンナ／訳

平和をきずく 平和賞 ネイサン・アーセング／著 牧野賢治／訳

へいわって　どんなこと？ 浜田桂子

平和と自由の理想に燃えて 民主主義と議会政

治の父・尾崎行雄
志村武／作 高田三郎／絵

ペギー・スー　魔法の瞳をもつ少女 セルジュ・ブリュソロ/作　金子ゆき子/訳

壁面デザイン１２カ月 保育室を楽しく飾るア

イディア集

北京の自転車おじさん 沢野　ひとし／著

へこたれない 鎌田　實

ペコタンじまはきょうもはれ 関屋敏隆／さく・え

ペコロス母に会に行く 岡野雄一

へそもち 渡辺茂男/作　赤羽末吉/絵

ヘチマとアリのなぞ 佐藤有恒／著

ヘチマのかんさつ 佐藤有恒／著

へっこきよめどん 日本名作おはなし絵本 富安陽子/文　長谷川義史/絵

別冊２１世紀こども百科　大疑問

別冊家庭画報　茶道シリーズ２　茶道具をそ

ろえる

別冊家庭画報　茶道シリーズ４　秋の茶花

別冊家庭画報　茶道シリーズ５　冬の茶花

別冊家庭画報　茶道シリーズ８　夏の茶花

別冊家庭画報　茶道シリーズ９　現代作家道

具集

ベッタベタ 高畠純

竃河岸　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐　真理

ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎

ペテロの葬列 宮部 みゆき

ベトナム　アンコールワット　ブルーガイド

わがまま歩き３０

ベトナム雑貨と暮らす 石井良佳／著

へ



ベトナムの「子どもの家」 ストリートチルド

レンと生きる日本人
岡本文良／著

ベートーベン 浜野政雄／著

ベートーベン 畑山博／著 堀研／画

ベートーベン よしかわ進

ペドロの作文 アントニオ・スカルメタ/文　宇野和美/訳

紅と紺と 日本女性史 上巻 林屋辰三郎／編

紅花染め秘帳 はやぶさ新八御用旅 平岩 弓枝

蛇を踏む 川上弘美／著

ベーブ・ルース 古城武司

ベーブ・ルース 赤坂包夫／著

ベーブ＝ルース 久米穣／著 高田勲／画

ヘボンの生涯と日本語 望月洋子／著

ヘミングウェイと猫と女たち 今村楯夫／著

べらんめえ大将 知恵ぶくろ・勝海舟 桜井正信／作

ペリーは、なぜ日本に来たか 曽村保信／著

ベリンダのふうせん
エミリー・ブーン／作・絵 こわせ・たまみ／

訳

ペルソナ 三島由紀夫伝 猪瀬直樹／著

ヘルメースの審判 楡周平

ベルリッツの世界言葉百科 チャールズ・ベルリッツ／著 中村保男／訳

ベルリン戦争 邦正美／著

ベルリンは晴れているか 深緑野分

ヘレン・ケラー 山口正重／著

ヘレンケラー 平田昭吾／著 大野豊／画

ベロ出しチョンマ 斎藤隆介／著 滝平二郎／絵

辺境を歩いた人々 宮本常一／著

勉強、こうすればオモシロイ 学習の心理学 長田正子／著

勉強のできる人できない人 和田　秀樹

ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦

へ



ペンギンくん 高畠純／作

ペンギンたんけんたい 斉藤　洋　作/高畠　純　絵

ペンギンのくに 鳥居鉄也／著

ペンギンピートのおともだち マーカス・フィスター／作・絵 小沢正／訳

ペンギンブックスものがたり 本の世界を変え

た本
内田庶／作 依光隆／絵

変幻 今野敏

弁護 Ｄ．Ｗ．バッファ／著 二宮磬／訳

弁護士 人間の尊厳と自立を守る 副島洋明／著

弁護士探偵物語 法坂一広

ベンジャミンバニーのおはなし ポター／著 石井桃子／訳

編集者 時代を演出する編集者の世界 酒井文人／著

ペンションUFOの怪事件 高橋克雄/作　岡本順/絵

へんしん糸・ひも・布 石井正子／著 なとりちづ／絵

へんしんじどうしゃえんこくん 杉山径一／ぶん 北田卓史／え

へんしんトイレ あきやま　ただし/作.絵

へんしんねこ 星野 イクミ

ヘンゼルとグレーテル 平田昭吾

ヘンゼルとグレーテル 山田　正弘/文　狩野　富貴子/.絵

ヘンゼルとグレーテル 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

へんてこおじさん 前川かずお／作

へんてこな一週間 山中恒／作 堀田あきお／絵

変な家 雨穴

へんないきもの 早川いくを

変なお茶会 佐々木マキ／作・画

へんなおにぎり 長新太／さく

へんなどうぶつみつけたよ 佐々木マキ／著

ヘンリエッタのかくれんぼだいすき ねずみの

ヘンリエッタとあそぼう
しまむらまさえ／やく

ヘンリーくんとアバラー ベバリイ・クリアリー／作 松岡享子／訳

へ



ヘンリーくんと新聞配達 クリアリー／著 松岡享子／訳

ヘンリーくんとビーザス ベバリィ・クリアリー／著 松岡享子／訳

ヘンリーくんと秘密クラブ ベバリイ・クリアリー／作 松岡享子／訳

ヘンリーはもりがすき
ウィルバート・オードリー／原作 ブリット・

オールクロフト（トーマス）Ｌｔｄ．／写真

遍歴の名画名品 酒井伝六／著

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ

ホイホイ記憶術 多湖輝

ポイントさんはめいたんてい 多田ヒロシ／さく・え

某 川上弘美

法医学教室との別れ 西丸与一／著

法医学教室の午後  続 西丸与一／著

ぼういや 米山永一

抱影 北方　謙三

貿易と船・タンカー 旺文社／編

望遠日本見聞録 ヤマザキマリ

崩壊する進化論 宇佐神正海／著

崩壊の森 本城雅人

放課後の時間割 岡田淳／作・絵

放課後のトイレはおばけがいっぱい
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 ワタ

ナベ・コウ／絵

放課後はミステリーとともに 東川　篤哉

望郷 湊かなえ

冒険家の森 サバイバル技術教書

保元・平治物語 陶山国見／編著

亡国のイージス 福井晴敏／著

暴虎の牙 柚月裕子

ぼうさまになったからす 松谷みよ子／文 司修／絵

放射能はなぜおそろしいのか？ 放射性廃棄物

のはなし
トニー・ヘアー／文 細谷晶／訳

謀将北条早雲  上 南原幹雄／著

へ
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謀将北条早雲  下 南原幹雄／著

邦人奪還　自衛隊特殊部隊が動くとき 伊藤祐靖

放送室に消えた先生
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 村井

香葉／絵

暴走老人 藤原　智美

包丁さばきと飾り切り 魚、肉から野菜、卵ま

で料理が見違える包丁使い切り方の基本から

盛り付けまで

防諜捜査 今野　敏

法廷遊戯 五十嵐律人

放蕩記 村山由佳

暴落企業 小説 清水一行／著

法律家シェイクスピア 小室金之助／著

法律事務所 ジョン・グリシャム／〔著〕 白石朗／訳

傍流の記者 本城雅人

頬をつたう涙 常盤新平／著

ほかならぬ人へ 白石　一文

ほがらか森のくぬぎの木 すずきみゆき／作 鈴木まもる／絵

簿記の基本のすべてがわかる本。 鶴田彦夫／著

ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブ

ラックホールまで
Ｓ．Ｗ．ホーキング／著 林一／訳

『ホーキング、宇宙を語る』ガイドブック スティーヴン・Ｗ．ホーキング／編 林一／訳

ホーキング、未来を語る スティーヴン・ホーキング／著 佐藤勝彦／訳

ぼく、仮面ライダーになる ガイム編 のぶみ

北緯43度のコールドケース 伏尾美紀

ぼくうんてんできるんだ！ 大友康男／絵 渡辺茂男／文

ぼくかいじゅうだって さねとうあきら／作 宮本忠夫／絵

ぼくがきょうりゅうだったとき まつおかたつひで

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史/作・絵

ぼくきえちゃったよ やまぐちせつこ／さく つぼやれいこ／え

ぼくしんかんせんにのったんだ わたなべしげお／さく おおともやすお／え

ぼく先生のこときらいです 宮川ひろ／作 長野ヒデ子／絵

ほ



ぼくそらをさわってみたいんだ さとうわきこ／作 岩井田治行／絵

ぼくたちのコンニャク先生 星川ひろ子／写真・文

ぼくたちのリアル 戸森　しるこ　佐藤　真紀子／絵

ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻

北天の馬たち 貫井 徳郎

ぼくとあの子とテトラポッド 杉みき子／さく 村山陽／え

僕と彼女の左手 辻堂ゆめ

ぼくときどきぶた 矢玉四郎／作・絵

ぼくとたまご たかしよいち／作 村上豊／絵

ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ

ぼくとニケ 片川優子

ぼくとベルさん 友だちは発明王 フィリップ・ロイ/著　櫛田理絵/訳

ぼくとママのたからもの 斉藤栄美／作 狩野ふきこ／絵

ぼくとロビンとクッキーと 堀直子／さく 坪谷令子／え

僕にできないこと。僕にしかできないこと。 春山満／著

ぼくにもそのあいをください 宮西　達也　作・絵

ぼくの家ができる たてるじゅんじょ・つかう

どうぐ
嘉来国夫／ぶん 樺山祐和／え

ぼくの一輪車は雲の上 山口理／作 末崎茂樹／絵

ぼくの・稲荷山戦記 たつみや章／著 林静一／絵

ぼくの屋上にカンガルーがやってきた。 近藤尚子／作 阿部真理子／絵

ぼくのおじいちゃんのかお 天野祐吉／文 沼田早苗／写真

僕の神さま 芦沢央

ぼくの心をなおしてください 原田宗典　町沢静夫

僕の死に方 金子哲雄

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

ぼくのつくえはぼくのくに ほか５編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

ぼくの東京が燃えた 石井昭／著

ぼくのともだちむしば１００ぽん 松田素子／作 宮崎耕平／絵

ほ



ぼくのなまえはいっすんぼうし

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ

ぼくのパパはおおおとこ
カール・ノラック/文　イングリット・ゴドン

/絵　いずみ　ちほこ/訳

ぼくのぱんわたしのぱん わくわくにんげん 神沢利子／ぶん 林明子／え

ボクの飛行機あれこれ学 ステルスから熱気球

まで
ヒサクニヒコ／編

ぼくのブッベはどこ？ 藤田千枝／ぶん イロン・ヴィークランド／え

ぼくのふとん 鈴木のりたけ/作･絵

ぼくのヘンテコおじさん 肥田美代子／作 山口みねやす／絵

ぼくの守る星 神田 茜

ぼくのロボット大旅行 松岡達英／さく

ぼくのロボット大旅行 松岡　達英/作

ぼくのワイルド・ライフ Ｃ．Ｗ．ニコル／著 竹内和世／訳

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ

ルー
ブレイディみかこ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ

ルー 2
ブレイディみかこ

ぼくは王さま 寺村輝夫/作　和歌山静子/画

ぼくはだれもいない世界の果てで
M..T.アンダーソン/作　ケビン・ホークス/絵

柳田　邦男/訳

ぼくはフクロウを飼っている 下田　智美

ぼくへそまでまんが 矢玉四郎／作・絵

ぼくへそまでまんが 矢玉四郎／作・絵

僕僕先生 仁木　英之

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上　彰　　佐藤　優

ぼくらのパソコン・ライブラリー  1

ぼくらのパソコン・ライブラリー  4

ぼくらはみんな生きている 佐々木洋

ぼくらは知床探険隊 関屋敏隆／文・型染版画

ぼくらはズッコケ探偵団 那須正幹／作 前川かずお／絵

ぼくは王さま 寺村輝夫／作 和田誠／え

ほ



ぼくはきっとやさしい 町屋良平

ぼくはぞうだ 五味太郎／さく

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さ

な虫たち
谷本雄治／著

ぼくはへたっぴ みやもとただお／さく・え

僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介

ぼくんち　カレーライス つちだ　のぶこ

ぼくんちのかいだん 泉啓子／作 垂石真子／絵

ぽけっといっぱい いもとようこ／さく・え

ポケット版　外来語新語辞典 矢ケ崎　誠治/監修

ぼけになりやすい人なりにくい人 大友　英一

ボケ老人の孤独な散歩 新藤兼人／著

ほけんがいしゃのおとうさん 桜井信夫／文 頓田室子／絵

星落ちて、なお 澤田瞳子

干し柿 西村　豊

星からおちた小さな人・ふしぎなおばあさん

ほか３編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

星・星座 堀源一郎，小林悦子／〔共〕指導・執筆

星空をさがす 広瀬洋治／著

星空のバイオリン 夢の音色をおいつづけた小

沢僖久二
和田登／作 こさかしげる／絵

星ちりばめたる旗 小手鞠るい

星月夜 伊集院　静

ほしでつくったはし フィンランドの民話 河内日出夫／作・画 宗方あゆむ／脚色

ほしとたんぽぽ 金子みすゞ／作 上野紀子／絵

星と伝説 星野抱影

星ぬ願いを、そして手を。 青羽悠

星の一生 藤井旭

星の王子さま サン＝テグジュぺリ/作　内藤濯/訳

星の子 今村夏子

ほしのせんにん 中国の伝説 辻繁人／作画美術 菊地正／脚色

ほ



星のまつり 最上一平／文 織茂恭子／絵

星々たち 桜木 紫乃

星々の舟 村山由佳

星間商事株式会社社史編纂室 三浦 しをん

保守党分裂す 広瀬仁紀／著

暮鐘　東京湾臨海署安積班 安曇班シリーズ 今野敏

星を掬う 町田そのこ

ボスがきた たけうちまさき／え まじまかつみ／じ

母性 湊かなえ

細川ガラシャ夫人 山本藤枝／著

細野真宏の世界一わかりやすい株の本 細野真宏

保存食のはなし 久繁貴恵子／著

ボーダーライト 今野敏

ホタル 光のひみつ 栗林慧／著

ホタルの歌 原田一美／著

蛍の母 山頭火－句と版画 小崎侃／画 村上護／編

ボーダレス 誉田哲也

ボタン・シャクヤク 妻鹿加年雄，染井孝煕／著

ボタンちゃん 小川　洋子

ボタンちゃん 仲川道子／画 高橋道子／脚本

ぽち 島村洋子／著

没イチ　パートナーを亡くしてからの生き方 小谷みどり

北海タイムス物語 増田俊也

北海道を開拓したアメリカ人 藤田文子／著

北海道　大人の街歩き１

ぽっかりこ 今井弓子／作・絵

ぼっけえ、きょうてえ 岩井志麻子／著

法華経講話　下 田中日淳

ほ



法華経講話　上 田中日淳

ぼっこ 富安陽子／作 瓜南直子／絵

ﾎﾞｯｼｭ ﾌﾞﾘｭｰｹﾞﾙ　世界美術全集４

ボッチャの大きなりんごの木 滝川英治

ホットドッグの丸かじり 東海林さだお

ポットマム 橋本貞夫／著 羽村宗夫／著

ポップ・アップ 佐藤諒／作 三栗沙緒子／絵

ポップコーンの科学 ふくらむなぞに挑戦 相場博明／著 藤田ひおこ／絵

ポップス訳詞塾 ポップス＆ロックの英語の歌

詞を楽しく講義！
西森マリー／著

ぽっぽこうくう 作・絵：もとやすけいじ

鉄道員　ラブ．レター　大活字 浅田　次郎

「秀真伝」が明かす超古代の秘密 記紀では解

けない日本神話の真相
鳥居礼／著

ポテトサラダのすきな王さま エム・ナマエ／画 仲倉眉子／作

ホテルローヤル 桜木 紫乃

歩道橋シネマ 恩田陸

ポトスライムの舟 津村　記久子

ほとほと　歳時記ものがたり 髙樹のぶ子

ぽとんぽとんはなんのおと 神沢利子／さく 平山英三／え

ほな、走ろうかぁ 間寛平、走りつづけるぼく

の人生
間寛平／著

ほね わくわくにんげん 堀内誠一／さく

炎に絵を 陳舜臣／著

炎の影 香納諒一／著

炎の来歴 小手鞠るい

ほのぼのあみもの絵本館　2　ほのぼのの国の

セーター
津田　直美／著

ほのぼのあみもの絵本館　6つのセーターのお

はなし
津田　直美／著

墓標なき街 逢坂　剛

ボブとはたらくブーブーズ　１

ボブとはたらくブーブーズ　２

ほ



ボブとはたらくブーブーズ　３

ボブとはたらくブーブーズ　４

ボブとはたらくブーブーズ　６ 小学館のテレビ絵本

ボブとはたらくブーブーズ　７

ボブとはたらくブーブーズ　８

保母 チビッ子天国のイキイキ保母さん 宗方通子／著

ほほ笑みへかけのぼれ 島物語４ 灰谷健次郎／作 坪谷令子／絵

微笑む人 貫井　徳郎

ポポおばさんとことりたち おおしま　りえ

保母さん 橋本絋二／写真 山田桂子／文

ぽぽぽぽぽ 五味太郎／作

ほまれ なでしこジャパン・エースのあゆみ 澤　穂希

火群のごとく あさの　あつこ

ホームレス歌人のいた冬 三山喬

ホームレス中学生 田村　裕

「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 物忘れしない脳の作り方 茂木　健一郎

ポーラースター ゲバラ覚醒 海堂　尊

ポラーノの広場 宮沢賢治／著

捕虜の文明史 吹浦忠正／著

ポルシェ太郎 羽田圭介

ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン／さく 久山太市／やく

ボールペンで実験をしよう ベルニー・ズボルフスキー／著 山辺昭代／訳

ホルムヘッドの謎 林望／著

不調の原因はホルモン異常？　ホルモン病の

症状と治療
鎮目　和夫／著

ホレおばさん 仲埜　ひろ/文　南塚　直子/絵

滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう

ぼろぼろじまのたからもの イタリア 草間真之介／キャラクター 本田カヨ子／脚色

ホワイトラビット a night 伊坂幸太郎

ほ



本を書く人読まぬ人とかくこの世はままなら

ぬ
金井美恵子／〔著〕

本をよんだいたずら子ネコ 清水友子／作 新野めぐみ／絵

ほんきでドッカン！花の木先生 田丸信尭／作 北山竜／絵

ぼんくら 宮部みゆき／著

ぼんくら（下） 宮部　みゆき

ぼんくら（上） 宮部　みゆき

ぼんくら（中） 宮部　みゆき

香港　マカオ　ブルーガイド　わがまま歩き

１０

盆栽 よい盆栽を育てるために 竹山浩／監修

本日は大安なり 辻村　みずき

本心 平野啓一郎

本田宗一郎 世界一速い車をつくった男 ひきの真二／まんが 毛利甚八／原案

本朝柳斎志異 小林恭二

本当に旨いサンドウィッチの作り方１００ ホテルニューオータニ

本当の学力をつける本 陰山英男

ほんとうの教育者はと問われて 朝日新聞社／編

本当の自由を手に入れる お金の大学 両@リベ大学長

本当は恐ろしいグリム童話 桐生操／著

本当はこわいフツウの人たち 香山リカ／著

本と鍵の季節 米澤穂信

ほんとにさよなら？ 中島和子／作 田中四郎／絵

ほんとのおばけがやってきた
マリータ・リンドクヴィスト／作 菱木晃子／

訳

本能寺（下） 池宮　彰一郎

本能寺（上） 池宮　彰一郎

ポンペイ最後の日
エドワード＝ブルワー－リットン／作 岡田好

惠／訳

本へのとびら 岩波少年文庫を語る 宮崎　駿

本バスめぐりん。 大崎　梢

本物の条件 人生の真実を見抜く「眼力」を養

う３７章
山崎武也／著

ほ



翻訳の秘訣 理論と実践 中村保男／著

本屋さんのダイアナ 柚木 麻子

ほんやのねこ ヒグチユウコ

ま、いっか。 浅田　次郎

マイ・フェア・ロンドン
ピーター・ミルワード，恒松郁生／著 中山理

／訳

まいごのどんぐり 松成 真理子

まいごのまいごのフーとクー 神沢利子／作 井上洋介／絵

マイストーリー 私の物語 林　真理子

毎日かあさん　４　出戻り編 西原　理恵子

毎日かあさん　カニ母編 西原理恵子

舞い舞い風 池部良／著

マイライフ 石田 純一

マインド 今野　敏

魔王 伊坂幸太郎

魔界からのお知らせ
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 藤田

ひおこ／絵

マガーク対魔女 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

まがればまがるみち 井上洋介

マカロンはマカロン 近藤　史恵

魔眼の匣の殺人 今村昌弘

まきこのまわりみち 横田順弥／作 浜田桂子／絵

牧野富太郎 氷川瓏／著

まく子 西　加奈子

まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくい　ひろし

枕草子・徒然草 片桐顕智／編著

枕草子・徒然草 片桐顕智／編著

枕草子 森有子／まんが

負け犬の遠吠え 酒井順子

負けるな！落ちこむな！受験生 山田暁生／著

ほ

ま



マコチン 灰谷健次郎／著

孫とかしこく付き合う法 ヘルガ・ギュルトラー／著 瀬野文教／訳

マコトくんとふしぎないす さとうさとる／さく 村上勉／え

マコトくんとふしぎないす・きつね三吉 ほか

６編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

まことの華姫 畠中　恵

孫娘から見た漱石 松岡陽子マックレイン／著

マザー・グースのうた  第５集 谷川俊太郎／訳 堀内誠一／画

マザーグースのうた のんきなかりゅうど スーザン・ジェファース／作 清水真砂子／訳

マザーグースのうたがきこえる ニコラ・ベーリー/絵　ゆらきみよし/訳

雅子の真実 国家と儀礼研究会／編

ﾏｻﾞｰｽﾞ 金原 ひとみ

まさちゃんのじてんしゃ 和田義三／画 高橋系吾／作

マザー・テレサ シャーロット・グレイ／著 橘高弓枝／訳

政と源 三浦 しをん

まさぼうのうちのばんどり 赤座憲久／作 石倉欣二／絵

マジカルグランマ 柚木麻子

マジック・ツリー・ハウス２６　南極のペン

ギン王国

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス探検ガイド　恐竜の世

界

メアリー・ポープ・オズボーン／ウィル・オ

ズボーン/著　高畑　智子／訳

マジックdeパーティ 黒崎正博　大原英樹/編　中西妙子/絵

マジックツリーハウス１ 恐竜の谷の大冒険
メアリー・ホープ・オズボーン　作/食野　雅

子　訳

マジックツリーハウス２３　江戸の大火と伝

説の龍

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス２４　ダ・ヴィンチ空

を飛ぶ

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス２５　巨大ダコと海の

神秘

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス２７　モーツァルトの

魔法の笛

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス２８　嵐の夜の幽霊海

賊

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス２９　ふしぎの国の誘

拐事件

メアリー・ポープ・オズボーン　食野　雅子

／訳

マジックツリーハウス３０　ロンドンのゴー

スト
メアリー・ポープ・オズボーン

マジックツリーハウス３１　インド帝国の冒

険
メアリー・ポープ・オズボーン　食野雅子/訳

ま



マジックツリーハウス８　古代オリンピック

の奇跡
メアリー・ホープ・オズボーン　食野雅子訳

マージと驚異の超能力 早川真知子/作　田森庸介/絵

マージと恐怖の黒魔界 早川真知子/作　田森庸介/絵

マージと黒魔界の逆襲 早川真知子/作　田森庸介/絵

魔術師 三原脩と西鉄ライオンズ 立石泰則／著

魔女がいっぱい ロアルド・ダール／作 清水達也，鶴見敏／訳

まじょ子どんな子ふしぎな子 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

まじょ子のすてきなおうじさま 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

まじょさんまたあした 小野寺悦子／作 新野めぐみ／絵

魔女の宅急便 角野栄子/作　広野多珂子/画

魔女の宅急便 徳間アニメ絵本シリーズ6 角野栄子/原作　宮崎駿/監督

魔女のひみつ えほん コリン・ホーキンス／作 岩田佳代子／訳

魔女の封印 大沢　在昌

魔女の盟約 大沢　在昌

魔女ばあちゃんをおえ！ 白根厚子／作 福田岩緒／絵

魔人ゴング 江戸川乱歩／著

麻酔 渡辺淳一／著

マスカレード・ナイト 東野圭吾

マスカレード・ホテル 東野　圭吾

マスコミは人を裁けるか 報道される側の人権 山本武利／著

ますだくんとまいごのみほちゃん 武田美穂／作・絵

ますだくんの１ねんせい日記 武田美穂／作・絵

ますだくんのランドセル 武田美穂／作・絵

まずは、あなたのコップを満たしましょう 玉置妙憂

また、同じ夢をみていた 住野　よる

「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川　泰

また、桜の国で 須賀　しのぶ

また逢いましょう 瀬戸内　寂聴　宮崎　奕保／著

ま



またおいで もりやまみわこ

まだかなわたしのエレクトーン 村田栄一／文

マタギに育てられたクマ　白神山地のいのち

を守って
金治　直美/文

マタタビ町は猫びより 田丸雅智

まだだよ まだだよ 村上 しいこ

また！ねずみくんのチョッキ なかえよしを／著 上野紀子／え

まだまだ　まだまだ 五味太郎

またまた！ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作 上野紀子／絵

マダム山陽のラブチャンス占い マダム山陽

またよくばりすぎたねこ さとうわきこ／作・絵

魔弾の射手 石井文夫

まち 小野寺史宜

待ちあわせは泰山木の下で 坂井ひろ子／著 かみやしん／画

まちがい王さま本になる 寺村輝夫／作 和歌山静子／画

まちねずみジョニーのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え 石井桃子／

やく

マチネの終わりに 平野　啓一郎

街物語 ねじめ正一／〔ほか〕著

まちをずんずん　こどものとも１０ 市川　宣子/作　吉岡　さやか/絵

まちんと 松谷みよ子／文 司修／絵

末裔 絲山　秋子

松ケ枝町サーガ 芦原すなお／著

まっ黒なおべんとう 児玉辰春／作 北島新平／絵

まったなし 畠中　恵

まっちうりの少女 輪島みなみ／画 アンデルセン／原作

マッチうりの少女 平田昭吾／著 大野豊／画

マッチうりの少女 立原えりか／文 いもとようこ／絵

マッチうりのしょうじょ アンデルセン童話９ 文・八百板洋子　絵・岩本康之亮

マッチばこあそび マッチばこのこうさく 帆足次郎／作絵

ま



マディソン郡の橋
ロバート・ジェームズ・ウォラー／著 村松潔

／訳

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子／著

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子

マドモアゼル・シャトンのふらんす日記 芥川眸／著

まともな人 養老孟司／著

まともバカ　目は脳の出店 養老孟司

マトリョーシカちゃん 加古里子 ヴェ・ヴィクトロフ／イ・ベロポ＾リスカヤ

マドレーヌのクリスマス
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・絵 俵万

智／訳

マドレーヌのメルシーブック　いつもおぎょ

うぎよくいるために
ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ

マドンナ・ヴェルデ 海堂　尊

まないたにりょうりをあげないこと シゲタサヤカ

真夏の方程式 東野　圭吾

真夏の雷管 道警・大通警察署 佐々木譲

まねき通り十二景 山本　一力

まねしたい小さな部屋のインテリア実例集

まねっこだいすき 森山京／文 いもとようこ／絵

魔の海に炎たつ 岡崎ひでたか　/小林豊　画

魔の森レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松谷

みよ子

まーふぁのはたおりうた 小野かおる

まほうつかいナナばあさんのかがみのまほう ひらいたかこ／作絵

まほうつかいナナばあさんのまじょスープ ひらいたかこ／作絵

まほうつかいのいるがっこう 川村たかし／さく 赤星亮衛／え

まほうつかいのチョモチョモ 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

まほうつかいのナナばあさん ひらいたかこ／作絵

魔法使い葉ハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作　西村/訳

まほうでばけくらべ ポルトガル 村田耕一／作・画 高木あきこ／脚色

魔法の糸 こころが豊かになる世界の寓話・説

話・逸話１００選
ウィリアム・Ｊ．ベネット／編著 大地舜／訳

魔法の杖 俵万智／著

ま



魔法のテーブル 平塚武二／著

魔法博士 江戸川乱歩／著

まほろ駅前狂騒曲 三浦 しをん

まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん

まぼろしの王国トロイア たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

まぼろしのカエル Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

幻の祭典 逢坂剛／著

ﾏﾎﾞﾛｼの鳥 太田　光

幻の旗の下に 堂場瞬一

ママがおばけになっちゃった！ のぶみ

ままですすきですすてきです 谷川俊太郎／ぶん タイガー立石／え

ままならないから私とあなた 朝井　リョウ

ママの子守歌 真道ルミ子

ママのたんじょう日 ばんひろこ／さく すぎうらはんも／え

"ママ〟ほど素敵なドラマはない　子どものい

る人生を選んだ私と彼女たち
多賀　幹子／著

ママはしらないの？ 作：ふくだいわお

満水子  上 高樹のぶ子／著

満水子  下 高樹のぶ子／著

まめっこぽりぽりおにはそと！ 節分 行事たべものの由来紙芝居 渡辺節子／作 間瀬なおかた／画

豆つぶほどの小さないぬ・井戸のある谷間 ほ

か２編
佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

豆の上で眠る 湊かなえ

まゆとおに 富安陽子/文　降矢なな/絵

迷い猫あずかってます 遊興一匹 金井美恵子／著

迷って生きて 内藤やす子／著

真夜中にあそぶ亡霊 日本児童文学者協会／編

真夜中の学校レストラン 怪談レストラン　50
怪談レストラン編集委員会／編、松谷　みよ

子／責任編集、たかい　よしかず／絵

まよなかのじてんしゃ 磯田和一／さく・え

真夜中のピクニック 秋川ゆみ／作 長野ヒデ子／絵

ま



真夜中の森で Ｒ．カーヴェン／作 若林千鶴／訳

まり 谷川俊太郎/文　広瀬弦/絵

マリアさま やのしげこ/え　わきたあきこ/ぶん

マリア探偵社　恐怖スクール 川北亮司/作　大井知美/画

まりえの客 逢坂剛／著

茉莉子 夏樹静子／著

マリゴールドの魔法  上 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 田中とき子／訳

マリゴールドの魔法  下 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 田中とき子／訳

マリちゃんの人魚姫 太田治子／さく 小川イチ／え

魔力の胎動 Ｌａｐｉａｃｅ‘ｓ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ 東野圭吾

マリンガール 水族館の調教師 大和田健二／写真 菅能琇一／文

まるくておいしいよ こにしえいこ／さく

まるコジ　1　ちびまる子ちゃんとコジコジの

ぼうけん
さくらももこ/え・ぶん

まるコジ　２　ちびまる子ちゃんとコジコジ

のおでかけ
さくらももこ/え・ぶん

まるコジ　3 ちびまる子ちゃんとコジコジのおさんぽ さくらももこ

マルコ・ポーロ おきたかし／著

マルコ＝ポーロ 春名徹／著 宮本忠夫／画

マル暴甘糟 今野　敏

マル暴総監 今野　敏

まるまる 中辻悦子／さく

マレーシア　ブルーガイド　わがまま歩き２

８

万延元年三月三日 日本の夜あけと井伊大老 長谷川泉／著

まんがおもしろ漢字教室 岡田進／著 伊東章夫／画

漫画家 ＳＦ漫画への旅立ち 永井豪／著

漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎/原作　羽賀翔一/漫画

漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎　羽賀翔一

ﾏﾝｶﾞ　金正日入門　北朝鮮将軍様の真実 李友情／著・画　李英和／訳

マンガギリシア神話  3 里中満智子／著

ま



マンガギリシア神話  4 里中満智子／著

マンガギリシア神話  5 里中満智子／著

マンガギリシア神話  6 里中満智子／著

マンガギリシア神話  7 里中満智子／著

マンガギリシア神話 里中満智子／著

マンガギリシア神話  2 里中満智子／著

漫画週刊誌きょう発売 村田栄一／文

まんが日本昔ばなし デラックス版 1

まんが百人一首事典 竹本みつる／漫画

満願 米澤 穂信

満月の道 流転の海 第七部 宮本輝

まんげつのよるに 木村　裕一／作　あべ　弘士／絵

萬斎でござる 野村万斎／著

マンザナの風にのせて
ロイス･セパバーン/作　若林千鶴/訳　ひだか

のり子/絵

マンザナ、わが町 井上ひさし／著

まんじゅうこわい 小島貞二／編著

まんじゅうこわい 落語絵本 川端誠／〔作〕

まんだくんとマンガキン 矢玉四郎／作 井上洋介／絵

曼荼羅・智慧の構造 その秘められた謎を解く 今泉浩晃／著

万引き家族 是枝裕和

マンモスはいきている まんが化石動物記　８ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

万葉草木染め 村上道太郎／著

万葉集 木俣修／編著

万葉集　　「古典の旅」１ 大庭みな子

万葉集にみる酒の文化 酒・鳥獣・魚介 一島英治／著

万葉の恋い歌 中里冨美雄

万葉びとの奈良 上野　誠

万葉和歌の浦 村瀬憲夫／著

ま



ミイラ男 こわいぞ！世界のモンスター 上地ちづ子／脚本 ヒロナガシンイチ／画

ミイラくんあそぼうよ にしかわおさむ／さく・え

ミイラと墓どろぼう たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

ミイラのつぶやき Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

ミイラ物語 その生い立ちを推理する パトリシア・ローバー／著 藤田千枝／訳

みえっぱり針右衛門 野火晃／作 祐天寺三郎／絵

見えない情事 小池真理子／著

みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ/さく　伊藤亜紗/そうだん

ミカエルの鼓動 柚月裕子

三日月とタヌキ 椋鳩十／著

みかづき 森　絵都

ミカドの淑女 林真理子

天皇の刺客 澤田 ふじ子

みかんとひよどり 近藤史恵

ミカン類 村上嘉彦／著

未来の創り方 江原　啓之

三毛猫ホームズの回り舞台 赤川　次郎

三毛猫ホームズの夢紀行 赤川次郎

ミケの水色リボン あるがかんじ／さく ふりやかよこ／え

岬へ 伊集院静／著

身近な鳥・けもの 久田雅夫／著

見知らぬ妻へ 浅田次郎／著

見知らぬ遊戯 鑑定医シャルル 藤本ひとみ／著

みず 五味太郎／作

水 めぐる水のひみつ 塚本治弘／著

みず 長谷川摂子／文 英伸三／写真

みずあびバッシャン きたむらさとし／絵・文

水色の犬 北方謙三／著

み



水色のノート 藤堂志津子／著

みずうみ よしもと　ばなな

みずうみをしばるはなし 北欧民話より 黒井健／画 横田章／文

湖の女たち 吉田修一

ミズカマキリのしっぽ 太田英博／さく 伊東美貴／え

ミスキャスト 林真理子／著

水草のひみつ 守矢登／著

水たまりで息をする 高瀬隼子

水であそぶ 木村研／作 岸本眞弓／絵

ミスティックリバー デニス・ルヘイン

ミステリークロック 貴志祐介

『ミステリーの館』へ、ようこそ 名探偵夢水

清志郎事件ノート
はやみねかおる／作 村田四郎／絵

水鳥たちの干潟 蓮尾純子／著

ミストレス 篠田 節子

水のかたち　下 宮本輝

水のかたち　上 宮本輝

水の生物 今島実／〔ほか〕指導・執筆

水の肌 松本　清張

水のふしぎを実験しよう 小林卓二／著

水辺の環境学 桜井善雄

水やりはいつも深夜だけど 窪　美澄

水を抱く 石田衣良

みそっかすなんていわせない ジャクリーン・ウィルソン

みたいしりたい世界のおもしろ鉄道 櫻井寛／写真 板谷成雄／文

ミダスの河 名探偵・浅見光彦ＶＳ．天才・天地龍之介 柄刀一

見た！世紀末 対談 高橋克彦／著

三谷幸喜のありふれた生活５　有頂天時代 三谷　幸喜

道をひらく言葉 自分らしい生き方をさがす 井上昭正／著

み



みちくさ一年生 あまんきみこ／作 山中冬児／え

ミチクサ先生　下 伊集院静

ミチクサ先生　上 伊集院静

美智子皇后新ともしびの旅路 渡辺みどり／著

美智子さまから雅子様へのご伝言 松崎敏弥

ミチコとクミ ヒロシマの二人 深沢一夫／作 高田三郎／絵

道長の冒険　平安妖異伝 平岩弓枝

道にまようのはなぜか ヴィッキー・マクベイ／著 藤田千枝／訳

みちのくの王者 秀衡をめぐる人たち 平野直／著

道の風土記 共同通信社／編

道はあとからついてくる 「家計簿」にみる平

山画伯家の足跡
平山美知子／著

３日で打てるこども囲碁入門 横内猛／著

３日でできる自由研究  ３年生 チャイルドコスモ／編

３日でできるじゆうけんきゅう  １年生 チャイルドコスモ／編

３日でできるじゆうけんきゅう  ２年生 チャイルドコスモ／編

３日でできる自由研究  ４年生 チャイルドコスモ／編

３日でできる自由研究  ５年生 チャイルドコスモ／編

３日でできる自由研究  ６年生 チャイルドコスモ／編

３日でわかるこども囲碁ワザ入門 横内猛／著

ミッキーとまめのき 齋藤妙子/文

ミッキーのきょじんたいじ

ミッキーのクリスマスキャロル 岡信子/文

光圀伝 沖方　丁

ミッケ！３クリスマス マルゾーロ/文　糸井重里/訳

密室を開ける手 藤本ひとみ

三つの命にありがとう 若林登志子

ミッドナイト・ジャーナル 本城　雅人

ミッドナイト・バス 伊吹有喜

み



ミッドナイト・コール 田口ランディ／著

三成の不思議なる条々 岩井　三四二

密売人 佐々木　譲

みつばちじいさんのたび
フランク・ストックトン／著 渡辺茂男，光吉

夏弥／訳

蜜蜂と遠雷 恩田　陸

ミツバチのおつかい 太田英博／さく 永井泰子／え

ミツバチのふしぎ 栗林慧／写真 七尾純／文

みつばちマーヤ 平田昭吾／著 高橋信也，大野豊／画

みつばちマーヤのぼうけん 横井大侑／画 Ｗ．ボンゼルス／作

みつばちマーヤのぼうけん 横井大侑／画 Ｗ．ボンゼルス／作

光秀の十二日 羽山信樹／著

ミッフィーとおどろう ディック＝ブルーナ/作　かどのえいこ訳

ミッフィーのおばあちゃん
ディック＝ブルーナ/さく　かどのえいこ/や

く

ミッフィーのてがみ
ディック＝ブルーナ/さく　 かどのえいこ/や

く

ミッフィーのてがみ ディック＝ブルーナ/作　かどのえいこ/訳

ミッフィーのむしめがね ディック＝ブルーナ/絵　村田さち子/文

密命 高任和夫／著

三屋裕子の楽しいバレーボール 三屋裕子／著

見ておもしろい星雲・星団案内 大野裕明／著

みてみておひげ ささきみお

水戸黄門の秘密 月曜夜８時が楽しみな研究会／著

みどり色のまゆ ぼくたちが調べたヤマコの一

生
穂高北小学校郷土研究会／編著

ミドリさんとカラクリ屋敷 鈴木　遥

みとりねこ 有川ひろ

みどりの機関車ヘンリー
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

みどりの大地はわが心 自然のめぐみを農業に

生かした内城本美
桜井信夫／作 高田勲／絵

緑の毒 桐野　夏生

緑の花と赤い芝生 伊藤朱里

み



緑の指　　ガーデニングの愉しみ 曽野綾子

南方熊楠

南方熊楠 一切智の夢 松居竜五／著

ミナクローと公平じいさん 最上二郎／作 宮本忠夫／絵

水底の棺 中川なをみ　村上豊/画

ミナトのせがれ 藤木幸夫

みなとびとの記 社団法人横浜港振興協会

みなみの島へいったんや 止揚学園の子ども／作 馬嶋克美／字

南の島を開拓した人々 宮本常一／著

南の島の悲劇 テニアン・サイパンの玉砕 石上正夫／編

南の島の星の砂 Cocco

源義経 宮脇紀雄／著

源義経の時代 末国善巳

源頼朝 日本の伝記 木村茂光/立案／構成　柳川創造/シナリオ

源頼朝 南原幹雄／著

源義経 平氏をたおした源氏の武将 日本の伝記 蔵持重裕／立案・構成 柳川創造／シナリオ

源　頼朝 今西祐行／著 折井宏光／画

見なれた町に風が吹く 山田太一／著

みにくいアヒルの子 水沢研／画 アンデルセン／原作

みにくいあひるのこ 平田昭吾

みにくいアヒルの子 立原えりか／文 永田萠／絵

ミニチュアでみる世界の台所 宮崎玲子／文・製作 能津喜代房／写真

見逃すな！病気のサイン１１９ 働き盛りの健

康バイブル

実の庭 光野桃

壬生義士伝  上 浅田次郎／著

壬生義士伝  下 浅田次郎／著

みみずくは黄昏に飛びたつ 村上　春樹　川上　未映子

ミミズの生活を調べよう 渡辺弘之／著

み



耳ツボダイエット 稲垣満治／著

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　眞澄/絵

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリア

ム・ホイ

ナンシー・チャーニン／文　ジェズ・ツヤ／

絵　斉藤洋／訳

ミモザ号の冒険 武田鉄矢／著

宮尾本　平家物語　四 玄武之巻 宮尾登美子

宮尾本　平家物語　一青龍之巻 宮尾登美子

宮尾本　平家物語　三朱雀之巻 宮尾登美子

宮尾本　平家物語　二白虎之巻 宮尾登美子

みやこは栄えても 万葉の歌人・億良 浜田けい子／著

宮沢賢治 馬場正男／著

宮沢賢治 西本鶏介／著 朝倉摂／画

宮沢　吾朗 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　12 宮沢　吾朗

宮大工と歩く千年の古寺 松浦昭次

宮辻薬東宮 宮部みゆき／辻村深月他

ミヤマカワトンボのふしぎ 佐藤有恒／文と写真

宮本武蔵 阿貴良一／著

宮本武蔵を歩く 朝倉一善

苗字おもしろ謎学 丹波基二

未来 湊かなえ

未来をひらく 物理学賞、化学賞ほか ネイサン・アーセング／著 牧野賢治／訳

未来をもとめてひたむきに テレビの研究ひと

すじに生きた高柳健次郎
清水達也／作 井口文秀／絵

未来とロボット 旺文社／編

みらいのえんそく ジョン･ヘア/作　椎名かおる/文

ミラクル・クリーク アンジー・キム/著　服部京子/訳

ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし

ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーブン・ディヴィーズ

見る美聞く美思う美 節子・クロソフカ・ド・ローラ

弥勒 篠田節子／著

み



民族世界地図 浅井信雄／著

民族とは何か 山本七平／著 村松剛，渡部昇一／対談

みんなうんち どきどきしぜん 五味太郎／さく

みんなおそろい 八木田宜子／作 多田ヒロシ／画

みんなが幸せになるホ・オポノポノ　ハワイ

に伝わる癒しの秘法

イハレアカラ・ヒューレン/著　インタビュー

/櫻庭　雅文

みんなだいすき かばのこホッペのえほん やすいすえこ／さく しんのめぐみ／え

みんなのきもち 村上　しいこ/作　西村　繁男/絵

みんなの木かげ 内海隆一郎／作 茨木祥之／絵

みんなの少年探偵団 万城目　学

みんなのためのルールブック ロン・クラーク　亀井よし子/訳

みんなの秘密 林真理子／著

みんなのボランティア大百科

みんなびっくり 長新太／著

みんなペンギン
フィリップ・ヴェヒター／絵 ドロテー・ヘン

ティエス／文

みんなみんなぼくのともだち 福井義人／文 高田真理子／〔ほか〕絵

民話に学ぶ生き方  東洋編 荒井洌／編著

民話に学ぶ生き方  西洋編 荒井洌／編著

向井理、ビストロ修業 ハングリー！な簡単レシピ５３ 向井理

むかえに行こう！ 岩本敏男／さく 宮崎耕平／え

昔のしつけは素晴しい 心をこめて手をかけて 鈴木登紀子／著

むかしむかしあるところに、死体がありまし

た。
青柳碧人

むかしむかしあるところに、やっぱり死体が

ありました。
青柳碧人

むかーしむかしのひなあられ ひなまつり 行事たべものの由来紙芝居 松岡節／作 毛利将範／画

むかでのいしゃむかえ 飯野和好／さく

ムギの一生 鈴木公治／著

麦本三歩の好きなもの 住野よる

麦原博士とボスザル・ソロモン 原田京子／作 古味正康／画

無垢の領域 桜木 紫乃

み

む



椋鳩十全集  1 椋鳩十／著

椋鳩十全集  2 椋鳩十／著

椋鳩十全集  4 椋鳩十／著

椋鳩十全集  5 椋鳩十／著

椋鳩十全集  6 椋鳩十／著

椋鳩十全集  7 椋鳩十／著

椋鳩十全集  8 椋鳩十／著

椋鳩十全集  9 椋鳩十／著

椋鳩十全集  10 椋鳩十／著

椋鳩十全集  11 椋鳩十／著

椋鳩十全集  12 椋鳩十／著

椋鳩十全集  14 椋鳩十／著

椋鳩十全集  16 椋鳩十／著

椋鳩十全集  17 椋鳩十／著

椋鳩十全集  18 椋鳩十／著

椋鳩十全集  19 椋鳩十／著

椋鳩十全集  20 椋鳩十／著

椋鳩十全集  21 椋鳩十／著

椋鳩十全集  23 椋鳩十／著

椋鳩十全集  24 椋鳩十／著

椋鳩十全集  25 椋鳩十／著

椋鳩十全集  26 椋鳩十／著

椋鳩十全集  3 椋鳩十／著

椋鳩十全集  13 椋鳩十／著

椋鳩十全集  15 椋鳩十／著

椋鳩十全集  22 椋鳩十／著

むくむくぽっかりほんわりこ まついのりこ／脚本・画

骸の鍵 麻見和史

む



無間人形 新宿鮫４　長編刑事小説 大沢在昌／著

ムゲンのｉ－アイ－[下] 知念実希人

ムゲンのｉ－アイー[上] 知念実希人

夢幻花 東野圭吾

向田邦子の恋文 向田和子

向田理髪店 奥田　英朗

婿どの相逢席 西條奈加

武蔵の道 童門冬二

むしたちのうんどうかい 得田之久／文 久住卓也／絵

虫たちの冬ごし 矢島稔／著

無実のＩ スー・グラフトン／著 嵯峨静江／訳

むしのうた 三木　卓/詩　杉浦　範茂/絵

虫の飼いかた・観察のしかた  3 海野和男／〔ほか〕文・写真

虫の飼いかたさがしかた 藤丸篤夫／〔著〕 新開孝／〔著〕

無邪気の報酬　　上 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｲｸﾞﾈｲｼｱｽ

虫はなぜガラス窓をあるけるのか？ わたしの

研究
石井象二郎／文 つだかつみ／絵

むしをたべるくさ 渡邉 弘晴

むすびあそび 新坂和男／作・絵

むすびつき 畠中恵

結物語 西尾維新

娘のトリセツ 黒川伊保子

無制限 渡辺容子／著

無双の花 葉室麟

むねあかどり ラーゲルレーヴ/作

むねとんとん さえぐさ　ひろこ/作　松成　真理子/絵

ムーミン童話全集  3 トーベ・ヤンソン／作・絵

ムーミン童話全集  4 トーベ・ヤンソン／作・絵

ムーミン童話全集  6 トーベ・ヤンソン／作・絵

む



ムーミン童話全集  7 トーベ・ヤンソン／作・絵

ムーミン童話全集  8 トーベ・ヤンソン／作・絵

無名 沢木耕太郎

村上海賊の娘　上巻 和田竜

村上海賊の娘（下） 和田竜

村上春樹雑文集 村上春樹

紫式部 源氏物語を書いた女流作家 日本の伝記 木村茂光／立案・構成 柳川創造／シナリオ

紫匂う 葉室麟

むらさきのスカートの女 今村夏子

村と森のファンタジー 東ヨーロッパ 赤瀬川原平／編

室伏重信の楽しい陸上競技 室伏重信／著

ムロ本、 ムロ　ツヨシ

室町記 山崎正和／著

室町無頼 垣根　涼介

ムーンナイト・ダイバー 天童　荒太

メイおばちゃんの庭 Ｃ．ライラント／作 斎藤倫子／訳

冥界からの電話 佐藤愛子

名言に学ぶ生き方  東洋編 稲垣友美／著

名言に学ぶ生き方  西洋編 荒井洌／著

名犬ラッシー Ｅ．ナイト／作 高瀬嘉男／訳

名犬ラッシー 平田昭吾／著 高橋信也／画

名犬ラッシー 平田　昭吾

名作に学ぶ生き方  東洋編 稲垣友美／著

名作に学ぶ生き方  西洋編 荒井洌／著

明治・金色キタン 畠中　恵

明治暗殺史 森川哲郎／著

明治維新につくした人々 鹿野政直／著

メイシーちゃんおやつをつくります ルーシー・カズンズ

む

め



メイシーちゃんとにじいろのゆめ ルーシー・カズンズ/作　なぎともこ/訳

メイシーちゃんのおふろ ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

メイシーちゃんのかそうパーティ ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

メイシーちゃんのきしゃ ルーシー・カズンズ/作　なぎともこ/訳

メイシーちゃんのクリスマス・イブ ルーシー・カズンズ/作　なぎともこ/訳

メイシーちゃんのしょうぼうしゃ ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

メイシーちゃんのたのしいキャンプ ルーシー・カズンズ/作　なぎともこ/訳

メイシーちゃんのバス ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

メイシーちゃんのプール ルーシー・カズンズ／作 なぎともこ／訳

名詩に学ぶ生き方  東洋編 稲垣友美／著

名詩に学ぶ生き方  西洋編 荒井洌／著

明治のあけぼの 明治・大正時代 下村富士男／著

迷走銀行 江波戸哲夫／著

めいたんていゴードンのたからさがし
デイビッド・アンソン・ルーソー／さく・え

牧すみ／やく

「名探偵コナン」その推理に穴はないのか？ 江戸川コナン会

「名探偵コナン」の推理ミス 京都トリック研究会

名探偵コナンの謎 水出弘一＆阿佐ヶ谷少年探偵団

めいたんてい　こん・ぴゅうたろう  1 多田ヒロシ／作

めいたんてい　こん・ぴゅうたろう  2 多田ヒロシ／作

めいたんていとうじょう 原 ゆたか

名たんていピンチ博士 寺村輝夫／さく エム・ナマエ／え

冥土めぐり 鹿島田真紀

迷路 長篇小説 清水一行／著

メインポールの旗のもとに ベルリンオリン

ピックにかけた若人たち
川村たかし／作 岩淵慶造／絵

めがねうさぎ せなけいこ

めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せなけいこ

メガネのはなし 藤田千枝／著

めくらぶどうと虹 宮沢賢治／文 近藤弘明／絵

め



目黒のさんま 神津友好／著

めぐろのさんま 川端誠

メタボラ 桐野　夏生

メタルカラーの時代  3 山根一真／著

めっきらもっきら　どおん　どん 長谷川摂子/作　ふりやなな/画

目で見る「都市横浜」のあゆみ 横浜市発展記念館

眼の探索 辺見庸／著

めのまどあけろ 谷川俊太郎／ぶん 長新太／え

目は１分でよくなる！ あなたの目がよみがえる７つの視力回復ホウ 今野 清志

メビウス１９７４ 堂場　瞬一

メリークリスマスおおかみさん 宮西達也/作.絵

メリークリスマスでこんにちは！ 村山桂子/作　宮本忠夫/画

目をふさがれた犬　純平 関朝之

面倒くさがりやのあなたがうまくいく５５の

法則
本田　直之

めんどりのルイーズ
ジャネット・モーガン・ストーク／絵と文 い

ずみちほこ／訳

もう、聞こえない 誉田哲也

もう、赤ちゃんじゃないもん！ ２才からのこ

ころとしつけ
内田伸子／著

もういちど 畠中恵

もういちど二人で走りたい 浅井えり子／著

もうおきるかな？ まつのまさこ／ぶん やぶうちまさゆき／え

もう、きみには頼まない 石坂泰三の世界 城山三郎／著

盲剣楼奇譚 島田荘司

もうじき一年生 長崎源之助/脚本　渡辺有一/絵

猛スピードで母は 長嶋有／著

毛沢東の朝鮮戦争 中国が鴨緑江を渡るまで 朱建栄／著

毛沢東秘録  上 産経新聞「毛沢東秘録」取材班／著

毛沢東秘録  下 産経新聞「毛沢東秘録」取材班／著

盲導犬カンナ、わたしと走って！ ロードレー

スに出場した、全盲の漢小百合さんの記録
坂井ひろ子／文 つだかつみ／絵

め

も



盲導犬クイールの一生 石黒謙吾／文 秋元良平／写真

もうどうけんドリーナ 土田ヒロミ／さく

盲導犬の訓練士 大和田健二／写真 菅能琇一／文

盲導犬フロックスとの旅 福沢美和／著 田中槙子／絵

盲導犬ものがたり 人間との暖かい交流 吉原順平／文

もうぬげない ヨシタケ　シンスケ

もうねんね 松谷みよ子／文 瀬川康男／絵

もう一枝あれかし あさの あつこ

もう一つの万葉集 李寧煕／著

もうひとつの屋久島から　世界遺産の森が伝

えたいこと
武田剛

もう、「ひとり」は怖くない 心地いい“孤独時

間”の楽しみ方
津田和壽澄／著

もうよわむしじゃない 西本鶏介/作　宮西達也/絵

盲・ろう・養護学校教師になるには 大井清吉，松矢勝宏／編著

もえよ稲むらの火 村人を津波からまもり堤防

をきずいた浜口梧陵
桜井信夫／作 高田三郎／絵

燃えろあかつきの星 柔道の発展につくした男

たち
高橋宏幸／作 宮本忠夫／絵

モギ　小さな焼きもの師 リンダ・スー・パーク　片岡しのぶ/訳

黙示 今野敏

木造三階建ての宿 中村滋

木曜日の子ども 重松清

もぐらはすごい アヤ井アキコ/作　川田伸一郎/監修

もこもこもこ たにかわしゅんたろう

文字遊び百科  第３巻 馬場雄二／著

文字遊び百科  第１巻 馬場雄二／著

文字遊び百科  第２巻 馬場雄二／著

文字遊び百科  第４巻 馬場雄二／著

文字遊び百科  第５巻 馬場雄二／著

もし高校野球の女子マネージャーがドラッ

カーの「マネージメント」を読んだら
岩崎　夏海

もし高校野球の女子マネージャーがドラッ

カーの『イノベーションと企業家精神』を読

んだら

岩崎　夏海

も



もしもし ニコルソン・ベイカー／著 岸本佐知子／訳

もしもしおでんわ 松谷みよ子／著 岩崎ちひろ／え

もしものせかい ヨシタケシンスケ

百舌落とし 百舌シリーズ 逢坂剛

モズのくらし 菅原光二／著

持たない暮らし 下重　曉子

モダン 原田　マハ

モダンタイムス 伊坂　幸太郎

モチモチの木 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵

モーツァルト 真篠将／著

黙過 下村敦史

もっこすの城　熊本築城始末 伊東潤

もったいないことしてないかい？ 真珠　まりこ/作・絵

もったいないばあさん 真珠まりこ

もったいないばあさんのてんごくとじごくの

はなし
真珠　まりこ

もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋 冨士夫

持って歩く中国語会話ＢＯＯＫ 呉梅／編著

もっと！魔法のてぬきおやつ　材料２つか

ら！オーブン不使用！
てぬキッチン

もっと、お話しよう 家庭のみらい創造委員会／作

もっとざんねんないきもの事典　おもしろ

い！進化のふしぎ
今泉忠明/監修

もっとしっかり、日本人 永六輔／著

もっとつくおき nozomi

モップの精は旅に出る 近藤　史恵

もつれた蜘蛛の巣  上 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 谷口由美子／訳

もつれた蜘蛛の巣  下 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 谷口由美子／訳

モデル・ワールド マイケル・シェイボン／著 岸本佐知子／訳

元彼の遺言状 新川帆立

元刑務官が明かす刑務所（ムショ）のすべて 衣・食・

住から塀の中の犯罪まで実録・獄中生活マニュアル
坂本敏夫／著

も



もとこども 富安　陽子

モナドの領域 筒井　康隆

モニカさんのハーモニカ いとうひろし／さく

モネ　現代世界美術全集　２ 後藤茂樹/編

物語数学史 小堀憲／著

物語と人間の科学 講演集 河合隼雄／著

物語のおわり 湊 かなえ

ものがたり風土記（ふうどき） 阿刀田高／著

ものしり地図絵本　世界 ひらいふみと/作　田中義一/監修

ものしり地図絵本　日本 ひらいふみと/作　田中義一/監修

ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮　由紀子　作/中新井　純子　絵

もののけ姫　上　徳間アニメ絵本１６ 宮崎　駿/原作・脚本・監督

もののけ姫 下　徳間アニメ絵本17 徳間アニメ絵本17 宮崎駿

もののはじまりシリーズ  1

もののはじまりシリーズ  2

もののはじまりシリーズ  3

もののはじまりシリーズ  4

もののはじまりシリーズ  5

もののはじまりシリーズ  6

もののはじまりシリーズ  7

もののはじまりシリーズ  8

もののはじまりシリーズ  9

もののはじまりシリーズ  10

ものものずかん 土橋とし子／さく

ものは言いよう 平岩弓枝／著

模範六法  平成６年版 判例六法編修委員会／編

モペットちゃんのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

模倣犯  上 宮部みゆき／著

も



模倣犯  下 宮部みゆき／著

モミジ 妻鹿加年雄／著

ももこのトンデモ大冒険 さくらももこ／著

ももたろう 太賀正／画 香山美子／文

ももたろう・こぶとり 日本の昔話 松谷みよ子／文 梶山俊夫，村上勉／絵

モモンガのはいたつやさんとミーちゃんへの

プレゼント
ふくざわ ゆみこ

ももんちゃん　どすこーい とよたかずひこ

もようあそび 岡本武紫／作・絵

モリアオガエルの谷 種村ひろし／著

森へ行きましょう 川上弘美

もりへさがしに 村田清司／え 田島征三／ぶん

森を育てる 松井光瑶／著

森を守ろう 動物たちのゆかいな大作戦　アニ

メ版
ボイ・ロルンゼン／原作

森田佳代子　色別・ウェディングの花 森田　佳代子

もりたろうさんのじどうしゃ おおいしまこと/文　きただたくし/絵

森に眠る魚 角田　光代

森の王子 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

森の大きな女の子
レナーテ・ゼーリッヒ／絵 エヴェリン・ハス

ラー／文

もりのおかしやたぬきどう 相沢るつ子／画 よしざわよしこ／作

森のおくから　むかし、カナダであったほん

とうのはなし
レベッカ・ボンド／作　もりうちすみこ／訳

もりのこえ 田代千里

森のずかん 松岡達英／さく

森のスケーターヤマネ 湊秋作／著 金尾恵子／絵

森の生活 ウォールデン
ヘンリー・Ｄ．ソロー／〔著〕 佐渡谷重信／

訳

森の動物たち　動物たちの不思議な世界　か

がく・しかけえほん

ステーシー・ストロング/文　ジョン・バト

ラー/絵　上野　和子/訳

森のなかの海  上 宮本輝／著

森のなかの海  下 宮本輝／著

もりのねむりひめ グリム童話より おくやまれいこ／画

も



もりの100かいだてのいえ 100かいだてのいえシリーズ いわいとしお

もりのぶらんこ 和歌山静子／画 東君平／作

もりのポスト ながよしかよ／画 花井巴意／作

もりのみっつのたんじょうび 三田村信行／作 佐々木マキ／絵

もりのみっつのたんじょうび 三田村信行／作 佐々木マキ／絵

森は知っている 吉田　修一

森よ生き返れ 宮脇昭／著

森は生きている 自然と人間 富山和子／著

モンゴルの黒い髪
バーサンスレン・ボロルマー　長野　ヒデ子

／訳

紋四郎の恋 梅本育子／著

モンシロチョウ 矢島稔／著

ﾓﾝｽﾀｰU子の嘘 越智月子

モンスターズ・インク 森はるな/文

モンスターズ・インク 〔ディズニー／さく〕 斎藤妙子／構成・文

モンスターズ・インクドアをあけてね！ ディズニーぱたぱたちえあそびえほん

問題な日本語 北原保雄

モンローが死んだ日 小池　真理子

やがて中国の崩壊がはじまる ゴードン・チャン／著 栗原百代／訳

やがて満ちてくる光の 梨木香歩

やかまし村のクリスマス
アストリッド・リンドグレーン／作　イロ

ン・ヴィークランド／絵　おざき　よし／訳

やかんかいぞくせん ロドニー・ペッペ／作・絵 小沢正／訳

ヤギになっちゃうぞ 最上一平／さく 石倉欣二／え

やきものの旅  東日本

やきものの旅  西日本

やきもののはなし 神崎宣武／著

柳生真吾の八ヶ岳だより 柳生真吾

やくそく王さまたんじょうび 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

やくそくがちがう！ 三陸のむしろ旗 平野直／著

も

や



約束された移動 小川洋子

約束の海 山崎豊子

約束の地 ロバート・Ｂ．パーカー／著 菊池光／訳

約束の冬　下 宮本輝

約束の冬　上 宮本輝

やくみつるのベイスターズ心中 やくみつる／著

櫓の正夢 鶴屋南北闇狂言 星川清司／著

夜警 詩集
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／〔著〕 吉川道夫，柴田

恭子／共訳

夜行 森見　登美彦

夜行観覧車 湊　かなえ

夜行虫 小説・商社の犯罪 江波戸哲夫／著

夜光人間 江戸川乱歩／著

やこうれっしゃ 西村繁男／さく

ヤコブと七人の悪党 マドンナ／作　角田　光代／訳

やさい 平山和子／さく

野菜おかず 浜内千波

やさいころころやおやさん 黒岩明人／画 中村美佐子／作

野菜たっぷりのおいしいスープ 食べるスープ

で体いきいき
成美堂出版／編

やさいのうんどうかいおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え

野菜の恩返し　野菜もよろこぶ魔法の103レシ

ピ
平野レミ

やさいのかいすいよくおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え

やさいのパーティーおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え

やさいペット 宮本えつよし／さく・え

やさいをそだてよう　プチしぜんのえほん５ 南郷　敏彦・山本　明義/撮影

やさしいおおかみ
ペーター・ニックル／作 ユゼフ・ウィルコン

／絵

優しいおとな 桐野 夏生

やさしい楽譜入門 大橋祐多子

やさしい関係 阿刀田高／著

や



やさしい関係 藤堂志津子／著

やさしい木曽馬 庄野英二／文 斎藤博之／絵

優しい言葉 パンとスープとネコ日和 群　ようこ

やさしい手芸教室 はじめての針と糸 高田千鶴子／作 チト・イトー／〔ほか〕絵

やさしい中国語入門 田中清一郎／著

やさしい仏像の見方 西村公朝　飛鳥園

やさしく学ぶアレルギーのしくみ 食べものか

ら化学物質まで
松延正之／著

優しさという階段 エッセイ集 灰谷健次郎／著

野心のすすめ 林 真理子

安らかに死ぬということ 死と向き合い、最後

の人生を豊かなものにするために

Ｄ．Ｅ．アウターブリッジ，Ａ．Ｒ．ハー

シュ／原著 山崎章郎／訳

やせ牛物語 椋鳩十／著

やせるぜ！ダイエット大さくせん 原 ゆたか

やっかいな機関車
レジナルド・ドールビー／絵 ウィルバート・

オードリー／作

やったぜゴロスケ‐ホーマー さねとうあきら／さく 梶鮎太／え

やったね！トラック・マンモスごう 木暮正夫／作 赤坂三好／絵

やってきたびんぼう神！！ 尼子騒兵衛

やってみなければわからない 岩城正夫／著

やっぱりおおかみ ささきまき／さく・え

やっぱり食べに行こう。 原田マハ

ヤドカリの殻交換 今福道夫／著

屋根うらのネコ 椋鳩十／著

屋根裏部屋の秘密 直樹とゆう子の物語 松谷みよ子／著 司修／絵

野蛮な読書 平松洋子

藪医　ふらここ堂 朝井　まかて

やぶかのはなし どきどきしぜん 栗原毅／ぶん 長新太／え

ヤーフーがやってきた 和田登／さく 原ゆたか／え

矢吹丈はＢ型だった！？ おなじみキャラクターの血液

型がすべてわかる！　あしたのジョー
漫研血液型特捜班／編

やぶへび 大沢　在昌

や



病いと健康のあいだ 立川昭二／著

病と死の文化 現代医療の人類学 波平恵美子／著

病いと人間の文化史 立川昭二／著

病いに医者いらず かしこい患者になるために 柴田二郎／著

山女日記 湊 かなえ

山が呼んでいる 太田政巳／さく 太田大八／え

山霧 毛利元就の妻 上 永井路子／著

山霧 毛利元就の妻 下 永井路子／著

山崎浩子の楽しい新体操 山崎浩子／著

山桜記 葉室 麟

山下泰裕の楽しい柔道 山下泰裕／著

山城　宏 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　10 山城　宏

ヤマダ一家の辛抱  上 群ようこ／著

ヤマダ一家の辛抱  下 群ようこ／著

やまたのおろち 赤羽末吉/絵　舟崎克彦/文

やまではたらくおとうさん 長田光男／文 村沢英治／絵

山と木と日本人 林業事始 筒井迪夫／著

ヤマトシジミの食卓 吉田　道子　作/大野　八生　絵

大和と武蔵 冨永謙吾/監修　吉田俊雄

山登はじめました 鈴木ともこ

やまない雨はない　妻の死、うつ病、それか

ら
倉嶋厚

やまなし 宮沢賢治／作 安藤徳香／絵

山にいのちかがやくとき やさしさが勇気をう

む物語
岸武雄／作 石倉欣二／絵

山にのぼる機関車 W・オードリー/作　ガンバー＆ピーター/絵

山の子とサンショウウオ 田村毅／著

山の子どもとソーセージ 岸武雄／作 福田岩緒／絵

山のタンタラばあさん 安房　直子／作　出久根　育／絵

やまのどうぶつたち　プチしぜんのえほん１

２
今泉　忠明/指導　今井　圭三/絵

や



山登りはじめました２ 鈴木ともこ

山の霊異記　ケルンは語らず 安曇潤平

山本七平と日本人 一神教文明のなかの日本文

化をめぐって
会田雄次，佐伯彰一／対論

山本周五郎小説全集  第８巻 山本周五郎／著

山よ火をふけ 火雷天神・平将門 小池章太郎／著

闇先案内人 大沢在昌

闇に香る嘘 下村 敦史

闇に咲く おいち不思議がたり あさの　あつこ

闇の麝香猫 南原幹雄／著

闇祓 辻村深月

闇夜の底で踊れ 増島拓哉

やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄

やりたいことは全部やれ！ Ｄｏｎ’ｔ　ｗａｉ

ｔ　ｆｏｒ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ！
大前研一／著

やる気が育つ「教育のヒント」 山本紹之介／著

ヤワな大人にならない！生きかたルールブッ

ク
斎藤孝/監修　林ユミ/絵

柔らかい心で生きる 矢代静一／著

やわらかな遺伝子
マット・リドレー/著　中村桂子　斉藤隆央/

訳

やわらかなレタス 江國　香織

ヤンキー母校に生きる 義家弘介

ヤンサの小太郎 溝井英雄／さく 斎藤博之／え

やんちゃ子グマがやってきた！ 森からのメッセージ あんず　ゆき

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  1 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  2 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  3 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  4 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  5 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  6 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  7 飯沢匡／作 土方重巳／絵

や



ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  8 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  9 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  10 飯沢匡／作 土方重巳／絵

遺言と相続 これで安心 阪東恭一／著

遊園地に行こう！ 真保　裕一

ゆうかい犯ｖｓ空手少女 Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 藤沢忠枝／訳

優雅なハリネズミ ミュリエル・バルベリ/著　河村　真紀子/訳

ゆうかんな女の子ラモーナ
ベバリィ・クリアリー／著 アラン・ティーグ

リーン／え

ゆうかんな機関車
ウィルバート・オードリー／作 ジョン・ケ

ニー／絵

ゆうかんな十人のきょうだい 君島久子／文 馬場のぼる／絵

勇気あるケネディ兄弟 永井萌二/著　坂西志保/解説

結城貢の料理は愛情だ 結城貢／著

幽鬼の塔 江戸川乱歩／著

ゆうこのあさごはん やまわきゆりこ／さく・え

ゆうこのドキドキいっぱい 菊地ただし／作 長野ヒデ子／絵

友罪 薬丸 岳

憂愁の襞 伊間かいか

友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中伸弥／平尾誠二／平尾恵子／著

友情について 羽仁説子／著

友情について 山主敏子

友情の『二人五脚』 盲導犬の育成にとりくん

だ塩屋賢一の情熱
日野多香子／作 宮本忠夫／絵

友情は戦火をこえて 博物館を戦争からまもっ

た科学者たち
石井美樹子／作 山中冬児／絵

ゆうじょこう 村田 喜代子

ゆうたくんとしょうぼうしゃ なかえよしを／作 大久保宏昭／絵

勇断 長編サスペンス小説 阿部牧郎／著

郵便のはなし 新美景子／著

ゆうびんやさん　おねがいね
サンドラ・ホーニング　文/バレリー・ゴルバ

チョフ　絵

昨夜のカレー、明日のパン 木皿 泉

ゆ

や



ゆうやけいろのかさ 岸川悦子／作 上野紀子／絵

ゆうやけカボちゃん 高山　栄子

夕焼けの翌日が天気になるのはなぜ？ 子供の科学編集部／編

有料老人ホームのすすめ 大久保貞義／著

幽霊教室のミステリー 日本児童文学者協会／編

幽霊によばれた校長先生
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 村井

香葉／絵

ゆうれいの足音 庄野英二／さく 梶鮎太／え

幽霊のいる教室 日本児童文学者協会／編

ゆうれいのおきゃくさま きつねのクリーニン

グや３
黒岩章人／画 三田村信行／作

幽霊散歩道（プロムナード） 赤川次郎／著

ゆうれいは答案どろぼう ドジっ子三人娘 南英男／作 植月かや／画

誘惑 川田　拓矢

ゆかいなくらげくんドロップだいすき 山脇恭／さく にしかわおさむ／え

ゆかいなくらげくんへんしんだいすき 山脇恭／さく にしかわおさむ／え

ゆかいなさんぽ 土方久功／さく・え

湯川秀樹 二反長半／著

歪んだ波紋 塩田武士

ゆきうさぎ 高柳克弘／作 狩野富貴子／絵

ゆきおんな 日本名作おはなし絵本 中脇初枝／文　　佐竹美保／絵

ゆきがたくさんつもったら ルク・デュポン/作　ひしきあきらこ/訳

ゆきがっせん のらっこの絵本 菊池日出夫／さく

雪が一つぶずつ降ってくるのはなぜ？ 子供の科学編集部／編

ゆきしろとばらあか 新井　恵美子/文　岡村　好文/絵

ゆきだるまのプレゼント いしいつとむ／さく

雪に撃つ 佐々木譲

雪の一生 片平孝／著

雪の階 奥泉光

雪の女王 いわさきちひろ／画 稲庭桂子／脚本

ゆ



ゆきの女王 平田昭吾／著

雪の中のスパイ Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝／訳

雪のなまえ 村山由佳

ゆきのひ 加古里子／さく・え

ゆきのひのだんまりうさぎ 安房直子/作　ひがしちから/絵

ゆきのひのゆうびんやさん こいでたん／ぶん こいでやすこ／え

行きはよいよい　様々の老後 斉藤鶴龍

雪まろげ 古手屋喜十為事覚え 宇江佐 真理

遊行の門 五木　寛之

弓削道鏡  上 黒岩重吾／著

弓削道鏡  下 黒岩重吾／著

ユージン・スミス 楽園へのあゆみ 土方正志／著

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 1
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 2
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 3
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 4
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 5
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 6
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 7
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 8
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 9
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 10
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 11
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 13
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 14
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 15
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 17
ぎょうせい／編

豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 18
ぎょうせい／編

ゆ



豊かな社会をつくる日本の産業 ぎょうせいの

社会科図鑑 20
ぎょうせい／編

ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座 井沢元彦

ユダヤ人 神と歴史のはざまで 上 マックス・Ｉ．ディモント／著 藤本和子／訳

ユダヤ人 神と歴史のはざまで 下 マックス・Ｉ．ディモント／著 藤本和子／訳

ユダヤ人大富豪の教え 本田健

ゆっくりしいや 百年の人生を語る 大西　良慶

ゆっくりのおはなし ひろかわさえこ

「ゆっくり力」でいい人生をおくる　モタさ

んの言葉
斉藤茂太

湯どうふ牡丹雪　　長兵衛天眼帳 山本一力

ユートピア 湊　かなえ

ゆとりの国イギリスと成金の国日本 マークス寿子／著

ユニークな美術館めぐり 朝日新聞社／編

ゆびあみはじめてレッスン 篠原くにこ

ゆびで編む  パート２ 篠原くにこ／著

ゆびで編む マフラー・ぼうし 篠原くにこ／著

指で見る
トーマス＝ベリイマン／写真・文 ビヤネール

多美子／訳

ゆびで結ぶ 齊藤陽子／作 浜田きよ子／文

ゆびのからくり 健康へのかぎ 鈴木賀津乃／著

湯布院・黒川・阿蘇・別府　大人の街歩き１

５

ＵＦＯと宇宙人のなぞ 桜井信夫／文 梶鮎太／絵

ＵＦＯミステリー 南山宏／作

ゆみ子とつばめのおはか 今西祐行／さく 遠藤てるよ／え

ユーミン・恋愛風景論 落合真司／著

ゆめうらない みねかわなおみ／作 狩野富貴子／絵

夢占い☆歌って踊ってオーディション うらな

いトリオ・キューピッズ
窪田僚／作 鈴木みや／画

夢を追え 野球にかけた人生 王貞治／著

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

夢を紡ぐ人々 マラソンランナーとその伴走者

たち
武田薫／著

ゆ



ゆめをにるなべ 茂市久美子／作 土田義晴／絵

夢で知る自分の心 夢の心理学 秋山さと子／著

夢どろぼうをおいかけろ いわままりこ／作 茨田茂平／絵

夢にむかって飛べ 宇宙飛行士エリソン＝オニ

ヅカ物語
毛利恒之／文 吉田純／絵

夢のあかし 赤瀬川隼／著

夢のまた夢  第１巻 津本陽／著

夢のまた夢  第２巻 津本陽／著

夢のまた夢  第３巻 津本陽／著

夢のまた夢  第４巻 津本陽／著

夢のまた夢  第５巻 津本陽／著

ゆめのゆき エリック・カール/作　あおきひさこ/訳

ゆめはま２０１０プラン  ５か年計画（素案） 横浜市企画局／編

ゆめはるか吉屋信子 秋灯机の上の幾山河 下 田辺聖子／著

ゆめはるか吉屋信子 秋灯机の上の幾山河 上 田辺聖子／著

夢美と愛美の消えたバースデー・プレゼン

ト？
唯川恵／作 樹原くり／画

夢美と愛美の謎がいっぱい？怪人Ｘを追え！ 唯川恵／作 樹原くり／画

夢見る帝国図書館 中島京子

ゆめみるトランク 北の町のかばん屋さんの話 安房直子／作 津尾美智子／絵

夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー／作 川平慈英／訳

夢を与える 綿矢　りさ

夢をかなえるゾウ 水野　敬也

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

愉楽にて 林真理子

愉楽の園 宮本輝／著

ユリ 清水基夫，平城好明／著

ゆりかごに聞く まさきとしか

ゆりかごは口の中　子育てをする魚たち 桜井　敦史

ユリゴコロ 沼田まほかる

ゆ



百合中毒 井上荒野

ユリのふしぎ 今井國勝／著

ゆるい生活 群　ようこ

ゆるやかな絆 大江健三郎／文 大江ゆかり／画

ユーレイは恋にいじわる 恋の悩み相談ペア 窪田僚／作 たしろ季霧／画

夜明けへの道 岡本文良／作 こさかしげる／画

夜明けのすべて 瀬尾まいこ

夜明けの街で 東野　圭吾

夜明けまで眠らない 大沢　在昌

よい子に育つこどものための百科　２ 鈴木勤

よい子に育つこどものための百科　３ 鈴木勤

ヨイ豊 梶　よう子

よーいどんで名探偵 杉山　亮／作　中川　大輔／絵

よい病院とはなにか 病むことと老いること

ドキュメント
関川夏央／著

よういどん わたなべしげお／ぶん おおともやすお／え

ようい　どん わたなべしげお/文　おおともやすお/絵

よういどん わたなべしげお／ぶん おおともやすお／え

熔果 黒川博行

妖怪、金角・銀角とのたたかい
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

妖怪・黄眉大王をたいじする
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

妖怪・三大王
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

妖怪博士 江戸川乱歩／著

楊　家将 北方　謙三

楊　家将 北方　謙三

八日目の蝉 角田光代

容疑者Ｘの献身 東野　圭吾

容疑者の夜行列車 多和田葉子

謡曲を読む 田代慶一郎／著

ゆ
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ようこそ、おまけの時間に 岡田淳／著

ようこそ 授賞式の夕べに 成風堂書店事件メモ 邂逅編 大崎 梢

幼児のためのよみきかせおはなし集　１ 西本鶏介

幼児のためのよみきかせおはなし集　２ 西本鶏介

幼児のためのよみきかせおはなし集　３ 西本鶏介

幼児のための　よみきかせおはなし集４ 西本鶏介

幼児のための　よみきかせおはなし集５ 西本鶏介

幼児のための　よみきかせおはなし集６ 西本鶏介/編・著

ようじのための　よみきかせおはなし集７ 西本鶏介

妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング／作 井辻朱美／訳

妖精が舞い下りる夜 小川洋子／著

ようちえんがまってるよ！ こわせたまみ/作　秋里信子/絵

ようちえんのなぞなぞ 重金碩之／著

腰痛の正しい知識 片岡治／著

葉姫流転 越中城端江戸端唄 筆内幸子／著

妖恋 日本民話抄 北原亞以子／著

養老孟司の旅する脳 養老　孟司

ようちゃんの夜 前川　梓

夜が明ける 西加奈子

予科練　１　決戦の大空へ 太宰飛斗志/画　（財）海原会/監修

予科練　２　雲染む勇姿 太宰飛斗志/画　（財）海原会

予科練　３　鳥たちの挽歌 太宰飛斗志/画　（財）海原会/監修

予科練　４　征きて還らじ 太宰飛斗志/画　（財）海原会

予科練　５　予科練の軌跡 太宰飛斗志/画　（財）海原会/監修

よく効く食事療法 病気・症状別 中村丁次／著

よくできた女 バーバラ・ピム

よくばりわんくん 久保雅勇／画 堀尾青史／脚本

欲望産業 高杉良

よ



よくみて　よくみて　にたものランドのク＊

リ＊ス＊マ＊ス

ジョーン・スタイナー作　まえざわ　あきえ

訳

よくわかる中国医学と漢方薬 池永優美子／著

よくわかる簿記 中川和久

よけいなひと言を好かれるセリフに変える言

いかえ図鑑
大野萌子

横浜・鎌倉　　上等なランチ レブン

横浜・歴史の街かど 横浜開港資料館/編

横浜1963 伊東　潤

横浜異人街事件帖 白石一郎／著

横浜駅ＳＦ 柞刈湯葉

横濱エトランゼ 大崎梢

横浜往来  ［総集編］

横浜　大人の街歩き ５

横浜カフェじかん。大切にしたい、やさしい

くつろぎ
成美堂出版編集部/編

横浜居留地と異文化交流 １９世紀後半の国際

都市を読む
横浜開港資料館／編 横浜居留地研究会／編

横浜港史  各論編 横浜港振興協会横浜港史刊行委員会／編

横浜港史  総論編 横浜港振興協会横浜港史刊行委員会／編

横浜港史  資料編 横浜港振興協会横浜港史刊行委員会／編

横浜港物語 みなとびとの記 横浜開港１５０周年記念委員会

横浜　交流と発展のまちガイド 南学

横浜散歩だいすき 市バス・地下鉄沿線イラス

トマップおすすめ４８エリア
横浜市交通局総務部総務課／監修

横浜市史  Ⅱ　第１巻（上） 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　第１巻（下） 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　第２巻（上） 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　第２巻（下） 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　１ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　２ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　３ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　４　上 横浜市総務局市史編集室／編

よ



横浜市史 京浜工業地帯と鉄鋼業 Ⅱ　資料編

４　下
横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　５ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　６ 横浜市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　７ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史  Ⅱ　資料編　８ 横浜市総務局市史編集室／編

横浜市史 Ⅱ　総目次・索引 横浜市総務局市史編集室

横浜市史　Ⅱ　第三巻（上） 横浜市総務局編集室

横浜市史　Ⅱ　第三巻（下） 横浜市総務局編集室

横浜市人口のあゆみ  2000 横浜市企画局政策部統計解析課／編

横浜市電が走った街今昔 ハマの路面電車定点

対比
鉄道 長谷川弘和／著

横浜市の学童疎開 それは子どもたちのたたか

いであった
横浜市の学童疎開五十周年を記念する会／編

横浜市立小学校体育研究会史  2 横浜市立小学校体育研究会／［編］

よこはま人物伝 歴史を彩った５０人 横浜開港資料館／編

横浜大戦争 蜂須賀敬明

横浜大戦争　明治編 蜂須賀敬明

横浜中華街（チャイナタウン）謎解き 平岡正明／著

横浜中華街物語 落地生根 読売新聞社横浜支局／著

横濱銅版畫 文明開化期の建築 神奈川県立博物館／編

横浜謎とき散歩 異国情緒あふれる歴史の街を

訪ねて
谷内英伸／著

横浜にあったフランスの郵便局 幕末・明治の

知られざる一断面
松本純一／著

横浜２時間ウォーキング 歩く、感じる、描

く。
藪野健／著 井上明久／著

横浜に震災記念館があった

横浜の近代 都市の形成と展開 横浜近代史研究会／編 横浜開港資料館／編

横浜の町名 横浜市市民局

横浜のヘボン先生 杉田幸子／文・絵

ヨコハマ波止場懐古 ある海事記者の手記 山田裕信／著 山田瑛子／編集

横浜富貴楼お倉 明治の政治を動かした女 鳥居民／著

横浜磯子　屏風ヶ浦に生きる 旧久良岐郡森・中原の歴史 市川雍雄/編　加藤和夫/編　紙谷則昭/

よ



横浜文学散歩 改稿 鈴木俊裕／著

横浜ものがたり アメリカ女性が見た大正期の

日本
セオダテ・ジョフリー／著 中西道子／訳

横浜山手 日本にあった外国 鳥居民／著

横浜有隣堂九男二女の物語 松信八十男／著

よこまち余話 木内　昇

横道世之介 吉田　修一

汚れた手をそこで拭かない 芦沢央

汚れちまった道 内田康夫

吉川英治全集  第３３巻

吉田茂の遺言 加瀬俊一／〔著〕

義経 宮尾登美子

吉永小百合街ものがたり 吉永小百合／著

吉原手引草 松井　今朝子

四畳半タイムマシンブルース 上田誠/原案　森見登美彦/著

ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか 那須正幹／作 はたこうしろう／絵

よーするに医学えほん　からだアイらんど

（おなか編）

きむら　ゆういち／作　川田　秀文／作　中

地　智／絵

よだかの星

よだかの星 宮沢賢治／作 工藤甲人／絵

よっちゃんのビー玉 児玉辰春／作 北島新平／絵

四つの嘘 大石　静

四つの聖痕 中村正軌／著

ヨットが呑まれた 朝日新聞社会部「いのちの海」取材班／著

夜鳴きめし屋 宇江佐　真理

世にも美しい数学入門 藤原正彦／小川洋子

世にも奇妙な君物語 朝井　リョウ

４人きょうだいのぼうけん スペイン きよしげのぶゆき／画 東川洋子／脚本

四人組がいた。 高村 薫

４年生の自由研究

よ



４年生の理科のひみつ  上 はちのやすひこ／漫画

４年生の理科のひみつ  下 はちのやすひこ／漫画

世の中にこんな旨いものがあったのか？ 秋元康／著

ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー・ナイドゥー/作　もりうち　すみ

こ/訳　橋本　礼奈/画

呼び出された殺戮者 井戸　正善

よぶこどり 浜田広介／作 伊勢英子／絵

夜回り先生 水谷修

夜回り先生の卒業証書 水谷修

よみがえった水仙 望月新三郎／作 井出文蔵／絵

よみがえったナウマンゾウ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

よみがえる黄金の宝 たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

甦る縄文の思想 梅原猛，中上健次／著

甦る布達 花岡瞳のパッチワークキルトＢａｇ

＆　ｐｏｕｃｈ
花岡瞳／著

よみがえれ、えりもの森 本木洋子/文　高田三郎/絵

蘇れ、ブッポウソウ 中村浩志

よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ／作 佐藤見果夢／訳

黄泉から来た女 内田康夫

読むことは生きること 柳田邦夫

読む力・聴く力 河合　隼雄／立花　隆／谷川　俊太郎

余命１年のスタリオン 石田 衣良

よめるよかけるよあいうえお ＮＨＫおかあさ

んといっしょぐ～チョコランタン
鈴木竹志／文 尾崎眞吾／絵

よもぎだんご わくわくにんげん さとうわきこ／さく

よもぎだんご わくわくにんげん さとうわきこ／さく

倚りかからず 茨木のり子／著

寄り道しなきゃわからないヨーロッパ 熊谷徹

寄りそ医 中村伸一

よりぬきいじわるばあさん　対訳　１ 長谷川　町子／著　ｼﾞｭｰﾙｽ･ﾔﾝｸﾞ／訳

ヨリンデとヨリンゲル 秋川　ゆみ/文　おば　まこと/絵

よ



夜をつけよう レイ・ブラッドベリ／文 レオ・ディロン／絵

よるくま　クリスマスのまえのよる 酒井駒子

夜くる鳥 岩瀬成子／文 味戸ケイコ／絵

夜と霧の盟約 デイヴィッド・マレル／著 山本光伸／訳

夜に忍びこむもの 渡辺淳一／著

夜の国のクーパー 伊坂幸太郎

夜の底は柔らかな幻（下) 恩田 睦

夜の底は柔らかな幻（上) 恩田 睦

よるのばけもの 住野　よる

夜のピクニック 恩田陸

夜のプールにでる幽霊 日本児童文学者協会／編

夜の闇の中へ コーネル・ウールリッチ／著 稲葉明雄／訳

夜の理科室でわらうガイコツ
日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 前嶋

昭人／絵

夜また夜の深い夜 桐野夏生

よろずのことに気をつけよ 川瀬　七緒

ﾖｰﾛｯﾊﾟの手あみ　’92秋冬　イギリスセーター

物語

よわむしおばけとサンタクロース わたなべめぐみ/作　原ゆたか/画

よわむしおばけのたんじょうび わたなべめぐみ/作　原ゆたか/画

４０代を後悔しない５０のリスト 一万人の失敗談からわかった人生の法則 大塚　寿

四だいの小さな機関車
ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・

ドールビー／絵

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

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

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

四ちょうめのようかいさわぎ 木暮正夫／作 渡辺有一／絵

読んでみませんか日本国憲法 労働者教育協会／編

四日間の奇跡 浅倉卓弥

四番目のトイレの呪い ねむれないほどこわい話5 日本児童文学者協会

四〇九号室の患者 綾辻行人／著

よ



ライアー 大沢在昌

ライアー 大沢 在晶

雷桜 宇江佐真理／著

ライオンの歌が聞こえる 平塚おんな探偵の事件簿2 東川　篤哉

ライオンのおやつ 小川糸

ライオンのおよめさん 平田昭吾

ライオンのくしゃみ 大石真／さく おぼまこと／え

ライオンの棲む街 東川 篤哉

ライオンのめがね 加東てい象／画 ビルドラック／作

ライオンのめがね 加東てい象／画 ビルドラック／作

ライオンボーイ ジスー・コーダー　枝広敦子/訳

らいおんみどりの日ようび 中川李枝子／著

ライギョのきゅうしょく 阿部夏丸／作 村上康成／絵

来春まで お鳥見女房 諸田 玲子

雷神 道尾秀介

ライチョウの四季 右高英臣／著

ライト兄弟 世界の伝記 熊谷聡／漫画

ライト兄弟 おきたかし／著

ライト兄弟 富塚清／著 金森達／画

ライトマイファイア 伊東潤

ライフ 小野寺史宜

ライ麦畑でつかまえて Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 野崎孝／訳

雷鳴 梁石日／著

ライラック通りのぼうし屋 安房直子／著 小松桂士朗／絵

ラインで生きる花あしらい 森春雄

ラヴィアンローズ 村山　由佳

楽園　上 宮部　みゆき

楽園　下 宮部　みゆき

ら



楽園の鳥 阿部智里

楽園のカンヴァス 原田マハ

楽園のしっぽ 村山由佳

落語への招待 江国滋／著

落語界のエース 舌三寸の名人芸に生きた円朝 興津要／著

落日 湊かなえ

落陽 朝井　まかて

ラクラクへそくり術２２２ このアイデアで上

手にためる
ラクする主婦の会／編

ラスト・ワルツ 柳　広司

ラストナイト 薬丸　岳

ラストフロンティア 楡　周平

ラスプーチンの庭 中山七里

拉致と決断 蓮池　薫

落花狼藉 朝井まかて

ラッキーマン マイケル・Ｊ・フォックス

ラニーニャ 伊藤比呂美／〔著〕

ラバー・ソウル 井上　夢人

ラブ・ミー・テンダー 小路幸也

ラブ＆ラブなぞのワンちゃんハッピー事件 藤木靖子／作 春海幸子／画

ラブ・ステップ 家田荘子／著

ラプラスの魔女 東野　圭吾

ラプンツェル
岸川　悦子/文　アンティエ・エ・グメルス/

絵

λラムダに歯がない 森　博嗣

ラモーナは豆台風
ベバリイ・クリアリー／作 ルイス・ダーリン

グ／画

乱気流　下 高杉良

乱気流　上 高杉良

らんたん 柚木麻子

ランチのアッコちゃん 柚木麻子

ら



「ランチの女王」直伝洋食レシピ 辻調理師専門学校／監修

ランドセルをしょったじぞうさん 古世古和子／さく 北島新平／え

リア王 シェイクスピア／著　安西　徹雄／訳

りえの雲の旅 武鹿悦子／作 牧野鈴子／絵

りえの砂の旅 武鹿悦子／作 牧野鈴子／絵

李王家の縁談 林真理子

リカ 五十嵐貴久／著

理科がよくわかるクイズの本  1

理科がよくわかるクイズの本  2

理科がよくわかるクイズの本  3

理科がよくわかるクイズの本  4

理科がよくわかるクイズの本  5

理科がよくわかるクイズの本  6

理科がよくわかるクイズの本  7

理科がよくわかるクイズの本  8

りかのこうさく  １ねん 松原巌樹／著

りかの工作  ２ねん 松原巌樹／著

理科の工作  ３年生・４年生 松原巌樹／著

理科の工作  ５年生・６年生 松原巌樹／著

理科の自由研究

リキシャ　ガール
ミタリ．パーキンス/作　ジェイミー．ホーガ

ン/絵 永瀬　比奈/訳

利休にたずねよ 山本　兼一

利休の茶杓 山本 兼一

利休の闇 加藤　廣

陸王 池井戸　潤

陸の交通とくらし 岡並木／著

離婚と法律 服部麻子／作 羽馬かおり／画

リサ　かぜをひく アン・グットマン/文　石津ちひろ/訳

ら

り



リサとガスパールのクリスマス
アン・グットマン／文　ゲオルグ・ハレンス

レーベン／絵

リサとガスパールのたいくつないちにち アン・グットマン/文　石津ちひろ/訳

リスク 神々への反逆 ピーター・バーンスタイン／著 青山護／訳

リストランテ　アモーレ 井上　荒野

りすのナトキンのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え いしいもも

こ／やく

リスの森ひっこし大作戦
リン・レイ・パーキンス／作・絵　斎藤倫子

／訳

リスボンおじさんひねくれガイド 見る聞く、

食べるポルトガル
片岡政義／著

リズム 森絵都／著

リーダーなき国は亡ぶ 徳山二郎／著

リターン 五十嵐 貴久

リーチ先生 原田　マハ

六花落々 西條　奈加

りっぱな犬になる方法 きたやまようこ／作

りっぱなつののしか にいざかかずお／画 八木田宣子／脚本

リトル・ピープルの時代 宇野常寛

リトルベアーの冒険Ⅰ小さなインディアンの リン＝リードバンクス/作　渡辺南都子/訳

利に惑うは愚かなリ 瀬戸内寂聴　紀野一義　水尾比呂志

リバース 湊　かなえ

リボルバー 原田マハ

リボン 小川  糸

リボンのかたちのふゆのせいざオリオン どき

どきしぜん
八板康麿／写真と文 杉浦範茂／絵と構成

リミット 野沢尚／著

理由 宮部みゆき／著

流 東山　彰良

龍を見た女 安西篤子／著

竜宮城と七夕さま 浅田次郎

竜宮で大あばれ
曽佑▼E0BD▲／作・絵 王敏，あずまたつお／

訳

流塵 北方謙三／著

り



流星の絆 東野　圭吾

竜の見た夢 羽太雄平／著

龍平とともに　薬害エイズとたたかう日々 川田　悦子

劉邦　下 宮城谷　昌光

劉邦　上 宮城谷　昌光

劉邦　中 宮城谷　昌光

龍馬を超えた男　小松帯刀 原口　泉

良寛 小俣万次郎／著

漁師 東京湾で魚をとる 木戸征治／写真 国松俊英／文

漁師さんの森づくり 森は海の恋人 畠山重篤／著 カナヨ・スギヤマ／絵

両親・親族・本人の短い結婚スピーチ 佐伯徹／著

両親をしつけよう！
ピート・ジョンソン/作　岡本　浜江/,訳　さ

さめや　ゆき/絵

良心をもたない人たち　２５人に１人という

恐怖
マーサ・スタウト　訳／木村　博江

寮生　一九七一年、函館。 今野　敏

両性具有の美 白洲正子／著

良知の人河井継之助 義に生き義に死なん 石原和昌／著

良平の横浜みなとスケッチ 柳原良平／著

竜馬海援隊夢と志 高野澄／著

竜馬伝  決死篇 つかこうへい／〔著〕

龍馬伝　１ 福田　靖/作　青木　邦子/ノベライズ

龍馬伝　2 福田　靖　作　青木　邦子　ノベライズ

料理通異聞 松井　今朝子

旅客機のパイロット 大和田健二／写真 菅能琇一／文

緑衣の鬼 江戸川乱歩／著

緑陰深きところ 遠田潤子

リラックマ生活　だらだらまいにちのススメ コンドウアキ

離陸 絲山 秋子

リルとネリーはふたごちゃん
ジョン・ウォーラス／えとぶん まつかわまゆ

み／やく

り



林　海峰 囲碁文庫　打碁鑑賞シリーズ　4 林　海峰

リンカーン 山主敏子／著

リンカーン 砂田弘／著 柳柊二／画

リングライズリングセット モニカ・ヒューズ／作 山田順子／訳

リンゴ くだもののひみつ 小池洋男／著

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ/作　いしい　つとむ/絵

りんごがたべたいねずみくん さかえよしを/作　上野紀子/絵

りんごがひとつ 間所ひさこ／作 田中恒子／絵

りんご畑の特別列車 柏葉幸子／作 ひらいたかこ／絵

臨死体験  上 立花隆／著

臨死体験  下 立花隆／著

林住期 五木　寛之

臨場 横山　秀夫

臨床の砦 夏川草介

隣地隣家とのトラブルをめぐる法律知識 こん

なときどうする
市野沢要治／著

凛とした「女性の基礎力」 坂東　眞理子

凛冽の宙（ｓｏｒａ） 幸田真音／著

る さいとうしのぶ

ルーアンの丘 遠藤周作／著

類 朝井まかて

るいるいとるいるいと １９４５・８・６広島

の川
竹田まゆみ／作 こさかしげる／絵

ルーシーせかいをまわる エド・キング／さく・え 牧すみ／やく

ルーシーの約束
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 山口圭三郎，山口昌

子／共訳

ルージュ 柳美里／著

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤

るっくあっぷ　さがしもの絵本 鳥居満智栄

ルドルフといくねこくるねこ ルドルフとイッ

パイアッテナ　３
斉藤洋／作 杉浦範茂／絵

ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤洋/作　杉浦範茂/絵

り

る



ルドルフともだちひとりだち 斉藤洋/作　杉浦範茂/絵

流人道中記　下 浅田次郎

流人道中記　上 浅田次郎

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

ルパンの消息 横山秀夫

ルビンの壺が割れた 宿野かほる

ルラルさんのだいくしごと いとうひろし

瑠璃を見たひと 伊集院静／著

瑠璃の海 小池真理子

ルール 堂場　瞬一

るるのおうち まついのりこ／画・脚本

流浪の大地 本城雅人

流浪の月 凪良ゆう

例解新国語辞典 林四郎／〔ほか〕編著

霊柩車の誕生 井上章一／著

冷血　下 高村薫

冷血　上 高村薫

霊山 高　行健  ｶﾞｵ･ｼﾝﾁﾞｪﾝ

令嬢テレジアと華麗なる愛人たち 藤本ひとみ

冷静と情熱のあいだ  Ｂｌｕ 辻仁成／著

冷蔵庫を抱きしめて 荻原　浩

レイチェル・カーソン 沈黙の春をこえて
キャスリン・カドリンスキー／作 上遠恵子／

訳

レイナが島にやってきた！ 長崎夏海／作　いちかわなつこ／絵

レオナルド＝ダ＝ヴィンチ鏡面文字の謎 髙津道昭／著

レオナルド・ダ・ビンチ 『モナ・リザ』で知

られる万能の人
世界の伝記 古城武司／漫画 柳川創造／シナリオ

レオナルドの扉 真保　裕一

歴史・小説・人生 浅田次郎

歴史謎物語 隠された真相を推理する 井沢元彦／著

れ

る



歴史に咲いた女たち 飛鳥の花奈良の花 石丸晶子／著

歴史のバルコニー ヨーロッパを彩ったロマン

ス
加瀬俊一／著

歴史不思議物語 日本史の闇を照射する 井沢元彦／著

レクイエム 篠田節子／著

レジスタンス 江上剛

レス・ザン・ゼロ
ブレット・イーストン・エリス／著 中江昌彦

／訳

レストランかもめ 南本樹／作

レストランかもめ 南本樹

Red 島本　理生

レッドネック 相場英雄

レッド・フォックス消ゆ アンソニー・ハイド／著 村上博基／訳

レディ・マドンナ 東京バンドワゴン 小路　幸也

レディ・ジョーカー  上巻 高村薫／著

レディ・ジョーカー  下巻 高村薫／著

レディ・ボス  上 ジャッキー・コリンズ／著 田辺亜木／訳

レディ・ボス  下 ジャッキー・コリンズ／著 田辺亜木／訳

レネット　金色の林檎 名木田　恵子

レフトハンド・ブラザーフッド 知念実希人

恋愛の基礎 キム・ミョンガン／著

れんげ荘 群　ようこ

レンゲ畑のまんなかで 富安陽子／著 降矢奈々／絵

連写 TOKAGE3 特殊遊撃捜査隊 今野 敏

廉恥 警視庁強行犯係・樋口 顕 今野 敏

蓮如 われ深き淵より 五木寛之／著

漏洩 笹本稜平

老後の資金がありません 垣谷　美雨

老残のたしなみ 日々是上機嫌 佐藤愛子／著

老人初心者の覚悟 阿川佐和子

れ

ろ



老人性痴呆の正しい知識 金子満雄／著

老人力  2 赤瀬川原平／著

老人力 赤瀬川原平／著

ろうそくをつぐ話 大木篤夫／著

朗読劇　私の頭の中の消しゴム 岡本貴也

朗読者 ベルンハルト・シュリンク／著 松永美穂／訳

老の才覚 曽野　綾子

老乱 久坂部　羊

ローカル線で行こう 真保裕一

ローカル線で温泉ひとりたび たかぎ　なおこ

録音とオーディオ 旺文社／編

６月３１日の同窓会 真梨　幸子

六月の雪 乃南アサ

六月の夜と昼のあわいに 恩田　陸

６０歳のラブレター 夫から妻へ、妻から夫へ 日本放送出版協会／編

６１時間だけのユーレイなんて？ ふーこと

ユーレイ
名木田恵子／作 かやまゆみ／画

ろくすけどないしたんや 灰谷健次郎／文 坪谷令子／絵

六星占術が教える十二支の読み方 あなたの宿

命は、これでわかる
愛蔵版 細木数子／著

ろくちゃんとはっくしょん 織茂恭子／さく

鹿鼎記　六　クレムリンの女帝 金庸

鹿鼎記　七　故郷再び 金庸

六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成

六にんの男たち
デイビッド・マッキー／さく なかむらこうぞ

う／訳

６年生の自由研究

６年生の理科のひみつ  上 中川よしあき／漫画

６年生の理科のひみつ  下 中川よしあき／漫画

64 横山　秀夫

ろくろっ首 鈴木みちを／著

ろ



ろけっとこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 光吉夏弥／訳

ロケットと人工衛星 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

ロココの時代 官能の十八世紀 飯塚信雄／著

ロシアについて 北方の原形 司馬遼太郎／著

路上のX 桐野夏生

ﾛｽｼﾞｪﾈの逆襲 池井戸潤

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤

ロスチャイルド王国 フレデリック・モートン／著 高原富保／訳

ロスト・シンボル　下 ダン・ブラウン

ロスト・シンボル　上 ダン・ブラウン

ロータスコンフィデンシャル 今野敏

ロビンソン漂流記 デフォー／作 小沢正／文

ロボットおに 浅沼とおる／作・絵

ロボット・カミイ ちびぞうのまき 古田足日／作 田畑精一／画

ロボット・カミイ げきあそびのまき 田畑精一／作 古田足日／画

ロボット・カミイ おみせやさんごっこのまき 古田足日／作 田畑精一／画

ロボット・カミイ ロボットのくにへかえるの

まき
古田足日／作 田畑精一／画

ロボット世紀のとびらが開いた 本間正樹／著 原田こういち／絵

ロボットのはなし 雀部晶／著

ロボットマンガは実現するか 米沢嘉博

ロボママ
エミリー・スミス／作　もりうち　すみこ／

絵

ローマから日本が見える 塩野七生

ローマ人の物語  7 塩野七生／著

ローマ人の物語  6 塩野七生／著

ローマの哲人　セネカの言葉 中野孝次

ローマの街角から 塩野七生／著

ローマ　ミラノ　フィレンツェ　ヴェネツィ

ア　ブルーガイド　わがまま歩き２９

ろ



ロマンシエ 原田　マハ

ローラ・インガルス・ワイルダー かがやく大

草原の日々

ウィリアム・アンダーソン／作 谷口由美子／

訳

ロリーの勇気
マーガレット・マーヒー／作 ジョン・ファー

マン／絵

「論語」の名言１１５選 孔子の人間の見方・

人生の考え方
堀秀彦／著

論語ものがたり 孔子／原作 黒須重彦／著

論戦 １９９４～１９９６ 桜井よしこ／著

輪舞曲 朝井まかて

ロンドン　ブルーガイド　わがまま歩き６

論理と哲学の世界 吉田夏彦／著

ロンリネス 桐野夏生

ワイルドサイドをほっつき歩け　ハマータウ

ンのおっさんたち
ブレイディみかこ

ワイン上手になろう 田中清高，奥山久美子／著

和柄がお洒落　手づくり服と小物 内藤朗

若い木霊 宮沢賢治／文 荻野宏幸／絵

若おかみは小学生！ＰＡＲＴ4 令丈ヒロ子

若おかみは小学生！　Ｐａｒｔ２ 令丈ヒロ子

若おかみは小学生！　PART５　花の湯温泉ス

トーリー
令丈　ヒロ子/作　亜沙美/絵

若おかみは小学生！　PART６　花の湯温泉ス

トーリー
令丈　ヒロ子

若おかみは小学生！　part7
講談社青い鳥文庫 171-13　花の湯温泉ストー

リー
令丈　ヒロ子／作、亜沙美／絵

若おかみは小学生！　part8
講談社青い鳥文庫　171-14　花の湯温泉ス

トーリー
令丈　ヒロ子／作、亜沙美／絵

若おかみは小学生　PART９ 令丈　ヒロ子/作　亜沙美/絵

わがガウディ 劇的なる空間 栗田勇／著

和歌・歌人物語 窪田敏夫／著

若草物語 オルコット/作　宮脇紀雄/文

若草物語 ルイザ・メイ・オルコット／作 白木茂／訳

若草ものがたり 名作ｱﾆﾒ絵本シリーズ 平田　昭吾

若草物語　プラムフィールドの青春 オルコット/作　谷口由美子/訳

わが子をまっすぐ育てる知恵 手おくれになる

前に読むしつけ教育
高橋靖／著

ろ

わ



わが子がかわいく思えない 金沢佳子／著

わが心のジェニファー 浅田　次郎

我が心の底の光 貫井　徳郎

わが子昭和新山 昭和新山の誕生を記録した三

松正夫
桜井信夫／作 高田三郎／絵

わが子に伝える「絶対語感」　頭の良い子に

育てる日本語の話し方
外山滋比古

若様とロマン 畠中　恵

わが社への答辞 浅川純／著

若大将のゆうゆう散歩 東京下町編 加山 雄三 監修

わかったさんのアイスクリーム 寺村輝夫/作　永井郁子/絵

わかったさんのアップルパイ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのクッキー 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのクレープ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのシュークリーム 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのショートケーキ 寺村輝夫／作 永井郁子／画

わかったさんのドーナツ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのドーナツ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのプリン 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのホットケーキ 寺村輝夫／作 永井郁子／画

わかったさんのマドレーヌ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わが殿　下 畠中恵

わが殿　上 畠中恵

若ノ花お兄ちゃんの秘密 若ノ花番記者グループ／著

我輩は猫である　（上） 夏目漱石

わがまち五十五（いそご）選スケッチ画集 磯子まつり実行委員会出版部会／編

わがまち五十五（いそご）選スケッチ画集 磯子まつり実行委員会出版部会／編

わがまま歩き グアム

わがままなながれぼし 間瀬なおかた／作・絵

わかもとの知恵 覚えておくと一生役に立つ 筒井康隆／著 きたやまようこ／画

わ



我が家のヒミツ 奥田　英朗

我が家の問題 奥田　英朗

わが家を守る！防犯・防災徹底ガイド ＮＨＫ出版編

わからなくなった世界情勢の読み方 池上　彰／著

わかりやすい天気図の話 日本気象協会／編

わかれ 瀬戸内　寂聴

別れぬ理由 渡辺淳一／著

わかれのあくしゅは紙テープ 高橋昌義／著 井上正治／画

別れの季節　お鳥見女房 諸田玲子

脇坂副署長の長い一日 真保　裕一

和橋 楡　周平

惑星をみよう 藤井旭／著

惑星の探検 藤井旭／著

わくわくゴロリのペットボトルでつくろう ヒダオサム/石崎友紀

わけあって絶滅しました 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山貴史／著　今泉忠明／監修

和紙を楽しむちぎり絵 基礎・ポイント解説つ

き全点下絵つき
礒野清美／〔著〕

鷲の驕り 長篇国際謀略サスペンス 服部真澄／著

ワシントン 室谷幸吉／著

忘れ得ぬ俳句 野見山朱鳥／著

わすれた王さまうみのなか 寺村輝夫／作 和歌山静子／画

わすれないで 第五福竜丸ものがたり 赤坂三好／文・絵

忘れないよ　リトル・ジョッシュ
マイケル．モーパーゴ　作/渋谷　弘子　訳/

牧野　鈴子　絵

勿忘草の咲く町で 安曇野診療記 夏川草介

忘れ物が届きます 大崎 梢

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ

忘れられた島へ 長崎源之助／著 赤坂三好／絵

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ

わすれんぼうのサンタさん 堀尾青史／脚本　徳田徳志芸／画

わ



綿菓子 江国香織／作

私が殺した少女 原▼B8E3▲〔リョウ〕／著

私がマイクロソフトで学んだこと ジュリー・ビック／著 三浦明美／訳

私、こういうものです 岡崎弘明／〔著〕

私自身のための俳句入門 高橋睦郎／著

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

私のアルコール依存症の記 ある医師の告白 西郊文夫／著

私のアンネ＝フランク 松谷みよ子／著 司修／絵

私のおもてなしレシピ 栗原はるみ／著

私の韓国陶磁遍歴 宗左近／著

私の好きなバッグとポーチ 宮崎順子のパッチ

ワーク
宮崎順子／著

私の好きな美術館 ２９人のゆたかな個性が語

る　ＮＨＫ日曜美術館から
日本放送出版協会／編

私の西欧美術ガイド 宗左近／著

私の東京物語 蘇る日々－わが家のアルバムか

ら
朝吹登水子／著

私の巴里物語 一九五〇～一九八九年 朝吹登水子／著

私のピーターパン 岡愛子／著

私の文章修業 週刊朝日／編

わたくし、ぼけ老人代表です 明るいぼけ老人

介護のススメ
敷島妙子／著

私は、詩人 一字で始まる面白物語 淀川長治／著

私は別人  上巻
シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行，紀泰隆

／訳

私は別人  下巻
シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行，紀泰隆

／訳

わたし 谷川俊太郎/文　長新太/絵

わたし 谷川俊太郎／ぶん 長新太／え

私（わたし）の男 桜庭　一樹

わたしアイドルになりたい ときめきクラブ くらしき里央／著 聖原玲音／画

わたしがこぶただったころ 梅田俊作・佳子／作・絵

わたしが好きな和の生活 きくちいま

わたしから、ありがとう 中嶋　啓江／原案　河原まり子／作・絵

わ



私だけの「ビーズジュエリー」すぐできる１

００
渡辺起知夫

わたしたちの太陽系 アイザック・アシモフ／著 小原隆博／訳

わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ／編 山内清子／訳

わたしたちのトビアス大きくなる ボー・スベドベリ／編 ビヤネール多美子／訳

私たちはいま、イラクにいます シャーロット・アルデブロン/文　森住卓

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本理生

わたしといろんなねこ おくはらゆめ

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ／著

私に似た人 貫井徳郎

わたしのいちばん あのこの１ばん アリソン・ウォルチ

私の命はあなたの命より軽い 近藤　史恵

わたしのいもうと 松谷　みよ子／文　味戸　ケイコ／絵

わたしの宇野千代 瀬戸内寂聴

私（わたし）のエレガントこもの かぎ針編み 広瀬光治／〔著〕

私の家庭教育再生論　鍵は「お母さんの知

恵」にある
渡部昇一

わたしの神様 小島　慶子

わたしの献立日記 沢村貞子／著

私の消滅 中村　文則

私の人生ア・ラ・カルト 岸恵子

わたしの　すきなもの フランソワーズ/作　なかがわちひろ/訳

私（わたし）の好きな悪い癖 吉村昭／著

私のスポットライト 林　真理子

わたしのだいじなかぞく
キャスリーン・アンホールト／作 ローレン

ス・アンホールト／作

私の大好きな野菜料理　２ 栗原　はるみ

私（わたし）の田中角栄日記 佐藤昭子／著

わたしのたんぽぽ ふりやかよこ／さく・え

私の手づくりガーデニング

私の手作りたれ＆ソース 栗原　はるみ

わ



わたしの読書遍歴 桑原武夫／著

わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキサック　文/藤原　宏之　訳

/ジュリー・ピンクニー　絵

わたしのひかり バング、モリー

わたしの別居人生 幸せをありがとう 豊原ミツ子／著

わたしのぼうし さのようこ／作・絵

私の遺言 佐藤愛子

わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ

わたしのワンピース にしまき　かやこ/絵

私はあなたの記憶のなかに 角田光代

ワタシは最高にツイている 小林　聡美

私一人 大竹　しのぶ

わたしひとりのからだとこころ 性の心理学 木谷麦子／著

わたし、耳がきこえないの
トーマス＝ベリイマン／写真・文 石井登志子

／訳

わたし　ようちえんに　いくの ローレンス・アンホールト/文角野栄子訳

わたしはおしゃれなぼうしやさん 山下夕美子／作 北田卓史／絵

わたしを離さないで カズオ・イシグロ　土屋政雄／訳

海神の島 池上永一

渡辺崋山 優しい旅びと 芳賀徹／著

輪違屋糸里　下 浅田次郎

輪違屋糸里　上 浅田次郎

わっこおばちゃんのしりとりあそび さとうわきこ／さく

わっしょいおじぞうさん 鶴見正夫／ぶん 田代三善／え

ワニくんのおおきなあし みやざきひろかず／さく・え

ワニくんのなが～いよる みやざきひろかず／さく・え

わにのスワニー　① 中川ひろたか/作　あべ弘士/絵

わにのスワニー　② 中川ひろたか/作　あべ弘士/絵

ワニぼうの　こいのぼり 内田麟太郎/文　高畠純/絵

笑いの力 河合隼雄　養老孟司　筒井康隆

わ



嗤う淑女 中山　七里

嗤う淑女 二人 中山七里

嗤う名医 久坂部 羊

わらしべちょうじゃ 平田昭吾／著

わらってるないてる 多田ヒロシ／画・脚本

わりなき恋 岸 惠子

割りばしであそぶ 木村研／作 岸本眞弓／絵

わりばしのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著

「悪い子」なんていないのに 平井信義

ワルガキ、生き霊を追って走る！ 地獄堂霊界

通信
香月日輪／作 前嶋昭人／絵

ワルガキと、うわさの幽霊通り 地獄堂霊界通

信
香月日輪／作 前嶋昭人／絵

ワルガキ、幽霊にびびる！ 地獄堂霊界通信 香月日輪／作 前嶋昭人／絵

ワールズ・エンド（世界の果て） ポール・セロー／著 村上春樹／訳

ワルのぽけっと 灰谷健次郎／作 長谷川集平／え

わるもん 須賀ケイ

われ本日ゴルフに開眼す 高橋三千綱／著

我らが少女Ａ 髙村薫

我らがパラダイス 林真理子

我々は、みな孤独である 貴志祐介

ワレンバーグ ナチスの大虐殺から１０万人の

ユダヤ人を救った、スウェーデンの外交官

Ｍ．ニコルソン，Ｄ．ウィナー／著 日暮雅通

／訳

ワン・モア 桜木　紫乃

ワン・オブ・ゼム 徳永英明／著

ワンダフル・ワールド 村山　由佳

ワンナイト 大島 真寿美

わんぱく機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガンバー・エ

ドワーズ，ピーター・エドワーズ／絵

わんぱくだんのまほうのじゅうたん ゆきのゆみこ

わんぱく天国・ネムリコの話 ほか２編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

わんわん探偵団 杉山亮　作/廣川沙映子　絵

わ



わんわん探偵団おかわり 杉山亮　作/廣川沙映子　絵

わんわんちゃん 久保雅勇／画 堀尾青史／作

ん んんんんん 五味太郎／作

わ


