
資料名 シリーズ名 著者名

AX　アックス 伊坂幸太郎

ああ言えばこう嫁×行く　往復エッセイ 阿川佐和子　檀ふみ［共］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

ああ面白かったと言って死にたい　佐藤愛子の箴言集 佐藤愛子著

ああカモカのおっちゃん ベスト・オブ・女の長風呂 ３ 田辺聖子∥著

ああ、たいくつだ！ 児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー∥さく 松川真弓∥やく

ああ満鉄 宇佐美喬爾∥著

ああ息子 西原理恵子，母さんｽﾞ［共］著

逢い逢いて 安西篤子∥著

藍色回廊殺人事件 内田康夫∥著

あいうえおうた 福音館の幼児絵本 谷川俊太郎∥ぶん 降矢なな∥え

あいうえおおきなだいふくだ ランドセルブックス たるいしまこ作

あいうえおさま 和歌山静子

あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川俊太郎∥文 白根美代子∥絵

あいうえおのうた 子どものための詩の本 中川ひろたか詩

あいうえおはよう にしまきかやこ∥作・絵

あい　永遠に在り 高田郁著

愛をゆく舟 笹倉明∥著

アイガモ家族 カモが育てるゆかいな米づくり
ポプラ社いきいきノンフィクション １

９
佐藤一美∥著

愛犬王平岩米吉伝 片野ゆか著

愛犬の悩み解決ＢＯＯＫ　気持ちがわかるからしっかり伝わる！ 中西典子著

愛犬物語 安岡章太郎∥著

合言葉は手ぶくろの片っぽ 岩波少年文庫 ２１３７ 乙骨淑子∥作 浅野竹二∥画

合言葉はフリンドル！ 世界の子どもライブラリー アンドリュー＝クレメンツ∥作 田中奈津子∥訳 笹森識∥絵

アイコのじゅもん かいぞくポケット １８ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

挨拶 竹西寛子∥著

挨拶絵本 GOMI　TARO　WORKSHOP 五味太郎著

あいさつの本 川崎洋∥作 杉浦範茂∥絵

挨拶はたいへんだ 丸谷才一∥著

愛されすぎたぬいぐるみたち マーク・ニクソン

哀斬の剣 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

愛死 上 瀬戸内寂聴∥著

愛死 下 瀬戸内寂聴∥著

あ



あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん ３ 北沢杏子∥著 津田櫓冬∥画

愛日 高井有一∥著

愛情漂流 辻仁成

愛書家の死 ハヤカワ・ミステリ文庫 ジョン・ダニング著

愛新覚羅家の遺産 典厩五郎∥著

アイズ 鈴木光司著

アイスクリームがふってきた くまたくんのえほん ３ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

アイスクリーム　かんながかんなをつくったはなし 岩波の子どもの本 ３４ マルシャーク∥文 レーベデフ∥絵 うちだりさこ∥訳

アイスクリームでかんぱい いとうひろし∥さく

アイスクリームの絵本 つくってあそぼう　６ 宮地寛人編

アイスクリン強し 畠中恵著

会津・磐梯ゆとりの旅　熟年 ブルーガイド てくてく歩き

愛すること生きること 三浦綾子∥著

愛憎のメス 徳間文庫 外科医・津山慶子 門田泰明∥著

愛憎　吉原裏同心　（十五） 吉原裏同心　十五 佐伯泰英

藍染のえほん つくってあそぼう［２６］ 山崎和樹［編］　城芽ハヤト絵

あいたくて 小さい詩集 工藤直子∥著 佐野洋子∥画

相田みつを作品集 １ にんげんだもの 相田みつを∥著

愛知県の民話 花まつりのてんぐ 県別ふるさとの民話 １　愛知県 日本児童文学者協会∥編

あいつのすず トガリ山のぼうけん ６ いわむらかずお∥文・絵

会津の友の墓標 十津川警部シリーズ 西村京太郎

あいつもともだち 内田麟太郎作　降矢なな絵

アイデアいっぱい簡単・便利な介護服 レディブティックシリーズ １３５６ 栗田佐穂子∥著

ＩＴ革命 新世紀への挑戦 竹中平蔵∥編 船橋洋一∥編

相手に「伝わる」話し方　ぼくはこんなことを考えながら話してき

た
講談社現代新書 池上彰著

愛と永遠の青い空 Ｔｈｅｙ　ｒｅｓｔ　ｉｎ　ｐｅａｃｅ 辻仁成∥著

愛と悲しみの１２歳 文研じゅべにーる Ｅ・ダイヤーク∥作 久米穣∥訳 中村悦子∥絵

愛と幻影の谷川特急 十津川警部捜査行 西村京太郎

愛なき世界 三浦しをん

愛なんて嘘 白石一文著

愛について 岩波少年少女の本 ２２ ワジム・フロロフ∥作 木村浩∥訳 新田道雄∥訳

愛に似たもの 唯川恵著

愛に乱暴 吉田修一著

アイヌネノアンアイヌ たくさんのふしぎ傑作集 萱野茂∥文 飯島俊一∥絵

あ



アイヌの碑 萱野茂∥著

アイヌ民族 本多勝一∥著

アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎著

藍の糸 着物始末暦　(二） 中島要

愛の危険地帯 カッパ・ノベルス 山村美紗∥著

愛のごとく　下 新潮文庫 渡辺淳一著

愛のごとく　上 新潮文庫 渡辺淳一著

愛の旅だち フランバーズ屋敷の人びと　１ 岩波少年文庫 ３１１６ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

愛の伝説・釧路湿原 カッパ・ノベルス 西村京太郎∥著

愛の伝説･釧路湿原 光文社文庫 西村京太郎著

愛の顛末　純愛とスキャンダルの文学史 梯久美子著

愛のひだりがわ 筒井康隆∥著

愛の炎 上 見延典子∥著

愛の炎 下 見延典子∥著

愛の摩周湖殺人事件 ノン・ノベル 山村美紗∥著

愛の妖精 中公文庫 ジョルジュ・サンド著　篠沢秀夫訳

愛の妖精 プチット・ファデット 岩波文庫 ジョルジュ・サンド∥作 宮崎嶺雄∥訳

愛の領分 藤田宜永∥著

愛の流刑地　下 渡辺淳一著

愛の流刑地　上 渡辺淳一著

ⅰPS細胞ができた！　ひろがる人類の夢 山中伸弥，畑中正一 〔共〕 著

愛ふたたび 渡辺淳一著

愛ふたたび フランバーズ屋敷の人びと　４ 上 岩波少年文庫 ３１１９ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

愛ふたたび フランバーズ屋敷の人びと　５ 下 岩波少年文庫 ３１２０ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

相棒に手を出すな 逢坂剛著

愛、まさにその名のもとに 落合恵子∥著

アイム　ソーリー、ママ 桐野夏生著

相も変わらず　きりきり舞い 諸田玲子著

愛より優しい旅の空 鉄道旅ミステリ２ 柴田よしき著

アイラのおとまり バーナード・ウエーバー∥作・絵 まえざわあきえ∥訳

アイルランド･ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー著　栩木伸明訳

アインシュタイン 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 山崎正勝∥訳

アインシュタインの就職願書 木原武一∥著

アインシュタインの部屋 天才たちの奇妙な楽園 上 エド・レジス∥著 大貫昌子∥訳

あ



アインシュタインの部屋 天才たちの奇妙な楽園 下 エド・レジス∥著 大貫昌子∥訳

Ave Maria アヴェマリア KODANSHA NOVELS 篠田真由美著

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子著

アウト 桐野夏生∥著

アウト　オブ　チャンバラ 講談社文庫 戸梶圭太

アウトサイダーズ Ｓ．Ｅ．ヒントン∥著 唐沢則幸∥訳

あ・うん 新潮文庫 向田邦子∥著

青嵐 諸田玲子著

青いあいつがやってきた！？ 松井ラフ

青い雨傘 丸谷才一∥著

青い馬の少年
ビル・マーティン　Ｊｒ．∥文 ジョン・アーシャンボルト∥文 テッ

ド・ランド∥絵 かねはらみずひと∥訳

青い海の宇宙港　秋冬篇 川端裕人著

青い海の宇宙港　春夏篇 川端裕人著

葵を咲かせた女たち 歴史よもやま話 永井路子∥著

青いかいじゅうと赤いかいじゅう あいとへいわのえほん デイビッド・マッキー∥作 きたざわきょうこ∥文

蒼い記憶 高橋克彦∥著

青い機関車エドワード 汽車のえほん　９
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

青い国から来た殺人者 KAPPA NOVELS SPECIAL 西村京太郎著

青い湖水に黄色い筏 マイケル・ドリス∥著 村松潔∥訳

青い自転車 １ 青い自転車 １９３９－１９４２ レジーヌ・デフォルジュ∥著 青木真紀子∥訳

青い自転車 ３ 悪魔は二度笑う １９４４－１９４５ レジーヌ・デフォルジュ∥著 青木真紀子∥訳

青い自転車 ２ アンリ・マルタン通り１０１番地 １９４２－１９４

４
レジーヌ・デフォルジュ∥著 青木真紀子∥訳

青い自転車 ５ 絹の街 １９４７－１９４９ レジーヌ・デフォルジュ∥著 青木真紀子∥訳

青い自転車 ４ 闇のタンゴ １９４５－１９４７ レジーヌ・デフォルジュ∥著 青木真紀子∥訳

青い城
Ｎｅｗ　Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙ　ｂｏｏ

ｋｓ ４
Ｌ．Ｍ．モンゴメリ∥作 谷口由美子∥訳

青い閃光 ドキュメント東海臨界事故 読売新聞社編集局∥著

蒼い月 死神と朝食を 渡辺容子

青い壷の謎 新潮文庫 アガサ・クリスティ∥〔著〕 中村妙子∥訳

青い図書カード ジェリー・スピネッリ∥作 菊島伊久栄∥訳

青い鳥 岩波少年文庫 ２００２ モーリス・メーテルリンク∥作 若月紫蘭∥訳

青い鳥 重松清著

葵の月 梶よう子著

青い蓮 タンタンの冒険旅行 １４ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

青いバラ 最相葉月∥著

あ



青い服の女 新・御宿かわせみ 平岩弓枝

あおいめ　くろいめ　ちゃいろのめ かこさとしおはなしのほん １ かこさとし∥絵と文

あおい目のこねこ 世界傑作童話シリーズ エゴン・マチーセン∥さく・え せたていじ∥・やく

青い目のネコと魔女をおえ 文研じゅべにーる Ｍ＝ディヤング∥作 黒沢浩∥訳 木村良雄∥絵

青い目のペサラク
ジャヴァード・モジャービー∥さく ファルシード・メスガーリ∥え

さくらだまさこ∥やく いのくまようこ∥やく

蒼い猟犬　１３００万人の人質 堂場舜一著

あおおじさんのあたらしいボート
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

アオカビが人類をすくった やさしい科学 フランシーン・ジェーコブズ∥著 佐久間康夫∥訳

蒼き狼 改版 新潮文庫 井上靖∥著

蒼き山嶺 馳青周

蒼き山嶺 馳星周

青くて痛くて脆い 住野よる

あおくんときいろちゃん 国際版絵本 レオ・レオーニ∥作 藤田圭雄∥訳

あおくんときいろちゃん 国際版絵本 レオ・レオーニ∥作 藤田圭雄∥訳

蒼ざめた馬
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－４

７
アガサ・クリスティー∥著 橋本福夫∥訳

青空の方法 宮沢章夫∥著

青田波新・酔いどれ小藤次　十九 新酔いどれ小藤次 佐伯　泰英

青紬の女 仕舞屋侍 辻堂魁

青荷温泉殺人事件 JOY　NOVELS 吉村達也著

青に候 志水辰夫著

青の懺悔 堂場瞬一著

青の時代 伊集院大介の薔薇 栗本薫∥著

青の炎 貴志祐介∥著

あおば鰹 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

アオバズクの森 カラー自然シリーズ ５ 七尾純∥構成・文 菅原光二∥写真

青べか物語 新潮文庫 山本周五郎∥著

あおむしけむし 大型絵本 かがくとなかよし
ヴィヴィアン・フレンチ∥文 シャーロット・ヴォウク∥絵 歌崎秀史∥

訳

青森県の民話 ねぶた祭りのおこりほか 県別ふるさとの民話 ３９　青森県 日本児童文学者協会∥編

青森ねぶた殺人事件 西村　京太郎

青森わが愛 西村京太郎著

青柳瑞穂の生涯 真贋のあわいに 青柳いづみこ∥著

青山娼館 小池真理子著

赤い雨 新吉原裏同心抄（二） 佐伯泰英

あかいありとくろいあり かこさとしおはなしのほん ５ かこさとし∥絵と文

あ



赤い馬 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

緋い鱗 顔のない刑事・緊急指令 ノン・ノベル 太田蘭三∥著

赤い崖の女　横浜開港絵巻 山崎洋子著

赤い影法師 新潮文庫 柴田錬三郎著

あかいかさ ロバート・ブライト∥〔さく〕 しみずまさこ∥やく

赤いカブトムシ 童話の花たば 那須正幹∥さく かみやしん∥え

緋（あか）い記憶 高橋克彦∥著

赤い機関車ジェームス 汽車のえほん　３
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

赤い脣（くち）　黒い髪 河野多惠子∥著

赤い靴伝説 横浜物語 阿木燿子∥著

赤い雲伝説殺人事件 JOYNOVELS 内田康夫著

赤い雲伝説殺人事件 内田康夫

あかいくるまのついたはこ
モウド・ピーターシャム∥作 ミスカ・ピーターシャム∥作 わたなべ

しげお∥やく

赤い小馬 偕成社文庫 ３０５２ ジョン・スタインベック∥〔著〕 西川正身∥訳

赤い珊瑚玉　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

赤いシカの伝説 さねとうあきら児童文学の仕事 １ さねとうあきら∥著 関屋敏隆∥画

赤い十字章 画家ベラスケスとその弟子パレハ エリザベス・ボートン・デ・トレビノ∥作 定松正∥訳

あかいじゅうたん レックス・パーキン∥ぶんとえ みむらみちこ∥やく

赤い砂 伊岡瞬

赤いソテツの実 沖縄の絵本 創作絵本 ２５ 儀間比呂志∥作・絵

あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 ７ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

紅い鷹 矢月秀作

赤い楯 ロスチャイルドの謎 上 広瀬隆∥著

赤い楯 ロスチャイルドの謎 下 広瀬隆∥著

朱い旅 阿刀田高∥著

赤い月 上 なかにし礼∥著

赤い月 下 なかにし礼∥著

紅い月 髪ゆい猫字屋繁盛記 今井絵美子

赤い橋の下のぬるい水 辺見庸∥著

あかいはっぱきいろいはっぱ 福音館のかがくのほん ロイス・エイラト∥さく 阿部日奈子∥やく

あかいはながさいたよ あかね幼年どうわ ４２ あまんきみこ∥作 上野紀子∥絵

あかい　ふうせん イエラ・マリ∥さく

朱い文箱から 岡部伊都子∥著

赤いポピーは忘れない 横浜・もう一つの外人墓地 遠藤雅子∥著

あ



赤い実たちのラブソング 名木田恵子著

赤い目のドラゴン 大型絵本
アストリッド・リンドグレーン∥文 イロン・ヴィークランド∥絵 ヤ

ンソン由実子∥訳

赤い森 折原一著

赤い闇 女医者おげん謎解き控 川田弥一郎∥著

赤いろうそくと人魚 少年少女日本文学館　１４ 小川未明　坪田譲治　浜田広介

赤いろうそくと人魚・牛女 小川未明童話集 偕成社文庫 ２０１８ 小川未明∥著

赤牛モウサー 沖縄の絵本 絵本の泉 １ 儀間比呂志∥作・絵

赤絵そうめん　とびきり屋見立て帖 山本兼一著

赤絵の桜　損料屋喜八郎始末控え 文春文庫 山本一力著

赤銅の峰 暴れ旗本八代目 井川香四郎

赤神と黒神 むかしむかし絵本 ２８ まつたにみよこ∥ぶん まるきいり∥え

赤朽葉家の伝説 桜庭一樹著

あかくん　でんしゃと　はしる ふしぎなたねシリーズ あんどうとしひこ作

赤毛のアン 改版 新潮文庫 モンゴメリ∥〔著〕 村岡花子∥訳

赤毛のアンクリスマス・ブック Ｃ．Ｓ．コリンズ∥著 Ｃ．Ｗ．エリクソン∥著 奥田実紀∥訳

赤毛のアンナ 真保裕一著

赤毛のアンのお料理ノート Ｌ．Ｍ．モンゴメリ作　村岡花子訳『赤

毛のアン』をもとにして
文化出版局∥編 本間三千代∥お料理 本間トシ子∥お料理

赤毛のアンのカントリーノート 求龍堂グラフィックス 和田悟∥写真 塩野米松∥構成・文

赤毛のアンの手作りノート 文化出版局∥編 松浦香苗∥作品

赤毛のゾラ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ クルト・ヘルト∥作 渡辺芳子∥訳

赤坂の達磨 公家武者松平信平　１３ 佐々木裕一

アガサ・クリスティデザインへの誘い 安永一典∥著

朱鞘の大刀 見倒屋鬼助　事件控　１ 喜安幸夫

証し 幻冬舎文庫 矢口敦子

あか　しろ　あおいち かこさとし・からだの本 ４ かこさとし∥〔作〕

赤ずきん 岩波の子どもの本 ２７
グリム兄弟∥〔原作〕 グリム兄弟∥〔原作〕 バーナディット・ワッ

ツ∥絵 生野幸吉∥訳

赤ずきん　グリムの昔話 フェリクス・ホフマン画　大塚勇三訳

赤頭巾ちゃんの回り道 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著

赤瀬川原平の名画読本 鑑賞のポイントはどこか カッパ・ブックス 赤瀬川原平∥著

あかちゃん バーニンガムのちいさいえほん ８ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

赤ちゃん、いりませんか？ ジュディ・ブルーム∥作 長田敏子∥訳

赤ちゃんへ贈りもの 手づくりのベビーウェアと小もの４５点 婦人之友社編集部∥編

あかちゃんがいっぱい 児童図書館・絵本の部屋 テッサ・ダール∥ぶん シヴォーン・ドッズ∥え 松川真弓∥やく

あかちゃんが生まれました 新版 子ども図書館 長崎源之助∥作 末崎茂樹∥画

あ



あかちゃんがきた たんぽぽえほん ２ しみずみちを∥ぶん ながのひでこ∥え

赤ちゃんがきた！ グードルン・メプス∥作 ズザンネ・ベルナー∥絵 斎藤尚子∥訳

赤ちゃんが来た 石坂啓∥著

あかちゃんがやってきた 「こどものとも絵本」 角野栄子作　はたこうしろう絵

赤ちゃん教育 野崎歓著

あかちゃんでておいで
フラン・マヌシュキン∥さく ロナルド・ヒムラー∥え まつながふみ

こ∥やく

あかちゃんてね 星川ひろ子，星川治雄 ［共］ 著

赤ちゃんのいる暮らし 毛利子来∥著

あかちゃんの絵本箱 はじめて出会う絵本ガイド こどもと本－おかやま－「あかちゃんの絵本箱」編集委員会∥著

赤ちゃんの育て方 月齢別 改訂新版 赤ちゃん全書テルミー ２

赤ちゃんのためのしあわせ小物　はじめての手作りも手縫いでかん

たん

赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ∥ぶん・え 坪井郁美∥やく

赤ちゃんの病気と応急手当 症状別 改訂新版 赤ちゃん全書テルミー ３

あかちゃんのほしかったメンドリさん どうぶつ幼年童話 ジル＝トムリンソン∥さく 馬場みすい∥やく 小林富紗子∥え

赤ちゃんの離乳食 段階別 改訂新版 赤ちゃん全書テルミー ４

あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん ４ 北沢杏子∥著 井上正治∥画

暁の旅人 吉村昭著

暁のひかり 藤沢周平

暁の火花 公家武者松平信平　１６ 佐々木裕一

あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 世界傑作絵本シリーズ 韓国の絵本 イヨンギョン∥ぶん・え かみやにじ∥やく

アカデミー賞 オスカーをめぐる２６のエピソード 中公新書 ９６４ 川本三郎∥著

赤と黒 下巻 改版 岩波文庫 スタンダール∥〔著〕 桑原武夫∥訳 生島遼一∥訳

赤と黒 上巻 岩波文庫 スタンダール∥〔著〕 桑原武夫∥訳 生島遼一∥訳

アカトンボ カラー自然シリーズ ４３ 久保秀一∥文・写真

アカトンボの一生 科学のアルバム １０ 佐藤有恒∥著

贖い 五十嵐貴久著

茜色の空 辻井喬著

茜色のプロムナード　杉原爽香、三十歳の春 光文社文庫 赤川次郎著

赤猫異聞 浅田次郎著

赤猫異聞 新潮文庫 浅田次郎著

赤猫始末 ?所物奉行　裏帳合　三　新装版 上田秀人

あかね空 山本一力∥著

アカネちゃんとお客さんのパパ
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんのほん ５
松谷みよ子著

アカネちゃんのなみだの海
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんの本 ６
松谷みよ子∥著 伊勢英子∥絵

あ



茜に燃ゆ 小説額田王 上 黒岩重吾∥著

茜に燃ゆ 小説額田王 下 黒岩重吾∥著

茜の茶碗 裏用心棒譚　一 上田　秀人

紅の掟 矢月秀作

赤姫さまの冒険
パウル・ビーヘル∥作 フィール・ファン・デア・フェーン∥挿絵 野

坂悦子∥訳

赤まんま 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

赤緑黒白 端正にして華麗森ミステリィ 講談社ノベルス 森博嗣∥著

朱鳥の陵 坂東眞砂子著

赤めだか 立川談春著

あかり あきんど百譚 佐々木裕一

あかりの木の魔法 こそあどの森の物語　９ 岡田淳著

あかりのはなし 人間の知恵 ７ 小林卓二∥著

あかりの花 中国苗族民話 日本傑作絵本シリーズ 君島久子∥再話 赤羽末吉∥画

あがりめ　さがりめ　だいじなめ かこさとし・からだの本 ７ かこさとし∥〔作〕

明るいほうへ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ∥著 矢崎節夫∥選

明るい方へ―父・太宰治と母・太田静子 太田治子著

アガワ対談傑作選 阿川佐和子

アカンベエと魔物団 大日本の創作どうわ 古世古和子∥さく 石倉欣二∥え

あかんべ　ノンタン ノンタンあそぼうよ キヨノサチコ作・絵

あかんぼうがいっぱい！ 大型絵本 かがくとなかよし ミック・マニング∥作 ブリタ・グランストローム∥作 百々佑利子∥訳

赤んぼ大将さようなら ジョイ・ストリート 佐藤さとる∥著 しんしょうけん∥絵

秋風の密命 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

明香ちゃんの心臓　＜検証＞東京女子医大病院事件 鈴木敦秋著

秋から冬のミセスの服　ミセスのタウンウエア　１８２点全製図付

き
レディブティックシリーズ

あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷愛子∥作 山野辺進∥画

あきかんで作るからくり工作 摺本好作∥著

あきカンでつくろう かがくのとも傑作集 １７ よしだきみまろ∥さく

秋暮るる すこくろ幽斎診療記 今井絵美子

秋暮の五人 くらまし屋稼業　４ 今村翔吾

秋しぐれ 風の市兵衛 辻堂魁

秋田県の民話 八郎潟の八郎ほか 県別ふるさとの民話 ２９　秋田県 日本児童文学者協会∥編

秋田殺人事件 内田康夫∥著

秋月記 葉室麟著

あきない世傳　金と銀　八　瀑布篇 あきない世傳 高田郁

あ



あきない世傳　金と銀　源流篇 あきない世傳 高田郁

あきない世傳　金と銀　二　早瀬篇 あきない世傳 高田郁

秋に墓標を 大沢在昌∥著

秋の猫 藤堂志津子著

秋の花 Ｇｏｌｄｅｎ　ｔｈｉｒｔｅｅｎ 北村薫∥著

秋の花火 篠田節子著

秋の森の奇跡 林真理子著

秋はまぐり 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

秋彼岸 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

空きビンの中のミクロの社会 やさしい科学 今井壮一∥著 岩永昭子∥絵

秋冬大人のニット　手編みで楽しむ,お酒落スタイル
レディブティックシリーズ　no.３２４

８

秋冬のこども服　初心者でも作れる
こどもブティック秋冬号臨時増刊　通巻

第１５５号

秋・冬の星座 カラー版自然と科学 ３９ 藤井旭∥著

秋蛍　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

秋山郷　殺人秘境 JOY NOVELS 梓林太郎著

阿Ｑ正伝　狂人日記 他十二篇 改訳 岩波文庫 魯迅∥作 竹内好∥訳

あきらくんかおるちゃん 新あかね幼年どうわ ４ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

アキラとあきら 徳間文庫 池井戸潤

あきらめない 鎌田實∥著

あきらめないこと、それが冒険だ　エベレストに登るのも冒険、ゴ

ミ拾いも冒険！
ヒューマン・ノンフィクション 野口健著

商人 岩波新書　新赤版 ５５７ 永六輔∥著

あきんど　絹屋半兵衛　下 文春文庫 幸田真音著

あきんど　絹屋半兵衛　上 文春文庫 幸田真音著

アクアマリンの神殿 海棠尊著

悪医 久坂部羊著

悪意の森　下 集英社文庫 タナ･フレンチ著

悪意の森　上 集英社文庫 タナ・フレンチ著

悪への招待　新装版 徳間文庫 西村京太郎著

あくがれの歌人 若山牧水の青春 中嶋祐司∥著

悪左府の女 伊東　潤

悪事 小池昌代著

アクシデント 上 ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

アクシデント 下 ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

あくじゃれ瓢六 諸田玲子∥著

あ



悪女の玉手箱 時実新子∥著

アクセス 誉田　哲也

アクセス 誉田哲也

芥川賞全集 第１巻

芥川賞全集 第２巻

芥川賞全集 第３巻

芥川賞全集 第４巻

芥川賞全集 第５巻

芥川賞全集 第６巻

芥川賞全集 第７巻

芥川賞全集 第８巻

芥川賞全集 第９巻

芥川賞全集 第１０巻

芥川賞全集 第１１巻

芥川賞全集 第１２巻

芥川賞全集 第１３巻

芥川竜之介「歯車」殺人事件 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄∥著

芥火 乙川優三郎著

あくたれジャンの日記 世界の名作全集 ２２ ヴァンバ∥原作 安藤美紀夫∥訳

あくたれラルフ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジャック・ガントス∥さく ニコール・ルーベル∥え いしいももこ∥や

く

悪党 薬丸岳著

悪道 森村誠一著

悪道　御三家の刺客 森村誠一著

悪道　西国謀反 森村誠一著

悪童殿下　愛して怒って闘って寛仁親王の波瀾万丈 工藤美代子著

悪童日記 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ アゴタ・クリストフ∥著 堀茂樹∥訳

悪党芭蕉 嵐山光三郎著

悪党坊主龍念 死美人に葬いの唄を 鳴海丈

悪と仮面のルール 中村文則著

悪人 吉田修一著

悪の教典　下 貴志祐介著

悪の教典　上 貴志祐介著

悪の梯子　足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子著

悪の華 将軍の猫 和久田正明

あ



悪の恋愛術 講談社現代新書 １５６３ 福田和也∥著

悪魔が来りて笛を吹く 改版 角川文庫 金田一耕助ファイル ４ 横溝正史∥〔著〕

あくまくん
ハイケ・ホールバイン∥作 ヴォルフガング・ホールバイン∥作 カロ

リーネ・ケーア∥絵 酒寄進一∥訳

あくまっぱらい！ ゲイル・Ｅ・ヘイリー∥さく あしのあき∥やく

あくまのおよめさん ネパールの民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 １４ 稲村哲也∥再話 結城史隆∥再話 イシュワリ・カルマチャリャ∥画

悪魔のささやき、天使の寝言 天使と悪魔　７ 赤川次郎

悪魔の種子 内田康夫著

悪魔の種子 幻冬舎文庫 内田康夫著

悪魔の寵児 改版 金田一耕助ファイル １５ 横溝正史∥〔著〕

悪魔の手毬唄 改版 角川文庫 金田一耕助ファイル １２ 横溝正史∥〔著〕

悪魔のパス天使のゴール 村上龍著

悪魔の羽根 幻冬舎文庫 乃南アサ∥〔著〕

悪魔の百唇譜 改版 金田一耕助ファイル １６ 横溝正史∥〔著〕

悪魔の兵器・地雷 地雷の中に生きるカンボジアの子どもたち
ポプラ社いきいきノンフィクション ２

８
名倉睦生∥文 小林正典∥写真

悪魔の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

悪魔の物語 評論社の児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット∥作・絵 小旗英次∥訳

悪魔は天使である 創元クライム・クラブ 辻真先∥著

悪夢狩り 徳間文庫 大沢在昌著

悪夢のエレベーター 幻冬舎文庫 木下半太著

悪滅の剣 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

悪霊島 上 改版 金田一耕助ファイル １９ 横溝正史∥〔著〕

悪霊島 下 改版 金田一耕助ファイル １９ 横溝正史∥〔著〕

悪霊の島　下 スティーヴン・キング著

悪霊の島　上 スティーヴン・キング著

明智左馬助の恋 加藤廣著

アゲハ そだててみよう ５ 吉家世洋∥構成・文 吉谷昭憲∥絵

あげは かがくのとも傑作集 ４ 小林勇∥ぶん・え

アゲハチョウ 科学のアルバム ２４ 佐藤有恒∥写真 本藤昇∥文

揚羽の蝶 半次捕物控 上 佐藤雅美∥著

揚羽の蝶 半次捕物控 下 佐藤雅美∥著

あけるな 谷川俊太郎作　安野光雅絵

赤穂バイパス線の死角 C・NOVELS 西村京太郎著

あこがれ 川上未映子著

憧れのフォーマルウエア ママの手で可愛く作れる！ 婦人生活家庭シリーズ 手づくりママキディ∥編集

あ



アコギなのかリッパなのか 佐倉聖の事件簿 畠中恵

あごのかたち 外科的矯正歯科治療ガイド 船木純三∥著

阿哥の剣法 よろず請負い 祥伝社文庫 永井義男∥著

アコンカグア山頂の嵐 福音館日曜日文庫 チボル・セケリ∥著 栗栖継∥訳 栗栖茜∥訳

痣 伊岡瞬

あさえとちいさいいもうと こどものとも傑作集 ６１ 筒井頼子∥さく 林明子∥え

アーサー王救出作戦 タイムワープ三人組 １ ジョン・シェスカ∥作 レイン・スミス∥絵 幾島幸子∥訳

アーサー王と円卓の騎士 福音館古典童話シリーズ ８ シドニー・ラニア∥編 石井正之助∥訳 Ｎ・Ｃ・ワイス∥画

アーサー王物語 世界の冒険文学　１２ 阿刀田高

あさがお 小学館こども文庫・科学シリーズ ４ 藤井清∥指導 奥山ひさし∥写真

アサガオ カラー版自然と科学 ４９ 猪瀬友吉∥著 猪瀬秀夫∥著

アサガオ たねからたねまで 科学のアルバム １３ 佐藤有恒∥写真 中山周平∥文

アサガオのさいた朝 童話の城 ８ 竹田まゆみ∥作 笠原美子∥絵

アサガオのすいみん時間 やさしい科学 貝原純子∥著

アサガオのせいくらべ ぼくのさんすう・わたしのりか ８ 須之部淑男∥〔著〕 塩谷博明∥え

アサガオのつぼみはどうしてできる やさしい科学 滝本敦∥著

朝が来る 辻村深月著

浅き夢みし 吉原裏同心抄　二 佐伯泰英

朝霧 創元クライム・クラブ 北村薫∥著

浅草の決闘 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

浅草の月 渡り辻番人情帖 吉田雄亮

浅草ばけもの甘味祓い 江本マシメサ

浅草偏奇館の殺人 西村京太郎∥著

浅草料理捕物帖 小杉健治

朝倉恭介 Ｃの福音　完結篇 楡周平∥著

朝ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング １ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

あさごはんひるごはんばんごはん 今江祥智∥作 長新太∥絵

アサッテの人 諏訪哲史著

アーサーといもうと ミセスこどもの本 リリアン・ホーバン∥作 光吉夏弥∥訳

麻と綿を使って　ナチュラル素材の布こもの レディブティックシリーズ

朝虹ノ島 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

朝のガスパール 筒井康隆∥著

アーサーのくまちゃん リリアン・ホーバン∥作 木島始∥訳

アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン∥〔作〕 木島始∥訳

あ



アーサーのてがみともだち ミセスこどもの本 リリアン・ホーバン∥作 木島始∥訳

朝の歓び 上 宮本輝∥著

朝の歓び 下 宮本輝∥著

旭川・大雪白い殺人者 私立探偵・小仏太郎 梓　林太郎

旭区郷土史 旭区郷土史編集委員会編

朝日日本歴史人物事典 朝日新聞社∥編

朝びらき丸東の海へ
岩波少年文庫 ２１０３ ナルニア国もの

がたり ３
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

朝びらき丸東の海へ 改版 ナルニア国ものがたり ３ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

朝もやの中に街が消える 羽場博行∥著

朝４時起きで、すべてがうまく回りだす！ 池田千恵

あざらしのいるしま えほん・生物のせかい 神山博光∥さく

アザラシの島 子ども図書館 マーガレット・ショウ∥著 八木田宜子∥訳

アザラシの少女セリナ レーシー・ヘルプス∥作 河毛二郎∥訳 福島栗雄∥訳

足あそび あそびの絵本 ２０ 芸術教育研究所∥編 伊藤靖子∥絵

アジア・太平洋戦争 ポプラディア情報館 森武麿[監]

アジアでボランティア 岩波ジュニア新書 ２２７ 松本伸夫∥著

あしあと 勝目梓著

アジアの国々　１　東・東南アジア 国別大図解　世界の地理　１ 井田仁康［監］

アジアの国々　２　南・西・中央アジア 国別大図解　世界の地理　２ 井田仁康［監］

アジアの布を着る アジアの布で作る着心地のいい服 柴田由美子∥著

アジアの布でつくる大人の女性の手ぬい服 おそろいの小ものつき 高橋恵美子

アジアの昔話 １ 世界傑作童話シリーズ アジア地域共同出版計画会議∥企画 松岡享子∥訳

アジアの昔話 ２ 世界傑作童話シリーズ アジア地域共同出版計画会議∥企画 松岡享子∥訳

アジアの昔話 ３ 世界傑作童話シリーズ アジア地域共同出版計画会議∥企画 松岡享子∥訳

アジアの昔話 ４ 世界傑作童話シリーズ
アジア地域共同出版計画会議∥企画 ユネスコ・アジア文化センター∥

編 松岡享子∥訳

アジアの昔話 ５ 世界傑作童話シリーズ
アジア地域共同出版計画会議∥企画 ユネスコ・アジア文化センター∥

編 松岡享子∥訳

アジアの昔話 ６ 世界傑作童話シリーズ
アジア地域共同出版計画会議∥企画 ユネスコ・アジア文化センター∥

編 松岡享子∥訳

アジアの笑いばなし 現代アジア児童文学選 ５ ユネスコ・アジア文化センター∥編 松岡享子∥監訳

アジア旅人 金子光晴∥文 横山良一∥写真

あしおと
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

足音がやってくる マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳

足利義政 日本美の発見 ドナルド・キーン∥著 角地幸男∥訳

邪（あ）しき者 羽山信樹∥著

あじさい日記 渡辺淳一著

あ



紫陽花の花のごとくに 松木麗∥著

あしたあさってしあさって おはなしだいすき もりやまゆみこ作

あしたうちにねこがくるの 石津ちひろ文　ささめやゆき絵

あした蜉蝣の旅 志水辰夫∥著

あした、がっこうへいくんだよ 児童図書館・絵本の部屋
ミルドレッド・カントロウィッツ∥ぶん ナンシー・ウィンスロー・

パーカー∥え せたていじ∥やく

あした　慶次郎縁側日記 北原亜以子著

あした咲く蕾 文春文庫 朱川湊人

明日しぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田詠美著

あした死んでもいい片づけ　実践！覚悟の生前整理 ごんおばちゃま著

明日の記憶 荻原浩著

明日の子供たち 有川浩著

明日のことは知らず　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

明日のことは知らず　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

明日の膳 浅草料理捕物帖　五の巻 小杉健治

明日の空 貫井徳郎著

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ おてんきかんさつえほん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 野坂勇作∥さく

明日のまほうつかい Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉
パトリシア・マクラクラン∥さく キャシー・ジャコビ∥え 金原瑞人∥

やく

あしたもよかった こみねのえほん １７ 森山京∥作 渡辺洋二∥絵

あしたはうみ えほん・おもしろランド ２ 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

あしたはクリスマス 園の生活１２か月 ９　１２月のお話 長崎源之助∥さく 山中冬児∥え

あしながおじさん 福音館古典童話シリーズ ２ Ｊ・ウェブスター∥作・画 坪井郁美∥訳

あしながおじさん 岩波少年文庫 ０９７ ジーン・ウェブスター∥作 谷口由美子∥訳

あしながおじさん 続 新潮文庫 ジーン・ウェブスター∥著 松本恵子∥訳

あしながおじさん 〔正〕 新潮文庫 ジーン・ウェブスター∥著 松本恵子∥訳

アシナガバチ カラー自然シリーズ ３０ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

アシナガバチ 科学のアルバム ４３ 小川宏∥著

足抜　吉原裏同心　(二) 吉原裏同心　二 佐伯泰英

葦の浮船 松本清張

あしのささやき号 あなぐまビルのぼうけん ５ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子

葦舟、飛んだ 津島佑子著

蘆辺の夢 谷崎松子∥著

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １０ 天の川と銀河系 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ８ 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

あ



アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ５ 宇宙のはじまり アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２２ 宇宙飛行士になろう アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２４ ＳＦと科学の世界 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２３ 海王星：青い惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １１ 火星：神秘の惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２１ 金星：なぞにつつまれた惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １６ 小惑星のふしぎ アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １９ 水星：太陽に近い惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２０ 彗星と流星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２ 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

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ７ 太陽：わたしたちの星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ４ 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

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ９ 月：地球の衛星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １３ 天王星：かたむいた惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２６ 天文学のいま アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １４ 天文学の歴史 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １５ 土星：輪のある惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ２５ 冥王星：はるかな惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １７ 木星：巨大な惑星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １２ ＵＦＯをさがせ アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ ６ ロケットと人工衛星 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

アシモフ博士の宇宙探検シリーズ １ わたしたちの太陽系 アイザック・アシモフ∥著 小原隆博∥訳

蘆屋家の崩壊 津原泰水∥著

あ・じゃ・ぱ！ 上 矢作俊彦∥著

あ・じゃ・ぱ！ 下 矢作俊彦∥著

阿修羅 玄侑宗久著

阿修羅ガール 舞城王太郎著

阿修羅の西行 三田誠広著

阿修羅の微笑　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

飛鳥十字殺人事件 JOY　NOVELS 斎藤栄著

飛鳥・奈良時代 岩波ジュニア新書 ３３２ 日本の歴史 ２ 吉田孝∥著

小豆色のテーブル　杉原爽香、二十四歳の春 光文社文庫 赤川次郎著

アースシーの風　ゲド戦記　５ ル＝グウィン∥作 清水真砂子∥訳

安土城の幽霊　「信長の棺」異聞録 加藤廣著

あ



あすなろ物語 改版 新潮文庫 井上靖∥著

アスベスト問題　何が問われ、どう解決するのか 岩波ブックレット 宮本憲一 [等] 編

あすはたのしいクリスマス
クレメント・ムーア∥ぶん トミー・デ・パオラ∥え かなせきひさお∥

やく

明日は舞踏会 叢書メラヴィリア ４ 鹿島茂∥著

阿蘇・長崎「ねずみ」を探せ 西村京太郎著

あそびあいてはおばあさん 木島始∥作 梶山俊夫∥画

遊び図鑑 いつでもどこでもだれとでも 奥成達∥文 ながたはるみ∥絵

あそびのこうさく あそびのひろば １０ 椎野利一∥作・絵

あそびのレシピ　つくるたのしみ 鈴木洋子著

遊び奉行　軍鶏侍外伝 軍鶏侍 野口卓

遊べる！おりがみ　折って遊べる楽しいおりがみ100作品 笠原邦彦著

あーそーぼ 幼児絵本シリーズ やぎゅうまちこさく

あそぼうあそぼうおかあさん かがくのとも傑作集 わいわいあそび 浜田桂子∥さく

あそぼうあそぼうおとうさん かがくのとも傑作集 わいわいあそび 浜田桂子∥さく

仇討騒動異聞 時代小説の楽しみ １０ 海音寺潮五郎∥〔ほか〕著

仇討ちの客　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著

仇討　吉原裏同心（十六） 吉原裏同心　十六 佐伯泰英

あたごの浦 讃岐のおはなし こどものとも傑作集 ９３ 脇和子∥再話 脇明子∥再話 大道あや∥画

あたしだって友だちがほしい 文研じゅべにーる リン・ホール∥作 岡本浜江∥訳 こさかしげる∥絵

あたしにしかできない職業 扶桑社ミステリー ジャネット・イヴァノヴィッチ∥著 細美遥子∥訳

あたしもびょうきになりたいな！
フランツ＝ブランデンベルク∥さく アリキ＝ブランデンベルク∥え

ふくもとゆみこ∥やく

あたたかいおくりもの もりのおくりもの ３ たるいしまこ∥さく

暖かい地球と寒い地球 北村晃寿∥文 夏目義一∥絵

あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル∥作 松岡享子∥訳 山脇百合子∥画

あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル∥作 松岡享子∥訳 山脇百合子∥画

あたまをひねろう！ 世界のなぞかけ昔話　２ ジョージ・シャノン文　ピーター・シス絵　福本友美子訳

頭がいい人、悪い人の話し方 ＰＨＰ新書  ３０５ 樋口裕一著

アタマにくる一言へのとっさの対応術 バルバラ・ベルクハン∥著 瀬野文教∥訳

頭のいい女、悪い女の話し方 宝島社文庫 島田宣子著

熱海・湯河原殺人事件 十津川警部シリーズ 西村京太郎

熱海湯けむり　鎌倉河岸捕物控　十八の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

新しいアトピー治療　誤った治療に振り回されないために ブルーバックス　Ｂ－１５０６ 西岡清著

新しい英文作成法 岩波ジュニア新書 ３０６ 天満美智子∥著

新しい英文読解法 岩波ジュニア新書 ２４６ 天満美智子∥著

あ



新しい英文リスニング法 岩波ジュニア新書 ３４７ 天満美智子∥著

新しい十五匹のネズミのフライ　ジョン・Ｈ・ワトソンの冒険 島田荘司著

あたらしい新幹線ずかん のりものえほん 松本典久∥ぶん ＲＧＧ∥しゃしん

新しい寸法による図解式和服裁縫 前編 改訂 岩松マス∥著

新しい寸法による図解式和服裁縫 後編 岩松マス∥著

新しい寸法による図解式和服裁縫 礼服編 岩松マス∥著

新しい着色法によるアートフラワー 美しい布の花　Ｐａｒｔ　２ ＮＨＫ婦人百科 飯田倫子∥著

あたらしいとっきゅうずかん のりものえほん 松本典久∥ぶん ＲＧＧ∥しゃしん

新しい「年金」まるわかり・早わかり　２００７年～２００８年版 田中章二著

新しい貼り方による花のちぎり絵 ＮＨＫ婦人百科 佐藤せつ∥著

新しいもの古いもの 池波正太郎未刊行エッセイ集 ４ 池波正太郎∥著

新しい森 ２０５０年西新宿物語 小川みなみ∥著 矢吹申彦∥絵

新しい和裁全書 滝沢ヒロ子∥著

新しき鍵 私の幸福論 三浦綾子∥著

あたりまえだけど、とても大切なこと　子どものためのルールブッ

ク
ロン・クラーク著　亀井よし子訳

あたりまえなことばかり 池田晶子∥著

あたりまえの未来を奪うやつ　暴力と闘う平和学 Ferris  Books　８ 横山正樹著

あつあつを召し上がれ 小川糸著

熱い風 小池真理子著

あつおのぼうけん 童心社のえほん ２２ 田島征彦∥作 吉村敬子∥作

悪果 黒川博行著

熱き血の誇り 逢坂剛∥著

アッコちゃんの時代 林真理子著

アッシュベイビー 金原ひとみ著

あったか～い話 時代の風を楽しみながら生きよう ワニの本 森毅∥著

あったとさ 出久根達郎∥著

あっちへ　いけよ
ジョウン＝ヌッドセット∥さく クロスビー・ボンサル∥え おかもと

はまえ∥やく

あっちへいってよ、かげぼうし 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

あっちこっちサバンナ おはなしフェスタ １ 斉藤洋∥作 高畠純∥絵

アッチとボンのいないいないグラタン
ポプラ社の小さな童話 ９３ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

アッチのオムレツぽぽぽぽぽ～ん
ポプラ社の小さな童話 ７６ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

あっちの豚　こっちの豚 佐野洋子作・絵

あっちゃんとゆびにんぎょう 長尾玲子∥さく

at Home アット　ホーム 角川文庫 本田孝好著

あ



あっはっは ことばのえほん　３ 谷川俊太郎作　堀内誠一絵

あっぱれアヒルバス 山本　幸久

あっぱれ　のはらうた くどうなおこ文　ほてはまたかし絵

アップダイク自選短編集 新潮文庫 ジョン・アップダイク∥〔著〕 岩元巌∥訳

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

あっ！星がうまれる 海部宣男∥作 伊東章夫∥絵

敦盛おくり 新・古着屋総兵衛　十六 佐伯泰英

圧力鍋のおかず３００　Cooking　Book 別冊主婦と生活 今吉みどり著

アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条さなえ∥作 相沢るつ子∥絵

あてっこあてっこ 紙芝居ベストセレクション 第２集 野沢茂∥原案 小林純一∥脚本 和歌山静子∥画

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

あと始末承り候 天神坂下よろず屋始末記 沖田正午

あと千回の晩飯 山田風太郎∥著

跡継 高家表裏譚　１ 上田秀人

あとでまた　ものがたり ドナルド・ビセット∥作 木島始∥訳

跡とり娘 小間もの丸藤看板姉妹 宮本紀子

アトピーにもやさしい綿１００％の赤ちゃんニット ０～２４か月

アートフラワー入門 〔正〕 飯田深雪∥著 飯田倫子∥制作

跡目　十八 鬼役 坂岡真

亜智一郎の恐慌 泡坂妻夫∥著

あな こどものとも傑作集 ６３ 谷川俊太郎∥作 和田誠∥画

穴 小山田浩子著

穴あき凧・パネル凧 大橋栄二∥著

アナグマのもちよりパーティ 児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム∥文 スーザン・バーレイ∥絵 小川仁央∥訳

あなぐまメルくん 日本傑作絵本シリーズ おおともやすお∥さく

Anotherアナザー 綾辻行人著

あなた 乃南アサ∥〔著〕

あなた ランドセルブックス 谷川俊太郎文　長新太絵

あなたへ 河崎愛美著

あなたをきれいに魅せるスカーフ１００のおしゃれ 山縣朝恵著

あなたがいる場所 沢木耕太郎著

あなたがうまれたひ 福音館のかがくのほん デブラ・フレイジャー∥さく 井上荒野∥やく

あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん ７ 北沢杏子∥著 津田櫓冬∥画

あなたがここにいて欲しい 中村航著

あ



あなたがはいというから 谷川直子

あなたが私を好きだった頃 井形慶子著

あなただれのこ 日本傑作絵本シリーズ 瀬川康男∥作

あなたとオムライス 食堂のおばちゃん　８ 山口恵以子

あなたと共に逝きましょう 村田喜代子著

あなたに逢えてよかった 新堂冬樹著

あなたに似た家族 心の絆が見えない人へ 沖藤典子∥著

あなたにも描ける色鉛筆画５８のポイント 漆間順子著

あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集 ３ 加古里子∥ぶん・え

あなたのおへそ かこさとし・からだの本 １ かこさとし∥〔作〕

あなたの靴大丈夫？ 足に合った靴えらび徹底チェック 栗田さつき∥編著

あなたの人生、片づけます 垣谷美雨

あなたのネコもアクマかもしれない クリスティーネ・ネストリンガー∥作 松沢あさか∥訳 大和田美鈴∥絵

あなたのはな たのしいかがく ４ ポール・シャワーズ∥ぶん ポール・ガルドーン∥え 松田道郎∥やく

あなたの不幸は密の味 辻村深月　小池真理子

あなたの本 誉田哲也著

あなたの娘や息子が結婚できない10の理由 白河桃子著

あなたのライフプランをどう作るか 久保國泰∥著

あなたもいますよ あそぶこどもたち 矢川澄子∥文 市川さとみ∥画

あなたも家事上手に ２ 衣生活と収納の工夫 婦人之友社編集部∥〔編〕著

あなたもできる気功の家族治療と自己治療

あなたも狙え！ノーベル賞 科学者９９人の受賞物語 石田寅夫∥著

あなたはだあれ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 瀬川康男∥え

あなたは、誰かの大切な人 原田マハ著

あなたは「ひとり」で最期まで生きられますか？　現役ヘルパーが

教える老後の知恵
介護ライブラリー 栗原道子著

アナバチの生活 やさしい科学 石上幸子∥著

アナベル・ドールの冒険
アン・Ｍ．マーティン∥作 ローラ・ゴドウィン∥作 ブライアン・セ

ルズニック∥絵 三原泉∥訳

あなほりをする虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山史郎∥文と写真 小川宏∥文と写真

穴めぐり八百八町 穴屋でございます 風野真知雄

アナログ ビートたけし

アナログ？デジタル？ピンポーン！ たくさんのふしぎ傑作集 野崎昭弘∥文 タイガー立石∥絵

あなはほるもの　おっこちるとこ ちいちゃいこどもたちのせつめい 岩波の子どもの本 ４０ ルース・クラウス∥文 モーリス・センダック∥絵 わたなべしげお∥訳

アナンシと６ぴきのむすこ アフリカ民話より ジェラルド・マクダーモット∥さく しろたのぼる∥やく

兄いもうと 鳥越碧著

あ



兄　かぞくのくに ヤンヨンヒ著

兄貴 今江祥智∥作 長新太∥絵

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 北面ジョーンズ和

子∥訳

兄のトランク 宮澤清六∥著

アニバーサリー 窪美澄著

アニバーサリー・ソング 新潮文庫 永倉万治∥著

アニマル・ロジック 山田詠美∥著

アニメ　あそび あそびの絵本 ２４ 中村まさあき∥作・絵

兄よ、蒼き海に眠れ 佐江衆一著

姉さま人形 ハンドクラフトシリーズ ４７

姉と弟　新酔いどれ小籐次　四 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

あの家に暮らす四人の女 三浦しおん著

あのこにあえた あかね幼年どうわ ４６ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

あのころ さくらももこ∥絵と文

あのころはフリードリヒがいた 岩波少年文庫 ３１００ ハンス・ペーター・リヒター∥作 上田真而子∥訳

あの戦争から遠く離れて　私につながる歴史をたどる旅 城戸久枝著

あの戦争と日本人 半藤一利著

あの年の春は早くきた Ｃ．ネストリンガー∥作 上田真而子∥訳

あの夏、二人のルカ 誉田哲也

あの夏、僕らに降った雪 比嘉智康

アノニム 原田マハ

あのね、わたしのたからものはね 幼年翻訳どうわ
ジャニス＝メイ＝ユードリイ∥作 エリノア＝ミル∥絵 かわいともこ∥

訳

あの人と和解する　仲直りの心理学 集英社新書　０３１１Ｅ 井上孝代著

あの日にドライブ 荻原浩著

あの日の音だよおばあちゃん フレーベル幼年どうわ文庫 ２４ 佐野洋子∥作・絵

あの星が降る丘で、君とまた出合いたい。 汐見夏衛

あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット

あの町この町吸血鬼 新選創作どうわ 末吉暁子∥作 和歌山静子∥絵

あのみち　このみち 森山京∥作 太田大八∥絵

あの世からの火 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷みよ子∥著

アーノルドのはげしい夏 Ｊ・Ｒ・タウンゼンド∥作 神宮輝夫∥訳

アバドのたのしい音楽会 児童図書館・絵本の部屋
クラウディオ・アバド∥文 パオロ・カルドニ∥絵 石井勇∥訳 末松多

寿子∥訳

至高聖所（アバトーン） 松村栄子∥著

アバラーのぼうけん ゆかいなヘンリーくんシリーズ ７ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

あ



暴れ公卿 公家武者松平信平　４ 佐々木裕一

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 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 赤座憲久∥作 岩淵慶造∥絵

暴れ彦四郎　四の巻 鎌倉河岸捕物控　四の巻 佐伯泰英

あばれんまとおひなさま その目がやばい！ 山中恒みんなの童話 ７ 山中恒∥作 水沢研∥絵

アヒルと鴨のコインロッカー ミステリ・フロンティア 伊坂幸太郎著

あひるのおうさま フランス民話から ベストセレクション 第１集 堀尾青史∥脚本 田島征三∥画

あひるのさんぽ ロン・ロイ∥さく ポール・ガルドン∥え 谷川俊太郎∥やく

あひるのたまご
こどものとも傑作集 １１４ ばばばあ

ちゃんのおはなし
さとうわきこ∥さく・え

あひるのバーバちゃん 創作こども文庫 ２ 神沢利子∥作 山脇百合子∥絵

あひるのピンのぼうけん
マージョリー・フラック∥ぶん クルト・ヴィーゼ∥え まさきるりこ∥

やく

アフガニスタンに住む彼女からあなたへ　望まれる国際協力の形 山本敏晴著

アフガニスタンの美 ショトル・ミュージアム 谷岡清∥著

アフガニスタンの仏教遺跡バーミヤン 前田耕作∥著

アフガンの男　下 フレデリック・フォーサイス著　篠原慎訳

アフガンの男　上 フレデリック・フォーサイス著　篠原慎訳

アフガンの風 高嶋哲夫∥著

アブサン 聖なる酒の幻 クリストフ・バタイユ∥著 辻邦生∥訳 堀内ゆかり∥訳

アブサンの置土産 村松友視∥著

アブサン物語 村松友視∥著

アフター更年期からの不調を治す５０の習慣 浜中聡子著

アフターダーク 村上春樹著

アブダラと空飛ぶ絨毯 空中の城 ２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 西村醇子∥訳

アブドルのぼうけん アフガニスタンの少年のものがたり 金田卓也∥作

危ない飛行機が今日も飛んでいる 上 メアリー・スキアヴォ∥著 杉浦一機∥訳監修 杉谷浩子∥訳

危ない飛行機が今日も飛んでいる 下 メアリー・スキアヴォ∥著 杉浦一機∥訳監修 杉谷浩子∥訳

アブラナ カラー自然シリーズ １７ 七尾純∥構成 小田英智∥解説 七尾企画∥写真

油の絵本 つくってあそぼう　１５ 鈴木修武編　宮崎秀人絵

油の絵本 つくってあそぼう　１５ 鈴木修武編　宮崎秀人絵

あぶらのひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

アフリカへいこうよ
くれよん文庫 ピッツァと子ゾウのオス

カー物語
アヒム・ブレーガー∥文 遠山明子∥訳 ギーセラ・カロウ∥絵

アフリカへいったクマ 市川里美∥作・絵

アフリカ・オセアニアの国々 国別大図解　世界の地理　６ 井田仁康［監］

アフリカゾウ 大自然の動物ファミリー ２ オリア・ダグラス‐ハミルトン∥著 増井光子∥日本語版監修・訳

アフリカ大陸から地球がわかる 岩波ジュニア新書 ４３１ 諏訪兼位∥著

あ



アフリカで寝る 松本仁一∥著

アフリカないしょだけどほんとだよ おはなしボンボン　４ 竹下文子著

アフリカの音 Ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｗｅｓｔ　Ａｆｒｉｃａｎ

ｄｒｕｍ　＆　ｄａｎｃｅ
沢田としき∥作・絵

アフリカのこころ 奴隷・植民地・アパルトヘイト 岩波ジュニア新書 １５３ 土屋哲∥著

あふりかのたいこ こどものとも傑作集 ３１ 瀬田貞二∥さく 寺島竜一∥え

あふれた愛 天童荒太∥著

溢れる春 津島佑子∥著

阿部一族 他２編 岩波文庫 森鴎外∥作

安倍改憲政権の正体 岩波ブックレット８７１ 斎藤貴男著

アベコベさん フランセスカ・サイモン∥文 ケレン・ラドロー∥絵 青山南∥訳

あべこべものがたり 北欧民話 ゆかいなゆかいなおはなし 光吉夏弥∥再話 箕田源二郎∥絵

アベノミクスによろしく インターナショナル新書 明石順平

アベノミクスのゆくえ　現在･過去・未来の視点から考える 光文社新書 片岡剛士著

阿片 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

阿片茶 ビアンカ・タム∥著 内野儀∥訳

あほうどり 児童図書館・文学の部屋 葦子の本棚 今村葦子∥著

アホウドリ 白いつばさ海をかける ジュニア写真動物記 １２ 長谷川博∥著

アホウドリの島 森の新聞 ９ 長谷川博∥著

あほう村の九助 むかしむかし絵本 ２９ おおかわえっせい∥ぶん ふくだしょうすけ∥え

アボカド・ベイビー ジョン・バーニンガム∥作 青山南∥訳

「アボジ」を踏む 小田実短編集 小田実∥著

アボリジニーのくらしを見た！ オーストラリア クストー隊の世界探検 １ ジャック＝イヴ・クストー∥著

あほろくの川だいこ ポプラ社の創作絵本 ６ 岸武雄∥ぶん 梶山俊夫∥え

あま～いしろくま 柴田ケイコ

あまいみず　からいみず 新版 かこ・さとしかがくの本 ５ かこさとし∥著 和歌山静子∥絵

甘い鞭 大石圭

甘い薬害　上 ジョン・グリシャム著　天馬龍行訳

甘い薬害　下 ジョン・グリシャム著　天馬龍行訳

「甘え」の構造 弘文堂選書 土居健郎∥著

「甘え」の構造 続 土居健郎∥著

アマガエル カラー自然シリーズ ２０ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 桜井淳史∥写真

アマガエルとくらす たくさんのふしぎ傑作集 山内祥子∥文 片山健∥絵

あまがえるのてんきよほう 新日本動物植物えほん １３ 松井孝爾∥ぶん・え

あまがえるりょこうしゃ　トンボいけたんけん かがくのほん 松岡たつひで作

あ



天翔る 村山由佳著

甘粕正彦乱心の曠野 佐野眞一著

あまからカルテット 文春文庫 柚木麻子著

天城越え殺人事件 私立探偵・小仏太郎 梓林太郎

尼首二十万石 宮本昌孝∥著

雨ごいの少年ピック 古代マヤのお話 デイビッド・ウィズネスキー∥作 寺岡襄∥訳

アマゾン、インディオからの伝言 南研子∥著

アマゾンのネプチューンカブト 黒ひげ先生の世界探険 松岡達堪∥原案・絵 鈴木良武∥構成・文

甘茶日記 中野翠著

あまつぶぽとりすぷらっしゅ
アルビン・トゥレッセルト∥さく レナード・ワイスガード∥え わた

なべしげお∥やく

あまのじゃくのてんこちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ジェラーム∥さく おがわひとみ∥やく

天橋立殺人旅愁
TOKUMA　NOVELS　人情刑事・道原

伝吉シリーズ
梓林太郎著

雨やどり 集英社文庫 半村良∥著

アマーリア姫と黄金大作戦 王立ユウレイ学校のなかまたち ５
アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト∥作 ユーリア・ギンス

バッハ∥絵 松沢あさか∥訳

アマーリア姫と海賊船 王立ユウレイ学校のなかまたち ２
アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト∥作 ユーリア・ギンス

バッハ∥絵 松沢あさか∥訳

アマーリア姫と恐怖ツアー 王立ユウレイ学校のなかまたち ４
アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト∥作 ユーリア・ギンス

バッハ∥絵 松沢あさか∥訳

アマーリア姫とこうもり城 王立ユウレイ学校のなかまたち １
アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト∥作 ユーリア・ギンス

バッハ∥絵 松沢あさか∥訳

アマーリア姫と古城の宝 王立ユウレイ学校のなかまたち ３
アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト∥作 ユーリア・ギンス

バッハ∥絵 松沢あさか∥訳

余り布で作る小物 Ｎｏ．２ 少しの布を上手にいかす 使えるアイデ

アいっぱい
レディブティックシリーズ １２２７

アマルﾌｨ 真保裕一著

アマンダ、勇気をだして！ 文研ブックランド リリアン・ムーア∥作 岡本さゆり∥訳 本庄ひさ子∥絵

阿弥陀堂だより 文春文庫 南木佳士∥著

アーミッシュに生まれてよかった 児童図書館・文学の部屋 ミルドレッド・ジョーダン∥作 池田智∥訳

アーミテージさんのすてきなじてんしゃ あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク∥作 ひがしはるみ∥訳

編みものばあさん ウーリー・オルレブ∥作 オーラ・エイタン∥絵 もたいなつう∥訳

編みやすくて心地いいニットのふだん着 michiyo著

アムリタ 上 吉本ばなな∥著

アムリタ 下 吉本ばなな∥著

雨あがりのウエディング わくわくライブラリー 矢部美智代∥作 田中槙子∥絵

雨上がりの空 はぐれ文吾人情事件帖 小杉健治

雨上りの宮 口入屋用心棒 鈴木英治

雨、あめ 児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー∥〔著〕

あめあめふれふれ　ねずみくん ねずみくんの絵本　３０ なかえよしを作　上野紀子絵

雨を逃げる女 角川文庫 クリストフェール・ディアブル∥〔著〕 長島良三∥訳

あ



雨女　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

あめかな！ Ｕ，Ｇ，サトーさく・え

あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック∥文 レナード・ワイスガード∥絵 岡部うた子∥訳

雨心中 唯川恵著

雨ですてきなたんじょうび あかね創作どうわ １９ 筒井敬介∥作 井上洋介∥絵

雨と詩人と落花と 葉室　麟

天と地の方程式　２ 富安陽子著

天と地の方程式　１ 富安陽子著

天と地の方程式　３ 富安陽子著

雨とひょう たのしいかがく
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん ヘレン・ボーテン∥え 川西伸

男∥やく

雨と夢のあとに 柳美里著

雨の暗殺者 ＫＡＰＰＡ　ＮＯＶＥＬＳ 鳴海章著

雨の狩人 大沢在昌著

雨のじょうろとあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

雨の裾 古井由吉著

雨の底　慶次郎縁側日記 北原亞以子著

雨のち雨？ 岩阪恵子∥著

雨の動物園 少年少女／創作文学 ２８ 舟崎克彦∥〔著〕

あめのひ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ユリー・シュルヴィッツ∥作・画 矢川澄子∥訳

あめのひ　きのこは……
ステーエフ∥原作 ミラ＝ギンズバーグ∥再話 ホセ＝アルエーゴ∥絵

エーリアン＝デューイ∥絵 くりやがわけいこ∥訳

あめのひってすてきだな カスキンの絵本 カーラ・カスキン∥ぶん・え よだじゅんいち∥やく

あめの日のおさんぽ Ｕ・シェフラー∥文 Ｕ・ウェンゼル∥絵 若林ひとみ∥訳

雨の日のネコはとことん眠い キャットおもしろ博物学 加藤由子∥著

あめの　ひの　ピクニック
ブック・ローン出版のえほん くまの

アーネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

あめのもりのおくりもの おおきなクマさんとちいさなヤマネくん ふくざわゆみこ著

雨はこびの来る沼 福音館創作童話シリーズ 筒井頼子∥作 梶山俊夫∥絵

雨降ノ山 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

あめふり ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 ７８ さとうわきこ∥さく・え

雨ふる本屋 日向理恵子著

アメリ イポリト・ベルナール∥著

アメリア・イヤハート それでも空を飛びたかった女性 １８９７－１

９３７
愛と勇気をあたえた人びと ３ リチャード・テームズ∥著 シェリー佐藤∥訳

アメリカインディアンの教え 加藤諦三∥著

アメリカインディアンの教え 続々 加藤諦三∥著

アメリカ・インディアンはうたう たくさんのふしぎ傑作集 金関寿夫∥文・訳詩 堀内誠一∥絵

あ



アメリカが日本を捨てるとき PHP新書６６７ 古森義久著

アメリカ人のまっかなホント ステファニー・フォール

アメリカ西部開拓史 三省堂図解ライブラリー
スコット・スティードマン∥文 マーク・バーギン∥画 猿谷要∥訳 清

水真里子∥訳

亜墨理駕船渡来日記　横浜貿易新聞から かなしん１５０選書 西川武臣著

アメリカ素描 司馬遼太郎∥著

アメリカ南部　ニューオーリンズ　アトランタ　メンフィス　ナッ

シュビル　ダラス　ヒューストン
ワールドガイド　アメリカ　７

アメリカに生きる彼女たち 一九四九～一九九五雑誌広告に見るアメ

リカ女性像
片岡義男∥著

アメリカ西海岸 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

アメリカ西海岸　ロサンゼルス　サンディエゴ　セントラル・コー

スト　サンフランシスコ　シアトル　ラスベガス　グランド・キャ

ニオン

ワールドガイド　アメリカ　１

アメリカの家・日本の家 住宅文化比較論 戸谷英世∥著

アメリカの子供はどう英語を覚えるか 詳伝社黄金文庫 シグリッド・Ｈ・ 塩谷

アメリカのむかし話 偕成社文庫 ３０５６ 渡辺茂男∥編訳

アメリカのむかし話 マックとご主人のさいごの審判ほか
大人と子どものための世界のむかし話

１７
藤井健夫∥編訳

アメリカ彦蔵 吉村昭∥著

アメリカひじき・火垂るの墓 改版 新潮文庫 野坂昭如∥著

アメリカンクラフト ハンドクラフト 武沢恵理子∥著

アメリカン・ヒーローの系譜 亀井俊介∥著

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん ２－７ 高家博成∥ぶん 横内襄∥え

アメンボのくらし カラー版自然と科学 ３２ 坂水健祐∥著

アメンボのスケート ぼくのさんすう・わたしのりか １７ 日高敏隆∥〔著〕 麻生保∥〔著〕 岩波映画製作所∥写真

アーモンド入りチョコレートのワルツ 角川文庫 森絵都著

あやうしズッコケ探険隊 こども文学館 ２０ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

あやうしポケット かいぞくポケット ５ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

彩花へー　「生きる力」をありがとう 山下京子著

アヤカシさん 福音館創作童話シリーズ 富安陽子作　野見山響子画

あやかし草紙 三島屋変調百物語 宮部みゆき

あやかし草子 集英社文庫 千早茜

あやかし猫の花嫁様 湊祥

妖の掟 誉田哲也

妖の華 誉田哲也

あやかし飛燕 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

あやかし旅館で働き始めました　イケメン猫又になつかれて困って

ます
石黒　敦久

あやし 怪 宮部みゆき∥著

妖しい詩韻　Ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ Ｓｃｅｎｅ 内田康夫著

あ



あやしい探検隊バリ島横恋慕 角川文庫 椎名誠∥〔著〕

あやしいほらあな かいぞくポケット ４ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

あやしいＵＦＯのなぞ 名たんていカメラちゃん ２ ディビッド・Ａ・アドラー∥作 かんどりのぶお∥訳 たるいしまこ∥絵

怪しい隣人 小池真理子∥著

あやしうらめしあなかなし 浅田次郎著

妖し火 公家武者松平信平　６ 佐々木裕一

綾志別町役場妖怪課 角川文庫 青柳碧人

あやちゃんのうまれたひ こどものとも傑作集 浜田桂子∥さく・え

あやつられ文楽鑑賞 三浦しをん著

あやとり　いととり 親子であそぶあやとり絵本 １ 福音館のペーパーバック絵本 さいとうたま∥採取・文 つじむらますろう∥絵

あやとり　いととり 親子であそぶあやとり絵本 ２ 福音館のペーパーバック絵本 さいとうたま∥採取・文 つじむらますろう∥絵

あやとり　いととり 親子であそぶあやとり絵本 ３ 福音館のペーパーバック絵本 さいとうたま∥採取・文 つじむらますろう∥絵

あやとりひめ 五色の糸の物語 おはなしランドくじらの部屋 ６ 森山京∥作 飯野和好∥絵

綾の鼓 いすぱにやの土 中里恒子∥著

謝るなら、いつでもおいで　佐世保小六児同級生殺人事件 川名壮志

あやめ横丁の人々 講談社文庫 宇江佐真理著

アユタヤから来た姫 堀和久∥著

鮎の宿 講談社文芸文庫 阿川弘之∥〔著〕

あゆみとひみつのおともだち いぬいとみこ∥作 大友康夫∥画

あらいぐまとねずみたち こどものとも傑作集 ５２ 大友康夫∥さく・え

アライグマのコンチェルト 新日本少年少女の文学 ２・２２ あかねるつ∥作 岡本順∥絵

荒海ノ津 居眠り磐音　（二十二） 佐伯泰英

あらかじめ裏切られた革命 岩上安身∥著

嵐が丘 新潮文庫 E・ブロンテ

嵐が丘　下 光文社古典新訳文庫 エミリー・ブロンテ

嵐が丘　上 光文社古典新訳文庫 エミリー・ブロンテ

あらしのあと 岩波少年少女の本 ７ ドラ・ド・ヨング∥作 吉野源三郎∥訳 寺島竜一∥絵

あらしのあと 改版 岩波少年文庫 ２１２８ ドラ・ド・ヨング∥作 吉野源三郎∥訳

嵐の大地パタゴニア
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１
関野吉晴∥著

あらしの前 岩波少年少女の本 ６ ドラ・ド・ヨング∥作 吉野源三郎∥訳

あらしの前 改版 岩波少年文庫 ２１２７ ドラ・ド・ヨング∥作 吉野源三郎∥訳

アラジンとふしぎなランプ アラビアンナイト　上 偕成社文庫 ３１７５ 奴田原睦明∥訳

アラスカ 極北・生命の地図 星野道夫∥著

アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 星野道夫∥文・写真

あ



アラスカ光と風 福音館日曜日文庫 星野道夫∥著

あらそい 紙しばい名作選 アミーチス∥原作 堀尾青史∥脚本 輪島清隆∥画

荒鷹の鈴 暴れ旗本八代目 井川　香四郎

アラビアン・ナイト 福音館古典童話シリーズ ３３
ケイト・Ｄ・ウィギン∥編 ノラ・Ａ・スミス∥編 坂井晴彦∥訳 Ｗ・

ハーヴェイ∥ほか画

アラビアン・ナイト 上 岩波少年文庫 ２０７２ ディクソン∥編 中野好夫∥訳

アラビアン・ナイト 下 岩波少年文庫 ２０７３ ディクソン∥編 中野好夫∥訳

アラブ人とユダヤ人 「約束の地」はだれのものか デイヴィッド　Ｋ．シプラー∥著 千本健一郎∥訳

アラブのむかし話 レモンの花よめほか
大人と子どものための世界のむかし話

１６
池田修∥編訳 康君子∥編訳

アラブのゆくえ 岩波ジュニア新書 １８９ 岡倉徹志∥著

アラミスと呼ばれた女 宇江佐真理著

アラヤト山の女神 フィリピンの民話
ヴィルヒリオ　Ｓ．アルマリオ∥さいわ アルベルト　Ｅ．ガモス∥え

あおきひさこ∥やく

あららありゃりゃ 小長谷清実ぶん　五辻盈え

アランの歯は　でっかいぞ　こわーいぞ 課題図書 ジャーヴィス

アリ 自然たんけん １８ 佐藤有恒∥指導 七尾純∥構成文

あり かがくのとも傑作集 ２０ 小林勇∥ぶん・え

アリアドネの弾丸 海堂尊著

ありがたいこってす！ ユダヤの民話から マーゴット・ツェマック∥さく わたなべしげお∥やく

ありがとう 有馬敲少年詩集 詩の散歩道 有馬敲∥著 田島征彦∥絵

ありがとう……どういたしまして 新訳えほんシリーズ ４ ルイス・スロボトキン∥さく わたなべしげお∥やく

ありがとうの花束 岡山真子

ありがとうへんてこライオン 長新太作

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一文　栗林慧写真

アリクイにおまかせ おはなしだいすき 竹下文子作

アリクイのアーサー バーナード・ウェーバー∥さく みはらいずみ∥やく

ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ 石井桃子∥さく 中川宗弥∥え

アリジゴクの変身 子ども科学図書館 いぬいみのる∥文 おくやまひさし∥写真

アリスおばさんのパーティー ブルーナのおはなし文庫 ４ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ありづか
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

アリス殺し 創元クライム・クラブ 小林泰三著

アリスティードの夏休み あかね世界の児童文学 ２１ Ｒ．ティバー∥作 八木田宜子∥訳 Ｑ．ブレイク∥画

アリストテレス
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

６
堀田彰∥著

アリスの国の不思議なお料理 ジョン・フィッシャー∥作 開高道子∥訳

アリスの見習い物語 カレン・クシュマン∥著 柳井薫∥訳 中村悦子∥絵

アリスの夜 三上洸∥著

あ



アリスンの百日草 アニタ・ローベル∥作 セーラー出版編集部∥訳

ありづかのフェルダ オンドジェイ・セコラ

アリとくらすむし 島田たく　写真・文

ありとすいか 名作絵本復刊シリーズ ５ たむらしげる∥作・絵

アリに知恵はあるか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション ２２ 石井象二郎∥文 つだかつみ∥絵

ありのあちち ０．１．２．えほん つちはしとしこ∥さく

アリのお花畑 森の新聞 ３ 河野昭一∥著

ありのぎょうれつ 改訂 得田之久∥さく

ありのごちそう 新日本動物植物えほん ３ 高家博成∥ぶん 横内襄∥え

蟻の菜園　 アントガーデン 柚月裕子著

アリの世界 科学のアルバム ７ 栗林慧∥著

アリバイ崩し承ります 大山誠一郎

アリー＝ババと四十人の盗賊 アラビアンナイト　下 偕成社文庫 ３１７６ 奴田原睦明∥訳

アリマキ 小さいむしたちのくらし カラー自然シリーズ １４ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 七尾企画∥写真

有松の庄九郎 課題図書 中川なをみ著

ありんここりん 藤枝リュウジ文・絵

ある愛 中村光夫

あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ∥さく まさきるりこ∥やく

ある池のものがたり 福音館のかがくのほん 三芳悌吉∥さく

ある沖仲仕の生涯　古きミナトの秘話 現代伝記小説叢書　１ 祖父江一郎著

ある男 平野啓一郎

あるきだしたゆきだるま
ミラ＝ローベ∥さく ヴィンフリート＝オプゲノールト∥え ささきた

づこ∥やく

歩きだす夏 学研の新・創作 今井恭子作

歩きの科学 なぜ頭とからだによいのか？ ブルーバックス Ｂ‐７２４ 藤原健固∥著

歩く地図「愛・地球博名古屋」　’０５　ハビリオン１０４完全ガイ

ド
J guide magazine

歩くとなぜいいか？ 大島清

歩く人はなぜ「脳年齢」が若いか？ 大島清著

あるく・見る箱根八里
かなしんブックス　３５ 　箱根叢書

１９
田代道彌著

あるくやま　うごくやま 新版 かこ・さとしかがくの本 ４ かこさとし∥著 宮下森∥絵

あるげつようびのあさ ユリ・シュルヴィッツ∥作 谷川俊太郎∥訳

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス文庫 １ ダニエル・キイス∥著 小尾芙佐∥訳

ア・ルース・ボーイ 佐伯一麦∥著

アルセーヌ＝ルパン全集 ２３ 赤い数珠 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 別巻　５ 赤い輪 モーリス＝ルブラン∥著 榊原晃三∥訳

あ



アルセーヌ＝ルパン全集 ９ オルヌカン城の謎 モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 別巻　１ 女探偵ドロテ モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 １ 怪盗紳士ルパン モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２４ カリオストロの復讐 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ４ 奇岩城 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 １０ 金三角 モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 １１ 三十棺桶島 モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 １９ ジェリコ公爵 モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ７ 水晶の栓 モーリス＝ルブラン∥著 羽林泰∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２２ 特捜班ビクトール モーリス＝ルブラン∥著 羽林泰∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 １８ 謎の家 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ５ ８１３ モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ６ 続８１３ モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２０ バール・イ・ヴァ荘 モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 別巻　２ バルタザールのとっぴな生活 モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２１ 二つの微笑をもつ女 モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 別巻　４ 真夜中から七時まで モーリス＝ルブラン∥著 大友徳明∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 別巻　３ 三つの眼 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２５ ルパン最後の事件 モーリス＝ルブラン∥著 榊原晃三∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ２ ルパン対ホームズ モーリス＝ルブラン∥著 竹西英夫∥訳

アルセーヌ＝ルパン全集 ８ ルパンの告白 モーリス＝ルブラン∥著 長島良三∥訳

アルゼンチンまでもぐりたい 中村紘子∥著

アルツハイマーに克つ 家族が患者にできること 佐藤早苗∥著

ＲＤＧ４　レッドデータガール　世界遺産の少女 カドカワ　銀のさじシリーズ 荻原規子著

ＲＤＧ　６　レッドデータガール　星降る夜に願うこと カドカワ　銀のさじシリーズ 荻原規子著

ＲＤＧ　３ レッドデータガール　夏休みの過ごしかた カドカワ　銀のさじシリーズ 荻原規子著

ＲＤＧ２レッドデータガール　はじめてのお化粧 カドカワ　銀の匙シリーズ 荻原規子著

RDGレッドデータガール　はじめてのお使い カドカワ銀のさじシリーズ 荻原規子著

ある都市のれきし 横浜・３３０年 たくさんのふしぎ傑作集 北沢猛∥文 内山正∥絵

ある都市のれきし　横浜･330年 たくさんのふしぎ傑作集 北沢猛文　内山正絵

Rのつく月には気をつけよう 石持浅海著

あるばあとあっほう あほうどりの物語 矢田【テイ】子∥作 今井弓子∥絵

アルバートおじさんと恐怖のブラックホール ラッセル・スタナード∥作 岡田好惠∥訳 平野恵理子∥絵

アルバートおじさんの時間と空間の旅 ラッセル・スタナード∥作 岡田好惠∥訳 平野恵理子∥絵

あ



アルバートおじさんのミクロの国の冒険 ラッセル・スタナード∥作 岡田好惠∥訳 平野恵理子∥絵

あるひあひるがあるいていると あいうえおパラダイス　あ 二宮由紀子作

あるひうちゅうで きたむらさとし∥〔作〕

Ｒ．Ｐ．Ｇ． 集英社文庫 宮部みゆき∥著

アルプス登山鉄道 とんぼの本 池田光雅∥〔ほか〕著

アルプスのきょうだい 岩波の子どもの本 ゼリーナ・ヘンツ∥文 アロワ・カリジェ∥え 光吉夏弥∥やく

アルプスの少女ハイジ スイスメルヘン紀行 求龍堂グラフィックス 高橋健二∥著 矢川澄子∥著 西森聡∥写真

アルフレッド王の勝利 Ｃ・ウォルター・ホッジズ∥作 神宮輝夫∥訳

アルフレッド王の戦い 岩波の愛蔵版 ３７ ウォルター・ホッジス∥〔著〕 神宮輝夫∥訳

アルフはひとりぼっち 子どもの文学・緑の原っぱシリーズ ２ コーラ・アネット∥作 スティーブン・ケロッグ∥絵 掛川恭子∥訳

アルミ缶の実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 田島董美∥絵

ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書 中公新書 ２５２ 石光真人∥編著

アルメニアの少女 児童図書館・文学の部屋 デーヴィッド・ケルディアン∥作 越智道雄∥訳

アルモ二カ・ディアボリカ ハヤカワ文庫 皆川博子著

あるようなないような話 ライナー・クンツェ∥作 野村　∥訳

あれ、お空がもえてるよ 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

アレキサンダーとりゅう
キャサリン・ホラバード∥ぶん ヘレン・クレイグ∥え ごとうかずこ∥

やく

アレクセイと泉のはなし 本橋成一写真・文

荒地の恋 ねじめ正一著

アレックスとネコさん おはなしはらっぱ ９ ヘレン　Ｖ．グリフィス∥作 長滝谷富貴子∥訳 Ｓ．ラムート∥絵

アレックスとゆうれいたち エヴァ・イボットソン∥作 野沢佳織∥訳 高橋由為子∥絵

アレックスと私 アイリーン・M・ペパーバーク著

あれ、どっかちがうかな？ 児童図書館・絵本の部屋 テッサ・ダール∥ぶん アーサー・ロビンズ∥え 松川真弓∥やく

アレルギー医療革命　花粉症も食物アレルギーも治せる時代に！ ＮＨＫスペシャル取材班［監］

あれれれれ 幼児絵本シリーズ 柳生弦一郎∥さく

アロマセラピーで元気になる！ 高山絵美∥著

アロマの魔法　大好きな香りと暮らす１４５のナチュラルレシピ 金井恭子著

淡路人形浄瑠璃殺人事件 木谷恭介著

泡亭の一夜 泡坂妻夫∥著

あわてた王さまきしゃにのる ちいさな王さまシリーズ ９ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

あわてんぼらいおん らいおんえほん ２ 八木田宜子∥文 長新太∥絵

逢わばや見ばや 出久根達郎∥著

あわれなマノリート マノリート・シリーズ　２ エルビラ・リンド作　とどろきしずか訳

あーんあん あーんあんの絵本 １ せなけいこ∥さく・え

あ



暗雲 さようならそしてこんにちは『片翼だけの天使』 上 生島治郎∥著

暗雲 さようならそしてこんにちは『片翼だけの天使』 下 生島治郎∥著

アンガスとあひる 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マージョリー・フラック∥さく・え 瀬田貞二∥やく

アンガスとねこ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マージョリー・フラック∥さく・え 瀬田貞二∥やく

暗黒館の殺人　上 講談社ノベルス 綾辻行人著

暗黒館の殺人　下 講談社ノベルス 綾辻行人著

暗黒旅人 講談社文庫 大沢在昌著

暗殺街道 吉宗お庭番秘帳 喜安幸夫

暗殺剣 剣客太平記 岡本さとる

暗殺 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

暗殺者 上 中野孝次∥著

暗殺者 下 中野孝次∥著

暗殺者 剣客商売 池波正太郎∥著

暗殺者の森 逢坂剛著

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

アンジェリーナおねえさんになる
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン・ホラバード文　ヘレン・クレイグ絵　おかだよしえ訳

アンジェリーナスターになる
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン・ホラバード文　ヘレン・クレイグ絵　おかだよしえ訳

アンジェリーナとなかよしアリス かいがのえほん
ヘレン・クレイグ∥え キャサリン・ホラバード∥ぶん きたむらまさ

お∥やく

アンジェリーナのクリスマス
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン・ホラバード文　ヘレン・クレイグ絵　おかだよしえ訳

アンジェリーナはじめてのステージ
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン・ホラバード文　ヘレン・クレイグ絵　おかだよしえ訳

アンジェリーナはスケーター
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン･ホラバード文　ヘレン･クレイグ絵　おおかだよしえ訳

アンジェリーナはバレリーナ
講談社の翻訳絵本クラシックセレクショ

ン
キャサリン・ホラバード文　ヘレン・クレイグ絵　おかだよしえ訳

暗室 小林紀晴∥著

暗室 講談社文芸文庫 吉行淳之介∥〔著〕

暗手 馳星周

あんじゅう　三島屋変調百物語事続 新人物ノベルス 宮部みゆき

暗礁 黒川博行著

按針 仁志　耕一郎

安心･安全な家づくり 主婦の友新きほんBOOKS　HOUSING

安政五年の大脱走 五十嵐貴久∥著

安政の大獄 徳間文庫 大仏次郎∥著

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー ５ 茂市久美子∥作 黒井健∥絵

あ



アンソロジー　捨てる 大崎梢［等］著

アンタイトル 飛鳥井千砂

あんたがたどこさ おかあさんと子どものあそびうた ましませつこ∥絵

アンダーカバー　秘密調査 真保裕一著

アンダーグラウンド 村上春樹∥著

アンダーグラウンド 都市の地下はどうつくられているか デビッド・マコーレイ∥作 田村明∥訳

アンダー　ザ　ロード 道路の下の風景 道路の地下利用を考える会∥編著 近藤正昭∥絵

アンダルシア 真保裕一著

アンチノイズ 辻仁成∥〔著〕

あんちゃん 北原亞以子著

アンディとらいおん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ドーハーティ∥ぶん・え むらおかはなこ∥やく

アンデス家族 理論社ライブラリー 異文化に出会う本 高野潤∥著

アンデスの十字架 高尾佐介∥著

アンテナ 田口ランディ∥著

あんでらすの鐘　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著

アンデルセン 子どもの伝記全集 ４２ 山本藤枝∥著

アンデルセン童話集 １ 〔Ｈ．Ｃ．アンデルセン∥作〕 大畑末吉∥訳 初山滋∥絵

アンデルセン童話集 ２ 〔Ｈ．Ｃ．アンデルセン∥作〕 大畑末吉∥訳 初山滋∥絵

アンデルセン童話全集 １ Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 高橋健二∥訳

アンデルセン童話全集 ２ Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 高橋健二∥訳

アンデルセン童話全集 ３ Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 高橋健二∥訳

アンデルセン童話全集 ４ Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 高橋健二∥訳

アンデルセン童話全集 ５ Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 高橋健二∥訳

暗転 堂場瞬一著

アンと愛情 坂木司

安徳天皇漂海記 宇月原晴明著

アンと青春 坂本司著

アントワーヌからのてがみ くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

アントンは菓子食い怪じゅう
新・世界の子どもの本 １２ いたずらア

ントン ３
エバ・ベクセル∥作 カーリン・Ｓ・レーデル∥絵 石井登志子∥訳

アンナ・カレーニナ 上巻 新潮文庫 トルストイ∥〔著〕 木村浩∥訳

アンナ・カレーニナ 中巻 新潮文庫 トルストイ∥〔著〕 木村浩∥訳

アンナ・カレーニナ 下巻 新潮文庫 トルストイ∥〔著〕 木村浩∥訳

アンナとかわいいおとうと おとぼけアンナ ４
マンフレート・マイ∥さく デトレフ・ケルステン∥え ひらのきょう

こ∥やく

アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋
ハリエット・ジィーフェルト∥ぶん アニタ・ローベル∥え 松川真弓∥

やく

あ



アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋
ハリエット・ジィーフェルト∥ぶん アニタ・ローベル∥え 松川真弓∥

やく

アンナプルナ登頂 改版 岩波少年文庫 ３０５４ モーリス・エルゾーグ∥作 近藤等∥訳

あんな雪こんな氷 ちいさなたんけんたい ５ 高橋喜平∥文・写真

安南 愛の王国 クリストフ・バタイユ∥著 辻邦生∥訳

安南から刺客　新古着屋総兵衛　（八） 新古着屋総兵衛　八 佐伯泰英

アンネの日記 〔新訳〕 アンネ・フランク∥著 深町真理子∥訳

アンネの日記 完全版 アンネ・フランク∥著 深町真理子∥訳

アンネ・フランク 日記とともに生きつづける少女 １９２９－１９４

５
愛と勇気をあたえた人びと ５ リチャード・テームズ∥著 来住道子∥訳

アンのゆりかご　村岡花子の生涯 新潮文庫 村岡恵理著

アンパオ 太陽と月と大地の物語 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ
ジュマーク・ハイウォーター∥作 金原瑞人∥訳 フリッツ・ショル

ダー∥絵

あんぱんまん　ばいきんまんとピカルンルン やなせたかし

あんぱんまんとごりらまん キンダーおはなしえほん傑作選 ３１ やなせたかし∥作・絵

アンパンマンとピラミッドののろい アンパンマン・クラッシク　⑥ やなせたかし原作

アンパンマンとみずうみひめ アンパンマンミニ・ブックス ２３ やなせたかし∥さく

アンパンマンﾝともぐりん アンパンマン・クラッシク　⑤ やなせたかし原作

アンパンマンとリンゴぼうや アンパンマンのおはなしるんるん やなせたかし作・絵

アンパンマンの遺書 岩波現代文庫 やなせたかし著

あんぱんまんのひみつ あんぱんまんのおはなしわくわく　１ やなせたかし作

あんぽん　孫正義伝 佐野眞一著

暗幕のゲルニカ 原田マハ著

アンマーとぼくら 有川浩著

あんもちみっつ
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
水谷章三∥脚本 宮本忠夫∥画

闇夜 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場　瞬一

暗夜鬼譚 春宵白梅花 瀬川　貴次

暗約領域　新宿鮫　ⅩⅠ 新宿鮫 大沢　在昌

暗夜行路 新潮文庫 志賀直哉∥著

あんよあんよねえあんよ 長新太のねえねえ･えほん　２ 長新太作・絵

安楽死特区 長尾　和宏

安楽病棟 帚木蓬生∥著

安楽病棟 帚木蓬生

居合の女 はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

いいおかお 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 瀬川康男∥〔絵〕

いいおてんき
こどものとも　年中向き　２０１７・０

８
なかのゆき

いい女の更年期 続 主婦の友健康ブックス 野末悦子∥著

あ

い



いいからいいから 長谷川義史作

いいことってどんなこと こどものとも傑作集 神沢利子∥さく 片山健∥え

いい言葉は、いい人生をつくる 成美文庫 斉藤茂太著

いい歳旅立ち 阿川佐和子∥著

いい虫わるい虫 日本少年文庫 １９ 奥井一満∥著

いいものひろったくまざわくん いぬうえくんとくまざわくん ２ きたやまようこ∥作

いいもの　ほしいもの 秋岡芳夫∥著

言い寄る 田辺聖子著

イヴォンヌの香り パトリック・モディアノ∥著 柴田都志子∥訳

イエコさん ユリア･ヴォリ絵　角野栄子文

イエス
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

７
八木誠一∥著

イエス・キリスト 遠藤周作∥著

イエスに邂った女たち 遠藤周作∥著

イエスのミステリー 死海文書で謎を解く バーバラ・スィーリング∥著 高尾利数∥訳

家出　１２歳の夏 文研じゅべにーる Ｍ．Ｄ．バウアー∥作 平賀悦子∥訳 こさかしげる∥絵

家出する少年 ヘルトリング短編集 ペーター・ヘルトリング∥作 田尻三千夫∥訳 ペーター・クノル∥絵

いえでだブヒブヒ 日本傑作絵本シリーズ 柳生まち子∥作

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森　３ あさのあつこ作

いえでぼうや どうわの森のおくりもの 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

家の中では、とばないで！ ベティー・ブロック∥作 原みち子∥訳 たかおゆうこ∥絵

家日和 奥田英朗著

家日和 奥田英朗

イエペは　ぼうしが　だいすき 石亀泰郎∥写真

家康、江戸を建てる 門井慶喜

家康江戸を建てる 門井　慶喜

家康、死す　上 宮本昌孝著

家康、死す　下 宮本昌孝著

家康の遺策　関東郡代記録に止めず 幻冬舎時代小説文庫 上田秀人著

夜来香海峡 講談社文庫 船戸与一著

家はあれども帰るを得ず 関川夏央∥著

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の食事
ＮＨＫきょうの料理 成人病の食事シ

リーズ ５
男全正三∥〔ほか著〕 日本放送出版協会∥編

医学生 南木佳士∥著

いかさま海賊こんぐら航海記 世界傑作童話シリーズ マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳 長新太∥画

いかずち切り 山本一力著

い



雷の波濤　満州国演義　７ 船戸与一著

いかそう日本国憲法 第九条を中心に 岩波ジュニア新書 ２３５ 奥平康弘∥著

いかだ満月 山本一力著

伊香保殺人事件 内田康夫

以下、無用のことながら 司馬遼太郎∥著

怒り　上 吉田修一著

怒り　下 中公文庫 吉田修一著

怒り　上 中公文庫 吉田修一著

錨を上げよ　下 百田尚樹著

錨を上げよ　上 百田尚樹著

怒りをこめてふりかえれ 栗本薫∥著

錨とパイン 日本海軍側面史 外山三郎∥著

怒りの子 高橋たか子∥著

怒り始めた娘たち　「母娘ストレス」の処方箋 香山リカ著

斑鳩の里殺人事件 ノン・ノベル 斎藤栄∥著

斑鳩宮始末記 黒岩重吾∥著

イカロスの翼 美空ひばり物語 上前淳一郎∥著

異館 吉原裏同心　１１ 佐伯泰英著

いきいき老青春（ラオチンチュン） 田村総∥著

生きいそぎ 志水辰夫∥著

生きかた上手 日野原重明∥著

生き方の研究 新潮選書 森本哲郎∥著

生きた化石のチョウ 天敵から身をまもりつづけたひみつ 子ども科学図書館 倉兼治∥文と写真

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

生きている化石オウム貝 古生代のなぞにいどんだ人工飼育の記録 観察の本 ９ 加藤秀∥著

生きている裁判官 佐木隆三∥著

生きている数学１２カ月 岩波ジュニア新書 １５９ 志村利雄∥著

いきているもののなかま 幼児の科学 ２ 中谷千代子∥〔絵〕 鈴木三枝子∥文

いきているものはおおきくなる 幼児の科学 ３ 中谷千代子∥〔絵〕 鈴木三枝子∥文

生きて死ぬ智慧 柳澤桂子文,堀文子画

生きて候 安部龍太郎∥著

生きてます、１５歳。 ５００ｇで生まれた全盲の女の子 井上美由紀∥著

いきてるってどんなこと？ みつけようかがく
キャスリーン・ウェドナー･ゾイフェルド作　ネイディーン・バー

ナード・ウェストコット絵　なかざわひろこ訳

生きなおす、ことば　書くことのちからー横浜寿町から 大沢敏郎著

い



生きながら火に焼かれて ヴィレッジブックス スアド著　松本百合子訳

粋な袋、モダンな袋 和風もめんのパッチワークバッグ
Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍｉｎｇ　ｌｉｆｅ

ｓｅｒｉｅｓ

生きのびる　横浜異人街事件帖 白石一郎著

生き恥 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

いきものくらべ！ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

生きものたちの部屋 宮本輝∥著

生きものの観察と飼育 Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 ３０ 矢島稔∥監修 斎藤勝∥〔ほか〕共著

生きもののしくみ 科学者からの手紙 １３ 中村桂子∥文 宇野亜喜良∥絵

生きものは昼夜をよむ 光周性のふしぎ 岩波ジュニア新書 ３５２ 沼田英治∥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

異形の将軍 田中角栄の生涯 上 田中角栄 津本陽∥著

異形の将軍 田中角栄の生涯 下 田中角栄 津本陽∥著

異郷のぞみし 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

イギリス ブルーガイドわがまま歩き ３１

イギリス 街物語

イギリス人の患者 新潮・現代世界の文学 Ｍ・オンダーチェ∥著 土屋政雄∥訳

イギリス人のまっかなホント A・マイオール／D・ミルステッド

イギリス人はおかしい 日本人ハウスキーパーが見た階級社会の素顔 高尾慶子∥著

イギリスとアイルランドの昔話 石井桃子∥編・訳 Ｊ・Ｄ・バトン∥画

イギリスの村 安野光雅∥著

イギリスはおいしい 林望∥著

イギリスは愉快だ 林望∥著

生きる 乙川優三郎∥著

生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん ８ 北沢杏子∥著 井上正治∥絵

生きることと学ぶこと 岩波ジュニア新書 ２９２ 早乙女勝元∥著

生きることの意味 ある少年のおいたち ちくま少年図書館 ２４ 社会の本 高史明∥著

生きることば あなたへ 瀬戸内寂聴∥著

生きることは愛すること 瀬戸内寂聴

生きることはすごいこと
Ｋｏｄａｎｓｈａ　ｓｏｐｈｉａ　ｂｏ

ｏｋｓ
安野光雅∥著 河合隼雄∥著

生きるための１０１冊 岩波ジュニア新書 ３０２ 鎌田慧∥著

生きるって、楽しくって　ハンセン病を生きた山内定・きみ江夫妻

の愛情物語
片野田斉著

生きるのが楽しくなる脳に効く言葉 中野信子

生きるヒント ２ 五木寛之∥著

生きるヒント ３ 五木寛之∥著

い



生きるヒント 五木寛之

生きるヒント 自分の人生を愛するための１２章 五木寛之∥著

生きるぼくら 原田マハ著

生きる　劉連仁の物語 森越智子著

生きる　わたしたちの思い 谷川俊太郎with friends著

イグアナくんのおじゃまな毎日 偕成社おたのしみクラブ 佐藤多佳子∥作 はらだたけひで∥絵

育育児典　暮らし編 毛利子来，山田真 [共] 著

育育児典　病気編 毛利子来，山田真 [共] 著

育児のエスプリ 知恵の宝石箱 毛利子来∥著

いくぞ！カレーたんけん隊 坂本広子のカレークッキング 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

行くぞ！山歩き 平野恵理子

幾世の橋 澤田ふじ子

「イグルー」をつくる ウーリ・ステルツァー∥写真と文 千葉茂樹∥訳

イケイケどんどん小沢昭一的こころ 新潮文庫 小沢昭一∥著 宮腰太郎∥著

池上彰と考える、仏教って何ですか 池上彰

池にうかんだびわ 童心社のベスト紙芝居 川崎大治∥脚本 小谷野半二∥画

いけの　おと ふしぎなたねシリーズ 松岡達英作

生ける屍の死 創元推理文庫 山口雅也∥著

囲碁基本定石 藤沢秀行囲碁教室 ２ 藤沢秀行∥〔著〕

囲碁基本手筋 藤沢秀行囲碁教室 ３ 藤沢秀行∥著

異国のおじさんを伴う 森絵都著

異国の影　新古着屋総兵衛　（十） 新古着屋総兵衛　十 佐伯泰英

異国の花 着物始末暦　(八） 中島要

囲碁次の一手 藤沢秀行囲碁教室 ５ 藤沢秀行∥著

囲碁とっておき上達法 趙治勲著

囲碁入門 藤沢秀行囲碁教室 １ 藤沢秀行∥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

遺恨　四 鬼役 坂岡真

イコン 新装版 今野敏

遺恨の譜 勘定吟味役異聞　（七） 上田秀人

いざ帰りなん 新・古着屋総兵衛　十七 佐伯泰英

居酒屋 新潮文庫 エミール・ゾラ∥著 古賀照一∥訳

居酒屋お夏 居酒屋お夏 岡本さとる

い



居酒屋恋しぐれ はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

居酒屋宗十郎　剣風録 鳥羽亮

居酒屋兆治 山口瞳∥著

いさご波 安住洋子著

いざというときの医学百科 完全図解 福井次矢∥監修 主婦と生活社∥編

イサム・ノグチ 宿命の越境者 下 ドウス昌代∥著

イサム・ノグチ 宿命の越境者 上 ドウス昌代∥著

十六夜橋 石牟礼道子∥著

遺産　THE LEGACY 笹本稜平著

遺産相続の死角　東京～札幌殺人ライン 深谷　忠記著

いしあつめ ぼくのさんすう・わたしのりか １４ 斎藤靖二∥〔著〕 岩波映画製作所∥写真

石垣・竹富・西表島＆那覇 気ままに船とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ２１

いしがけちょう日記 新日本動物植物えほん １６ 杉浦和貴子∥ぶん 吉谷昭憲∥え

いしがめ かがくのとも傑作集 ２７ 金尾恵子∥さく

イシガメの里 わたしのワンダー　みぢかな生きもの 松久保晃作文･写真

石狩川　北の殺意 桃園文庫 梓林太郎

石川県の民話 したきりスズメほか 県別ふるさとの民話 １１　石川県 日本児童文学者協会∥編

石川五右衛門　下 光文社時代小説文庫 赤木駿介著

石川五右衛門  上 光文社時代小説文庫 赤木駿介著

石川啄木 子どもの伝記全集 ３３ 山本和夫∥〔著〕

石ころ地球のかけら たくさんのふしぎ傑作集 桂雄三∥文 平野恵理子∥絵

イシダイ すばらしき動物 ４ 高松史朗∥文 夏目義一∥え

イシダイしまごろう 文研科学の読み物 菅能　一∥著 渡辺可久∥絵

石取りの基本これだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

石に言葉を教える　壊れる日本人への処方箋 柳田邦男著

意地に候　酔いどれ小藤次　二　決定版　決定版 酔いどれ小藤次 佐伯泰英

いしになったかりゅうど 日本傑作絵本シリーズ　モンゴル民話 大塚勇三∥再話 赤羽末吉∥画

いしになったかりゅうど 日本傑作絵本シリーズ　モンゴル民話 大塚勇三∥再話 赤羽末吉∥画

石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から 儀間比呂志∥絵 谷真介∥文

石のししのものがたり チベットの民話による こどものとも傑作集 ９２ 大塚勇三∥再話 秋野亥左牟∥画

石の肺　アスベスト禍を追う 佐伯一麦著

石の花 岩波少年文庫 ３１１１ パーヴェル・バジョーフ∥作 佐野朝子∥訳

医師ひとすじ　信念を持って わが人生　１ 田中忠一著

イシ 二つの世界に生きたインディアンの物語 シオドーラ・クローバー∥作 中野好夫∥訳 中村妙子∥訳

い



いしぶみ（碑） 広島テレビ放送編

いじめを考える 岩波ジュニア新書 ２７１ なだいなだ∥著

「いじめ・登校拒否」と子どもの未来 今、学校と家庭でできること 春日井敏之∥著

医者井戸を掘る アフガン旱魃との闘い 中村哲∥著

医者の嘘　医者は自分の都合でウソをつく 石井光著

伊集院大介の新冒険 栗本薫∥著

異常気象売ります　下 シドニィ・シェルダン著　天馬龍行訳

異常気象売ります　上 シドニィ・シェルダン著　天馬龍行訳

異常気象のなぞ 冷たい夏や暖かい冬はなぜおこるのか 子ども科学図書館 新田尚∥著

衣食住の歴史 ポプラディア情報館 西本豊弘[監]

石は語る　建築は語る 科学者からの手紙 ５ 渡辺真弓∥文 鈴木哲威∥絵

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

いじわる夫婦が消えちゃった！ 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 田村隆一∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

いじわるブッチー
バーバラ・ボットナー∥ぶん ペギー・ラスマン∥え ひがしはるみ∥や

く

いじわるブライアン スクールバスのなかまたち ２
マージョリー・シャーマット∥作 アンドリュー・シャーマット∥作

乾侑美子∥訳 はたこうしろう∥絵

いじわるロージー キャサリン・パターソン

遺臣　百万石の留守居役　（四） 百万石の留守居役　（四） 上田秀人

異人館 白石一郎∥著

異人館画廊　盗まれた絵と謎を読む少女 谷瑞恵

維新始末 上田秀人

維新の群像 時代小説の楽しみ ９ 司馬遼太郎∥〔ほか〕著

異心　古着屋総兵衛影始末　第二巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

いじん幽霊　完四郎広目手控 高橋克彦著

椅子がこわい 私の腰痛放浪記 夏樹静子∥著

何処へ 渡辺淳一∥著

伊豆七島・小笠原 改訂６版 ＪＴＢのポケットガイド

伊豆七島・小笠原　 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ０８

伊豆下賀茂で死んだ女 祥伝社文庫 西村京太郎著

五十鈴川の鴨 竹西寛子著

いすゞ鳴る 山本一力著

イースターのおはなし
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

イスタンブールから船に乗って 澁澤幸子∥著

イスタンブール・トルコ　アンカラ　カッパドキア　パムッカレ

トロイ
ワールドガイド　ヨーロッパ　６

イスタンブールの東では 夏苅一裕∥著

い



イスタンブールの闇 高樹のぶ子∥著

イスタンブール歴史散歩 とんぼの本 渋沢幸子∥著 池沢夏樹∥著

伊豆の踊子・泣虫小僧 少年少女日本文学館　１１ 川端康成　林芙美子

伊豆の踊子　禽獣 角川文庫 川端康成∥〔著〕

出水（いずみ）のツル カラー版自然と科学 ４７ 赤尾譲∥著

伊豆　楽楽

イスラームを知ろう 岩波ジュニア新書 ４３０ 清水芳見∥著

イスラム世界を走る
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１４
関野吉晴著

遺跡を楽しもう 岩波ジュニア新書 ３２６ 岩田一平∥著

遺跡が語る日本人のくらし 岩波ジュニア新書 ２３４ 佐原真∥著

伊勢・志摩 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

伊勢志摩殺意の旅 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎∥著

伊勢・志摩　楽楽

伊勢路殺人事件 十津川警部シリーズ 西村　京太郎

いそあそびの科学 やさしい科学 １７ 武田正倫∥著 鮎川万∥絵

いそがしいあなたのホームフリージング 婦人之友社編集部∥著

いそがしいクリスマス めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく クレイグ・シャーマット∥さ

く マーク・シマント∥え 神宮輝夫∥やく 内藤貴子∥やく

いそがしいよる
こどものとも傑作集 ７６ ばばばあちゃ

んのおはなし
さとうわきこ∥さく・え

いそげパトカー・消防車 乗りものパノラマシリーズ 小賀野実　写真・文

磯子の史話 磯子区制５０周年記念事業委員会編

磯子の史話 磯子区政５０周年記念事業委員会編

磯子の水辺から　－掘割川その復権ー

イソップ寓話集 １ 〔イソップ∥著〕 渡辺和雄∥訳

イソップ寓話集 １９のおはなしとイソップにまつわる伝説と歴史
イソップ∥〔原作〕 バーバラ・ベイダー∥文 アーサー・ガイサート∥

絵 いずみちほこ∥訳

イソップのお話から バーナデット∥絵 やがわすみこ∥訳

イソップ物語
イソップ∥〔著〕 アーサー・ラッカム∥イラストレーション 田辺佐

保子∥訳

イソップものがたり 〔イソップ∥著〕 ハイジ＝ホルダー∥え みたむらのぶゆき∥ぶん

いその生きもの 小学館こども文庫・科学シリーズ ５ 太田一男∥指導 大塚高雄∥写真 稗田一俊∥写真

いその生物 カラー自然シリーズ ２５ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

いそべの生物 科学のアルバム ３３ 川嶋一成∥著

依存症のすべてがわかる本 健康ライブラリーイラスト版

遺体鑑定 歯が語りかけてくる 鈴木和男∥著

偉大なるＭ．Ｃ． Ｖ．ハミルトン∥作 橋本福夫∥訳

偉大なる王 斉藤　洋

い



偉大なる、しゅららぼん 万城目学著

いたいのいたいのとんでけ 日本傑作絵本シリーズ 平出衛∥さく

いたずらおばあさん 高楼方子∥作 千葉史子∥絵

いたずらかいじゅうのたんじょうび パット・ハッチンス∥さく いぬいゆみこ∥やく

いたずらカラスのハンス ブッシュの絵本 ヴィルヘルム・ブッシュ∥文　絵 上田真而子∥訳

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 バージニア・リー・バートン∥ぶんえ むらおかはなこ∥やく

いたずらぎつね
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
桜井信夫∥脚本 藤本四郎∥画

いたずら子犬ポシャンとポトム ブッシュの絵本 ヴィルヘルム・ブッシュ∥文　絵 上田真而子∥訳

いたずら小おに 新しい世界の童話シリーズ ２６ ユリア・ドゥシニスカ∥〔作〕 内田莉莎子∥訳

いたずらこねこ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
バーナディン・クック∥ぶん レミイ・チャーリップ∥え まさきるり

こ∥やく

いたずらコヨーテキュウ どいかや∥作

いたずら小博士の電気実験 ぼくらは技術者・発明王
たのしい手づくり教室　つくる・そだて

る・考える ２２
白銀一則∥著 後藤辰夫∥著

いたずらスキッパーは、ぼくの犬 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 キャロリン・ダイナン∥さく・え 五頭和子∥やく

いたずらスニップ　いねむりダンカン あかね世界の文学シリーズ Ｎ．ベンチリー∥作 掛川恭子∥訳 渡辺三郎∥画

いたずらだいさくせん クックとプッケ ２ エルジェ∥作 ほりうちもみこ∥訳

いたずらっこうみにでる 新しい日本の幼年童話 今村葦子∥作 西巻茅子∥絵

いたずらっ子オーチス 新しい世界の童話シリーズ ベバリイ＝クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ルイス＝ダーリング∥画

いたずらでんしゃ　改訂新版 グラマトキーののりものどうわ　２ ハーディー･グラマトキー作　渡辺茂男訳

いたずら２にんぐみ クックとプッケ １ エルジェ∥作 ほりうちもみこ∥訳

いたずらニャーオ 世界傑作童話シリーズ アン・ホワイトヘッド・ナグダ作  髙畠リサ訳

いたずら人形チョロップ おはなしパーク ４ たかどのほうこ∥作絵

いたずらねこのスニーカー
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 ジャン・シャロー∥絵 乾侑美

子∥訳

いたずらノラ ミセスこどもの本 ローズマリー・ウエルズ∥作 大庭みな子∥訳

いたずらビリーとほしワッペン パット・ハッチンス∥さく いぬいゆみこ∥やく

いたずらラッコとおなべのほし あかね創作えほん １７ 神沢利子∥文 長新太∥絵

いたずらラッコのロッコ 創作児童文学選 ２ 神沢利子∥著 長新太∥絵

いたずらロラン 世界傑作絵本シリーズ
ネリー・ステファヌ∥さく アンドレ・フランソワ∥え かわぐちけい

こ∥やく

いただきまあす くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

いたちのドミニクさん オークアプルの森のおはなし ５ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

いだてんの六 おはなし名作絵本 ５ そやきよし∥・ぶん ふくだしょうすけ∥・え

悼む人 天童荒太著

イタリア遺聞 新潮文庫 塩野七生∥著

イタリアからの手紙 新潮文庫 塩野七生∥著

イタリア幻想曲　貴賓室の怪人　２ 内田康夫著

い



イタリア式野菜定食 花田美奈子∥著

イタリアの幸せなキッチン 宮本美智子∥文 永沢まこと∥絵

イタリアの小さな田舎町 丸茂和博∥編 クロスメディア∥編

イタリアののぞきめがね ファージョン作品集 ２ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

イタリアのむかし話 悪魔にもらったズボンほか
大人と子どものための世界のむかし話

１
カルヴィーノ∥編 大久保昭男∥訳

イタリア職人（マエストロ）の国物語 朽見行雄∥著

イタリア　ローマ　フィレンツエ　ヴェネツィア　ミラノ　ナポリ ワールドガイド

１１／２２／６３　上 スティーヴン･キングﾞ著

１１／２２／６３　下 スティーヴン・キング著

一億二千万の殺意 TOKUMA NOVELS 西村京太郎著

市川房枝おもいで話 市川ミサオ∥著 市川房枝記念会∥編

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３ 村上春樹著

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１＜４月ー6月＞ 村上春樹著

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２＜7月ー9月＞ 村上春樹著

いちくんにいくんさんちゃん 復刻傑作幼児絵本シリーズ　１ 中川李枝子文　山脇百合子絵

一月物語 平野啓一郎∥著

いちご 福音館の幼児絵本 平山和子∥さく

一号線を北上せよ 沢木耕太郎∥著

苺をつぶしながら 田辺聖子著

いちごがうれた うさぎのモコのおはなし ４ 神沢利子∥さく 渡辺洋二∥え

いちごつみ 神沢利子文　平山英三画

いちご同盟 三田誠広∥著

苺とチョコレート セネル・パス∥著 野谷文昭∥訳

イチゴの絵本 そだててあそぼう １４ きむらまさゆき∥へん すぎたひろみ∥え

いちごばたけのちいさなおばあさん こどものとも傑作集 ６７ わたりむつこ∥さく 中谷千代子∥え

苺畑よ永遠に 加藤幸子∥著

無花果とムーン 桜庭一樹著

いちじく　にんじん ０．１．２．えほん 大阪YWCA千里子ども図書室［案］　ごんもりなつこ絵

無花果の実のなるころに 西條奈加著

無花果の森 小池真理子

一途 新剣客太平記　四 岡本さとる

市太郎ずし 浅草料理捕物帖　二の巻 小杉健治

１・２・３　インドのかずのえほん
アジア・アフリカ絵本シリーズ＜インド

＞

アヌシュカ・ラビシャンカール文　シリシュ・ラオ文　デュンガ・

バイ絵　石津ちひろ訳

一日一文 英知のことば 木田元∥編

い



1日1分！大人の英語力が面白いほど身につく！ 小池直己，佐藤誠司[共］著

一日江戸人 新潮文庫 杉浦日向子

いちにちにへんとおるバス 中川正文∥作 梶山俊夫∥絵

一日/夢の柵 黒井千次著

１ねん１くみ１ばんあったか～い！ こどもおはなしランド　７５ 後藤竜二作

１ねん１くみ１ばんあまえんぼう こどもおはなしランド　７３ 後藤竜二作

１ねん１くみ１ばんいいやつ こどもおはなしランド ２５ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんえらい！ こどもおはなしランド ６８ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんくいしんぼう こどもおはなしランド　７７ 後藤竜二著

１ねん１くみ１ばんげんき こどもおはなしランド １０ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんこわ～い こどもおはなしランド ５８ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんサイコー！ こどもおはなしランド 後藤竜二著

１ねん１くみ１ばんでっかい！！ こどもおはなしランド ６１ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんなかよし こどもおはなしランド １１ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんびじん こどもおはなしランド ２１ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんびっくり こどもおはなしランド ４６ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんひみつ！ こどもおはなしランド ５６ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんふしぎ？ こどもおはなしランド ６４ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんやさし～い こどもおはなしランド ６６ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんやるき こどもおはなしランド ５０ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんゆうき こどもおはなしランド １９ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１ばんワル こどもおはなしランド ２ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみ１とうしょう こどもおはなしランド １５ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

１ねん１くみのしらゆきひめ 新・創作えぶんこ 長崎源之助∥著 山中冬児∥絵

１ねん１くみペット大会 世界の絵本 ２０
アンドリュー・デイビス∥作 ダイアナ・デイビス∥作 ポール・ドー

リング∥絵 おかせいこ∥訳

１ねん１くみもうすぐ春 こどもおはなしランド １６ 後藤竜二∥作 長谷川知子∥絵

一年中使えるワンポイント刺しゅう　パターン＆ブローチ小さな花

刺しゅう
Asahi Original530

１年生になりました！ ジャネット・アルバーグ∥作 アラン・アルバーグ∥作 佐野洋子∥訳

一年生になるんだもん 角野栄子∥文 大島妙子∥絵

一年生のつうしんぼ 理論社のどうわ 中野みち子∥〔作〕 花之内雅吉∥え

一年と一日 魔女の告げた日 文学の扉 １０ ウィリアム・メイン∥作 黒沢浩∥訳 山本耀也∥画

１ねんに３６５のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャミン

のおはなし

ジュディ＝バレット∥さく ロン＝バレット∥え まつおかきょうこ∥や

く

１年ぼうずもらくじゃない 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ３
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

一の富 角川時代小説倶楽部 並木拍子郎種取帳 松井今朝子∥〔著〕

い



いちばん美しいクモの巣 詩人が贈る絵本 ２
アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン∥〔著〕 ジェイムズ・ブランスマン∥

絵 長田弘∥訳

いちばんすてきなプレゼント ポプラせかいの絵本 ３ ホリー・ケラー∥さくえ あかぎかんこ∥やく あかぎかずまさ∥やく

いちばんたいせつなもの　バルカンの昔話 八百板洋子編･訳

いちばんでんしゃの　しゃしょうさん 竹村宣治文　大友康夫絵

いちばん長い夜に 乃南アサ著

いちばんぼし うたうたうたう まどみちお∥し スズキコージ∥え

いちばんわかるゴルフをはじめる人の本 水谷翔∥著

１プードの塩 ロシアで出会った人々 小林和男∥著

１ポンドの悲しみ 石田衣良著

一枚摺屋 城野隆著

一枚裁ちでつくるかんたん手ぬいの大人服 レディブデックシリーズ 高橋恵美子著

一まいの卒業証書 あすなろ創作シリーズ １ 金沢嘉市∥著 久米宏一∥絵

一万の悲しみ エリザベス・キム∥著 雨宮絵理∥訳

一夢庵風流記 隆慶一郎∥著

一命　十六 鬼役 坂岡真

１メートルで作れるコットンｄｅ手作り！！こども服 レディブティックシリーズ １６８６

一網打尽 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

胃腸にやさしい消化のよいメニュー
ＮＨＫきょうの料理 家族のヘルシー食

卓 ５
宗像伸子∥著

イチョウの木 カラー版自然と科学 ５５ 宗方俊　∥著

一葉の口紅曙のリボン 群ようこ∥著

一葉の恋 田辺聖子著

一両二分の女 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

一輪挿しと小品花 暮らしにいける 花図鑑　花歳時記 講談社∥編集

一輪の花　父子十手捕物日記 徳間文庫 鈴木英治著

一路　上 浅田次郎著

一路　下 浅田次郎著

一路　上 中公文庫 浅田次郎

一路　下 中央文庫 浅田次郎

いつか、あなたも 久坂部羊著

いつか王子駅で 堀江敏幸∥著

いつかかえるになる日まで 栗本薫著

五日間のパリ ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

イッカククジラがきた浜辺 心の児童文学館シリーズ ３第９巻 マイクル・モーパーゴ∥作 沢登君恵∥訳

いつかどんぐりの木が 海外秀作絵本 ２
イヴ・バンティング∥作 ロナルド・ハイムラー∥絵 はしもとひろみ∥

訳

い



一家に1冊　お弁当大百科 別冊ＮＨＫきょうの料理

いつか、虹の向こうへ 伊岡瞬著

いつかの花 日本橋牡丹堂　菓子ばなし 中島久枝

いつかのりたい世界と日本の豪華列車 乗りものパノラマシリーズ １５ 桜井寛∥写真 板谷成雄∥文・構成

いつか陽のあたる場所で 乃南アサ著

いつか夜の終わりに 双葉文庫 髙田侑著

いつかはきっと
シャーロット・ゾロトフ∥ぶん アーノルド・ローベル∥え やがわす

みこ∥やく

一休 子どもの伝記全集 ２３ 槙本ナナ子∥〔著〕

一九戯作旅 講談社文庫 野口卓

一茶 藤沢　周平

一切語るなかれ 東条英機一族の戦後 岩浪由布子∥著

一切なりゆき 樹木希林

一矢ノ秋 居眠り磐音江戸双紙　３７ 佐伯泰英

一週間 井上ひさし著

一瞬の風になれ　第３部　ドン 佐藤多佳子著

一瞬の風になれ　第２部　ヨウイ 佐藤多佳子著

一瞬の風になれ　第１部　イチニツイテ 佐藤多佳子著

一瞬の光 白石一文∥著

一瞬の魔 夏樹静子∥著

一生感動一生青春 相田みつを∥著

一升桝の度量 池波正太郎著

一所懸命 岩井三四二著

いっしょだよ 小寺卓矢著

いっしょってうれしいな
シャーロット・ゾロトウ∥文 カレン・ギュンダシャイマー∥絵 みら

いなな∥訳

いっしょにきしゃにのせてって！ ジョン・バーニンガム∥さく 長田弘∥やく

いっしょにつくろう 絵本の世界をひろげる手づくりおもちゃ 高田千鶴子∥〔ほか〕製作 村田まり子∥絵

一心斎不覚の筆禍　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著

いっすんぼうし 幼児みんわ絵本 ２ 百々佑利子∥ぶん 小沢良吉∥え

いっすんぼうし むかしむかし絵本 １１ おおかわえっせい∥ぶん えんどうてるよ∥え

いっすんぼうし 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ∥ぶん あきのふく∥え

一寸法師・さるかに合戦・浦島太郎
岩波版ほるぷ図書館文庫 日本の昔ばな

し ３
関敬吾∥編

一石二鳥の敵討ち　半次捕物控 佐藤雅美著

往ったり来たり 夏樹静子∥著

いっちばん 畠中恵著

い



一朝の夢 梶よう子著

一ちょうめのおばけねこ あたらしい創作童話 ５２ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

いってきまあす！ くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

いつでもふたり
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
カレン・ウォーラス∥ぶん ロス・コリンズ∥え せなあいこ∥やく

いってらっしゃい、イーブシキン Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イリーナ・トクマコーワ∥作 島原落穂∥訳

一刀斎夢録　上 浅田次郎著

一刀斎夢録　下 浅田次郎著

いっとうしょうはだあれ フォックスウッドものがたり ３
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

いつ寝るの？ かがくのほん 高田勝∥文 叶内拓哉∥写真

いつのまにか私も「婆あ」 居なおって老いを楽しむ 門野晴子∥著

いつのまにやら本の虫 出久根達郎∥著

いっぱいやさいさん 国際版絵本 まどみちお∥文 斎藤恭久∥絵

イップとヤネケ アニー・M．Ｇ．シュミット作　西村由美訳

一遍 癒しへの漂泊 畑山博∥著

いっぺんさん 朱川湊人著

いっぽん桜 山本一力∥著

いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川俊太郎∥文 坂井信彦∥ほか写真 堀内誠一∥絵

一本の温度計 童心社・小学生ブックス 菅原十一∥著

一本の樹からはじまった 人と“こころ”のシリーズ １ 土岐小百合∥著

いっぽんばしわたる 五味太郎∥作・画

一本眉 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥〔著〕

いつまでも好きな服 茅木真知子∥著

いつまでも好きな服 Ｐａｒｔ　２ 茅木真知子∥著

いつもいいことさがし　小児科医が見た日本の子どもたちとおとな

たち
細谷亮太著

いつもが消えた日 創元推理文庫 西條奈加

いつも心に音楽が流れていた 柳田邦男著

いつもちこくのおとこのこ ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘ

ネシー
あかねせかいの本 １７ ジョン・バーニンガム∥さく たにかわしゅんたろう∥やく

いつもなかよし わくわく幼年どうわ　１０ つちだよしはる作絵

いつも、ニコニコ赤ちゃんの棒針編み ０～１８か月

いつもの作りおきで１５分で、ちゃんとおいしいごはん　お金も時

間もグンと節約！
牛尾理恵著

偽りの明治維新 だいわ文庫 星亮一

イデアの洞窟 ホセ・カルロス・ソモサ著　風間賢二訳

いで湯を楽しむ１００山 関東近辺 ブルーガイドハイカー 石丸哲也∥〔ほか著〕

糸あそび　布あそび 田村寿美恵文　平野恵理子絵

い



糸あそび布あそび とくべつな道具はいらない。家にあるものをつ

かって、いろいろ作ってみよう。
たくさんのふしぎ傑作集 田村寿美恵∥文 平野恵理子∥絵

伊東静雄 日本の詩 伊東静雄∥〔著〕 小島信一∥編

伊藤博文と安重根 佐木隆三∥著

糸車 宇江佐真理著

糸車 宇江佐真理

いとしい 川上弘美∥著

愛しい女（ヒト） 新潮文庫 三浦哲郎∥著

いとしい和の暮らし 日々を彩るにほんの行事 平野英理子

愛しの座敷わらし 荻原浩著

愛しのベビーウェア 出産準備からよちよち歩きまで 月居良子∥著

異都憧憬日本人のパリ ポテンティア叢書 ２９ 今橋映子∥著

いとであそぼう てをつかう・くふうする ３ 伊藤ちはる∥さく 西山晶∥え

糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山史郎∥文と写真 小川宏∥文と写真

糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで 松山史郎∥文と写真 小川宏∥文と写真

いどにおちたぞうさん マリー・ホール・エッツ∥作 たなべいすず∥やく

糸のパッチワーク ポルトガル刺し入門 高橋紀世子∥著

挑む女 群ようこ∥著

いないいない、いない 四つのひろしま物語 国土社の子どもの文学 ５ 大野允子∥作 浜田桂子∥絵

いないいないばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 瀬川康男∥〔絵〕

いないいないばあや 神沢利子∥作 平山英三∥画

いないよいないよ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョン・プレイター∥さく 山口文生∥やく

田舎の紳士服店のモデルの妻 文春文庫 宮下奈都著

いなばのしろうさぎ 日本の神話 第４巻 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

イニシエーション・ラブ 文春文庫 乾くるみ著

いにしえの少女バルイェット パトリシア・ライトソン∥作 百々佑利子∥訳

いぬ バーニンガムのちいさいえほん ４ 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 いぬうえくんとくまざわくん １ きたやまようこ∥作

いぬうえくんのおきゃくさま いぬうえくんとくまざわくん ３ きたやまようこ∥作

いぬおことわり！
Ｈ．Ａ．レイ∥え マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく ふくもと

ゆみこ∥やく

犬をふたりで半分こ ぼくとクララおねえちゃん １ ディミーター・インキオフ∥作 飯豊道男∥訳 曽我舞∥絵

いぬがいっぱい 福音館　あかちゃんの絵本 グレース・スカール∥さく やぶきみちこ∥やく

犬がくれた幸福 鶴田静著

犬から聞いた素敵な話　涙あふれる１４の物語 山口花著

い



犬吉 諸田玲子∥著

犬ぞりの少年 文研ブックランド ジョン・レイノルズ・ガーディナー作　久米穣訳

犬たちの隠された生活 エリザベス・Ｍ・トーマス∥著 深町真理子∥訳

犬と歩けば 出久根達郎∥著

犬道楽江戸草紙 徳間文庫 澤田瞳子編

犬と五人の子どもたち 岩波少年少女の本 ４ ルネ・レッジャーニ∥作 杉浦明平∥訳

イヌとつきあうために ＮＨＫ趣味百科ペットとくらす

いぬとねことふしぎなたま 幼児みんわ絵本 １５ 望月新三郎∥ぶん 福田庄助∥え

いぬとねこ Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 ４１ 増井光子∥編著

犬とハモニカ 江國香織著

犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー作　三辺律子訳

犬なら普通のこと ハヤカワ・ミステリワールド 矢作俊彦　司城志朗［共］著

いぬなんてだいきらい りとる ４
ジョアン・Ｌ・ノドセット∥作 クロスビー・ボンサル∥絵 いしいし

んじ∥訳

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

イヌのいいぶんネコのいいわけ イヌとネコにともだちになってもら

う本
なかのひろみ∥文 植木裕幸∥写真 福田豊文∥写真

犬のいる暮し 中野孝次∥著

犬の掟 佐々木譲著

犬の毛にご注意！ めいたんていスーパーわん １ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

犬の人生 マーク・ストランド∥著 村上春樹∥訳

犬のディドより人間の皆様へ チャップマン・ピンチャー∥〔著〕 中村凪子∥訳

イヌのヒロシ おはなしランドくじらの部屋 １ 三木卓∥作 渡辺良重∥絵

いぬのマーサがさんぽにいったら スーザン・メドー∥さく・え ひがしはるみ∥やく

いぬのマーサがしゃべったら スーザン・メドー∥さく・え ひがしはるみ∥やく

いぬのマーサがでんわをしたら スーザン・メドー∥さく・え ひがしはるみ∥やく

いぬのマーサとスープのひみつ スーザン・メドー∥さく・え ひがしはるみ∥やく

犬張子の謎 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

犬笛 光文社文庫 西村寿行∥著

犬婿入り 多和田葉子∥著

イヌ わが家のにおいの専門家 動物たちの超能力 ２ 倉橋和彦∥文 桑島正充∥絵

犬はなぜ足をあげてオシッコをするのか ぼくの勉強は“なぜ”からは

じまった

ポプラ社いきいきノンフィクション １

７
林良博∥著

イヌはなぜ人間になつくのか ドッグおもしろ博物学 沼田陽一∥著

いねかりやすみ
こどものとも傑作集 ８８ のらっこの絵

本 ３
菊池日出夫∥さく

稲と穀物 農業の将来 図説・日本の産業 １０ 堂脇昭夫∥著

イネの一生 科学のアルバム ２６ 守矢登∥著

い



イネの絵本 そだててあそぼう ６ やまもとたかかず∥へん もとくにこ∥え

稲の道 ＮＨＫブックス ３０４ 渡部忠世∥著

居眠り磐音 劇場版　００ 佐伯泰英

居眠り磐音江戸双紙読本 居眠り磐音江戸双紙番外編跡継ぎ 佐伯泰英

居眠り同心影御用　源之助人助け帖 二見時代小説文庫 早見俊著

井上真改 御刀番　左京之介　九 藤井邦夫

異能の画家伊藤若沖 とんぼの本 狩野博幸 [等] 著

イノセント・ゲリラの祝祭 海堂尊著

命 柳美里∥著

いのち 科学者からの手紙 １２ 柳沢桂子∥文 桑原伸之∥絵

いのち 瀬戸内寂聴

命ある限り 三浦綾子∥著

命売ります ちくま文庫 三島由紀夫著

いのちをいただく　みいちゃんがお肉になる日 講談社の創作絵本 内田美智子作　魚戸おさむとゆかいななかまたち絵

いのちをつなぐ　セラピードッグをめざす被災地の犬たち ノンフィクション・生きるチカラ 大木トオル著

「いのち」が喜ぶ生き方 矢作直樹著

いのちと生きる 重兼芳子∥著

いのちなりけり 葉室麟著

いのちの輝き　感じるかい　「牛が拓く牧場」から 斎藤　晶

いのちの米　堂島物語 富樫倫太郎著

いのちの時間 山田富也∥〔ほか〕著

いのちのつながり かがくのほん 中村運∥ぶん 佐藤直行∥え

いのちのバトン 志村季世恵

いのちの蛍 高瀬川女船歌 澤田ふじ子

いのちのラブレター 川渕圭一

いのち ８人の医師との対話 柳田邦男∥著

いのちまんだら 灰谷健次郎∥著

命もいらず名もいらず　上　幕末篇 山本兼一著

命もいらず名もいらず　下　明治篇 山本兼一著

いのちは見えるよ いのちのえほん １１ 及川和男∥作 長野ヒデ子∥絵

ｅの悲劇 幸田真音∥著

祈り 伊岡瞬

祈りの幕が下りる時 東野圭吾著

祈る時はいつもひとり　下 白川道著

い



祈る時はいつもひとり　上 白川道著

いーはとあーは 福音館の幼児絵本 やぎゅうげんいちろう∥さく

井原西鶴集 上 日本古典選 井原西鶴∥〔著〕 藤村作∥校註 田崎治泰∥補訂

井原西鶴集 中 日本古典選 井原西鶴∥〔著〕 藤村作∥校註 東明雅∥補訂

井原西鶴集 下 日本古典選 井原西鶴∥〔著〕 藤村作∥校註 東明雅∥補訂

いばらひめ グリム童話 エロール・ル・カイン∥え やがわすみこ∥やく

いばりんぼうのカラス 大型絵本 バーナディット・ワッツ∥文　絵 松野正子∥訳

遺譜　浅見光彦最後の事件　上 内田康夫著

遺譜　浅見光彦最後の事件　下 内田康夫著

遺譜　浅見光彦最後の事件　上 内田康夫

遺譜　浅見光彦最後の事件　下 内田康夫

イブのおくれ毛 ベスト・オブ・女の長風呂 １ 田辺聖子∥著

遺文　吉原裏同心（二十一） 吉原裏同心　二十一 佐伯泰英

イベリアの雷鳴 逢坂剛∥著

イボイボガエルヒキガエル 三輪一雄作・絵

異邦人 新潮文庫 アルベール・カミュ∥著 窪田啓作∥訳

異邦の騎士　改訂完全版 講談社文庫 島田荘司著

違法弁護 中嶋博行∥著

いま、会いにゆきます 市川拓司著

今編んで着たいニット　重ね着が楽しめるニットウエアとこものを

編んでみましょ
レディブティックシリーズ

今かくあれども メイ・サートン∥〔著〕 武田尚子∥訳

いま学校が面白い 岩波ジュニア新書 ３８７ 佐藤忠男∥著

イマジン？ 有川ひろ

今すぐ「それ」をやめなさい 森田豊著

未だ行ならず　（下） 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

未だ行ならず　（上） 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

いま、地球があぶない 大気汚染の恐怖 ポプラ社教養文庫 ３ 浅井富雄∥著

今ひとたびの、和泉式部 諸田玲子

今森光彦昆虫記 今森光彦∥著

今森光彦世界昆虫記 今森光彦∥著

伊万里　九谷
シリーズ太陽 ８ 太陽やきものシリーズ

冬

いまはあき ロイス・レンスキー作　さくまゆみこ訳

いまはむかし　さかえるかえるのものがたり まつおかきょうこ∥さく 馬場のぼる∥え

今は昔のこんなこと 文春新書　５６９ 佐藤愛子著

い



イミダス　２００７　別冊付録　国際比較「日本力」

イミダス　２００６　別冊付録平成の大合併地図帳＆都道府県デー

タマップ

イメージを読む 美術史入門 ちくまプリマーブックス ６９ 若桑みどり∥著

いもうと 剣客太平記 岡本さとる

妹になるんだワン！ スーザン・Ｅ・ヒントン∥作 こだまともこ∥訳 高橋由為子∥絵

妹の縁談　二 小間もの丸藤看板姉妹 宮本紀子

いもうとのにゅういん こどものとも傑作集 ７５ 筒井頼子∥さく 林明子∥え

いもころがし 日本むかしむかし 川崎大治

鋳物の文化史 銅鐸から自動車エンジンまで 図説日本の文化をさぐる ６ 石野亨∥文 稲川弘明∥図　絵

いもむしってね・・・ 澤口たまみ文　あずみ虫絵

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ ６

いやいやえん 童話 中川李枝子∥さく 大村百合子∥え 子どもの本研究会∥編集

いやいやの木 おはなしはらっぱ １ 山下明生∥作 遠藤てるよ∥絵

癒し屋キリコの約束 森沢明夫

癒す心、治る力 自発的治癒とはなにか アンドルー・ワイル∥著 上野圭一∥訳

いやだあさまであそぶんだい ヘレン・クーパー作　ふじたしげる訳

いやだいやだ いやだいやだの絵本 ３ せなけいこ∥〔著〕

いやだいやだのスピンキー ウィリアム・スタイグ∥作 おがわえつこ∥訳

厭な小説 京極夏彦著

いよう！ 山田宗樹

イーヨ君の結婚生活 大山淳子著

イーヨーのあたらしいうち クマのプーさんえほん ９ Ａ．Ａ．ミルン∥さく Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

イーヨーのたんじょうび クマのプーさんえほん ４ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

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

イーライじいさんのすてきなともだち ピートの絵本シリーズ １３ ビル・ピート∥作絵 山下明生∥訳

依頼人 ジョン・グリシャム∥〔著〕 白石朗∥訳

イラガのマユのなぞ わたしの研究 わたしのノンフィクション １５ 石井象二郎∥文 津田かつみ∥絵

イラスト版子どもの事故予防 子どもを守る４６の生活の知恵 子育てグッズ研究会∥編 山中竜宏∥監修

イランのむかし話 マレク＝モハンマドの冒険ほか
大人と子どものための世界のむかし話

９
井本英一∥編訳

入相の鐘 星川清司∥著

入江麻木の小さなフルコース 入江麻木∥著

イリオモテヤマネコ 南海の秘境に生きる 今泉吉典∥〔ほか〕著

イリーナとふしぎな木馬 世界傑作童話シリーズ マグダレン・ナブ∥さく 立石めぐみ∥やく 酒井信義∥え

い



入り婿侍商い帖 出仕秘命　二 千野隆司

入り婿侍商い帖 出仕秘命　一 千野隆司

入り婿侍商い帖 関宿御用達　二 千野隆司

入り婿侍商い帖 関宿御用達 千野隆司

遺留品 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

魔術師 ジェフリー・ディーヴァー著

医療事故がとまらない 集英社新書　０２２３Ｂ 毎日新聞医療問題取材班著

医療とくらし 産業のこころシリーズ １７ 吉本光一∥著

医療用語ハンドブック 大塚裕一

異類婚姻譚 本谷有希子著

いるいるだあれ 岩合日出子文　岩合光昭写真

イルカ 超音波をつかう海のなかま 動物たちの超能力 １ 倉橋和彦∥文 前川和明∥絵

イルカとおどった夜
フランク・ディサイクス∥文 デビー・デューランド・ディサイクス∥

絵 たかはしけいすけ∥訳

イルカと泳ぎたい！ 旺文社ジュニア・ノンフィクション 中村庸夫∥写真・文

いるかのうみ 日本傑作絵本シリーズ 菅瞭三∥さく

イルカのてがみ りとる １１ 広瀬裕子∥作 杉田比呂美∥絵

イルカの夏 カテリーネ・アルフライ∥作 矢川澄子∥訳

イルゼ姉さんの家出
クリスティーネ・ネストリンガー∥著 西島洋造∥訳 味戸ケイコ∥イラ

スト

いれものとぼうし 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　５ エキグチクニオ［編］著

色 花村萬月著

いろいろ１ねん レオ・レオーニ∥著 谷川俊太郎∥訳

いろいろどうぶつえん ０．１．２．えほん パトリック・ラロッシュ∥さく

いろいろバス ツペラツペラ

いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル∥作 まきたまつこ∥やく

色を染める 藍と紅 日本の科学・技術史ものがたり 大竹三郎∥著

色里攻防 妾屋昼兵衛女帳面　七 上田秀人

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 ペーパーランド １０ 渡辺叡∥作

色で読む中世ヨーロッパ 講談社選書メチエ　３６４ 徳井淑子著

彩り河　下 長篇ミステリー傑作選 松本清張

彩り河　上 長篇ミステリー傑作選 松本清張

彩り河　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

いろはかるた 別冊太陽 日本のこころ ９

いろんな場所の虫さがし 昆虫図鑑 みぢかなかがく 藤丸篤夫∥文・写真

祝い酒 居酒屋お夏　十 岡本さとる

い



祝い酒　柳橋の弥平次捕物噺　二 双葉文庫 藤井郁夫

祝い飯　料理人季蔵捕物控 時代小説文庫 和田はつ子

岩倉具視　言葉の皮を剥きながら 永井路子著

岩合光昭さんセレクト　きょうのにゃんこ１００
アサヒカメラネコ写真コンテスト優秀作

品集２

いわしのたび 新日本動物植物えほん ５ 渡辺可久∥ぶん・え

岩手県の民話 チャグチャグ馬っこほか 県別ふるさとの民話 ２６　岩手県 日本児童文学者協会∥編

岩手水沢火防祭り殺人事件 ナショナルノベルス 木谷恭介著

言わなかったことば　沈黙もコミュニケーション Ferris  Books  ９ 饒平名尚子著

岩波ジュニア科学講座 ９ うずまく大気と海 岩波書店編集部∥編 木村竜治∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ２ 運動・光・エネルギー 岩波書店編集部∥編 江沢洋∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ３ エレクトロニクス入門 岩波書店編集部∥編 内藤喜之∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ６ からだのはたらきと健康 岩波書店編集部∥編 足立千鶴子∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 １０ 人類と技術 岩波書店編集部∥編 赤木昭夫∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 １ すがたを変える物質 岩波書店編集部∥編 井上勝也∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ４ 生物の世界をさぐる 岩波書店編集部∥編 木村允∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ５ 生命とはなにか 岩波書店編集部∥編 大島泰郎∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ７ ひろがる宇宙 岩波書店編集部∥編 海部宣男∥〔ほか〕著

岩波ジュニア科学講座 ８ 変動する地球 岩波書店編集部∥編 斎藤靖二∥著 綱川秀夫∥著

岩波生物学辞典 第４版 八杉龍一∥〔ほか〕編集

イワナ・ヤマメ・アユ 清流に躍る 桜井淳史∥著

岩に立つ 講談社文庫 三浦綾子∥〔著〕

イワンとふしぎなこうま 岩波少年文庫230 ピョートル・エルショーフ作　浦雅春訳

イワンのばか 改版 岩波少年文庫 ２０４０ トルストイ∥作 金子幸彦∥訳

イワンのばか かみしばい世界むかしばなし トルストイ∥原作 横笛太郎∥脚本 土方重巳∥画

IN 桐野夏生著

インヴィジブル・ワールド 講談社文庫 スチュアート・コーエン∥〔著〕 北沢和彦∥訳

因果 百万石の留守居役　（九） 上田秀人

インカを歩く カラー版 岩波新書　新赤版 ７３８ 高野潤∥著

因果の棺桶 はぐれ同心闇裁き３ 喜安幸雄

隠居すごろく 西條奈加

隠居すごろく 西條　奈加

隠居宗五郎　鎌倉河岸捕物控　十四の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

インコ・ブンチョウ　カナリアなどの飼い方 カラー図鑑 手のりにす

るおしゃべりをかわす美しく鳴かせる…… 頬ずりしたくなるかわい

い小鳥たち

インコは戻ってきたか 篠田節子∥著

い



インサイダー 渡辺房男著

印刷のはなし 人間の知恵 １７ 松岡淳一∥著

イン・ザ・プール 奥田英朗著

インジョーカー 深町　秋生

インストール 綿矢りさ∥著

インターセックス 帚木蓬生著

インターネット英語入門 岩波ジュニア新書 ３５４ 小林順∥著

インターネットを使いこなそう 新版 岩波ジュニア新書 ３９１ 中村正三郎∥編著

インターネットはグローバル・ブレイン 立花隆∥著

院長の恋 佐藤愛子著

インディラとともに 上野動物園ゾウ係の飼育記録 大日本ジュニア・ノンフィクション 川口幸男∥著

インテンシティ 上 ディーン・クーンツ∥作 天馬竜行∥訳

インテンシティ 下 ディーン・クーンツ∥作 天馬竜行∥訳

引導　鬼役　二十五 鬼役 坂岡真

イントゥルーダー 高嶋哲夫∥著

インドおもしろ不思議図鑑 とんぼの本 松本栄一∥編 宮本久義∥編

インド　デリー　アグラ　コルカタ　ムンバイ　チェンナイ ワールドガイド　アジア　１２

インドネシアのむかし話 木の上のたまご姫ほか
大人と子どものための世界のむかし話

８
松野明久∥編訳

インドの衝撃 ＮＨＫスぺシャル取材班編著

インドのむかし話 天にのぼるベールの木ほか
大人と子どものための世界のむかし話

２
坂田貞二∥編訳

院内感染 富家恵海子∥著

インパラの朝　ユーラシア・アフリカ大陸６８４日 中村安希著

インビジブルレイン 光文社文庫 誉田哲也著

インフェルノ　上 ダン･ブラウン著　越前敏弥訳

インフェルノ　下 ダン・ブラウン著　越前敏弥訳

インフォームド・コンセント ＮＨＫブックス ７１１ 森岡恭彦∥著

隠蔽捜査 今野敏著

隠蔽捜査 新潮文庫 今野敏著

陰謀 般若同心と変化小僧(三) 小杉健治

陰謀の日 上 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

陰謀の日 下 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

晩年様式集 大江健三郎著

ヴァイキングの誓い ローズマリー・サトクリフ∥作 金原瑞人∥訳 久慈美貴∥訳

ヴァニティ 唯川恵著

い

う



ヴィオロンのため息の 高原のＤデイ 五十嵐均∥著

初陣　隠蔽捜査３、５ 今野敏著

ウィスコンシン物語 ４ ウィロウ・ウィンド農場 めいベッツィーの

物語

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

アン・ペロウスキー∥作 ウェンディ・ワトソン∥絵 渡辺茂男∥訳 福

本友美子∥訳

ウィスコンシン物語 １ パイン・クリークの開拓地 大おばさんアン

ナの物語

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

アン・ペロウスキー∥作 ウェンディ・ワトソン∥絵 渡辺茂男∥訳

ウィスコンシン物語 ２ ワインディング・ヴァリー農場 おかあさん

アニーの物語

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

アン・ペロウスキー∥作 ウェンディ・ワトソン∥絵 渡辺茂男∥訳 福

本友美子∥訳

ヴィック・ブレーデンのテニス・クリニック 講談社スポーツシリーズ ヴィック・ブレーデン∥著 宮城黎子∥訳 潮江信彦∥訳

ヴィーナスという子 存在を忘れられた少女の物語 トリイ・ヘイデン∥著 入江真佐子∥訳

ウイリアムのこねこ マージョリー・フラック文・絵　まさきるりこ訳

ウィリーとともだち アンソニー・ブラウン∥さく あきのしょういちろう∥やく

ウィリーのそりのものがたり
ダニイル・ハルムス∥文 ウラジーミル・ラドゥンスキー∥絵 たかは

しけいすけ∥訳

WILL 本多孝好著

ウイルスってなんだろう 岩波ジュニア新書 ５０３ 岡田吉美著

ウィロビー・チェースのおおかみ ジョーン・エイケン∥作 大橋善恵∥訳

ウィーン・オーストリア　ザルツブルク　インスブルック　チロル

プラハ　ブダペスト
ワールドガイド　ヨーロッパ　１２

ウィンター・ホリデー 文春文庫 坂木司著

ヴィンニイタリアへ行く ヴィンニ！　３ ペッテル・リードベック作　菱木晃子訳

ヴィンニとひみつの友だち ヴィンニ！　２ ベッテル・リードﾍﾞｯｸ作　菱木晃子訳

ウィーンの冬 春江一也著

ウィーン・プラハ・ブダペスト ザルツブルク・インスブルック 改訂

版
街物語

ウェイトトレーニング 改訂新版 講談社スポーツシリーズ 窪田登∥著

うえきやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本
フィービ・ウォージントン∥さく・え ジョーン・ウォージントン∥さ

く・え まさきるりこ∥やく

植草甚一の芸術（アート）誌 シリーズ植草甚一倶楽部 植草甚一∥著

植草甚一の映画誌 シリーズ植草甚一倶楽部 植草甚一∥著

植草甚一の散歩誌 シリーズ植草甚一倶楽部 植草甚一∥著

植草甚一の収集誌 シリーズ植草甚一倶楽部 植草甚一∥著

植草甚一の読書誌 シリーズ植草甚一倶楽部 植草甚一∥著

上様の笠 御庭番の二代目　３ 氷月葵

ウエザ・リポート 宇江佐真理著

上杉謙信 嵐の中の日本人シリーズ １７ 松永義弘∥著 成瀬数富∥絵

ウエストサイドソウル　西方之魂 花村満月著

上田秋成集 日本古典選 上田秋成∥〔原作〕 重友毅∥校註

ウェディングドレスはお待ちかね 集英社文庫 赤川次郎∥著

ウェディング・ベル 五十嵐貴久著

飢えに苦しむアフリカ 世界はいま… ２ ロイド・ティンバーレーク∥著 轡田隆史∥監訳

う



ヴェ二スの商人 新潮文庫 ウィリアム・シェイクスピア著　福田恒在訳

ヴェネツィア案内 とんぼの本 渡部雄吉∥〔ほか〕著

ヴェネツィア・水の迷宮の夢 ヨシフ・ブロツキー∥著 金関寿夫∥訳

上野駅１３番線ホーム カッパ・ノベルス 西村京太郎著

ヴェルディ 太陽のアリア 作曲家の物語シリーズ ９ ひのまどか∥著

ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン作・絵　平岡敦訳

ウエンディのあやまち 美輪和音

魚市場 グラフィック・ライブラリー １ 沢田重隆∥構成・絵

ウォーキングの本 岩波ジュニア新書 ２７５ 池田克紀∥編著

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢りさ著

ウォーターゲーム 吉田修一

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち 上 リチャード・アダムズ∥〔著〕 神宮輝夫∥訳

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち 下 リチャード・アダムズ∥〔著〕 神宮輝夫∥訳

うおつか流清貧の食卓 からだによければ地球によい 魚柄仁之助∥著

うおつか流台所リストラ術 ひとりひとつき９０００円 魚柄仁之助∥著

ウォッシャブルフェルトで作るこどもの小物と服 お洗濯ＯＫ！の

フェルトでなんでも手作り！
レディブティックシリーズ １５０５

ウォートンとカラスのコンテスト
評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキ

ガエルとんだ大冒険　７
ラッセル・E・エリクソン作　佐藤凉子訳

ウｫートンとモートンの大ひょうりゅう
ヒキガエルとんだ大冒険　６　評論社の

児童図書館・文学の部屋
ラッセル・Ｅ・エリクソン作　佐藤涼子訳

ウォートンとモリネズミの取引屋
評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキ

ガエルとんだ大冒険　５
ラッセル・Ｅ・エリクソン　佐藤涼子訳

ウォートンのとんだクリスマス・イブ
児童図書館・文学の部屋 ひきがえると

んだ大冒険シリーズ ３

ラッセル・エリクソン∥作 佐藤凉子∥訳 ローレンス・ディ・フィオ

リ∥画

魚のおかず あじ・いわし・さば
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２６
ＮＨＫ出版∥編

魚の棲む城 平岩弓枝∥著

魚の棲む城 新潮文庫 平岩弓枝

ウォー・ボーイ 少年は最前線の村で大きくなった。

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

マイケル・フォアマン∥作 奥田継夫∥訳

ウォンバットうみへいく ルース・パーク∥作 ノエラ・ヤング∥絵 加島葵∥訳

ウォンバットがっこうへいく ルース・パーク∥作 ノエラ・ヤング∥絵 加島葵∥訳

ウォンバットときのうえのいえ ルース・パーク∥作 ノエラ・ヤング∥絵 加島葵∥訳

ウォンバットと春のまほう ルース・パーク∥作 ノエラ・ヤング∥絵 加島葵∥訳

ウォンバットとゆかいななかま ルース・パーク∥作 ノエラ・ヤング∥絵 加島葵∥訳

浮かぶ瀬もあれ　新・病葉流れて 白川道著

うから　はらから 阿川佐和子著

浮かれ黄蝶　御宿かわせみ 平岩弓枝著

右岸 辻仁成著

ウキクサのじゅうたん 小さな植物のちから 子ども科学図書館 いぬいみのる∥文

う



浮雲心霊奇譚　呪術師の宴 神永学

うきだし　はりえ ペーパーランド ４ 寺門保夫∥作・絵

宇喜多の捨て嫁 文春文庫 木下昌輝

宇喜多の楽土 木下昌輝

浮世の果て 影与力嵐八九郎 鳥羽亮

うぐいす色の旅行鞄 杉原爽香二十七歳の秋 光文社文庫 赤川次郎∥著

うぐいす殺人事件 集英社文庫 森村誠一∥著

うくことしずむこと たのしいかがく
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん ロバート・ガルスター∥え 松

田道郎∥やく

受け月 伊集院静∥著

雨月 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

雨月物語 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１９ 佐藤さとる著

うごかしてあそぼうおりがみのほん かがくのとも傑作集 笠原邦彦∥企画・作図 織茂恭子∥絵・文

動かぬが勝 佐江衆一著

動くおりがみ 新・おりがみランド 布施知子著

うさぎ バーニンガムのちいさいえほん ７ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

うさぎ 長く、楽しく暮らすための本 町田修

うさぎを　つくろう ほんものになった　うさぎの　はなし レオ＝レオニ∥作 谷川俊太郎∥訳

うさぎがいっぱい ゆかいなゆかいなおはなし ペギー・パリシュ∥さく 光吉夏弥∥やく レオナード・ケスラー∥え

うさぎ幻化行 北森鴻著

うさぎさんてつだってほしいの
シャーロット・ゾロトウ∥ぶん モーリス・センダック∥え こだまと

もこ∥やく

うさぎ小学校
アルベルト・ジクストゥス文　フリッツ・コッホ=ゴータ絵　はたさ

わゆうこ訳

うさぎと一生暮す本 お迎えから介護まで

うさぎとおんどりときつね 岩波の子どもの本 ３３ レーベデフ∥文・絵 うちだりさこ∥訳

ウサギどんキツネどん リーマスじいやのした話 岩波少年文庫 １００３ Ｊ．Ｃ．ハリス∥作 八波直則∥訳

うさぎのいえ ロシア民話 こどものともコレクション ’６４～’７２ 内田莉莎子∥再話 丸木俊∥画

ウサギの丘 ロバート＝ローソン∥作 田中薫子∥訳

ウサギのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん １０ 小宮輝之∥文 大野彰子∥絵 大野弘子∥絵

うさぎのくれたバレエシューズ えほん・こどもとともに 安房直子∥文 南塚直子∥絵

うさぎのだいじなみつけもの
シャーロット・ゾロトウ∥さく ヘレン・クレイグ∥え 松井るり子∥や

く

うさぎのたまごは夕やけいろ うさぎのモコのおはなし ３ 神沢利子∥さく 渡辺洋二∥え

うさぎのにんじん 復刊傑作幼児絵本シリーズ　５ 中川李枝子文　山脇百合子絵

うさぎのぱんとぶたのぱん どうわはともだち １５ 小沢正∥作 西川おさむ∥絵

兎の秘密 昔むかしミステリー 佐野洋∥著

うさぎのマシュマロ
講談社の翻訳絵本 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

う



うさぎのみみはなぜながい メキシコ民話 日本傑作絵本シリーズ 北川民次∥作

兎の眼 理論社の大長編シリーズ 灰谷健次郎∥作

うさぎのロップイアさん オークアプルの森のおはなし ７ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

ウサギまいごになる クマのプーさんえほん １３ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

うさこちゃんおとまりにいく ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　２ ディック･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃん　おばけになる ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃん　がっこうへいく ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　１ ディック･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんとあかちゃん ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文･絵　松岡享子訳

うさこちゃんとうみ 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

うさこちゃんときゃらめる ブルーナの絵本 ディッｸ・ブルーナぶん・え　松岡享子訳

うさこちゃんとじてんしゃ ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　２ ディック･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんとたれみみくん ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんとどうぶつえん 子どもがはじめてであう絵本 ３ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

うさこちゃんとにーなちゃん あたらしいうさこちゃんの絵本 ディｯク･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんとふえ ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文･絵　松岡享子訳

うさこちゃんとふがこちゃん ディック・ブルーナぶん/え　まつおかきょうこやく

うさこちゃんとゆうえんち 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

うさこちゃんのおうち ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの ブルーナの絵本 ディック・ブルーナぶん・え　松岡享子やく

うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　２ ディック･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんのさがしもの ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんのだんす ブルーナの絵本 ディック・ブルーナぶん・え　松岡享子やく

うさこちゃんのてがみ ブルーナーの絵本 ディッｸ・ブルーナぶん・え　松岡享子訳

うさこちゃんのてんと ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんのにゅういん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

うさこちゃんのはたけ ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文･絵　松岡享子訳

うさこちゃんのゆめ あたらしいうさこちゃんの絵本 ﾃﾞｲｯク･ブルーﾅさく

うさこちゃんひこうきにのる 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

うさこちゃんびじゅつかんへいく ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文・絵　松岡享子訳

うさこちゃんはじょおうさま ブルーナの絵本 ディック・ブルーナぶん・え　松岡享子やく

うさんごろとおばけ あかね幼年どうわ ９ 瀬名恵子∥作・絵

牛追いの冬 改版 岩波少年文庫 １０５１ マリー・ハムズン∥作 石井桃子∥訳

牛込御門余時 竹田真砂子∥著

う



ウシジマくんＶＳ、ホリエモン　人生はカネじゃない！ 堀江貴文

宇治拾遺物語 上 日本古典選 野村八良∥校註

宇治拾遺物語 下 日本古典選 野村八良∥校註

宇治拾遺ものがたり
岩波少年文庫 ３１３３ 遠いむかしのふ

しぎな話
川端善明∥作

牛天神　損料屋喜八郎始末控え 山本一力

失われた世界 Ｃ・ドイル

失われた世界をいく
グレートジャーニー人類５万キロの旅

４
関野吉晴∥著

うしなわれた秘宝　シェーラひめのぼうけん　２ フォア文庫 村山早紀著

失われた町 三崎亜記著

喪われた道 内田康夫

うしろ姿 文春文庫 志水辰夫著

後見の月 鎌倉河岸捕物控　二十四の巻 佐伯泰英

牛若丸は名探偵！　源義経とタイムスリップ探偵団 講談社青い鳥文庫 楠木誠一郎作

薄紅天女 荻原規子∥作

うずまき猫のみつけかた 村上朝日堂ジャーナル 村上春樹∥著

埋みの棘　十の巻 鎌倉河岸捕物控　十の巻 佐伯泰英

埋み火 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

薄紫のウィークエンド 光文社文庫 赤川次郎∥著

埋もれた世界 改版 岩波少年文庫 ３０１１ Ａ．Ｔ．ホワイト∥作 後藤富男∥訳

うずら大名 畠中恵著

うずらちゃんのかくれんぼ 福音館の幼児絵本 きもとももこ作

嘘 藤堂志津子∥著

嘘 村山由佳

うそうそ 畠中恵著

嘘をつく人びと
ミステリアス・プレス文庫 １９ ハヤカ

ワ文庫
ティモシー・フィンドリー∥著 高儀進∥訳

うそついちゃった　ねずみくん ねずみくんの絵本　２９ なかえよしを作　上野紀子絵

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里∥著

うそつきウサギ カラー版 子ども図書館
セルゲイ・Ｖ・ミハルコフ∥著 松谷さやか∥訳 エフゲーニイ・Ｍ・

ラチョフ∥画

うそつき王さまいぬをかう ちいさな王さまシリーズ ３ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

うそつき咲っぺ 長崎源之助∥著 石倉欣二∥挿絵

うそつき大ちゃん ポプラの森　１３ 阿部夏丸著

贋作天保六花撰（うそばっかりえどのはなし） 北原亞以子著

?屋絵師　国芳必殺絵巻流し だいわ文庫 村咲数馬

嘘をつく器　死の曜変天目 　 一色さゆり

う



うたいましょうおどりましょう あかねせかいの本 ベラ　Ｂ．ウィリアムズ∥作・絵 佐野洋子∥訳

歌う石 Ｏ．Ｒ．メリング∥作 井辻朱美∥訳

歌う木にさそわれて
マルガレータ・リンドベリイ∥作 ペトラ・ヴァドストレム∥挿絵 石

井登志子∥訳

歌うクジラ　下 村上龍著

歌うクジラ　上 村上龍著

うたう警官 佐々木譲著

歌うねずみウルフ 偕成社おはなしポケット ディック・キング＝スミス∥作 三原泉∥訳 杉田比呂美∥絵

歌え！　多摩川高校合唱部 本田有明著

唄えば天国ジャズソング 命から二番目に大事な歌 色川武大∥著

うたえほん　３ つちだよしはる絵

歌右衛門伝説 渡辺保∥著

うたかた 下 渡辺淳一∥著

うたかた 上 渡辺淳一∥著

うたがみえるきこえるよ エリック・カール∥作 もりひさし∥訳

宇田川心中 小林恭二著

うたこさんのおかいもの ブルーナのうたこさんのえほん ３ ディック・ブルーナ∥ぶんえ まつおかきょうこ∥やく

うたの絵本 ５ いつかのゆめ 岡本帰一∥絵

うたの絵本 １１ おもいでの唱歌 １ 谷内六郎∥絵

うたの絵本 １２ おもいでの唱歌 ２ 谷内六郎∥絵

うたの絵本 １０ ことりのように 蔦谷喜一∥絵

うたの絵本 ７ どうぶつのくに 川上四郎∥絵

うたの絵本 ８ とおいおもいで 竹久夢二∥絵

うたの絵本 １ なかよしともだち 武井武雄∥絵

うたの絵本 ６ はる・なつ・あき・ふゆ 初山滋∥絵

うたの絵本 ３ むかしばなしうた 武井武雄∥絵

うたのてんらんかい くどうなおこ∥うた 長新太∥え

歌丸　不死鳥ひとり語り 桂歌丸

歌麿 太陽シリーズ １ 春 〔喜多川歌麿∥画〕

歌わない笛 内田康夫

うちへかえりたかった子ネコちゃん どうぶつ幼年童話 ジル＝トムリンソン∥さく もきかずこ∥やく ジョアン＝コール∥え

うちへ帰れなくなったパパ ラグンヒルド・ニルスツン∥作 山内清子∥訳 はたこうしろう∥絵

うちがいっけんあったとさ 大型絵本 ３１ ルース・クラウス∥文 モーリス・センダック∥絵 わたなべしげお∥訳

うちのあかちゃんトンパちゃん クリスティーナ・ロウヒ∥作・絵 坂井玲子∥訳

うちのおばあちゃん
イルゼ・クレーベルガー∥作 ハンス・ベーレンス∥さし絵 斎藤尚子∥

訳

う



うちの子が結婚しないので 垣谷美雨

うちのテレビはちょう能力？ 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ８
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ∥さく せなあいこ∥やく

内村鑑三
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２５
関根正雄∥著

宇宙 小学館の図鑑

宇宙開発 小学館の学習百科図鑑　３８

宇宙開発競争のゆくえ 世界はいま… ７ ピアス・ライト∥著 轡田隆史∥監訳

宇宙からの帰還 立花隆∥著

宇宙館 ２１世紀こども百科

宇宙人っているの？ 宇宙たんけんたい　６ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

宇宙ステーション みるずかん・かんじるずかん 銀の本 長友信人∥ぶん 穂積和夫∥え

宇宙ステーションにかけた夢　日本初の有人宇宙実験室「きぼう」

ができるまで
ジュニアサイエンス 渡辺英幸著

宇宙船と太陽系 子ども天文教室 前川光∥著

宇宙 そのひろがりをしろう かがくのほん 加古里子∥ぶん・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

宇宙で過ごした１３７日　僕の「きぼう」滞在記 若田光一　朝日新聞取材班［共］

宇宙特派９日間 日本人初－－宇宙飛行士の体験全記録 秋山豊寛∥著

宇宙と生命の起源　ビッグバンから人類誕生まで 岩波ジュニア新書　４７７ 嶺重慎，　小久保英一郎［共］編著

うちゅう人間ケン かいぞくポケット １６ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

宇宙の歩き方 林君代著

宇宙のアルバム みるずかん・かんじるずかん 銀の本 森本雅樹∥さく 岡村定矩∥さく

宇宙のオアシスを守る 地球の健康診断 ５ 立川涼∥〔ほか〕著

宇宙のかたちをさぐる “泡宇宙”の発見 岩波ジュニア新書 １４８ 池内了∥著

宇宙のキーワード 岩波ジュニア新書 １９１ 海部宣男∥著

宇宙の誕生 岩波ジュニア新書 ２７９ 二宮正夫∥著

宇宙の迷路　太陽系をめぐって銀河のかなたへ！ 香川元太郎作・絵

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン∥作 ふじたちえ∥訳

宇宙・不思議ないれもの 科学者からの手紙 ４ 佐治晴夫∥文 三嶋典東∥絵

宇宙物理への道 宇宙線・ブラックホール・ビッグバン 岩波ジュニア新書 ３９４ 佐藤文隆∥著

宇宙 星と観測 小学館の学習百科図鑑 １０ 富田弘一郎∥〔ほか著〕

宇宙ロケット 学研の図鑑

有頂天家族 森見登美彦著

有頂天家族　二代目の帰朝 森見登美彦著

うっかりもののまほうつかい 世界傑作絵本
エヴゲーニイ・シュワルツ作　オリガ・ヤクトーヴィチ絵　松谷さ

やか訳

う



美しい心臓 小手鞠るい著

美しい日本語と正しい敬語が身に付く本　新装版 日経おとなのOFF　日経ホームマガジン

美しい日本語のすすめ 小学館１０１新書 坂東眞理子著

美しい日本の道具たち 高森寛子∥著

美しい布の花 アートフラワー ＮＨＫ婦人百科 飯田倫子∥著

うつくしい木乃伊 戸板康二∥著

美しき一日の終わり 有吉玉青著

美しき日本の残像 アレックス・カー∥著

虚け者 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

うつけ者の値打ち 風の市兵衛 辻堂魁

移された顔 帚木蓬生著

写し絵 刀剣目利き　神楽坂咲花堂　９ 井川香四郎

空蝉ノ念 居眠り磐音　江戸双紙　４５ 佐伯泰英

宇宙皇子　地上編１０　愛、はてしなき飛翔 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　２　明日香風よ挽歌を 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　３　妖かしの道地獄道 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　６　一会に賭けた日々 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編８　愛しき太陽に死す 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　４　西海道隠び流し 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　９　さらば夢狩人たち 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　５　名もなき花々の散華 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　１　はるかに遠き都よ 藤川桂介著

宇宙皇子　地上編　７　まほろばに熱き轍を 藤川桂介著

撃つ薔薇 ＡＤ２０２３涼子 大沢在昌∥著

ウツボカズラの甘い息 柚木裕子著

ウツボカズラの夢 双葉文庫 乃南アサ著

俯いていたつもりはない 永井するみ著

移り香の秘密　塙保己一推理帖 中津文彦著

ウッレのスキーのたび エルサ・ベスコフ∥さく 石井登志子∥やく

空ろ蝉 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

虚ろな十字架 東野圭吾著

虚ろな十字架 東野圭吾

虚ろ舟　泣きの銀次参之章 宇江佐真理著

器つれづれ 白洲正子∥著 藤森武∥撮影

う



器に強くなる 和食器の基本と使いこなし 家庭画報特選

うできき四人きょうだい グリム童話 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 フェリクス・ホフマン∥画 寺岡寿子∥

訳

腕試しの辻 口入屋用心棒 鈴木英治

撃てない警官 安東能明著

雨毒 黒岩重吾∥著

ウドンゲとアリジゴク 観察の本 １０ 千国安之輔∥写真と文

ウドンゲのなぞをとく 子ども科学図書館 千国安之輔∥文 月田孝吉∥絵

うどんの絵本 つくってあそぼう［２３］ 小田聞多［編］

うなぎ　一億年の謎を追う 課題図書 塚本勝巳著

ウナギのひみつ 大型絵本 かがくとなかよし カレン・ウォレス∥文 マイク・ボストク∥絵 百々佑利子∥訳

海坂蕃大全　下 藤沢周平著

海坂蕃大全　上 藤沢周平著

唸る長刀 時代小説 谷津矢車

姥ざかり花の旅笠 小田宅子の「東路日記」 田辺聖子∥著

奪われし未来 シーア・コルボーン∥〔ほか〕著 長尾力∥訳

うばわれたフィルムのなぞ 名たんていカメラちゃん ５ 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

うぶすな参り 鎌倉河岸捕物控二十三の巻 佐伯泰英

ウーフとツネタとミミちゃんと くまの子ウーフの童話集 ３ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

うふふの動物たち びじゅつのゆうえんち ひのかずなり文･さし絵

姑獲鳥（うぶめ）の夏 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 ９ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

うまいものやま 童心社のベスト紙芝居 おもしろ民話選 佐々木悦∥脚本解説 箕田源二郎∥画

馬を洗って… 若い人の絵本 加藤多一∥文 池田良二∥版画

うまかたどんとたぬきのポンタ ワッハハ！ゆかいでおかしい日本の民話 菊地ただし文　塩田守男画

うまかたやまんば 日本傑作絵本シリーズ おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

馬と少年
岩波少年文庫 ２１０５ ナルニア国もの

がたり ５
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

馬と少年 改版 ナルニア国ものがたり ５ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

馬にのったゆうれい めいたんていスーパーわん ６ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

馬のたまご バングラデシュの民話
アブル・ハシム・カーン∥え ビプラダス・バルア∥さいわ たじまし

んじ∥やく

うまやのクリスマス
マーガレット・ワイズ・ブラウン文　バーバラ・クーニー絵　松井

るり子訳

ウーマンアローン 廣川まさき著

ウーマンズ・アイランド 林真理子著

海 科学しかけ絵本・自然の世界
イメルダ・アップダグラフ∥作 ロバート・アップダグラフ∥作 中川

宏∥訳

海 かがくのほん 加古里子∥ぶん・え

う



海明け 蜂谷涼著

海うさぎのきた日 あまんきみこ∥文 南塚直子∥絵

ウミウシ たくさんのふしぎ傑作集 中野理枝文　豊田直之写真

うみうります 岡田貴久子∥作 長新太∥絵

海へ 南木佳士∥著

海へいった話
講談社の翻訳絵本 のばらの村のものが

たり ７
ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

海へさがしに 福音館のかがくのほん デブラ・フレイジャー∥さく 井上荒野∥やく

海へ出るつもりじゃなかった アーサー・ランサム全集 ７ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

うみをあげるよ 山下明生∥作 村上勉∥絵

海をかっとばせ 山下明生∥作 杉浦範茂∥絵

海を渡るジュリア ヒルクレストの娘たち ３ Ｒ．Ｅ．ハリス∥作 脇明子∥訳

海がきこえる ジークリット・ツェーベルト∥作 津川園子∥訳 伊東寛∥絵

海が死んだ日 オットー・シュタイガー∥著 高柳英子∥訳

海風通信 カモガワ開拓日記 村山由佳∥絵と文

ウミガメ 海から来たお客さん ジュニア写真動物記 １７ 石井正敏∥著

ウミガメの海岸 森の新聞 ５ 内田至∥著

ウミガメのなみだ 産卵・ふ化、そして旅立ち 子ども科学図書館 伊藤勝敏∥文と写真

うみがめのふるさと 新日本動物植物えほん １２ 倉田洋二∥ぶん 浅井粂男∥え

海からきた白い馬 岩波少年文庫 ２１１０ ヘレン・クレスウェル∥作 猪熊葉子∥訳

海からとどいたプレゼント 現代の創作児童文学 ４０ 上崎美恵子∥作 笠原美子∥画

海からの贈物 改版 新潮文庫 リンドバーグ夫人∥〔著〕 吉田健一∥訳

海からの幸 産業のこころシリーズ ３ 木部崎修∥編

海霧 上 原田康子∥著

海霧 下 原田康子∥著

海づり わくわくチャレンジブックス　２

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！ わくわくチャレンジブックス ２

海で見つけたこと 文学の扉 八束澄子作

海と空の交通とくらし 産業のこころシリーズ １４ 山口雅弘∥著

海と月の迷路 大沢在昌著

海と毒薬 角川文庫 遠藤周作∥著

海と人間 １
児童図書館・絵本の部屋 海と人間シ

リーズ １

ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 天野

慶之∥監訳

海と人間 ２
児童図書館・絵本の部屋 海と人間シ

リーズ ２

ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 天野

慶之∥監訳

海と人間 ３
児童図書館・絵本の部屋 海と人間シ

リーズ ３

ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 天野

慶之∥監訳

海と人間 ４
児童図書館・絵本の部屋 海と人間シ

リーズ ４

ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 天野

慶之∥監訳

う



海と人間 ５
児童図書館・絵本の部屋 海と人間シ

リーズ ５

ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 天野

慶之∥監訳

海鳴り 下巻 藤沢周平∥著

海鳴り 上巻 藤沢周平∥著

海鳴り　下 藤沢周平

海鳴り　上 藤沢周平

海鳴りの丘 ジル・ペイトン・ウォルシュ∥作 百々佑利子∥訳

海にかがやく 斉藤洋∥著

海に沈む太陽 梁石日著

海にしずんだ鬼 日本のみんわえほん １　四国 松谷みよ子∥文 斎藤博之∥絵

うみにしずんだおに 松谷みよ子民話珠玉選 松谷みよ子∥脚本 二俣英五郎∥画

海に沈んだ町 三崎亜記著

海にすむ動物たち 日本の哺乳類　２ 絵本図鑑シリーズ １５ 藪内正幸∥作

海にゆらぐ糸 大庭みな子∥著

ウミネコ カラー自然シリーズ ５９ 寺沢孝毅∥文・写真

海猫　下 新潮文庫 谷村志穂著

海猫　上 新潮文庫 谷村志穂著

ウミネコのくらし 科学のアルバム ４７ 右高英臣∥著

海のいきものかいかたそだてかた 洗面器でかおう かいかたそだてかたずかん １１ 浅井ミノル∥文 浅井粂男∥絵

うみのいろのバケツ 立原えりか∥文 永田萠∥絵

海の王国 ジョーン・エイキン∥作 ヤン・ピアンコフスキー∥絵 猪熊葉子∥訳

海のおばけオーリー 大型絵本 １７ マリー・ホール・エッツ∥文絵 石井桃子∥訳

うみのおまつり　どどんとせ さとうわきこさく・え

海のオルゴール 子にささげる愛と詩 竹内てるよ∥著

海の貝 科学のアルバム ４２ 白井祥平∥著

海の回廊 梅原稜子∥著

海のコウモリ 山下明生∥作 宇野亜喜良∥絵

海の女王のわな かいぞくポケット ８ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

うみのすてきなきかんしゃダック ウィルバート・ｵｰドリー

海のそこへ フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

海のたまご 岩波少年文庫 ２１４２ ルーシー・Ｍ・ボストン∥作 猪熊葉子∥訳

海の蝶 高橋治∥著

海の翼　エルトゥ-ルル号の奇蹟 PHP文芸文庫 秋月達郎著

海の時計 上 藤堂志津子∥著

海の時計 下 藤堂志津子∥著

う



うみのともだち カタリーナ・クルースヴァル∥作 ひしきあきらこ∥訳

うみのとり 福音館のかがくのほん 日本の野鳥 ６ 薮内正幸∥ぶん・え

うみのないしょばなし おはなしボンボン　２７ 竹下文子著

海の日曜日 少年少女小説傑作選 今江祥智∥著

海の隼　参謀・三浦按針 大島昌宏

海のひみつ 小学館の図鑑　たんけん！NEO スティーブ・パーカー

海のプランクトン シリーズ海 ７ あいざわやすし∥著

海の魔法使い あかね・新読み物シリーズ ５ パトリシア・マクラクラン∥作 金原瑞人∥訳 中村悦子∥絵

海の見える理髪店 荻原浩著

海の森・マングローブをまもる もう一つの地球環境問題 子ども科学図書館 向後元彦∥文と写真

海の夜明け 日本海軍前史 白石一郎∥著

ウミヒコ　ヤマヒコ 少年少女日本文学館　７ 山本有三　菊池寛

海 ひとつの朝 現代の創作児童文学 １８ 八束澄子∥作 高田三郎∥画

うみべであそぼう なかのひろみ文　小林安雅写真

海べのあさ 大型絵本 ２９ ロバート・マックロスキー∥文・絵 石井桃子∥訳

海辺の王国 ロバート・ウェストール∥作 坂崎麻子∥訳

海辺のカフカ 上 村上春樹∥〔著〕

海辺のカフカ 下 村上春樹∥〔著〕

海辺のずかん 福音館のかがくのほん 松岡達英∥さく

海辺の生物 自然観察シリーズ ８ 水の生物 １ 菅野徹∥著

海辺のたから 心の児童文学館シリーズ １ ヘレン・ブッシュ∥作 沢登君恵∥訳

うみべのハリー 世界傑作絵本シリーズ
ジーン・ジオン∥ぶん わたなべしげお・やく∥え マーガレット・ブ

ロイ・グレアム∥え

うみぼうやとうみぼうず 山下明生∥著 長新太∥絵

うみぼうやとかぜばんば 山下明生∥作 長新太∥絵

うみぼうやと月うさぎ 山下明生∥作 長新太∥絵

海は生きている 富山和子著

海は涸（かわ）いていた 新潮ミステリー倶楽部 白川道∥著

海は知っていた ルイーズの青春 キャサリン＝パターソン∥作 岡本浜江∥訳

ウメ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １１ 大坪孝之∥〔著〕

梅咲きぬ 山本一力著

うめ婆行状記 宇江佐真理著

梅干し・梅酒・梅料理の大全科
マイライフシリーズ特集版 素敵ブック

ス ５７
杵島直美∥〔著〕

うめぼしさんのうた わらべうた まじませつこ∥え

梅もどき 諸田玲子

う



埋もれ火 北原亞以子著

占 木内昇

うーらうららはるまつり くさばなおみせやさんごっこ かがくのとも傑作集 わいわいあそび 長谷川摂子∥ぶん 沼野正子∥え

裏稼業 上 ジョン・グリシャム∥著 天馬竜行∥訳

裏稼業 下 ジョン・グリシャム∥著 天馬竜行∥訳

浦上の旅人たち 少年少女小説傑作選 今西祐行∥著

裏切り 柳橋の弥平次捕物噺　（五） 藤井郁夫

裏切り　７ 江戸の御庭番 藤井邦夫

裏切りの晩餐 オレン・スタインハウアー　上岡伸雄訳

裏切りの日日 集英社文庫 逢坂剛∥著

裏切り者の街角 イヴ＆ローク３３ J・D・ロブ著　小林浩子訳

ウラジオストク物語 ロシアとアジアが交わる街 原暉之∥著

うらしまたろう 日本傑作絵本シリーズ 時田史郎∥再話 秋野不矩∥画

うらしまたろう むかしむかし絵本 ２０ おおかわえっせい∥ぶん むらかみこういち∥え

うらしまたろう
日本名作おとぎばなし むかしむかし

あったとさ
若林一郎∥脚本 西山三郎∥画

裏千家茶道のおしえ 新版 千宗室∥著

裏と表 梁石日∥著

占い日本茶カフェ「迷い猫」 標野凪

うらないのひみつ かいぞくポケット １０ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

うらない 星うらないから血液型うらないまでうらない百科の決定

版！
わくわくチャレンジブックス ６

裏庭 理論社ライブラリー 梨木香歩∥著

うら庭の水の精 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ
グードルン・パウゼバンク∥作 インゲ・シュタイネッケ∥絵 遠山明

子∥訳

裏の木戸はあいている 山本周五郎名品館Ⅱ 山本周五郎

ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川晃一∥作

恨み残さじ 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

恨み半蔵　御隠居忍法 高橋義夫著

裏を知るとよくわかる！日本の昔話 徳田　和夫

ウランバーナの森 講談社文庫 奥田英朗∥〔著〕

うりこひめとあまのじゃく 松谷みよ子民話珠玉選 松谷みよ子∥脚本 梶山俊夫∥画

うりこひめとあまんじゃく 大型絵本 木下順二∥文 初山滋∥絵

うるしの文化 図説・日本の文化をさぐる １０ 藤沢保子∥文 稲川弘明∥図絵

漆の実のみのる国 上 藤沢周平∥著

漆の実のみのる国 下 藤沢周平∥著

ウルスリのすず 大型絵本 １５ ゼリーナ・ヘンツ∥文 アロワ・カリジェ∥絵 大塚勇三∥訳

う



ウルトラ・ダラー 手嶋龍一著

ウールのパッチワーク Ｗａｒｍ　ｑｕｉｌｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｈ

ｏｍｅ
文化出版局∥編

ウルフ谷の兄弟
児童図書館・文学の部屋 ＳＯＳシリー

ズ ４
デーナ・ブルッキンズ∥〔著〕 宮下嶺夫∥訳

憂い顔の童子 大江健三郎∥著

憂いなき街 佐々木譲著

うれしいナ！ママ手づくりの袋 園児と小学生の袋もの＆バッグ

ウロロのひみつ トガリ山のぼうけん ５ いわむらかずお∥文・絵

うわさ 光文社文庫 小池真理子∥著

噂の女 奥田英朗著

うわさのズッコケ株式会社 こども文学館 ６６ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

噂の皇子 永井路子∥著

うわの空で スザンナ・タマーロ∥著 泉典子∥訳

運を育てる 肝心なのは負けたあと 将棋 米長邦雄∥著

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 世界のほんやくえほん ３
フィリス・クラシロフスキー∥作 ピーター・スパイアー∥絵 みなみ

もとちか∥訳

うんこ 西村敏男

うんこのできるまで 食べものの旅 知識の絵本 ８ 佐藤守∥作絵

ウンター・デン・リンデンの薔薇 六道ケ辻 栗本薫∥著

う・ん・ち なかのひろみ∥ぶん ふくだとよふみ∥しゃしん

うんちがぽとん
まあくんのバイバイあかちゃんシリーズ

１
アロナ・フランケル絵・文　さくまゆみこ訳

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

ウンデネ姫と海べのおまつり 岩波おはなしの本 Ｃ．ウェルクスホイス∥作 熊倉美康∥訳

運命　二人の皇帝 世界の冒険文学　１８ 田中芳樹

運命の足音 五木寛之∥著

運命の馬ダークリング ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

運命の王子 古代エジプトの物語 大型絵本 リーセ・マニケ∥文　絵 大塚勇三∥訳

運命の騎士
ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 チャールズ・キーピング∥

絵

運命の劇場 上 落合信彦∥著

運命の劇場 下 落合信彦∥著

運命の時刻表 タロット日美子 集英社文庫 斎藤栄∥著

運命の花びら　上 森村誠一著

運命の花びら　下 森村誠一著

運命の人　１ 山崎豊子著

運命の人　２ 山崎豊子著

う



運命の人　3 山崎豊子著

運命の人　4 山崎豊子著

運命のひと 姫は、三十一　６ 風野真知雄

運命の人　一 運命の人 山崎豊子

運命の人　三 運命の人 山崎豊子

運命の人　二 運命の人 山崎豊子

運命の人　四 運命の人 山崎豊子

運命は扉をたたく ベートーヴェン物語 ひのまどか∥作

雲竜剣 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

エアフレーム 機体 上 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

エアフレーム 機体 下 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

エ・アロール それがどうしたの 渡辺淳一∥著

永遠に捨てない服が着たい　太陽の写真家と子どもたちのエコ革命 課題図書 今関信子著

永遠の仔 上 天童荒太∥著

永遠の仔 下 天童荒太∥著

永遠の０ 講談社文庫 百田尚樹著

永遠の０ 講談社文庫 百田尚樹著

永遠の出口 森絵都∥著

永遠の放課後 集英社文庫 三田誠広著

永遠の森 博物館惑星 菅浩江∥著

永遠の旅行者　下 橘玲著

永遠の旅行者　上 橘玲著

英会話海外旅行のフレーズ 出入国からショッピング、食事、乗り物

までこれで万事ＯＫ！
石橋真知子∥著

英会話の基本表現１００話 岩波ジュニア新書 ３６２ 小池直己∥著

映画少年・淀川長治 岩波ジュニア新書 ３５６ 荒井魏∥著

映画にでた女の子 ノエル・ストレトフィールド∥作 中村妙子∥訳

映画になった驚愕の実話 稲村貴

映画の仕事はやめられない！ 岩波ジュニア新書　５２３ 附田斉子著

映画篇 金城一紀著

営業零課接待班 講談社文庫 安藤祐介

栄光一途 新潮ミステリー倶楽部 雫井脩介∥著

栄光なき凱旋　上 真保裕一著

栄光なき凱旋　下 真保裕一著

英語をクリアしよう 前置詞の知識 岩波ジュニア新書 １２７ 西田実∥著

う

え



英語をｂｒｕｓｈ　ｕｐ 重要動詞を中心に 岩波ジュニア新書 １５５ 西田実∥著

英語学習の素朴な疑問と謎　第二言語習得研究からみえるもの 大畑甲太著

英国一家、日本を食べる マイケル・ブース著　寺西のぶ子訳

英国王室史話 森護∥著

英国貴族の邸宅 ショトル・ミュージアム 田中亮三∥文 増田彰久∥写真

英国庭園の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第４弾 有栖川有栖∥著

英語ことわざ集 岩波ジュニア新書 ８６ 外山滋比古∥著

英語辞書を使いこなそう 岩波ジュニア新書 ３１９ 浜野実∥著

英語辞書の使いかた 岩波ジュニア新書 ６９ 外山滋比古∥著

英語、好きですか アメリカの子供たちは、こうしてＡＢＣを覚えま

す
松香洋子∥著

英語でｔｈｉｎｋｉｎｇ 基本動詞の使いかた 岩波ジュニア新書 １４１ 西田実∥著

英語となかよくなれる本 高橋茅香子∥著

英語なぞなぞ集 岩波ジュニア新書 １３２ 中村保男∥著

英語の歌 岩波ジュニア新書 １８５ 河野一郎∥著

英語の詩 岩波ジュニア新書 ２１４ 河野一郎∥著

英語発音に強くなる 岩波ジュニア新書 １８８ 竹林滋∥著

英語、話せますか アメリカの子供たちは、こうして言葉を習得して

いきます
松香洋子∥著 谷口ジョイス∥著

英語名言集 岩波ジュニア新書 ２２９ 加島祥造∥著

英語、わかりますか 絵とゲームでまなぶ英文法１００のルール 松香洋子∥著

エイジ 重松清∥著

栄次郎江戸暦 浮世唄三味線侍 小杉健治

エイズとＳＴＤ（性感染症） おとなになること ５ 北沢杏子∥著 井上正治∥絵

エイズと闘った少年の記録 心にのこる文学 ７ ライアン＝ホワイト∥著 アン＝マリー＝カニンガム∥著 加藤耕一∥訳

エイズとは何か 謎の正体に迫る 安部英∥著

営繕かるかや怪異譚 小野不由美著

英単語を増やそう 岩波ジュニア新書 ２１２ 忍足欣四郎∥著

英単語に強くなる 岩波ジュニア新書 ２５９ 林信孝∥著

英単語の知識 岩波ジュニア新書 ５３ 西田実∥著

H５N１型ウイルス襲来　新型インフルエンザから家族を守れ！ 角川SSC新書　０１２ 岡田晴恵著

Ａ２Ｚ 山田詠美∥著

永仁の壺 村松友視著

えいびあん先生事件控 学研M文庫 永井義男著

ABC殺人事件 新潮文庫 アガサ・クリスﾃｲ著

エイブ・リンカーン ジュニア版吉野源三郎全集 ３ 吉野源三郎∥〔著〕

え



英文解釈の基礎 熟語の知識 岩波ジュニア新書 ６７ 西田実∥著

英文手紙の書き方 改訂新版 小川芳男∥共著 宇井董子∥共著

英文法に強くなる 岩波ジュニア新書 ４０３ 林信孝∥著

エイミー・セッズ 山田詠美∥〔著〕

英雄の書　上 宮部みゆき著

英雄の書　下 宮部みゆき著

影裏 沼田真佑

ええもんひとつ　とびきり屋見立て帖 山本兼一著

えがおの通園通学グッズ　かわいいプリント生地がいっぱい！ 初めてママの楽々ソーイング

絵かきうたあそび あそびの絵本 ３２ 中村まさあき∥作・絵 竹井史郎∥作・絵

えかきうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 中村柾子∥ぶん 西巻茅子∥ぶん 西巻茅子∥え

えかきさんとことり マックス・ベルジュイス∥さく はせがわしろう∥やく

エキスペリエンツ７　団塊の７人 堺屋太一著

駅物語 朱野帰子

エコクラフトcollection

エコクラフトのかごとヘンプのアクセサリー　指で編むだけ、結ぶ

だけのナチュラル手芸
主婦の友生活シリーズ

エジソン 子どもの伝記全集 ２ 野村兼嗣∥〔著〕

絵師の首 小説江戸女流画人伝 澤田ふじ子

エジプト学夜話 酒井伝六∥著

エジプトの少年 岩波少年文庫復刻版 Ｍ．マチエ∥作 福井研介∥共訳 杉勇∥共訳

エジプトのピラミッド 三省堂図解ライブラリー
ジャクリーン・モーリー∥文 マーク・バーギン∥画 ジョン・ジェイ

ムズ∥画 武者圭子∥訳

エジプトのミイラ アリキ∥文と絵 神鳥統夫∥訳

エジプトのミイラ アメリカ創作絵本シリーズ ２５ アリキ∥文と絵 神鳥統夫∥訳

エジプト美の起源 カイロ博物館入門 ショトル・ミュージアム 吉村作治∥文 熊瀬川紀∥撮影

ＳＩＳ　丹沢湖駐在　武田晴虎 鳴神響一

ＳＲＯ　ｅｐｉｓｏｄｅ０ 警視庁広域捜査専任特別調査室 富樫倫太郎

ＳＲＯⅦ　ブラックナイト 富樫倫太郎

SRO Ⅵ　四重人格 警視庁広域捜査専任特別調査室 富樫倫太郎

SOSの猿 伊坂幸太郎著

ＳＯＳ、あやうし空の王さま号
児童図書館・文学の部屋 ひきがえると

んだ大冒険シリーズ ４

ラッセル・エリクソン∥作 佐藤凉子∥訳 ローレンス・ディ・フィオ

リ∥画

えすがた　あねさま おはなし名作絵本 ２５ 大川悦生∥文 梅田俊作∥絵

えすがたよめさま 幼児みんわ絵本 １９ 木島泉∥ぶん 石倉欣二∥え

ＳＴプロフェッション 警視庁科学特捜班 今野敏

似非遍路　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著

え



エゾシカ 雪原に群れる 窪田正克∥著

エゾシカの原野 大角ジカに会いたい ジュニア写真動物記 ２０ 窪田正克∥著 窪田斉子∥著

エゾシカは生きてゆく 写真動物記 松田忠徳∥著

蝦夷地別件 上 新潮ミステリー倶楽部 船戸与一∥著

蝦夷地別件 下 新潮ミステリー倶楽部 船戸与一∥著

えぞまつ うけつがれるいのちのひみつ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 神沢利子∥ぶん 吉田勝彦∥え

エゾリスの森 科学のアルバム ６３ 右高英臣∥著

江田島殺人事件 講談社文庫 内田康夫∥〔著〕

エターナル・マインド 果てなき世界 マインド・スパイラル ４
キャロル・マタス∥作 ペリー・ノーデルマン∥作 金原瑞人∥訳 代田

亜香子∥訳

エターナル・マインド 果てなき世界 マインド・スパイラル ４
キャロル・マタス∥作 ペリー・ノーデルマン∥作 金原瑞人∥訳 代田

亜香子∥訳

枝豆そら豆 上 梓沢要∥著

枝豆そら豆 下 梓沢要∥著

エチケットの文化史 春山行夫の博物誌 ２ 春山行夫∥著

越前海岸殺人事件 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ 山村美紗∥著

エチュード 今野敏著

エチュード 警視庁捜査一課・碓氷弘一４ 今野敏

越境緯度 徳間文庫 相場英雄

越境捜査 笹本稜平著

Ｘの悲劇 創元推理文庫 エラリー・クイーン著　鮎川信夫訳

謁見 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

エッシャーの宇宙 ブルーノ・エルンスト∥著 坂根厳夫∥訳

悦ちゃん ちくま文庫 獅子文六

えっちゃんとこねこムー ポプラ社の小さな童話 ９６ 江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

えっちゃんのあきまつり あかね幼年どうわ ２３ あまんきみこ∥作 遠藤てるよ∥絵

えっちゃんの森 おはなしひろば １ あまんきみこ∥作 西巻茅子∥絵

エッフェル塔ものがたり 岩波新書　黄版 ２２８ 倉田保雄∥著

ＡＴ車のパーフェクト・ドライビング 複雑な最新ＡＴのすべてがわ

かる 改訂版
ＪＡＦ　ｃａｒ　ｂｏｏｋｓ 松下宏∥著 Ａｕｔｏ　ｒｏｕｔｅ編集部∥編

エディソン 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 鈴木将∥訳

エディのごちそうづくり サラ　ガーランド作　まきふみえやく

エデｲのやさいばたけ サラ・ガーランドさく　真木文絵訳

絵手紙をかこう　日本絵手紙協会公式教本 GAKKEN MOOK 小池邦夫[監］

絵でみる　指圧・マッサージ

絵で見るある町の歴史 タイムトラベラーと旅する１２，０００年
アン・ミラード∥文 スティーブ・ヌーン∥絵 松沢あさか∥訳 高岡メ

ルヘンの会∥訳

絵で見る　化学のせかい ６ かがやく年月・化学のこよみ 化学の偉

人と科学の歴史
かこさとし∥著

え



絵で見る　化学のせかい １ 原子の探険・たのしい実験 原子・分子

と実験の話
かこさとし∥著

絵で見る　化学のせかい ２ なかよし・いじわる・元素の学校 元素

の性質と周期表の話
かこさとし∥著

絵で見る　化学のせかい ５ ひろがる世界・化学の未来 資源とエネ

ルギーの話
かこさとし∥著

絵で見る　化学のせかい ３ ふしぎな化学の大サーカス 最新の化学

と技術の話
かこさとし∥著

絵で見る　化学のせかい ４ みんなの生命・くらしの化学 自然と生

命の化学
かこさとし∥著

絵で見る十字軍物語 塩野七生著

絵でみる世界大地図 最新版 ピクチャーアトラスシリーズ ブライアン・デルフ∥著 リチャード・ケンプ∥著 岩坂彰∥訳

絵でみる日本大地図 ピクチャーアトラスシリーズ

絵で見る　日本の歴史 福音館のかがくのほん 西村繁男∥作

絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須正幹∥文 西村繁男∥絵

Aではない君と 薬丸岳著

エデン 近藤史恵著

エデンに帰る ウィリアム・コーレット∥作 越智道雄∥訳

エデンの園 アーネスト・ヘミングウェイ∥著 沼沢洽治∥訳

エデンの門 ウィリアム・コーレット∥作 越智道雄∥訳

江戸悪党改め役 刺客請負人 森村誠一著

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

江戸ウォーキング 大人の遠足BOOK　東日本　３

江戸裏御用帖 浪人・岩城藤次　一 小杉健治

江戸裏日月抄 浪人・岩城藤次　五 小杉健治

江戸裏抜荷記 浪人・岩城藤次　四 小杉健治

江戸裏枕絵噺 浪人・岩城藤次　二 小杉健治

江戸裏吉原談 浪人・岩城藤次　三 小杉健治

江戸へようこそ ちくまぶっくす ６３ 杉浦日向子∥著

江戸お留守居役の日記 寛永期の萩藩邸 山本博文∥著

エドガー・アラン・クロウ
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

エドガー＝アラン＝ポー　怪奇・探偵小説集 ２ 偕成社文庫 ３１２３ エドガー＝アラン＝ポー∥作 谷崎精二∥訳

エドガー＝アラン＝ポー　怪奇・探偵小説集 １ 偕成社文庫 ３１２２ エドガー＝アラン＝ポー∥作 谷崎精二∥訳

絵とき世界の国旗 いたずら博士の社会の科学の本 １ 板倉聖宣著

絵ときゾウの時間とネズミの時間 たくさんのふしぎ傑作集 本川達雄∥文 あべ弘士∥絵

江戸切絵図散歩 池波正太郎∥著

えどさがし 新潮文庫 畠中恵著

江戸三国志 ２ 吉川英治歴史時代文庫 ６ 吉川英治

江戸三国志 ３ 吉川英治歴史時代文庫 ７ 吉川英治

え



江戸三国志 １ 吉川英治歴史時代文庫 ５ 吉川英治

江戸市井図絵 時代小説の楽しみ ５ 山本周五郎∥〔ほか〕著

江戸時代の横浜　古文書が語る生活史 横浜開港資料普及協会編

江戸城　御掃除之者！ 平谷　美樹

江戸城　御掃除之者！ 玉を磨く 平谷　美樹

江戸城御駕籠台　闇御庭番 だいわ文庫 早見俊著

江戸城　御掃除之者 地を掃う 平谷　美樹

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

江戸城の闇 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

江戸職人綺譚 佐江衆一∥著

江戸職人騎譚 佐江衆一

江戸ソバリエ 神田雑学大学，吉田悦子〔共〕編著

江戸っ子侍　上 講談社文庫 柴田錬三郎著

江戸っ子侍　下 講談社文庫 柴田錬三郎著

江戸のあかり ナタネ油の旅と都市の夜 歴史を旅する絵本 塚本学∥文 一ノ関圭∥絵

江戸の明け暮れ 森田誠吾∥著

江戸の海 白石一郎∥著

江戸の御庭番 江戸の御庭番 藤井邦夫

江戸の女ばなし 西岡まさ子∥著

江戸の盛り場 海野弘∥著

江戸の精霊流し 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

江戸の想像力 １８世紀のメディアと表徴 田中優子∥著

江戸の町 上 巨大都市の誕生
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ４
内藤昌∥著 穂積和夫∥イラストレーション

江戸の町 下 巨大都市の発展
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ５
内藤昌∥著 穂積和夫∥イラストレーション

江戸の笑い ２１世紀版　少年少女古典文学館　２３ 興津要著

江戸風狂伝 北原亞以子著

江戸ふしぎ草子 海野弘∥著

江戸への嵐道 吉宗お庭番秘帳 喜安幸夫

江戸前の男 春風亭柳朝一代記 吉川潮∥著

江戸闇小路 羽太雄平∥著

江戸闇草紙 羽太雄平∥著

江戸よ語れ 海野弘∥著

択捉海峡 畑山博∥著

エドワルド　せかいでいちばんおぞましいおとこのこ ジョン・バーニンガム作　千葉茂樹訳

え



江戸を愛して愛されて 杉浦日向子

江戸を駆ける でえすけ忍者 幡大介

エナノの宮殿 メキシコの民話 ルイス・スアレス∥え とみながまこと∥やく

「エニアグラム」９つの性格診断 コスモ文庫 中嶋真澄

NHK間違いやすい日本語ハンドブック NHKKアナウンス室編

ＮＨＫみんなのうた　第１集 日本放送協会編

ＮＨＫ　海のシルクロード 第１巻 海底からの出発／ナイル・熱砂の

海道
塩野七生∥〔ほか〕著

ＮＨＫ　海のシルクロード 第５巻 海道の王国／中国の門 中野美代子∥〔ほか〕著

ＮＨＫ　海のシルクロード 第６巻 ジャンク、海都をいく／遥かなる

長江の道
陳舜臣∥〔ほか〕著

ＮＨＫ　海のシルクロード 第３巻 十字架の冒険者／インド胡椒海岸 立松和平∥〔ほか〕著

ＮＨＫ　海のシルクロード 第２巻 ハッピーアラビア／帆走、シンド

バッドの船
森本哲郎∥〔ほか〕著

ＮＨＫ　海のシルクロード 第４巻 仏陀と宝石／黄金半島を越える 三浦朱門∥〔ほか〕著

ＮＨＫ国宝への旅 １２ 「愛知」茶室・如庵　「奈良」朝護孫子寺／

信貴山縁起絵巻　「奈良」室生寺　「滋賀」園城寺
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ４ 「愛媛大三島」大山祇神社．大鎧．「長崎」大

浦天主堂．「和歌山」熊野速玉大社．蒔絵手箱．「奈良」新薬師

寺．十二神将

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １９ 「大分」宇佐神宮　「滋賀竹生島」宝厳寺、

都久夫須麻神社　「京都」北野天満宮／北野天神縁起絵巻　「福

井」明通寺

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １４ 「大分」富貴寺　「島根」出雲大社　「神奈

川」大雅、蕪村・十便十宜図　「山形」羽黒山五重塔
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ２ 「大阪・京都・東京」曜変天目茶碗．「京都」

東寺．不動明王．「加茂」浄瑠璃寺．阿弥陀如来
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １０ 「大阪」四天王寺．扇面法華経．「京都」東

寺．空海・風信帖．「奈良」法隆寺．釈迦三尊
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １８ 「神奈川」浦上玉堂・東雲篩雪図　「大阪・

京都」千手観音　「長野」松本城　「京都」清凉寺／釈迦如来
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ３ 「京都」銀閣寺．「奈良」興福寺．阿修羅．

「京都」鞍馬寺．毘沙門天
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ９ 「京都」高山寺．鳥獣人物戯画．「兵庫」神戸

市立博物館．銅鐸．「香川」善通寺．金銅錫杖．「奈良・京都・東

京」地獄・餓鬼1 ・病草紙

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １ 「京都」広隆寺．弥勒菩薩．「湖北」向源寺．

十一面観音．「熱海」ＭＯＡ美術館．光琳・紅白梅図
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 別巻 国宝全ガイド・１，０３４件 ＮＨＫ取材班∥著 日本放送出版協会∥編

ＮＨＫ国宝への旅 ２０ 「鳥取」三仏寺／投入堂　「東京」三井文庫

／円山応挙・雪松図　「奈良」東大寺／三月堂・不空羂索観音

「奈良」法隆寺／玉1 虫厨子

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ８ 「名古屋・東京」源氏物語絵巻．「福岡」沖ノ

島．祭祀遺跡出土品．「京都」平等院．鳳凰堂
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １１ 「奈良」春日大社．宝刀．「京都」西本願

寺．飛雲閣．「奈良」薬師寺．「神奈川・京都」一遍上人絵伝
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ５ 「奈良」唐招提寺．「京都」三十三間堂．千手

観音．「東京」出光美術館．伴大納言絵巻
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １７ 「奈良」東大寺／戒壇堂・四天王　「広島」

厳島神社　「滋賀・奈良」風俗屏風　「奈良」中宮寺／菩薩半跏像
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １５ 「奈良」東大寺／大仏　「京都」冷泉家／古

今和歌集　「奈良・京都・大阪」十一面観音　「奈良」法隆寺／救

世観音

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １６ 「奈良」法隆寺／百済観音　「京都」二条城

「京都」醍醐寺　「東京・大阪」紫式部日記絵詞
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ６ 「兵庫」姫路城．「栃木」日光東照宮．「兵

庫」浄土寺．阿弥陀三尊
ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 １３ 「宮城」瑞巌寺　「金沢」石川県立美術館／

仁清・色絵雉香炉　「奈良」当麻寺／当麻曼荼羅　「京都」大徳寺

／大灯国師墨跡

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ国宝への旅 ７ 「山口」毛利博物館．雪舟・山水長巻．「大

阪・東京」青磁花生．「京都」神護寺．肖像画．「奈良」東大寺．

南大門・仁王

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ世界手芸紀行 ２ 刺しゅう、パッチワーク・キルト編 ＮＨＫ取材班∥著 尾上雅野∥〔ほか著〕

え



ＮＨＫ世界手芸紀行 １ ニット、レース編 ＮＨＫ取材班∥著 甕邦子∥〔ほか著〕

ＮＨＫ世界手芸紀行 ４ ミラー刺しゅう，ジャワ更紗編 ＮＨＫ取材班∥著 市川久美子∥〔ほか著〕

ＮＨＫ世界手芸紀行 ３ モラ、グアテマラの織物編 ＮＨＫ取材班∥著 宮崎ツヤ子∥〔ほか著〕

ＮＨＫ大英博物館 ４ インド・仏教美術の開花 奈良康明∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ大英博物館 ２ エジプト・大ファラオの帝国 吉村作治∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ大英博物館 ３ ギリシャ・パルテノンの栄光 青柳正規∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ大英博物館 ５ 中央アジア・東西文明の十字路 長沢和俊∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ大英博物館 ６ マヤとアステカ・太陽帝国の興亡 増田義郎∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ大英博物館 １ メソポタミア・文明の誕生 吉川守∥責任編集 ＮＨＫ取材班∥責任編集

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ ５

 移動する大砂漠‐サハラ砂漠‐　資源を産んだマグマ噴出‐南アメ

リカ・キプロス‐

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ ４

 恐竜の谷の大異変‐北米・ロッキー山脈‐　氷河期襲来‐北米・巨

大氷床‐

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ ３

 巨大山脈の誕生‐ヒマラヤ、アルプス山脈‐　巨木の森・大地を覆

う‐ボルネオ、アメリカ大森林地帯‐

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ ６

多重バリアーが守る生命の星‐大気圏・磁気圏‐　太陽系第三惑

星・４６億年目の危機

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ ２

残されていた原始の海‐オーストラリア西海岸‐　寄岩にひそむ大

気の謎‐中国・大石灰岩地帯‐

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 Ｔｈｅ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｐｌａｎｅｔ １

水の惑星・奇跡の旅立ち　引き裂かれる大地　‐アフリカ大地溝帯

‐

ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 別巻　１ 写真集地球大紀行 地球を旅する ＮＨＫ取材班∥著

ＮＨＫ地球大紀行 別巻　２ 地球を読み解くキーワード 付・総索引 ＮＨＫ取材班∥著 浜田隆士∥〔ほか〕著

ＮＨＫみんなのうた 第２集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第３集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第４集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第６集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第７集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第８集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１０集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１１集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１２集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１３集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１４集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１５集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１７集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第１８集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２０集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２１集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２２集 日本放送協会∥編

え



ＮＨＫみんなのうた 第２３集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２４集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２５集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２６集 日本放送協会∥編

ＮＨＫみんなのうた 第２７集 日本放送協会∥編

ＮＨＫ　ルーブル美術館 ３ 神の王国と人間の都市 中世からルネサ

ンスへ
中山公男∥責任編集 佐々木英也∥責任編集

ＮＨＫ　ルーブル美術館 ２ 地中海世界の輝き 古代ギリシャ　ロー

マ
青柳正規∥責任編集

ＮＨＫ　ルーブル美術館 ５ バロックの光と影 イタリア　スペイン

フランドル　オランダ
坂本満∥責任編集

ＮＨＫ　ルーブル美術館 ６ フランス芸術の華 ルイ王朝時代 高階秀爾∥責任編集

ＮＨＫ　ルーブル美術館 １ 文明の曙光 古代エジプト．オリエント 青柳正規∥責任編集

ＮＨＫ　ルーブル美術館 ７ ロマン派登場 現代への序曲　ルーブル

その歴史と未来
高階秀爾∥監修・責任編集 ピエール・クォニアム∥監修・責任編集

Ｎのために 湊かなえ著

Ｎのために 双葉文庫 湊かなえ

絵のあるまちバルセロナ びじゅつのゆうえんち 森枝雄司文・写真

江ノ島西浦写真館 三上延著

えのすきなねこさん にしまきかやこ∥さく

江ノ電百年物語 マイロネＢＯＯＫＳ ００６ 湘南倶楽部∥編

絵のない絵本 新潮文庫 ハンス・クリスチャン・アンデルセン著　矢崎源九朗訳

絵のない絵本 愛蔵版 アンデルセンの童話 ４
Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 大塚勇三∥訳 イブ・スパング・オルセン∥

画

絵の中を旅する シルヴィー・ラフェレール∥〔ほか〕編著 大西昌子∥訳 大西広∥訳

絵のなかの魂 評伝・田中一村 湯原かの子∥著

絵のなかのぼうけん
くれよん文庫 ピッツァと子ゾウのオス

カー物語
アヒム・ブレーガー∥文 遠山明子∥訳 ギーセラ・カロウ∥絵

絵の中のぼくの村 田島征三∥文・絵

絵はがきにされた少年 藤原章生著

abさんご 黒田夏子著

ＡＢＣ！　曙第二中学放送部 市川朔久子著

ＡＢＣのおかいもの アニータ＝ローベル∥絵 アーノルド＝ローベル∥文

EPITAPH東京 恩田陸著

エビネ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ８ 伊藤五彦∥〔著〕

エビフライをおいかけろ
ポプラ社の小さな童話 ３２ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

愛媛県の民話 衛門三郎ほか 県別ふるさとの民話 １９　愛媛県 日本児童文学者協会∥編

エフェソス白恋 高樹のぶ子∥著

ＦＢＩ心理分析官 異常殺人者たちの素顔に迫る衝撃の手記 ロバート・Ｋ・レスラー∥著 トム・シャットマン∥著 相原真理子∥訳

FBI美術捜査官　奪われた名画を追え
ロバート・K、ウィットマン　ジョン・シフマン［共］著　土屋晃

匝瑳玲子[共］訳

え



Ｆ．ベアト幕末日本写真集 Ｆ．ベアト∥著 横浜開港資料館∥編集 横浜開港資料普及協会∥編集

江分利満家の崩壊 山口正介著

エプロンの本 暮らしを楽しむ３０のスタイル 茅木真知子∥著

エプロンメモ 大橋芳子∥編著

絵本 別冊太陽 日本のこころ ４５

絵本　ＡＢＣ 五味太郎∥作

絵本　ＡＢＣ 五味太郎∥作

絵本が目をさますとき 長谷川摂子著

絵本ことばあそび 五味太郎∥作

えほん 子どものための５００冊 日本子どもの本研究会絵本研究部∥編

絵本　東京大空襲 お父さんのカレンダー　あの時・この時 早乙女勝元∥作 おのざわさんいち∥絵

絵本の作家たち １ 別冊太陽 小野明∥聞き手 長新太∥〔ほか述〕

えほんのせかいこどものせかい 松岡享子∥著

絵本　のはらうた くどうなおこ∥し いけずみひろこ∥え

絵本の魅力 ビュイックからセンダックまで 吉田新一∥著

絵本論 瀬田貞二子どもの本評論集 瀬田貞二∥著

絵本は小さな美術館 形と色を楽しむ絵本４７ 平凡社新書 １８１ 中川素子∥著

絵本はともだち 中村柾子∥著

エマおばあちゃん
ウェンディ・ケッセルマン∥文 バーバラ・クーニー∥絵 もきかずこ∥

訳

エミットとかあさんの歌 文研子どもランド ラッセル・ホーバン∥著 谷口由美子∥訳

エミの車椅子 けやきの創作童話 小林つゆの∥著 中根和美∥え

エミリーちゃん エミリーちゃんのほん １ Ｄ・Ｄ・プレサンセ∥作 みのうらまりこ∥訳

エミリーのぞう 大型絵本 フィリパ・ピアス∥文 ジョン・ローレンス∥絵 猪熊葉子∥訳

エミールくんがんばる トミー・ウンゲラー∥作 今江祥智∥訳

エーミールと大どろぼう 講談社青い鳥文庫 ４９‐１
アストリッド＝リンドグレーン∥〔著〕 尾崎義∥訳 ビヨルン＝ベル

イ∥絵

エーミールと三人のふたご ケストナー少年文学全集 ２ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

エミールと探偵たち 改版 岩波少年文庫 ２０１２ エーリヒ・ケストナー∥作 小松太郎∥訳

エーミールと探偵たち ケストナー少年文学全集 １ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

エーミルと小さなイーダ
アストリッド・リンドグレーン∥作 ビヨーン・ベリイ∥絵 さんぺい

けいこ∥訳

エーミルのいたずら３２５番
アストリッド・リンドグレーン∥作 ビヨーン・ベリイ∥絵 さんぺい

けいこ∥訳

エーミルのクリスマス・パーティー
アストリッド・リンドグレーン∥作 ビヨーン・ベリイ∥絵 さんぺい

けいこ∥訳

M８ 高嶋哲夫著

エムエス　継続捜査ゼミ２ 今野敏

Ｍの秘密　東京・京都五一三・六キロの間 カドカワ・エンタテインメント 西村京太郎著

え



エメーリャとふしぎなさかな アファナーシエフ編『ロシア民話集』

より
アファナーシエフ∥編 スピーリン∥絵 松谷さやか∥文

えらい先生ズッコケた あすなろ小学生文庫 鈴木喜代春∥作 福田岩緒∥絵

選ばなかった冒険 光の石の伝説 偕成社ワンダーランド １７ 岡田淳∥作

エリザベス女王のお針子　裏切りの麗しきマント ケイト・ペニントン著

エリザベート ハプスブルク家最後の皇女 塚本哲也∥著

エリゼ宮の食卓 その饗宴と美食外交 西川恵∥〔著〕

エリダー 黄金の国 評論社の児童図書館・文学の部屋 アラン・ガーナー∥作 竜口直太郎∥訳

エリちゃんでておいで どうわランド あまんきみこ∥作 緒方直青∥絵

エリーちゃんのクリスマス メアリー・チャルマーｽﾞさく　おびかゆうこやく

ＬＳＤ－兄ケビンのこと Ｍ．ヴォイチェホフスカ∥作 清水真砂子∥訳

エルクの日記 あかね世界の文学シリーズ アン・ローズ∥作 清水真砂子∥訳 喜多迅鷹∥画

エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする
エリナー・ファージョン作　シャーロット・ヴォーク絵　石井桃子

訳

エルマー！エルマー！ ぞうのエルマー ２ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーがとんだ ぞうのエルマー ５ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーとウイルバー ぞうのエルマー ４ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーとエルドーおじいちゃん ぞうのエルマー ９ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーとカンガルー ぞうのエルマー ７ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーと１６ぴきのりゅう 新版 世界傑作童話シリーズ
ルース・スタイルス・ガネット∥さく ルース・クリスマン・ガネッ

ト∥え わたなべしげお∥やく 子どもの本研究会∥編集

エルマーと１６ぴきのりゅう　ポケット版 ルース・スタイルス・ガネット作　渡辺茂男訳

エルマーとちょうちょ ぞうのエルマー １０ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーとまいごのクマ ぞうのエルマー ６ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーとりゅう 新版
ルース・スタイルス・ガネット∥さく ルース・クリスマン・ガネッ

ト∥え わたなべしげお∥やく 子どもの本研究会∥編集

エルマーとりゅう　ポケット版 ルース・スタイルス・ガネット作　渡辺茂男訳

エルマーのたけうま ぞうのエルマー ３ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルマーのぼうけん 新版
ルース・スタイルス・ガネット∥さく ルース・クリスマン・ガネッ

ト∥え わたなべしげお∥やく

エルマーのゆきあそび ぞうのエルマー ８ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

エルミタージュの緞帳 モスクワ特派員物語 小林和男∥著

エルミタージュの鼠 新潮ミステリー倶楽部 熊谷独∥著

エレベーターで４階へ 世界の子どもライブラリー マリア＝グリーペ∥作 山内清子∥訳

エレンのプレゼント カタリーナ・クルースヴァル∥作 ひしきあきらこ∥訳

エロシェンコ童話集 偕成社文庫 ３２０１ ワシーリー・エロシェンコ∥作 高杉一郎∥編訳 ささめやゆき∥絵

ＡはアフリカのＡ アルファベットでたどるアフリカのくらし イフェオマ・オニェフル∥作・写真 さくまゆみこ∥訳

延安からの手紙 日本軍の反戦兵士たち 母と子でみる １３ 早乙女勝元∥編

遠霞ノ峠 居眠り磐音（九） 佐伯泰英

え



えんぎかつぎのだんなさん 日本傑作絵本シリーズ らくご絵本 桂文我∥話 梶山俊夫∥絵

縁切り坂 日暮し同心始末帖　６ 辻堂魁

縁切り橋　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

園芸図鑑 花や野菜いっぱいの庭づくり さとうち藍∥文 藤枝つう∥〔ほか〕絵

冤罪凶状　公事宿書留帳 澤田ふじ子著

冤罪者
Ｂｕｎｓｈｕｎ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍ

ｅｎｔ
折原一∥著

天使の卵（エンジェルス・エッグ） 集英社文庫 村山由佳

エンジェルフライト　国際霊柩送還士 佐々涼子著

園児のバッグと小もの らくらく便利な面ファスナー〈マジックテー

プ〉

遠州姫街道殺人事件 ノン・ノベル 木谷恭介∥著

円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海風

円生と志ん生 井上ひさし著

炎上　吉原裏同心　(八) 吉原裏同心　八 佐伯泰英

炎暑に奔る 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

えんそく 山本まつ子∥作・絵

エンソくんきしゃにのる こどものとも傑作集 １８ スズキコージ∥さく

円卓 西加奈子著

縁談 独り身同心　一 小杉健治

円朝芝居噺夫婦幽霊 辻原登著

エンデと語る 作品・半生・世界観 朝日選書 ３０６ 〔エンデ∥述〕 子安美知子∥著

エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル∥著 千葉茂樹∥訳

炎天 北方謙三∥著

炎都 上巻 加賀乙彦∥著

炎都 下巻 加賀乙彦∥著

エンド・ゲ‐ﾑ　常野物語 恩田陸著

エンドレスピーク はるかな嶺 上 森村誠一∥〔著〕

エンドレスピーク はるかな嶺 下 森村誠一∥〔著〕

エンドレス・ワルツ 稲葉真弓∥著

役小角仙道剣 黒岩重吾∥著

猿之助の歌舞伎講座 とんぼの本 市川猿之助∥著

えんの松原 福音館創作童話シリーズ 伊藤遊∥作 太田大八∥画

エンパイア・ステート・ビル解体 デビッド・マコーレイ∥著 中江昌彦∥訳

えんぴつのはなし 人間の知恵 ３ 松田憲二∥著

えんぴつびな 絵本のおくりもの 長崎源之助∥作 長谷川知子∥絵

え



エンブリオ 帚木蓬生∥著

天皇（エンペラドール）の密使 丹羽昌一∥著

閻魔の世直し　善人長屋 西條奈加著

閻魔まいり 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

縁むすび 居酒屋お夏　五 岡本さとる

縁結び仕り候　結婚奉行 辻井南青紀著

遠雷 風の市兵衛 辻堂魁

炎路を行く者　守り人作品集 上橋菜穂子作

オイアウエ漂流記 荻原浩著

老いへの「ケジメ」 斉藤?太著

おーいおーい ０．１．２．えほん さとうわきこ∥さく

老いを生きる暮しの知恵 南和子著

老いを考える 科学者からの手紙 ６ 香原志勢∥文 古川タク∥絵

おいかけっこ たにうちつねお∥さく

老い方の上手な人下手な人 樋口恵子∥著

おーい、コンペートー あかねノンフィクション ２ 中田友一∥著

おいしいおしゃべり 阿川佐和子

おいしいおせち特選 和風、洋風、中国風のメニューを満載 実用特選シリーズ

おいしいお茶９つの秘伝 煎茶を愉しむ 佃一輝∥著

おいしい　かぞえうた 岸田衿子ぶん　古矢一穂え

おいしい減塩メニュー 朝日健康料理 １ 朝日新聞社∥編

おいしい仕掛け 簡単だけど、こつがある。 河村みち子∥著

おいしい日本茶の事典 お茶をもっとおいしく、もっと楽しむ 成美堂出版編集部∥編

おいしい人間 高峰秀子∥著

おいしいね電子レンジ　電子レンジだからできた傑作レシピ１３０

点
栗原はるみ著

おいしい水、豊かな土 足もとから始まる環境問題 Ｆｅｒｒｉｓ　Bｏｏｋｓ ２ 本間慎∥著

おいしい野草 みるずかん・かんじるずかん 金の本 高森登志夫∥え 丸山尚敏∥ぶん

おいしいよ 福音館のペーパーバック絵本 真島節子∥画 神沢利子∥文

おいしいよ！はじめてつくるかんこくりょうり ペヨンヒ文　チョンユジョン絵　かみやにじ訳

おいしい料理のほん みんなでつくってみんなでたべよう！ 大原照子∥料理 山脇百合子∥絵と文

おいしく続ける玄米食養クッキング　ごはん+常備菜＋旬のおかず

で食卓づくり
藤城寿美子著

おいしくてかわいい 伊藤まさこ，渡辺有子[共]著

おいしゃさんなんかこわくない あかね幼年どうわ ２ 渡辺茂男∥作 大友康夫∥絵

お伊勢まいり とんぼの本 矢野憲一∥〔ほか〕著

え

お



お伊勢まいり　新・御宿かわせみ 平岩弓枝著

おいていかないで 福音館の幼児絵本 筒井頼子∥さく 林明子∥え

オイディプス王 岩波文庫 ソポクレス∥著 藤沢令夫∥訳

老いてこそ人生 石原慎太郎∥著

老いと収納 群ようこ

御暇 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

おいなり山のひみつ わくわくライブラリー 茂市久美子著　菊池恭子絵

老いのかたち 中公新書 黒井千次著

老いの才覚 ベスト新書 曽野綾子

老いの時間の密度 黒井千次∥著

老いの思想　古人に学ぶ老境の生き方 安西篤子著

オイノ島がきこえる くもんのおもしろ文学クラブ ６ 三谷亮子∥作 伊東寛∥絵

老いの楽しみ 沢村貞子∥著

老花 塩谷隼人　江戸常勤記 牧秀彦

おーいぽぽんた 声で読む日本の詩歌１６６ 茨木のり子∥〔ほか〕編集委員 柚木沙弥郎∥画

おーいぽぽんた 声で読む日本の詩歌１６６ 俳句・短歌鑑賞 大岡信∥著 柚木沙弥郎∥画

おいぼれ剣鬼 御助宿控帳 鳥羽亮

おイモのひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

老いらくの恋　縮尻鏡三郎 佐藤雅美著

おいらはトムベエ 世界傑作絵本シリーズ 中沢けい文　オリガ・ヤクトーヴィチ絵

老いは迎え討て この世を面白く生きる条件 田中澄江∥著

奥羽密殺街道 用心棒血戦記 鳥羽亮

鴎外の坂 森まゆみ∥著

王国 中村文則著

王国記 花村萬月著

黄金三角 シリーズ怪盗ルパン 第１０巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

黄金時代 椎名誠∥著

黄金谷秘録 続・御隠居忍法 高橋義夫∥著

黄金伝説 〈近代成金たちの夢の跡〉探訪記 荒俣宏∥著 高橋昇∥写真

黄金のさなぎ 日本最大のチョウの一生 子ども科学図書館 湊和雄∥文と写真

黄金の太刀　刀剣商ちょうじ屋光三郎 山本兼一著

黄金の七つの都市 スコット・オデール∥作 大塚勇三∥訳

黄金の灰 柳広司∥著

黄金の華 火坂雅志∥著

お



黄金のファラオ カルル・ブルックナー∥作 北条元一∥訳

黄金の夢 髪結の亭主　二 和久田正明

黄金旅風 小学館文庫 飯嶋和一著

逢坂の六人 周防柳著

オウザークの小さな農場 新大草原の小さな家 ２ ロジャー・リー・マクブライド∥作 こだまともこ∥訳 渡辺南都子∥訳

王さまうらない大あたり ぼくは王さま ２－５ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまかいぞくせん 新版 寺村輝夫の王さまシリーズ １１ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥画

王さまきえたゆびわ ぼくは王さま ２－２ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

おうさまさぶちゃん 紙芝居ベストセレクション 第２集 馬場のぼる∥作・画

王さまスパイじけん ぼくは王さま ２－４ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまダイマの手紙 ぼくは王さま ２－８ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまと九人のきょうだい 中国の民話 大型絵本 ７ 君島久子∥訳 赤羽末吉∥絵

王さまなぜなぜ戦争 ぼくは王さま ２－７ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまなぞのピストル ぼくは王さま ２－１ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまのアイスクリーム ゆかいなゆかいなおはなし フランセス・ステリッド∥ぶん 光吉夏弥∥やく 土方重巳∥え

おうさまのおひっこし 牡丹靖佳作

王様の心を持った少年 新・文学の扉 １ Ｓ・テーグ∥作 木下友子∥訳 高田美苗∥画

王さまの竹うま ドクター＝スースの絵本 ドクター＝スース∥さく・え わたなべしげお∥やく

王さまのリンゴの木 ギリシャの民話 ソフィア・ザランボウカ∥さいわ・え いけざわなつき∥やく

おうさまババール
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ３
ジャン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

王さまブルブル カラー版・創作えばなし　５ 舟崎克彦著

王さま魔女のひみつ ぼくは王さま ２－１０ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さま魔法ゲーム ぼくは王さま ２－９ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王さまゆめのひまわり ぼくは王さま ２－３ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

王子と王女の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

王子とこじき 上 偕成社文庫 ３０７４ マーク・トウェイン∥作 河田智雄∥訳

王子とこじき 下 偕成社文庫 ３０７５ マーク・トウェイン∥作 河田智雄∥訳

王子と乞食 改版 岩波文庫 マーク・トウェーン∥作 村岡花子∥訳

王事の悪徒 禁裏御付武士事件簿 澤田ふじ子

おうしのアダムがおこりだすと
アストリッド・リンドグレーン∥作 マーリット・テーンクヴィスト∥

絵 今井冬美∥訳

王城の忍者 南原幹雄著

おうじょさまのぼうけん エルサ・ベスコフ∥さく 石井登志子∥やく

往診 表御番医師診療禄　６ 上田秀人

王たちの行進 落合信彦∥著

お



桜大の不思議の森 香月日輪

横断
Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ 競馬

シリーズ
ディック・フランシス∥著 菊池光∥訳

おうちデザート 小黒きみえ著

おうちで作る、イヌの服　カワイイを着てでかけよう！ ＳＥＩＢＩＤＯ　ＭＯＯＫ

王朝小遊記 諸田玲子著

王朝懶夢譚 田辺聖子∥著

王とサーカス 米澤穂信著

王と女王の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

王になろうとした男 伊東潤著

王のしるし ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳

王妃の離婚 佐藤賢一∥著

王妃マルゴ アレクサンドル・デュマ∥原作 鹿島茂∥編訳

桜風堂ものがたり　（上） 村山早紀

往復書簡 湊かなえ著

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ 別巻 学習活用さくいん 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １５ 学習日本地図・世

界地図
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １ 国語 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ３ 算数・数学 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １１ 社会のしくみとは

たらき 社会科の４
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １４ 自由研究と工作 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ４ 生物とその環境 理科

の１
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １２ 体育・保健 体育科 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ６ 地球と宇宙 理科の３ 旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ８ 日本の地理 社会科の

１
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ９ 日本の歴史 社会科の

２
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ １３ 美術・音楽・家庭

図工・音楽・家庭科
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ５ 物質とエネルギー 理

科の２
旺文社∥編

旺文社教科別学習大事典 ジュニア・エポカ ７ 理科の実験・観察 理

科の４
旺文社∥編

逢魔時の賊　八丁堀剣客同心 ハルキ文庫　時代小説文庫 鳥羽亮著

近江・若狭 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

鸚鵡楼の惨劇 真梨幸子著

青梅線レポートの謎 西村　京太郎

お江戸決まり文句 杉山亮∥文 藤枝リュウジ∥絵

お江戸なぞなぞあそび 杉山亮∥文 藤枝リュウジ∥絵

お



お江戸の百太郎怪盗黒手組 現代の創作児童文学 ３３ 那須正幹∥作 長野ヒデ子∥画

お江戸はやくちことば 杉山亮∥文 藤枝リュウジ∥絵

大あたりコインゲームのなぞ 名たんていカメラちゃん ７ 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

大穴
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１２‐

２ 競馬シリーズ
ディック・フランシス∥著 菊池光∥訳

大石内蔵助 嵐の中の日本人シリーズ ３ 松永義弘∥著 野崎猛∥画

大分県の民話 高崎山のサル酒ほか 県別ふるさとの民話 ４４　大分県 日本児童文学者協会∥編

大いなる聴衆 新潮ミステリー倶楽部 永井するみ∥著

大江戸温泉殺人事件 ジョイ・ノベルス 吉村達也著

大江戸観光 杉浦日向子

大江戸指名手配 時代小説の楽しみ ６ 藤沢周平∥〔ほか〕著

大江戸謎解き帳 蘭方医・長崎浩斎 永井義男∥著

大江戸猫三昧　時代小説傑作選 徳間文庫 澤田瞳子編

大江戸「町」物語　月 宝島社文庫 辻堂魁［等］著

大江戸美味（むま）草紙 杉浦日向子∥著

大奥の座敷童子 堀川アサコ著

大奥二人道成寺　お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子著

大鏡 日本古典選 岡一男∥校註

狼 仕舞屋侍 辻堂魁

オオカミチビ太のわるい子ノート イアン＝ホワイブラウ∥作 トニー＝ロス∥絵 中川千尋∥訳

狼とくらした少女ジュリー
ジーン・クレイグヘッド・ジョージ∥作 ジョン・ショーエンヘール∥

挿絵 西郷容子∥訳

おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話
グリム∥〔原作〕 グリム∥〔原作〕 フェリクス・ホフマン∥え せた

ていじ∥やく

狼にそだてられた子 アーノルド・ゲゼル∥著 生月雅子∥訳

オオカミに冬なし グリーンランドとアラスカとのあわい、ある不安

な生活の物語
岩波の愛蔵版 １８ クルト・リュートゲン∥作 中野重治∥訳

オオカミのようにやさしく Ｇ．クロス∥作 青海恵子∥訳

狼花　新宿鮫　９ 大沢在昌著

狼奉行 高橋義夫∥著

狼森ののろい 世界のよみもの ９
メアリー・スチュアート∥作 深町真理子∥訳 ドゥリーン・コルド

ウェル∥絵

大川契り　善人長屋 西條奈加著

大川わたり 山本一力∥著

大川わたり 山本一力

大きい１年生と小さな２年生 創作どうわ傑作選 古田足日∥さく 中山正美∥え

大きいゾウと小さいゾウ 子ども図書館 アニタ・ヒューエット∥著 清水真砂子∥訳

おおきいそら 木葉井悦子∥〔著〕

大きいたねと小さなたね 新・創作えぶんこ ひがしくんぺい∥ぶん・え

お



おおきい　ちいさい ０．１．２．えほん 元永定正さく

大きいってどんなこと 星から原子まで かがくのほん
ハーマン・シュナイダー∥ぶん ニーナ・シュナイダー∥ぶん シミヨ

ン・シミン∥え 藤枝澪子∥やく

大きいツリー小さいツリー ゆかいなゆかいなおはなし ロバート・バリー∥ぶんとえ 光吉夏弥∥やく

おおきいトンとちいさいポン 岩村和朗著

大ギク ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ４ 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・かみしばい　ひろがるせ

かい
まついのりこ脚本・画

おおきくなったらなにになる？ ディック・ブルーナーぶん/え　まつおかきょうこやく

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード∥文・画 渡辺茂男∥訳

大きくなりたい小さなペルツ 世界の子どもライブラリー イリーナ＝コルシュノフ∥作 酒寄進一∥訳 ラインハルト＝ミヒル∥絵

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか　文　村上康成　絵

おおきなあかいなや
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく フェリシア・ボンド∥え え

くにかおり∥やく

おおきなおおきなおいも 創作童話シリーズ 赤羽末吉∥さく・え

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 こぐま社

編集部∥訳

大きな音が聞こえるか 坂木司著

大きなおなべのレストラン 竹下文子∥文 秋里信子∥絵

おおきなかぶ ロシア民話 《こどものとも》傑作集 Ａ．トルストイ∥再話 内田莉莎子∥訳 佐藤忠良∥画

おおきな木 シェル・シルｳﾞｧスタインさく　え　ほんだきんいちろうやく

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン　村上春樹訳

おおきなきがほしい 創作えほん ４ 佐藤さとる∥ぶん 村上勉∥え

大きな機関車ゴードン 汽車のえほん　８
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

大きな熊が来る前に、おやすみ。 島本理生著

おおきなのはら
ジョン・ラングスタッフ∥文 フョードル・ロジャンコフスキー∥絵

さくまゆみこ∥訳

大きなはさみのなぞ 干潟のカニ・シオマネキ 文研科学の読み物 武田正倫∥著 金尾恵子∥絵

大きな文字とイラストでよくわかる家庭介護 介護保険法もやさしく

解説！初心者のためのラクラク介護ブック！！
双葉社スーパームック

大きな森の小さな家 インガルス一家の物語 １
ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 恩地三保子∥訳 ガース・ウィ

リアムズ∥画

おおきなラッパとちいさなオリー
ジャック・ベクドルト∥文 オーリリアス・バタグリア∥絵 清水奈緒

子∥訳

大雲払いの夜 小さなスズナ姫 富安陽子∥作 飯野和好∥絵

大倉邦彦伝 大倉精神文化研究所∥編集

オオくんとゆかいなかぞく おはなしパーク １ 角野栄子∥作 大島妙子∥絵

オオくんのかぞく日記 おはなしパーク ２ 角野栄子∥作 大島妙子∥絵

大阪・神戸 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

大阪・神戸ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 気ままに電車とバス

の旅
ブルーガイド てくてく歩き

大阪ことばあそびうた 島田陽子∥著 阪口真智子∥絵

大坂城 天下一の名城
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ３
宮上茂隆∥著 穂積和夫∥イラストレーション

お



大阪センチメンタルジャーニー 富岡多惠子∥著

大阪　楽楽

おおさむこさむ こどものとも傑作集 こいでやすこ作

おおさんしょううお はじめてであう科学絵本 １９ 三芳悌吉∥ぶん・え

大仕合 剣客太平記 岡本さとる

大地震が学校をおそった 学研のノンフィクション 手島悠介∥文 高田勲∥絵

大相撲への招待 日本独特の格闘技の魅力と楽しみ方 講談社カルチャーブックス ５１

大空にあそぶ創作凧

大だこマストンとかいぞくせんのたから
そうさくえほん館 ７ 空想の世界であそ

ぼう
にしかわおさむ∥さく・え

大晦り　新酔いどれ小籐次　七 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

大手拓次 日本の詩 大手拓次∥〔著〕 野口武久∥編

大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ２０ ふりやかよこ∥作絵

大どろぼうホッツェンプロッツ 改訂
新・世界の子どもの本 １ ドイツの新し

い童話
オトフリート＝プロイスラー∥作 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 改訂 新・世界の子どもの本 ２ プロイスラー∥作 トリップ∥絵 中村浩三∥訳

大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる 改訂
新・世界の子どもの本 ３ ドイツの新し

い童話
プロイスラー∥作 中村浩三∥訳

おおはくちょうのそら 手島圭三郎∥絵と文

おおばことなかよし 新日本動物植物えほん ２０ 真船和夫∥ぶん 加藤新∥え

オオバンクラブの無法者 アーサー・ランサム全集 ５ アーサー・ランサム∥作 岩田欣三∥訳

大禍時 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

大昔の生きもの ポプラディア大図鑑　WONDA

大むかしの生物 小学館の学習百科図鑑　１５

オオムラサキ カラー自然シリーズ ５６ 小川宏∥文・写真 松山史郎∥文・写真

オオムラサキ 科学のアルバム ７８ 森一彦∥著

大村智ものがたり　苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成

大村益次郎 嵐の中の日本人シリーズ １１ 松永義弘∥著 成瀬数富∥絵

大家さんと僕 矢部太郎

大山流勝負どころ 将棋 大山康晴∥著

大雪 大型絵本 ２ ゼリーナ・ヘンツ∥文 アロワ・カリジェ∥絵 生野幸吉∥訳

オオワシ 石井英二∥写真・文

おかあさん こころからだいのちのえほん １ 北沢杏子∥著 今井弓子∥絵

おかあさん シャーロット・ゾロトウ∥文 アニタ・ローベル∥絵 みらいなな∥訳

おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本 １ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

おかあさんがいっぱい みんなの文学 ５ 東君平∥作・絵

お母さんが話してくれた生命の歴史 ２ いのちの設計図 柳沢桂子∥文 朝倉まり∥絵

お



お母さんが話してくれた生命の歴史 １ いのちのはじまり 柳沢桂子∥文 朝倉まり∥絵

お母さんが話してくれた生命の歴史 ３ 進化する生き物たち 柳沢桂子∥文 朝倉まり∥絵

お母さんが話してくれた生命の歴史 ４ 人間ってなんだろう 柳沢桂子∥文 朝倉まり∥絵

おかあさんだいすき 改版 岩波の子どもの本 ５ 光吉夏弥∥訳・編

おかあさん　だいすきだよ 宮西達也

おかあさんとあかちゃん 福音館の幼児絵本 中谷千代子∥ぶん・え

おかあさんといっしょ 福音館の幼児絵本 薮内正幸∥さく

おかあさんといっしょ〈離乳食〉 初めての赤ちゃん食事シリーズ ２

おかあさんになったアイ 松沢哲郎∥著

おかあさんになったつもり フレーベル幼年どうわ文庫 １４ 森山京∥作 西川おさむ∥絵

おかあさんの顔 偕成社文庫・図書館版 ４５ 長崎源之助∥〔著〕

おかあさんの紙びな 創作絵本 ３３ 長崎源之助∥作 山中冬児∥絵

おかあさんのたからばこ あかね創作えほん ３０ まついすーざん∥さく いそみみちこ∥え

お母さんのためのやさしい児童心理学 依田明∥著

おかあさんの耳、日曜 みんなの文学 １６ 東君平∥作・絵

おかあさんはえらい！ みんなの文学　２９ 東君平著

おかあさんはおでかけ 創作こども文庫 １４ ムーア∥さく フィアメンギ∥え じんぐうてるお∥やく

おかあさんは魔女 改訂 世界のどうわ傑作選 ９ アンナ＝エリザベス＝ベネット∥作 前田三恵子∥訳 桜井誠∥絵

おかいものだあいすき あかね幼年どうわ １５ 渡辺茂男∥作 大友康夫∥絵

おかえし こどものとも傑作集 ８１ 村山桂子∥さく 織茂恭子∥え

おかえりなさいスポッティ マーグレット・Ｅ・レイ∥文 Ｈ・Ａ・レイ∥絵 中川健蔵∥訳

おかえりなさいツバメたち 都市に生きるツバメの生活 子ども科学図書館 唐沢孝一∥文と写真

男鹿・角館殺しのスパン　十津川警部シリーズ・長篇旅情推理 TOKUMA NOVELS 西村京太郎著

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇明子∥ぶん 小野かおる∥え

小笠原島ゆかりの人々 田畑道夫

おかし たくさんのふしぎ傑作集 中川李枝子文　山脇百合子絵

おかしなおかし こどものとも少年版 石津ちひろ文　山村浩二絵

おかしなおかしなおかしのはなし さいとうしのぶ著

おかしなおかしな計算 さんすう文庫 ５ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

おかしなおかしな月火水木金土 子どもの文学 ８２ 肥田美代子∥作 水沢研∥絵

おかしなおかしな魔法のかがみ 新しい世界の童話シリーズ アラン＝マンロウ∥作 磯村愛子∥訳 むかいながまさ∥画

おかしなかくれんぼ “まほうの風”幼年どうわシリーズ ９ 生源寺美子∥作 吉村明子∥絵

おかしなピエロのひみつ 名たんていカメラちゃん ６ 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

おかしのくに 世界傑作絵本シリーズ マブリナ∥ぶん・え みやかわやすえ∥やく

お



おかしのくにのうさこちゃん ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ文･絵　松岡享子訳

お菓子放浪記 西村滋∥作 八木康夫∥絵

お菓子放浪記 続 西村滋∥作 朝倉美恵子∥絵

おかずに美味しい　田舎ごはん 新関さとみ著

緒方貞子という生き方 黒田龍彦∥著

御徒の女 中嶋要

おかではたらくロバのポチョ 浅野庸子∥文 浅野輝雄∥絵

お金とカード おとなになること ７ 宇都宮健児∥著 武田裕子∥著 井上正治∥絵

おかねと社会のしくみ 日本少年文庫 ２０ 牧田正一路∥著

お金とモノから解放されるイギリスの知恵 井形慶子∥著

お金のはなし 人間の知恵 １２ 久保田晃∥著

おかねのはなし ちしきの絵本 １７ 池内正人∥文 西村郁雄∥絵

丘の家のセーラ ヒルクレストの娘たち １ ルース・エルウィン・ハリス∥作 脇明子∥訳

丘の家、夢の家族 キット・ピアソン∥作 本多英明∥訳

丘の上の牧師館 メニム一家の物語 ５ シルヴィア・ウォー∥作 こだまともこ∥訳 佐竹美保∥絵

岡村の今昔 「岡村の今昔」刊行委員会編

岡本太郎に乾杯 岡本敏子∥著

岡山県の民話 天へのぼった三吉 県別ふるさとの民話 ３　岡山県 日本児童文学者協会∥編

置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子著

小川のほとりで のばらの村のものがたり ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

小川は川へ、川は海へ Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ スコット・オデール∥作 柳井薫∥訳

おき去りにされた猫 文学の扉 １４ Ｃ・アドラー∥作 足沢良子∥訳 北川健次∥画

沖釣り漁師のバート・ダウじいさん 昔話ふうの海の物語 ロバート・マックロスキー∥さく わたなべしげお∥やく

おきたらごはん 岩合光昭著

お吉の茶碗 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

おきておきて ワイルドスミスのちいさなえほん ２
ブライアン　ワイルドスミス∥作 レベッカ　ワイルドスミス∥作 香

山美子∥文

沖で待つ 絲山秋子著

掟破り 般若同心と変化小僧(七) 小杉健治

隠岐伝説殺人事件 TOKUMA　NOVELS 内田康夫著

おきなさいフェルディナンド 岩波ものがたりの本 ７ ルドウィク・ケルン∥〔著〕 内田莉莎子∥訳

沖縄 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

沖縄いろいろ事典 とんぼの本 ナイチャーズ∥編 垂見健吾∥〔撮影〕

沖縄からアジアが見える 岩波ジュニア新書 ３２７ 比嘉政夫∥著

沖縄 気ままにバスとレンタカーの旅 ブルーガイド てくてく歩き １５ ブルーガイド編集部∥編集

お



沖縄／草の声・根の意志 目取真俊∥著

沖縄県の民話 ハーリーのはじまりほか 県別ふるさとの民話 ４６　沖縄県 日本児童文学者協会∥編

おきなわ　島のこえ ヌチドゥタカラ（いのちこそたから） 記録のえほん ３ 丸木俊∥文・絵 丸木位里∥文・絵

沖縄のいまガイドブック 岩波ジュニア新書 ２５４ 照屋林賢∥〔ほか〕著

お気に入りの１着が作れるスカートの本 レディブティックシリーズ １８９５

お気に入りの孤独 田辺聖子∥著

おきにいりのばしょ おひざのうえで 木坂涼∥作 にしかわおさむ∥絵

オギーのぼうけん旅行 あかね世界の児童文学 ２０ Ａ．ローレンス∥作 清水真砂子∥訳 Ｈ．ヘルウェッグ∥画

熾火 勘定吟味役異聞　(二） 上田秀人

おぎょうぎどうするなーぜ マンロー・リーフ作　 渡辺茂男訳

荻原博子のどんと来い、老後！年金、医療、介護、相続・・・お金

の心配、すべて解決！
荻原博子

億男 川村元気著

奥様はクレイジーフルーツ 柚木麻子

屋上で縁結び 岡篠名桜

屋上の道化たち 島田荘司著

奥の奥の森の奥に、いる。 山田悠介著

奥能登幻の女 KAPPA　NOVELS 梓林太郎著

奥の細道 実用特選シリーズ

おくのほそ道
コミックストーリーわたしたちの古典

10
監修　長谷川孝士

おくのほそ道 附曾良随行日記 岩波版ほるぷ図書館文庫 芭蕉∥〔著〕 杉浦正一郎∥校註

おくのほそ道の旅 岩波ジュニア新書 ３９０ 萩原恭男∥著 杉田美登∥著

おくのほそ道ほか ２１世紀版　少年少女古典文学館　２５ 高橋治著

奥琵琶湖羽衣殺人事件 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 大谷羊太郎∥著

億万ドルの舞台 シドニィ・シェルダン著　天馬龍行訳

奥三河香嵐渓殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介∥著

億夜 高樹のぶ子∥著

オクラの絵本 そだててあそぼう ５２ むらかみつぎお∥へん すぎたひろみ∥え

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

贈りもの ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

贈りものは宇宙のカタログ マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳

贈る証言 弁護士・朝吹里矢子 夏樹静子∥著

贈る物語　Terror　みんな怖い話が大好き 光文社文庫 宮部みゆき編

おくればせの愛 ペーター・ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

おーくんおんぶ ０．１．２．えほん かたやまけん作

お



悪血 表御番医師診療禄　４ 上田秀人

おけやのてんのぼり 童心社のベスト紙芝居 第１集 川崎大治∥脚本 二俣英五郎∥画

おこう紅絵暦 高橋克彦∥著

おこう紅絵暦 高橋克彦

おこさまランチがにげだした
ポプラ社の小さな童話 ９８ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おこづかい大作戦 世界こどもの文学 イリーナ・ピボワロワ∥作 宮川やすえ∥訳 かみやしん∥絵

おこだでませんように くすのきしげのり作

お断り 鎌倉河岸捕物控　二十九の巻 佐伯泰英

お米のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

お米は生きている 自然と人間 富山和子∥著

怒らないこと　役立つ初期仏教法話　１ サンガ新書００３ アルボムッレ・スマナサーラ著

おこりじぞう 絵本 山口勇子∥原作 沼田曜一∥語り 四国五郎∥絵

おこりたくなったらやってみて！ ガストンのきぶんをととのえるえほん オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ

おこりんぼうのあひるさんとにわとりさん 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子原作　村山亜土脚本　村山知義絵

おこんじょうるり 理論社のカラー版愛蔵本 さねとうあきら∥作 井上洋介∥挿絵

お探し物は図書室まで 青山美智子

オサキ江戸へ もののけ本所深川事件帖 高橋由太

オサキつくもがみ、うじゃうじゃ もののけ本所深川事件帖 高橋由太

オサキと江戸の歌姫 もののけ本所深川事件帖 高橋由太

おさきに 林京子∥著

お酒ってなんだろう おとなになること ２ 今成知美∥著 井上正治∥絵

おさけのおいしいおつまみ　３００ コマツザキ・アケミ

おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 東光寺啓∥え

おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 東光寺啓∥え

おさじさん こぐまシリーズ 松谷みよ子∥作 瀬名恵子∥画

幼い子のいる暮らし 毛利子来∥著

幼い子の文学 中公新書 ５６３ 瀬田貞二∥著

幼なじみ はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

おさらをあらわなかったおじさん 岩波の子どもの本 ３５
フィリス・クラジラフスキー∥文 バーバラ・クーニー∥絵 光吉夏弥∥

訳

お皿のボタン たかどのほうこ作・絵

おさるがおよぐ どうわがいっぱい ３１ いとうひろし∥作・絵

おさるとぼうしうり 世界傑作絵本シリーズ エズフィール・スロボドキーナ∥さく・え まつおかきょうこ∥やく

おさるとぼうしうり 世界傑作絵本シリーズ エズフィール・スロボドキーナ∥さく・え まつおかきょうこ∥やく

おさるになるひ どうわがいっぱい ３６ いとうひろし∥作・絵

お



おさるのおうさま どうわがいっぱい ４１ いとうひろし∥作・絵

おさるのキーコ 日本の子ども文庫 ６ 今井誉次郎∥〔著〕

おさるのジョージ　アイスクリームだいすき Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ作　福本友美子訳

おさるのジョージうみへいく Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 福本友美子∥訳

おさるのｼﾞｮｰｼﾞ　木をうえよう おさるのｼﾞｮｰｼﾞシリーズ Ｈ，Ａ，ﾚｲ,ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾚｲ［共］原作

おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのジョージキャンプにいく Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 福本友美子∥訳

おさるのｼﾞｮｰｼﾞ　きょうりゅうはっけん おさるのｼﾞｮｰｼﾞシリーズ H,A,ﾚｲ、マーガレット･ﾚｲ｛共｝原作

おさるのジョージこいぬをかう Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 福本友美子∥訳

おさるのｼﾞｮｰｼﾞ　すいぞくかんへいく おさるのｼﾞｮｰｼﾞシリーズ H,A,ﾚｲ,ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾚｲ｛共｝原作

おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 福本友美子∥訳

おさるのジョージ　チョコレートこうじょうへいく M.．＆H．A．レイ原作　福本友美子訳

おさるのジョージどうぶつえんへいく Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのジョージとしょかんへいく おさるのジョージシリーズ
Ｈ．Ａ．レイ，マーガレット・レイ ［共］ 原作　マーサ・ウェスト

ン画　福本友実子訳

おさるのジョージ　ねむれないよる おさるのジョージシリーズ M．＆H．A．レイ作　福本友美子訳

おさるのジョージパレードにでる Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ∥原作 Ｈ．Ａ．レイ∥原作 渡辺茂男∥訳

おさるのはまべ どうわがいっぱい ４７ いとうひろし∥作・絵

おさるのまいにち どうわがいっぱい ２２ いとうひろし∥作・絵

おさるのもり どうわがいっぱい　５２ いとうひろし作

おさるのやま どうわがいっぱい　５８ いとうひろし作･絵

おさるはおさる どうわがいっぱい ２５ いとうひろし∥作・絵

おさわがせなバーティくん ケネス・グレアム∥作 アーネスト・Ｈ．シェパード∥絵 中川千尋∥訳

小沢昭一的東海道ちんたら旅 小沢昭一∥著 宮腰太郎∥著

小澤征爾　覇者の法則 文春新書 中野雄著

おさん 新潮文庫 山本周五郎∥著

おさんぽおさんぽ ０．１．２．えほん ひろのたかこ作

おさんぽぽいぽい 日本傑作絵本シリーズ 角野栄子∥文 井上洋介∥絵

おさんぽ　横須賀　三浦半島 タビハナ

おじいさんならできる 世界傑作絵本シリーズ カナダの絵本 フィービ・ギルマン∥作・絵 芦田ルリ∥訳

おじいさんのおくりもの ヤン・アルダ∥さく イジー・トゥルンカ∥え やすかわあやこ∥やく

おじいさんのかぼちゃ 園の生活１２か月 ６　９月のお話 長崎源之助∥さく 山中冬児∥え

お



おじいさんの小さな庭
バーナデット・ワッツ∥絵 ゲルダ・マリー・シャイドル∥文 ささき

たづこ∥訳

おじいさんのハーモニカ
ヘレン・Ｖ・グリフィス∥作 ジェイムズ・スティーブンソン∥絵 今

村葦子∥訳

おじいさんのマフラー 小さな心のスケッチ ウルズラ・フックス∥作 かんざきいわお∥訳 金井塚道栄∥絵

おじいさんの夢の時代 南太平洋の島じまのくらし 子どものための民族学 ２
ギーゼラ・フェルガー∥著 ガブリエレ・ハーファーマース∥絵 平野

卿子∥訳

おじいさんのランプ 新美南吉童話集 新美南吉∥作 赤羽末吉∥画 鈴木義治∥画

おじいちゃん ジョン・バーニンガム∥さく たにかわしゅんたろう∥やく

おじいちゃんがきたひから ジュディス・ケイスリー∥作 あきよしこ∥訳

おじいちゃんだいすき ロブ・ルイス∥さく かねはらみずひと∥やく

おじいちゃん　だいすき あかねせかいの本 １０ Ｗ．ハラント∥作 Ｃ．Ｏ．ディモウ∥絵 若林ひとみ∥訳

おじいちゃんとおばあちゃん
世界傑作童話シリーズ はじめてよむど

うわ ５

Ｅ．Ｈ．ミナリック∥ぶん モーリス・センダック∥え まつおかきょ

うこ∥やく

おじいちゃんとかくれんぼ ロブ・ルイス∥さく かねはらみずひと∥やく

おじいちゃんとの戦争 文研じゅべにーる ロバート・Ｋ・スミス∥作 清水奈緒子∥訳 松井裕∥絵

おじいちゃんの家
ヘレン・Ｖ・グリフィス∥作 ジェイムズ・スティーブンソン∥絵 今

村葦子∥訳

おじいちゃんのＳＬアルバム たくさんのふしぎ傑作集 佐竹保雄写真・原案　小風さち文

おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ∥作 末松氷海子∥訳

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク∥作 アンナ・ヘグルンド∥絵 菱木晃子∥訳

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 おはなしプレゼント
アンジェラ・ナネッティ∥作 アンナ・バルブッソ∥絵 エレナ・バル

ブッソ∥絵 長野徹∥訳

おじいちゃんのダイヤモンド こども文学館 ４４ 木村幸子∥作 今井弓子∥絵

おじいちゃんのはたけ ジャンヌ・ブベール∥作

おじいちゃんのまち 野村たかあき∥作・絵

おじいちゃんは荷車にのって
グードルン・パウゼバンク∥作 インゲ・シュタイネケ∥絵 遠山明子∥

訳

おじいちゃんは魔法つかい 新しい世界の童話シリーズ ジェイ＝ウィリアムズ∥作 田中明子∥訳 むかいながまさ∥画

おしいれおばけ マーサ＝メイヤー∥さく いまえよしとも∥やく

押入れのちよ 荻原浩著

押入れのちよ 新潮文庫 荻原浩著

おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ １ ふるたたるひ∥さく たばたせいいち∥〔画〕

押込み始末 日溜り勘兵衛極意帖 藤井邦夫

おじさん図鑑 なかむらるみ

おじさんのかさ 銀河社の創作絵本 さのようこ∥おはなし・え

おじさんは原始人だった 偕成社の創作 大原興三郎∥著 かみやしん∥絵

おしっこの神さま 重清良吉少年詩集 詩のみずうみ 重清良吉∥作 油野誠一∥画

おしっこの研究 たくさんのふしぎ傑作集 柳生弦一郎∥さく

オシドリの木 森の新聞 １９ 星野嘉助∥著 室伏友三∥著

お



おしばいにいこう！ 子どものえんげき入門 ヌリア・ロカ文 ロサ・マリア・クルト絵 鴻池尚文訳

おしまいのデート 瀬尾まいこ著

オシムの言葉　フィールドの向こうに人生が見える 木村元彦著

おしゃかさま　ものがたり タイの民話 パニヤ・チャイヤカム∥え いわきゆうじろう∥やく

おしゃべり犬ＳＯＳ！ おしゃべり犬シリーズ ケネス・バード∥作 定松正∥訳 うすいしゅん∥絵

おしゃべり犬のぼうけん ケネス・バード∥作 定松正∥訳 うすいしゅん∥絵

おしゃべりな口 ロウィーナの転校日記 モリス・グライツマン∥作 青海恵子∥訳

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ ２ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

おしゃべりなたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村輝夫∥作 長新太∥画

おしゃべりな帽子 思ったよりずっとやさしい、帽子作り 糸山弓子∥著

おしゃべりなもり 福音館のかがくのほん
エドゥアルド・シム，ニコライ・スラトコフ[共]作　ナターリヤ・

チャルーシナ絵　たなかともこ訳

おしゃべりのできる小イヌ 新しい世界の童話シリーズ ベティ＝ブロック∥作 原みち子∥訳 田中秀幸∥画

おしゃべりゆわかし 日本の創作幼年童話 ８ 佐藤さとる∥作 村上勉∥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

おしゃれなガーデン＆インテリア インテリアの大好きな園芸一年生

に贈ります

小さな庭仕事と草花を飾る楽しみをはじめてみませんか

おしゃれな刺し子 金沢京子∥著

お十夜恋 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

おしょうがつさん 幼児絵本シリーズ 谷川俊太郎∥ぶん 大橋歩∥え

お正月料理 マイライフシリーズ Ｎｏ．２２０ 堀江泰子∥〔著〕

御書物同心日記 出久根達郎∥著

おじょらぽん ０.１．２．えほん はせがわせつこ文　さいとうとしゆき絵

お白洲無情 講談社文庫 佐藤雅美著

おしりたんてい おしりたんてい トロル

おしりたんてい　ププッ　きえた　おべんとうのなぞ！ おしりたんてい トロル

おしりたんてい　かいとうねらわれたはなよめ おしりたんてい トロル

おしろさんとおくろさん 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子∥原作 村山亜土∥脚本 和歌山静子∥絵

オジロワシ カラー版自然と科学 ２９ 森信也∥著

おしんの遺言 橋田壽賀子著

オスカー、学校へいく
くれよん文庫 ピッツァと子ゾウのオス

カー物語
アヒム・ブレーガー∥文 遠山明子∥訳 ギーセラ・カロウ∥絵

オスカルとポプラ通りのひみつ
マルガレータ・リンドベリイ∥作 オーケ・エリクソン∥絵 石井登志

子∥訳

おすず 信太郎人情始末帖 杉本章子∥著

オーストラリア 第１改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

オーストラリア　シドニー　ケアンズ　ゴールドコースト　メルボ

ルン　パース
ワールドガイド　太平洋　３

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

お



オズのオズマ姫 ハヤカワ文庫　ＮＶ １０７ ライマン・フランク・ボーム∥著 佐藤高子∥訳

おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー・ゴッデン∥文 なかがわちひろ∥訳・絵

オズの虹の国 ハヤカワ文庫　ＮＶ ９６ ライマン・フランク・ボーム∥著 佐藤高子∥訳

オズの魔法使い 福音館古典童話シリーズ ２８ Ｌ・Ｆ・バウム∥作 渡辺茂男∥訳 Ｗ・Ｗ・デンスロウ∥画

オズの魔法使い ハヤカワ文庫　ＮＶ ８１ ライマン・フランク・ボーム∥著 佐藤高子∥訳

オズの魔法使い 岩波少年文庫 フランク・ボーム作　幾島幸子訳

ＯＺｍａｇａｚｉｎｅ 癒しのどうぶつ

尾瀬 改訂６版 ＪＴＢのポケットガイド

おせちと年末年始のおもてなし 松本忠子∥著

おそうざいのヒント３６５日 続々 朝日新聞学芸部∥編

おそうざいふう中国料理 戦美樸∥著

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン∥作 山口智子∥やく 堀内誠一∥え

お葬式のあとの事典 事後処理をつつがなくすませるために 浅野みゆき∥監修 土井敏彦∥監修

おそうじ風水　悪運をリセット！強運を呼び込む！！ 李家幽竹著

お供え 吉田知子∥著

おそばのくきはなぜあかい にほんむかしばなし 岩波の子どもの本 ８ 石井桃子∥文 初山滋∥え

お助けナブラーが、やってくる 評論社の児童図書館・文学の部屋 パム・エアーズ∥作 灰島かり∥訳 キャロライン・クロスランド∥絵

お尋者 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美∥著

おたのしみ！おたのしみ！ ローナ・バリアン∥さく つかはらひろし∥やく

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ３ 和田誠∥著

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ４ 和田誠∥著

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ　５ 和田誠∥著

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ　６ 和田誠∥著

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ　７ 和田誠∥著

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Ｐａｒｔ２ 和田誠∥〔著〕

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ 和田誠∥〔著〕

織田信長 １ 無門三略の巻 山岡荘八歴史文庫 １０ 山岡荘八

織田信長 ２ 桶狭間の巻 山岡荘八歴史文庫 １１ 山岡荘八

織田信長 ３ 侵略怒涛の巻 山岡荘八歴史文庫 １２ 山岡荘八

織田信長 ４ 天下布武の巻 山岡荘八歴史文庫 １３ 山岡荘八

織田信長 ５ 本能寺の巻 山岡荘八歴史文庫 １４ 山岡荘八

オタバリの少年探偵たち 岩波少年文庫 ２０５２ セシル・デイ・ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

おたふく　山本周五郎名品館Ⅰ 沢木耕太郎編

オタマジャクシ カラー自然シリーズ ３２ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

お



オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本かずとし∥ぶん 畑中富美子∥え

おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとしおはなしのほん ６ かこさとし∥絵と文

AUTUMN STORY　木の実のなるころ
BRAMBLY HEDGE　のばらの村のもの

がたり
Ｊｉｌｌ Bａｒｋｌｅｍ絵・文

おたよりください 子どもの本
シャスティン・スンド∥作 木村由利子∥訳 アンジェリカ・セラーノ

＝プネル∥絵

小樽殺人事件 内田康夫

おだんごころころ 紙芝居ベストセレクション 第２集 坪田譲治∥作 二俣英五郎∥画

おだんごスープ 角野栄子∥文 市川里美∥絵

おだんごぱん ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ せたていじ∥やく わきたかず∥え

おたんじょうび　おめでとう！ パット＝ハッチンス∥さく わたなべしげお∥やく

おたんじょうびのおくりもの スピカのおはなしえほん ３ むらやまけいこ∥さく やまわきゆりこ∥え

おちくぼ姫 角川文庫 田辺聖子著

落窪物語 ２１世紀版　少年少女古典文学館　３ 氷室冴子著

堕ちた証拠 ロバート・デイリー∥著 大野晶子∥訳

おちたのだあれ わーいいっしょ ２ ブライアン・ワイルドスミス∥原作画 石坂浩二∥翻案

堕ちてゆく 岩井志麻子著

落ちぬ椿 上絵師　律の似面絵帖 知野みさき

おちばおちばとんでいけ “まほうの風”幼年どうわシリーズ ８ 茂市久美子∥作 山中冬児∥絵

おちゃっぴい　大江戸八百八 講談社文庫 堀川アサコ

おちゃのじかんにきたとら 改訂新版 ジュディス・カー∥作 晴海耕平∥訳

おつかい 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ∥さく

おっかなどうぶつえんのちず かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 西内久典∥ぶん なかのひろたか∥え

お月さまいくつ いわさきちひろ画・紙芝居選 アンデルセン∥原作 稲庭桂子∥脚本 〔岩崎ちひろ∥画〕

お月さまをめざして ゲルダ・ワーグナー∥ぶん リロ・フロム∥え ささきたずこ∥やく

おつきさまこんばんは
福音館　あかちゃんの絵本 くつくつあ

るけのほん ４
林明子∥さく

お月さまってどんなあじ？ ミヒャエル・グレイニェク∥絵と文 いずみちほこ∥訳

お月さまのさんぽ ブライアン・ワイルドスミス∥さく・え わたなべひさよ∥やく

おつきさまはきっと 世界の絵本
ゲオルク・ハレンスレーベン∥絵 ケイト・バンクス∥文 さくまゆみ

こ∥訳

おつきさん　どうしたの 岩波の子どもの本 ４１ Ｅ．Ｍ．プレストン∥文 Ｂ．クーニー∥絵 岸田衿子∥訳

お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 ４ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

おつきみおばけ せなけいこ作・絵

おっきょちゃんとかっぱ こどものとも傑作集 １１２ 長谷川摂子∥文 降矢奈々∥絵

オックスフォード運河の殺人
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １５６７
コリン・デクスター∥著 大庭忠男∥訳

オックスフォード物語　マリアの夏の日 ジリアン・エイブリー作　神宮輝夫訳

おっこちゃんとタンタンうさぎ 福音館創作童話シリーズ あまんきみこ∥さく 西巻茅子∥え

お



おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！　若おかみは小学生！スペシャ

ル
講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

おってあそべるおりがみ おりがみえほん ３ 川並知子∥著

おっとあぶない マンロー・リーフ絵本 マンロー・リーフ∥作 わたなべしげお∥やく

おっとあぶないがちょうおくさん　どうぶつむらのがちょうおくさ

ん　２のまき
世界傑作童話シリーズ ミリアム・クラーク・ポター著　松岡享子訳

夫殺し 李昂∥著 藤井省三∥訳

おっとせいおんど こどものとも傑作集 １０４ 神沢利子∥文 あべ弘士∥絵

おっとっと！チョコチョコくん 文研の創作えどうわ ２７ Ｃ・Ｗ・ニコル∥作 藁科れい∥訳 かみやしん∥絵

夫の悪夢 藤原美子著

夫の後始末 曽野　綾子

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

夫の宿題 遠藤順子∥著

夫のちんぽが入らない こだま

夫の定年、妻の出番 南和子∥著

夫の火遊び 藤堂志津子著

おっぱい たんぽぽえほんシリーズ みやにしたつや∥作・絵

おっぱいのひみつ かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 柳生弦一郎∥さく

オツベルと笑う水曜日 メディアワークス文庫 成田良悟

おつまみ横丁　すぐにおいしい酒の肴１８５ [瀬尾幸子料理制作]　編集工房桃庵編

お艶の言い分 髪結の亭主　三 和久田正明

オーディンとのろわれた語り部 スーザン・プライス∥作 パトリック・リンチ∥挿絵 当麻ゆか∥訳

おでかけしようか
福音館あかちゃんの絵本　もののえほん

いちにち　２
大阪YWCA千里子ども図書室文 大塚いちお絵

おでかけのまえに 福音館の幼児絵本 筒井頼子∥さく 林明子∥え

おでかけワンピース

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

１９ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

おてがみ こどものともコレクション ’６４～’７２ なかがわりえこ∥さく なかがわそうや∥え

おてがみもらったおへんじかいた おはなしフェスタ ６ 森山京∥作 広瀬弦∥絵

お手玉 大西伝一郎∥文

おてつだいねこのクリスマス 小学館創作童話 竹下文子∥作 鈴木まもる∥画

おてつだいねこのこもりうた おてつだいねこシリーズ 竹下文子作

おてつだいは　もういやだ あたらしい世界の童話 ２
マージョリー・ワインマン・シャーマット∥作 ビクトリア・チェス∥

絵 小杉佐恵子∥訳

おでっちょさん 学研おはなし絵本 まつしたきのこ文　伊藤秀男絵

おててがでたよ
福音館　あかちゃんの絵本 くつくつあ

るけのほん ２
林明子∥さく

おててはぴかぴか
講談社の幼児えほん えほん・はじめの

いっぽ ４
いとうひろし∥作・絵

お天気歳時記 空の見方と面白さ 実学創書 １ 倉嶋厚∥著

お



おてんばハッチー あたらしい世界の童話 ６
ジャネット・キン＝ハーキン∥作 スザンナ・ナッテイ∥絵 神鳥統夫∥

訳

おてんば姫の恋 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

おとうさん こころからだいのちのえほん ２ 北沢杏子∥著 井上正治∥絵

おとうさんあそぼう くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

おとうさんおはなしして おはなしランドくじらの部屋 ７ 佐野洋子∥作・絵

おとうさんがいっぱい 新･名作の愛蔵版 三田村信行　作

おとうさんがおとうさんになった日 絵本・こどものひろば 長野ヒデ子∥作

お父さんが話してくれた宇宙の歴史 ３ 生きている地球 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 銀河のたんじょう 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 生命のひろがり 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 １ ビッグバン 池内了∥文 小野かおる∥絵

お父さん！これが定年後の落とし穴 大宮知信著

おとうさん スマトラの民話より ベストセレクション　 第１集 与田凖一∥脚本 田畑精一∥画

お父さん、できる？小学校の算数 大人能力開発娯楽部［編］

おとうさんといっしょ えほんはともだち ８ つちだよしはる∥作

おとうさんといっしょに こどものとも傑作集 ９６ 白石清春∥さく いまきみち∥え 西村繁男∥え

おとうさんとさんぽ スピカみんなのえほん ６ にしかわおさむ∥ぶん・え

おとうさんのおとしあな どうわランド 皿海達哉∥作 長新太∥絵

おとうさんのたばこ フレーベル館のかんさつシリーズ ２ ひがしくんぺい∥ぶん・え

おとうさんの庭
ポール・フライシュマン文　バグラム・イバトゥリーン絵　藤本朝

巳訳

おとうさんはまんねんひつ ことばのからくり 大津由紀雄∥文 藤枝リュウジ∥絵

弟 石原慎太郎∥著

おとうとねずみチロとあそぼ 森山京∥作 門田律子∥絵

おとうとねずみチロのはなし 森山京∥作 門田律子∥絵

おとうとねずみチロはげんき 森山京∥作 門田律子∥絵

弟の戦争 ロバート・ウェストール∥作 原田勝∥訳

おとうとは青がすき　アフリカの色のお話 イフェオマ・オニェフル作･写真　さくまゆみこ訳

おとうふさんとこんにゃくさん あかちゃんのむかしむかし 松谷みよ子∥ぶん にしまきかやこ∥え

おとうふ百ちょうあぶらげ百まい 新あかね幼年どうわ １８ 三田村信行∥作 長野ヒデ子∥絵

お父やんとｵｼﾞさん 伊集院静著

オトカル王の杖 タンタンの冒険旅行 １７ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

おとぎ菓子 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

おとぎ草子
岩波少年文庫 ３１３１ 遠いむかしのふ

しぎな話
大岡信∥作

おとぎ草子・山椒太夫ほか ２１世紀版　少年少女古典文学館　１６ 清水義範著　ねじめ正一著

お



おとぎばなしはだいきらい チア・ブックス ９ ジャクリーン・ウィルソン∥作 ニック・シャラット∥絵 稲岡和美∥訳

おとくなサイはいかがです？ シェル・シルヴァスタイン∥さく・え よしかわみちお∥やく

お徳用　愛子の詰め合わせ 佐藤愛子著

侠気 般若同心と変化小僧(九) 小杉健治

男嫌いの姉と妹　町医北村宗哲 佐藤雅美著

おとこ坂おんな坂 阿刀田高著

男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための５４章 塩野七生∥著

男というもの 渡辺淳一∥著

おとこどうしのおるすばん えほん・ワンダーランド ２２ 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

おとこ友達との会話 白洲正子∥〔ほか〕著

「男の生き方」四〇選 上 城山三郎∥編

「男の生き方」四〇選 下 城山三郎∥編

男の一生 上 遠藤周作∥著

男の一生 下 遠藤周作∥著

男の腕まくり 台所編 朝日新聞学芸部∥編 砂川しげひさ∥絵

男の勘ちがい女の夢ちがい 藤堂志津子∥著

男の子 こころからだいのちのえほん ６ 北沢杏子∥著 井上正治∥画

男の子って、どうしてこうなの？ まっとうに育つ九つのポイント スティーヴ・ビダルフ∥著 菅靖彦∥訳

おとこの子とおもっていた犬 ゆかいなゆかいなおはなし コーラ・アネット∥さく ウォルター・ロレイン∥え 光吉夏弥∥やく

男の子と女の子の服　まいにち服を作ろう！

おとこのこなんてだいきらいだってね…… ヴィットリア・ファッキーニ∥作 せきぐちともこ∥訳

男の背中 中沢けい∥〔著〕

男のための一流品 講談社カルチャーブックス ４１ 講談社∥編

男の人って、どうしてこうなの？ スティーヴ・ビダルフ∥著 菅靖彦∥訳

男のふだん着物 鴨志田直樹著

男の料理きほん塾 和・洋・中・韓のおかずから酒の肴まで１０５品

男前になってほしい 大橋歩のファッションブック 大橋歩∥著

男も更年期で老化する 小学館１０１新書 和田秀樹

男は２０代に何をなすべきか “人間の基本”を身につけるために 鈴木健二∥著

落としたのはだれ？ かがくのほん 高田勝∥文 叶内拓哉∥写真

オトシブミ 観察の本 １ 千国安之輔∥写真と文

おとしぶみ ゆりかごをつくるちいさなむし かがくのとも傑作集 ３２ 岡島秀治∥ぶん 吉谷昭憲∥え

落とし前　百万両の伊達男 百万両の伊達男 稲葉稔

お年寄りの食事百科 介護者が困らない毎日の献立と簡単料理 主婦と生活生活シリーズ １６９

お



お年寄りの好きなかんたん料理４８０ ホームヘルパー応援ＢＯＯＫ

２ ある材料で、パパッと作って、喜ばれる！
横浜市福祉サービス協会∥編

お年寄りの歯の悩み口腔ケアＱ＆Ａ
シリーズ・高齢者の暮らしを支えるＱ＆

Ａ ３
田端恒雄∥著 三上周二∥著

お登勢 改版 角川文庫 船山馨∥〔著〕

乙武レポート 乙武洋匡∥著

おどって！ターニャ 市川里美∥絵 パトリシア＝リー＝ガウチ∥文 竹下文子∥訳

おとなしいめんどり ポール・ガルドン∥作 谷川俊太郎∥訳

大人だって泣いていい アグネス・チャン∥著

おとな旅プレミアム　伊勢・志摩・鳥羽 ＴＡＣ出版編集部

大人になって困らない語彙力の鍛えかた １４歳の世渡り術 今野真二

大人になるということ 岩波ジュニア新書 ３０３ 佐藤忠男∥著

おとなになる日 シャーロット・ゾロトウ∥文 ルース・ロビンス∥絵 みらいなな∥訳

おとなになる本 パット・パルマー∥原作 ｅｑＰｒｅｓｓ∥編訳

大人のお作法 インターナショナル新書 岩下尚史

大人の京都 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き　２６

大人の消しゴムはんこ NHKまる得マガジン

大人の恋力 柴門ふみ著

大人のための残酷童話 倉橋由美子

大人のための博物館ガイド 清水健一著

大人の東京 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き　２５

大人のひきこもり　本当は「外に出る理由」をさがしているひとた

ち
講談社現代新書 池上正樹著

大人の便利バッグ ７５点 増補改訂版

大人の横浜・鎌倉 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き　２８

大人の流儀 伊集院静著

おとな二人の午後 五木寛之∥著 塩野七生∥著

オトナも子供も大嫌い 群ようこ∥著

おとなりさんは魔女　アーミテージ一家のお話 １ 岩波少年文庫 ジョーン・エイキン作　猪熊葉子訳

おとなりどうし赤信号 新・子どもの文学 生源寺美子∥作 福田岩緒∥絵

おとまり、おことわり？
ボﾆｰ・ベッカーぶん　ケイディ・マクドナルド・デントンえ　横山

和江やく

乙女椿と横濱オペラ 水守糸子

乙女の家 朝倉かすみ著

乙女の花束 折原みと著

乙女の密告 赤染晶子著

お友だちからお願いします 三浦しをん著

おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ２ 金森襄作∥再話 鄭【スク】香∥画

お



オードリー・ヘプバーン ダイアナ・メイチック∥著 藤井留美∥訳

囮弁護士 スコット・トゥロー∥著 二宮磬∥訳

お鳥見女房 諸田玲子∥著

おどる牛 文研じゅべにーる 川重茂子∥作 菊池日出夫∥絵

おどるキノコ イカタケのひみつ カラー版自然と科学 ３１ 吉見昭一∥著

おどる１２人のおひめさま グリム童話
グリム∥〔原作〕 グリム∥〔原作〕 エロール・ル・カイン∥画 やが

わすみこ∥やく

おどろきの発見 マジック世界の魅力 岩波ジュニア新書 ３３０ 松田道弘∥著

お直しと裁縫お助け実例　こんな時どうする？すぐに役立つ レディブティックシリーズno．３３６９

おなかのかわ こどものとも傑作集 １８ 瀬田貞二∥再話 村山知義∥絵

おなかのかわ 瀬田貞二著　村山知義･絵

女にこそあれ次郎法師 梓澤要著

同じ年に生まれて 音楽、文学が僕らをつくった 小沢征爾∥著 大江健三郎∥著

お夏清十郎 平岩弓枝∥著

おなべおなべにえたかな？ こどものとも傑作集 １１３ こいでやすこ∥さく

おなべふこどもしんりょうじょ　わらべうたの「おなべふ」より 日本傑作絵本シリーズ やぎゅうげんいちろうさく

おなら かがくのとも傑作集 ３１ 長新太∥さく

おなら・いびき・くしゃみ 体から出る音 やさしい科学 バクスボーム∥共著 ゲルマン∥共著 藤田千枝∥訳

おならはえらい うたうたうたう まどみちお∥し スズキコージ∥え

御成　辻番奮闘記　二 辻番奮闘記　二 上田秀人

鬼 あかね創作えほん １６ 瀬川康男∥絵 今江祥智∥文

おにいさんになれるかな？ 創作どうわのひろば　８ さとうまきこ著

おにいちゃん つちだよしはる∥え おびかゆうこ∥ぶん

おにいちゃんといっしょ どうわコレクション ウルフ・スタルク∥作 菱木晃子∥訳 はたこうしろう∥絵

おにいちゃんとおんなじ
児童図書館・絵本の部屋 おにいちゃん

とあたしの本
スーザン・ウィンター∥さく せなあいこ∥やく

おにいちゃんとわたし 大西ひろみ∥作

おにいちゃんはごりら 文研の創作絵童話 １ 間所ひさこ∥著 間所すずこ∥絵

おにいちゃんは２とうしょう 園の生活１２か月 ７　１０月のお話 しみずみちを∥さく 渡辺有一∥え

オニが来た 大道珠貴著

鬼がくる ゆめ姫事件帖 和田はつ子

鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西広∥文 梶山俊夫∥ほか絵

鬼煙管 羽州ぼろ鳶組　４ 今村翔吾

おにぎり 幼児絵本シリーズ 平山英三∥ぶん 平山和子∥え

おにぎりおにぎり 年少向けおひさまこんには 長野ヒデ子脚本・絵

お肉のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

お



鬼死骸村の殺人 ハルキ文庫 吉村達也著

鬼ぞろぞろ 舟崎克彦∥文 赤羽末吉∥絵

おにたのぼうし おはなし名作絵本 ２ あまんきみこ∥・ぶん いわさきちひろ∥・え

鬼面斬り 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

鬼とあんころもち　－幼い子のための昔ばなしー 子どもに贈るむかしばなし１４ 小澤俊夫［監］

おににさらわれたあねこ
日本民話かみしばい選 おばけがいっぱ

い
水谷章三∥脚本 須々木博∥画

おにの赤べえ キッズパラダイス 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

鬼の跫音 道尾秀介著

鬼のうで 赤羽末吉∥文と絵

鬼の首引き 日本傑作絵本シリーズ 岩城範枝文　井上洋介絵

オニの子・ブン 理論社名作の愛蔵版 山中恒∥作 長新太∥絵

鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 伊藤遊∥作 太田大八∥画

鬼の面 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

おにのよめさん 日本むかし話 偕成社・カスタム版どうわ絵本 １１ きしなみ∥ぶん ふくだしょうすけ∥え

鬼婆の魂胆 雇われ師範　豊之助 千野隆司

鬼火 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥〔著〕

おに火の村のねずみたち 岩波ようねんぶんこ ２０ 渡辺茂男∥作 太田大八∥画

鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

鬼、群れる 闇の用心棒 鳥羽亮

鬼役　壱 鬼役 坂岡真

鬼役外伝 傑作時代小説 坂岡真

鬼役三十　暗殺 鬼役 坂岡真

鬼役二十九　大名 鬼役 坂岡真

鬼役二十八　黒幕 鬼役 坂岡真

鬼夜叉の舞 人斬り京阿弥地獄行 本庄慧一郎

おによりつよいおれまーい サトワヌ島民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ７ 土方久功∥再話画

おにはうち　ふくはそと ひさかた傑作集 ５ 西本鶏介∥文 村上豊∥絵

お庭番吹雪算長 上 津本陽∥著

お庭番吹雪算長 下 津本陽∥著

鬼を待つ あさのあつこ

穏猿の剣 鳥羽亮

おねいちゃん 理論社の物語シリーズ 村中李衣∥作 中村悦子∥絵

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

訳

おねえちゃんはドキドキ１年生 世界の子どもライブラリー シャスティン＝スンド∥作 木村由利子∥訳 渡辺リオ∥絵

お



尾根を渡る風　駐在刑事 笹本稜平著

おねがいはウィッシュボーンで 世界の子どもライブラリー ディック・キング＝スミス∥作 三村美智子∥訳 藤田裕美∥絵

おねしょの名人 福音館のかがくのほん 山田真∥著 柳生弦一郎∥著

おねぼうなじゃがいもさん 紙芝居ベストセレクション 第１集 村山籌子∥原作 村山知義∥脚本・画

お能の見方 とんぼの本 白洲正子∥著 吉越立雄∥著

おのぞみの結末 改版 新潮文庫 星新一∥著

おのちゃんクラスのやさしい星 子どもの本 中島信子∥作 岡本順∥絵

おばあさんなんでも相談所 どうわのまど １２ 那須正幹∥文 前川かずお∥絵

おばあさんになるなんて 神沢利子∥著

おばあさんのひこうき 創作幼年童話選 ４ 佐藤さとる∥作 村上勉∥え

おばあさんのひっこし こどものとも絵本 エドナ・ベッカー作　神沢利子・山田ルイ［共］訳　白根美代子絵

おばあさんの山里日記 佐々木章∥文 椎葉クニ子∥語り

おばあちゃん ほるぷ創作絵本 大森真貴乃∥さく

おばあちゃん 現代のジュニア文学 ７ ペーター＝ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

おばあちゃんがいるから イルズ＝マーグレット・ボーゲル∥作 掛川恭子∥訳

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし ３２ 松田素子∥作 石倉欣二∥絵

おばあちゃんとあたし 世界の子どもライブラリー アヒム＝ブレーガー∥作 遠山明子∥訳 伊達正則∥絵

おばあちゃんといっしょ あたしたちきょうだいうれしいな！ ４ 梅田俊作∥さく 梅田佳子∥さく

おばあちゃんにおみやげを アフリカの数のお話 イフェオマ・オニェフル∥作・写真 さくまゆみこ∥訳

おばあちゃんのしまで えほんのもり ２８ ふりやかよこ∥作・絵

おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ∥さく 掛川恭子∥やく イブ・ライス∥え

おばあちゃんのたんじょう日ばこ
シャロン＝ベル＝マティス∥作 ダイアン・ディロン∥絵 レオ・ディ

ロン∥絵 中村妙子∥訳

おばあちゃんの知恵袋　決定版「日本の暮しの知恵」　７００ 別冊宝島　１０８８号

おばあちゃんの手あみ　２００７秋冬 Ｌet's　knit　series

おばあちゃんのはたけ おおにしひろみ∥さく

おばあちゃん、ゆうびんです ＰＨＰおはなしいっぱいシリーズ 杉みき子∥さく 遠藤てるよ∥え

おはいんなさい　えりまきに 角野栄子∥作 牧野鈴子∥絵

おばかさんに乾杯 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ウルフ・スタルク∥作 石井登志子∥訳

おばかさんのペチューニア がちょうのペチューニアシリーズ １ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 松岡享子∥訳

お墓参りは楽しい 新井満写真･文

おはぐろとんぼ　江戸人情堀物語 宇江佐真理著

おばけいしゃ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

おばけえいがのひみつ 名たんていカメラちゃん ８ ディビッド・Ａ・アドラー∥作 かんどりのぶお∥訳 たるいしまこ∥絵

おばけ煙突の歌 理論社名作の愛蔵版 早乙女勝元∥作 鈴木琢磨∥え

お



おばけえんはすぐそこです こどものとも　２０１７・０８ 山崎るり子

おばけかぞくのいちにち　さくぴーとたろぽーのおはなし こどものとも傑作集 西平あかね作

お化けだぞう 村田喜代子∥著

オバケちゃん オバケちゃんの本 １ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃんアカオニにあう オバケちゃんの本 ６ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃん学校へいく オバケちゃんの本 ７ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃんといそがしおばさん オバケちゃんの本 ５ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃんとおこりんぼママ オバケちゃんの本 ４ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

おばけちゃんとことこ 年少向けおひさまこんにちは 長野ヒデ子脚本・絵

オバケちゃんとはしるおばあさん オバケちゃんの本 ９ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃんとむわむわむう オバケちゃんの本 ３ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

オバケちゃんねこによろしく オバケちゃんの本 ２ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

おばけとかっぱ 世界傑作童話シリーズ ヨゼフ・ラダ∥さく・え おかのゆたか∥やく うちだりさこ∥やく

おばけとやっちゃん 紙芝居ベストセレクション 第２集 松野正子∥脚本 渡辺有一∥画

おばけにあったうさんごろ あかね幼年どうわ ２１ 瀬名恵子∥作・絵

おばけになったアサガオのたね 日比茂樹∥作 小林与志∥画

おばけのアッチこどもプールのまき
ポプラ社の小さな童話 ６９ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき
ポプラ社の小さな童話 ５２ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのアッチねんねんねんね
ポプラ社の小さな童話 ２８ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう
ポプラ社の新・小さな童話 １４９ 角野

栄子の小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのアッチのおばけカレー
ポプラ社の新・小さな童話 １３９ 角野

栄子の小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのいちにち 長新太∥さく

おばけのおーちゃん 福音館創作童話シリーズ 市川宣子∥さく さとうあや∥え

おばけのコッチ　あかちゃんのまき
ポプラ社の小さな童話 ３５ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのコッチ　ピピピ
ポプラ社の小さな童話 ２０ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのこもりうた せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

おばけのコンサート 幼児絵本シリーズ たむらしげる作

おばけのジョージー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ロバート・ブライト∥さく・え 光吉夏弥∥やく

おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト作/絵　なかがわちひろ訳

おばけのジョージーてじなをする ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾗｲﾄ作・絵　なかがわちひろ訳

おばけのジョージー　ともだちをたすける ロバート・ブライト作/絵　なかがわちひろ訳

おばけのジョージーのハロウィーン ロバート・ブライト作・絵　なかがわちひろ訳

おばけのソッチ１年生のまき
ポプラ社の小さな童話 ３９ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのソッチおよめさんのまき
ポプラ社の小さな童話 ８４ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

お



おばけのソッチぞびぞびぞー
ポプラ社の小さな童話 ２１ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのソッチねこちゃんのまき
ポプラ社の新・小さな童話 ５４ 角野栄

子の小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのソッチラーメンをどうぞ ポプラ社の小さな童話 ７０ 角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

おばけのバーバパパ
アネット＝チゾン∥さく タラス＝テイラー∥さく やましたはるお∥や

く

おばけのボロジャグチ 新しい世界の童話シリーズ メアリー＝シューラ∥作 生田信夫∥訳 中村景児∥画

おばけ桃の冒険 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 Ｎ．Ｅ．バーカート∥絵 田村隆一∥訳

おばけリンゴ 世界傑作絵本シリーズ ドイツの絵本 ヤーノッシュ∥さく やがわすみこ∥やく

おばけはケーキをたべない 改訂 世界のどうわ傑作選 ８ ギーナ＝ルックポーケ∥作 塩谷太郎∥訳 赤坂三好∥絵

お話を運んだ馬 岩波少年文庫 ２０９４ Ｉ．Ｂ．シンガー∥作 工藤幸雄∥訳

おはなしおはなし アフリカ民話より ゲイル・Ｅ．ヘイリー∥さく あしのあき∥やく

おはなし会ガイドブック 小学生向きのプログラムを中心に 茨木啓子∥編・著 平田美恵子∥編・著 湯沢朱実∥編・著

お話してよ、もうひとつ コルウェルさんのお話集 アイリーン・コルウェル∥選 よつだゆきえ∥訳 ゆぐちえみこ∥絵

おはなし　しましょう 谷川俊太郎文　元永定正絵

おはなしじゅうたん空をとぶ
ひくまの出版幼年どうわ みどりのもり

シリーズ １８
増田悦子∥さく 長野ヒデ子∥え

おはなしだいすき コルウェルさんのお話集 ２ アイリーン・コルウェル∥選 よつだゆきえ∥訳 ゆぐちえみこ∥絵

おはなしタイム コルウェルさんのお話集 ３ アイリーン・コルウェル∥選 よつだゆきえ∥訳 ゆぐちえみこ∥絵

お話のすむ家 本の森 ２
ミンダルト・ヴィンストラ∥作 バッブス・ヴィンストラ∥絵 小林た

ん子∥訳

おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

おはなしまくらのねんねおじさん おやすみのまえに ５ 西内ミナミ∥作 なかのひろたか∥絵

おはなし歴史風土記 １４ 神奈川県 歴史教育者協議会∥編

おはなつみ  くまくんのはる
日本傑作絵本シリーズ　くまくんのは

る・なつ・あき・ふゆ　１
なとりちづ文　おおともやすお絵

オバマの真実 ナフタリ・ベンデビット編　松島恵之訳

おはよう 中川李枝子作　山脇百合子絵

おはようスーちゃん ジョーン・Ｇ・ロビンソン作  中川李枝子訳

おはようたっちゃん あかね幼年どうわ ２０ 筒井敬介∥作 渡辺三郎∥絵

おはようのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく ジャン・シャロー∥え 谷川

俊太郎∥やく

大原御幸　帯に生きた家族の物語 林真理子著

お腹召しませ 浅田次郎著

お腹召しませ　新装版 浅田次郎

おはん 新潮文庫 宇野千代∥著

おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ∥さく やまわきゆりこ∥え

おひさまをほしがったハヌマン インドの大昔の物語「ラーマーヤ

ナ」より
こどものとも世界昔ばなしの旅 １ Ａ．ラマチャンドラン∥さくえ 松居直∥やく

お日さまをみつけたよ 世界傑作絵本シリーズ Ｍ．ミトゥーリチ∥原案絵 松谷さやか∥文

おひさまがいっぱい 詩の絵本 よだじゅんいち∥詩 ほりうちせいいち∥画

お



おひさまがしずむよるがくる 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ローラ・ルーク∥ぶん オラ・アイタン∥え うちだりさこ∥やく

おひさまどうしたの 日本の創作幼年童話 １１ 松谷みよ子∥作 西巻茅子∥絵

おひさまのたまご エルサ・ベスコフ∥作 いしいとしこ∥訳

おひさまはらっぱ 創作童話シリーズ 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

おひさまぽかぽか 幼児絵本シリーズ 笠野裕一作

おひさまホテル エーリッヒ・ハイネマン著　石川素子訳

お引越し Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ひこ・田中∥作

お引っ越し 真梨幸子著

おひで 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

おひとよしのオオシカ ドクター＝スースの絵本 ドクター＝スース∥さく・え わたなべしげお∥やく

おひとよしのりゅう 新しい世界の童話シリーズ ８ ケネス＝グレーアム∥作 石井桃子∥訳 寺島竜一∥画

おひとりさまの法律 中澤まゆみ

おひとりさまの老後 上野千鶴子著

お雛さまをたずねて 各地で見られる雛と受け継ぐ心 ＪＴＢキャンブックス 芸術 １０ 藤田順子∥著

帯結び１００選 笹島式決め技の極意 家庭画報特選

おひめさまとカエルさん 岩波の子どもの本
ハーヴ・ツェマック文　ケーテ・ツェマック文　マーゴット・ツェ

マック絵　福本友美子訳

お姫さまとゴブリンの物語 岩波少年文庫 １０８ マクドナルド∥作 脇明子∥訳

おひゃくしょうさんと　だんご
ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民

話
こわせたまみ作　村田エミコ絵

おひゃくしょうとえんまさま 紙芝居ベストセレクション 第２集 君島久子∥再話 堀尾青史∥脚本 二俣英五郎∥画

おひゃくしょうとめうし
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
松野正子∥脚本 二俣英五郎∥画

おひゃくしょうのやん ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　１ ディック･ブルーナ文・絵　松岡享子訳

おひるねじかんにまたどうぞ えほんらんど １ 武鹿悦子∥ぶん 西巻茅子∥え

おひるねのいえ オードリー・ウッド∥さく ドン・ウッド∥え えくにかおり∥やく

オー！ファーザー 伊坂幸太郎著

おぶさりてい 市川京子∥文 夏目尚吾∥画

オフマイク 今野敏

お文の影 角川文庫 宮部みゆき著

おふろかいじゅうカルルス どうわがいっぱい ５ 斉藤洋∥作 伊東寛∥絵

おふろじゃおふろじゃ バスタブ王ビドグッド オードリー・ウッド∥作 ドン・ウッド∥絵 江国香織∥訳

おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡享子∥作 林明子∥絵

おふろだ、おふろだ！ くまくんの絵本 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 改版 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 いわさきちひろ∥え

おふろのなかからモンスター 世界の子どもライブラリー ディック・キング＝スミス∥作 金原瑞人∥訳 はたこうしろう∥絵

おふろのはなし 人間の知恵 ２３ 神崎宣武∥著 小林稔∥著

お



おふろばをそらいろにぬりたいな 岩波の子どもの本 ４２ ルース・クラウス∥文 モーリス・センダック∥絵 大岡信∥訳

おふろやさん こどものとも傑作集 ６６ 西村繁男∥作

おへそがえる・ごん ３ こしぬけとのさまの巻 福音館創作童話シリーズ 赤羽末吉∥さく・え

おへそがえる・ごん ２ おにのさんぞくやっつけろの巻 福音館創作童話シリーズ 赤羽末吉∥さく・え

おへそがえる・ごん １ ぽんこつやまのぽんたとこんたの巻 福音館創作童話シリーズ 赤羽末吉∥さく・え

おへそのひみつ かがくのとも傑作集 わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう∥さく

おへやのなかのおとのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン文　レナード・ワイズガード絵

江國香織訳

Op．ローズダスト　上 福井晴敏著

Op．ローズダスト　下 福井晴敏著

おべんとう　だれとたべる？ 日本傑作絵本シリーズ あずみ虫著

おべんとうつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング ７ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

お弁当万菜 松本忠子∥著

Ｏ・ヘンリー短編集 旺文社文庫 Ｏ・ヘンリー∥著 大久保博∥訳

覚えていない 佐野洋子著

おぼえていろよおおきな木 佐野洋子∥作・絵

おほしさまかいて！ エリック＝カール∥さく さのようこ∥やく

お星さまのレール 現代・創作児童文学 小林千登勢∥作 小林与志∥画

溺レる 川上弘美∥著

溺れる人魚 KODANSHA　NOVELS 島田荘司著

おまえ　うまそうだな 絵本の時間 宮西達也作絵

おまえさん　下 宮部みゆき著

おまえさん　上 宮部みゆき著

おまかせなされ　姫様お忍び事件帖 殿様お忍び事件帖 沖田正午著

おまけのこ 新潮文庫 畠中恵著

おまじないつかい おはなしパレード なかがわちひろ著

おまたせクッキー 友だちとたのしいおやつ！ パット＝ハッチンス∥さく 乾侑美子∥やく

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

御町見役うずら伝右衛門・町あるき 東郷隆∥著

おまつりおまつり！
オトフリート＝プロイスラー∥さく ロージー＝フォーゲル∥え たか

はしようこ∥やく

おまつりの日に
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

おまわりさんのスモールさん 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ロイス・レンスキー文･絵　わたなべしげお

お神酒徳利 深川駕籠 山本一力

おみせ こどものとも傑作集 ６２ 五十嵐豊子∥え

お



おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどのえいこ∥ぶん たばたせいいち∥え

おみやげ
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

おみやにいったらむしがいる かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 日浦勇∥ぶん たかはしきよし∥え

オムレツ屋へようこそ！ 西村友里著

汚名 杉本苑子∥著

汚名 多島斗志之∥著

オメガ 警視庁諜報課 濱嘉之

おめでたこぶた　その１　四ひきのこぶたとアナグマのお話 アリソン・アトリー作　すがはらひろくに訳

おめでとう 福音館の幼児絵本 舟崎克彦∥さく 宇野亜喜良∥え

おめでとうがいっぱい 幼い子どものための詩の本 神沢利子∥詩 西巻茅子∥絵

想い雲　みをつくし料理帖 時代小説文庫 高田郁著

おもいついたら　そのときに！ 西内ミナミ∥作 にしまきかやこ∥画

思いっきりステンシル 布に小物にウェアに ＮＨＫおしゃれ工房 斉藤敏子∥〔ほか〕著

思い出コロッケ 諸田玲子著

思い出鍋 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

思い出の青い丘 サトクリフ自伝 ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳

思い出のアンネ・フランク ミープ・ヒース∥著 深町真理子∥訳

おもいでのクリスマスツリー
グロリア・ヒューストン∥ぶん バーバラ・クーニー∥え よしだしん

いち∥やく

想い出の作家たち １ 文芸春秋∥編

想い出の作家たち ２ 文芸春秋∥編

思い出のとき修理します 集英社文庫 谷瑞恵著

思い出のとき修理します２　明日を動かす歯車 集英社文庫 谷瑞恵著

思い出のとき修理します　３　空からの時報 集英社文庫 谷瑞恵著

想い出のホテル ドゥマゴからの贈り物 井上俊子∥編

思い出のマーニー 上 岩波少年文庫 ２０９１ ジョーン・ロビンソン∥作 松野正子∥訳

思い出のマーニー 下 岩波少年文庫 ２０９２ ジョーン・ロビンソン∥作 松野正子∥訳

思い出は満たされないまま 乾緑郎著

思い孕み　ご隠居さん　六 文春文庫 野口卓

おもかげ橋 葉室麟著

面白いトランプ・ゲーム 松田道弘あそびの本 ５ 松田道弘∥著

おもしろい話が読みたい！　青龍編 楠木誠一郎［等］

おもしろい話が読みたい！　白虎編 令丈ヒロ子［等］

おもしろ科学実験室 やさしい科学 小林卓二∥著

面白くて眠れなくなる進化論 長谷川英祐著

お



面白くて眠れなくなる数学者たち 桜井進著

おもしろ荘の子どもたち リンドグレーン作品集 ２０ リンドグレーン∥作 石井登志子∥訳

おもしろ荘のリサベット
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 石

井登志子∥訳

おもしろとうさん フレーベル館の新秀作絵本 ６ さとうわきこ∥作・絵

おもち一つでだんまりくらべ 絵本・子どものくに ９ 大川悦生∥作 二俣英五郎∥絵

おもちゃの工作ランド 成井俊美作

おもちゃ屋へいったトムテ 世界傑作童話シリーズ エルサ・ベスコフ∥さく 菱木晃子∥やく ささめやゆき∥え

おもちゃ屋のクィロー 世界傑作童話シリーズ ジェームズ・サーバー∥さく 上条由美子∥やく 飯野和好∥え

表千家茶道十二か月　新版 千宗左著

表と裏 土居健郎∥著

オモト ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２４ 榊原八朗∥著

オモニ太平記 小田実∥著

おもひで屋 ハルキ文庫 上杉那郎著

思惑　百万石の留守居役　（二） 百万石の留守居役　（二） 上田秀人

親ががんばらないほうが子どもは伸びる！　子育てでいちばん大事

なこと
親野智可等著

親がしつけで迷うとき 品川孝子∥著

親がしてやれることなんて、ほんの少し 山本ふみこ著

父子雨情　影法師冥府おくり 影法師冥府おくり 稲葉稔

親子関係学 講談社現代新書 ６１１ 稲村博∥著

親子燕  出入師夢之丞覚書 時代小説文庫 今井絵美子著

親子であそぶ　折り紙ヒコーキ 戸田拓夫著

親子で遊べるおりがみ　おりがみとペーパーマジック レディブティックシリーズ　２１６０

親子でたのしむストロー工作 有木昭久∥作 新開孝∥写真

親子で楽しむ博物館ガイド 関連科学よみものリスト付 首都圏ＰＡＲ

Ｔ　１ 新版
科学読物研究会∥編

親子で楽しむ博物館ガイド 関連科学よみものリスト付 首都圏ＰＡＲ

Ｔ　２ 新版
科学読物研究会∥編

親子で出かける千葉遊び場カタログ 改訂版 ブルーガイドニッポンα

親子という病 現代新書 香山リカ著

父子の峠 日暮し同心始末帖　７ 辻堂魁

オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 中村妙子∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

親父の十手が重すぎて 親子十手捕物帳　２ 小杉健治

親父の十手を受けついで 親子十手捕物帳 小杉健治

親父の十手を輝かせ 親子十手捕物帳　３ 小杉健治

おやじのせなか 朝日新聞社会部∥編

おやすみアルフォンス！ アルフォンスのえほん グニッラ＝ベリィストロム∥さく やまのうちきよこ∥やく

お



おやすみくまさん おやすみくまさんの絵本 ３ ひらやまえいぞう∥さく

おやすみクマタくん 福音館の幼児絵本 カズコ・Ｇ．ストーン∥さく

おやすみなさい イヴ・ライス∥作 かたやまれいこ∥訳

おやすみなさい
福音館あかちゃんの絵本　もののえほん

いちにち　３
大阪YWCA千里子ども図書室文　大塚いちお絵

おやすみなさい　おつきさま 児童図書館・絵本の部屋
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく クレメント・ハード∥え せ

たていじ∥やく

おやすみなさいコッコさん 福音館の幼児絵本 片山健∥さく・え

おやすみなさいトムさん 児童図書館・文学の部屋 ミシェル・マゴリアン∥作 中村妙子∥訳

おやすみなさいのほん 世界傑作絵本シリーズ
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん 石井桃子∥訳 ジャン・シャ

ロー∥え

おやすみなさいフランシス 世界傑作絵本シリーズ
ラッセル・ホーバン∥ぶん まつおかきょうこ∥やく ガース・ウィリ

アムズ∥え

おやすみなさいまたあした 幼い子どものための詩の本 神沢利子∥詩 西巻茅子∥絵

おやすみみみずく パット＝ハッチンス∥さく わたなべしげお∥やく

おやすみ、夢なき子 講談社文庫 赤川次郎著

おやつがほーいどっさりほい
新日本出版社の絵本　ふれあいシリーズ

３
梅田俊作∥さく 梅田佳子∥さく

親の介護は知らなきゃバカを見ることだらけ 鳥居りんこ

親のこころ　おむすびの味 木村耕一[編]著

親の品格 PHP新書　４９５ 坂東眞理子著

親離れを考えたとき読む本 堀田あけみ∥著

おやゆびこぞう グリム童話 フェリックス・ホフマン∥え 大塚勇三∥やく

親指こぞうニルス・カールソン リンドグレーン作品集 別巻４ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

おやゆびちーちゃん 世界傑作童話シリーズ アンデルセン∥作 木島始∥訳 堀内誠一∥画

おやゆびトム ペロー童話 世界傑作絵本シリーズ オランダの絵本 リディア・ポストマ∥ぶん・え 矢川澄子∥やく

おやゆび姫 アンデルセン∥原作 バーナデット∥絵 大庭みな子∥訳

親指姫 愛蔵版 アンデルセンの童話 １
Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オル

セン∥画

御鑓拝借　酔いどれ小藤次　一　決定版 酔いどれ小藤次 佐伯泰英

親は知らない　ネットの闇に吸い込まれる子どもたち 読売新聞社会部著

およぐ かがくのとも傑作集 ３０ なかのひろたか∥さく

泳ぐのに、安全でも適切でもありません 江国香織∥著

およげ、ぼくのコイ ヤン・プロハズカ∥作 フランス・ハーケン∥絵 吉原高志∥訳

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子

オーラのたび 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ドーレア夫妻∥作 ドーレア夫妻∥作 吉田新一∥訳

オランウータンのジプシー ﾎﾟﾌﾟﾗ社ノンフィクション　２ 黒鳥英俊著

オランウータンの不思議社会 岩波ジュニア新書 ４４８ 鈴木晃∥著

オランダおいしい生活12ヶ月 荒牧幸子著

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



オランダ・ベルギー・ルクセンブルク ワールドガイド　ヨーロッパ　１１

オランダ宿の娘 ハヤカワ文庫 葉室麟著

オリエンタル・ゲリラ 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

オリエント急行 とんぼの本 窪田太郎∥〔ほか〕著

オリエント急行の殺人 新潮文庫 クリスティ∥〔著〕 蕗沢忠枝∥訳

オリエントの冒険 ミス・ビアンカシリーズ ５
マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 エリック・ブレグバード∥

絵

折々の栞 藤原てい∥著

折々の憎悪 講談社文庫 佐野洋∥〔著〕

折形－包む心 荒木真喜雄∥著

おりがみ　１９９９．０９　２８９号
世界のおりがみ展作品写真集　ノアちゃ

んのいろはの国探険

おりがみ　２０００．１０　３０２号 おままごと

おりがみ　２００１．０３　３０７号 ひなまつり

おりがみ　２００２．１１　３２７号 のりもの

おりがみ　２０００．０８　３００号 祝・３００号！

おりがみ　１９９８．０７　２７５号 たなばた

おりがみ　２００１．１２　３１６号 クリスマス

おりがみ　２０００．０２　２９４号 ２月のスケッチ

おりがみ　２００１．１０　３１４号 スポーツ＆実用品

おりがみ　１９９８．１２　２８０号 クリスマス

おりがみ　２０００．０１　２９３号 お正月

おりがみ　２０００．１２　３０４号 クリスマス

おりがみ　２００１．０１　３０５号 ２００１年のお正月

おりがみ　２０００．０７　２９９号 七夕と虫

おりがみ　２００２．０２　３１８号 ウインターシーズン

おりがみ　１９９８．０３　２７１号 ひなまつり

おりがみ　２０００．０９　３０１号 敬老の日・空の日

おりがみ　２００１．１１　３１５号 どうぶつ

おりがみ　１９９８．１１　２７９号 おままごと

おりがみ　１９９９．１０　２９０号 箱とくすだま

おりがみ　１９９８．１０　２７８号 紙ひこうきと鉄道の日

おりがみ　２００２．０１　３１７号 お正月

おりがみ　２００１．０４　３０８号 新学期と花

おりがみ　１９９９．０８　２８８号 むし

おりがみ　２００２．０４　３２０号 花

お



おりがみ　２００２．０９　３２５号 ９月のこよみ

おりがみ　１９９９．０４　２８４号 みんなともだち　動物と新学期

おりがみ　１９９８．０１　２６９号 新年をかざる

おりがみ　２００２．１０　３２６号 おままごと

おりがみ　２００１．０７　３１１号 うみ

おりがみ　１９９９．０７　２８７号 夏がきた！　うみのいきもの

おりがみ　２００３．０４　３３２号 ガーデニング

おりがみ　２０００．０４　２９６号 花

おりがみ　２００３．０７　３３５号 うみ＆たなばた

おりがみ　２００３．０９　３３７号 サファリパーク

おりがみ　１９９８．０４　２７２号 春の花とガーデニング

おりがみ　２００２．０５　３２１号 愛鳥週間

おりがみ　２００１．０８　３１２号 むしとなつ

おりがみ　１９９８．０８　２７６号 海辺の町　おばけと海のなかまたち

おりがみ　２００１．０９　３１３号 ＩＴ＆お月見

おりがみ　１９９９．０１　２８１号 お正月

おりがみ　２００３．０５　３３３号 こどもの日

おりがみ　１９９９．０６　２８６号 雨に歌えば・・・　楽器・つゆ・父の日

おりがみ　１９９８．０５　２７３号 こどもの日＆母の日

おりがみ　２００１．０２　３０６号 節分とバレンタインデー

おりがみ　２００３．０１　３２９号 お正月

おりがみ　２００３．１０　３３８号 ３０周年記念号

おりがみ　２００１．０５　３０９号 こどもの日＆母の日

おりがみ　２０００．１１　３０３号 くす玉

おりがみ　２００３．０８　３３６号 夏を涼しく！

おりがみ　２００２．０７　３２３号 たなばた・ユニット

おりがみ　２００２．０６　３２２号 きょうりゅう

おりがみ　２００１．０６　３１０号 きょうりゅう

おりがみ　２００３．０６　３３４号 ノアちゃんの結婚式

おりがみ　１９９９．０２　２８２号 節分＆バレンタインデー

おりがみ　１９９９．１１　２９１号 お祭り

おりがみ　２００２．０８　３２４号 夏休み

おりがみ　１９９８．０２　２７０号 冬をのりきれ！

おりがみ　２０００．０６　２９８号 遊園地と恐竜

お



おりがみ　１９９８．０６　２７４号
ＨＡＰＰＹ ＷＥＤＤＩＮＧ！ ハッピー

ウェディング

おりがみ　１９９９．０５　２８５号 端午の節句・母の日

おりがみ　２０００．０５　２９７号 端午の節句・愛鳥週間

おりがみ　２００３．０２　３３０号 節分とバレンタインデー

おりがみ　２００２．１２　３２８号 クリスマス

おりがみ　２００３．１２　３４０号 クリスマス

おりがみ　２００４．０１　３４１号 お正月

おりがみ　２００４．０２　３４２号 サーカス

おりがみ　２００４．０５　３４５号 こどもの日

おりがみ　２００４．０４　３４４号 お花見と新学期

おりがみ　２００４．０６　３４６号 つゆ

おりがみ　２００４．０７　３４７号 たなばた

おりがみ　２００４．０８　３４８号 オリンピック

おりがみ　２００４．１０　３５０号 芸術の秋・スポーツの秋・食欲の秋

おりがみ　２００４．１１　３５１号 秋の風景

おりがみ　２００４．１２　３５２号 クリスマス

おりがみ　２００５．０１　３５３号 お正月

おりがみ　２００５．０２　３５４号 あたたかな冬

おりがみ　２００５．０４　３５６号 入学

おりがみ　２００５．０５　３５７号 こどもの日

おりがみ　２００５．０７　３５９号 七夕 と海

おりがみ　２００５．０８　３６０号 夏と虫

おりがみ　２００５．０９　３６１号
第12回世界のおりがみ展　特集号～お国

自慢～

おりがみ　２００５．１０　３６２号 行楽の秋

おりがみ　２００５．１1　３６３号 ドイツとどうぶつ

おりがみ　２００５．１２　３６４号 クリスマス

おりがみ　２００６．０１　３６５号 お正月

おりがみ　２００６．０２　３６６号 節分とバレンタインデー

おりがみ　２００６．０４　３６８号 春

おりがみ　２００６．０５　３６９号 こどもの日

おりがみ　２００６．０６　３７０号 雨の季節

おりがみ　２００６．０６　３７０号 海と七夕

おりがみえあそび ペーパーランド ８ 寺門保夫∥作・絵

おりがみ絵はがきとグリーティングカード 新・おりがみランド 桃谷好英∥著 桃谷澄子∥著

お



おりがみ傑作選 Ｎｏａ　ｂｏｏｋｓ 日本折紙協会∥編集

おりがみ上級教室 ２ 人形・いれもの・花・のりもの　そのほか グレード別おりがみ教室 エキグチクニオ∥編著

おりがみ上級教室 １ 虫・鳥・けもの・さかな　そのほか グレード別おりがみ教室 エキグチクニオ∥編著

おりがみ中級教室 ２ 人形・いれもの・花・のりもの　そのほか グレード別おりがみ教室 エキグチクニオ∥編著

おりがみ中級教室 １ 虫・鳥・けもの・さかな　そのほか グレード別おりがみ教室 エキグチクニオ∥編著

おりがみでクリスマス Ｎｏａｂｏｏｋｓ 日本折紙協会∥編集

おりがみでクリスマス ２ Ｎｏａ　ｂｏｏｋｓ

おりがみどきどき恐竜　1枚のかみでおる 山田勝久著

おりがみときりがみ　おってきってあそぼう！ 本郷折紙研究会編著

おりがみ入門教室 ２ にんぎょう・花・いれもの・のりもの グレード別おりがみ教室 エキグチクニオ∥編著

おりがみパッチワーク 新・おりがみランド 布施知子∥著

おりがみファミリーきょうしつ ３ パズルあそび 笠原邦彦∥著 高木信之∥イラスト

おりがみブロック ペーパーランド ７ 佐藤芳夫∥作

おりがみ虫の世界 新・おりがみランド 桃谷好英∥著

おりがみユニット広場 新・おりがみランド 布施知子∥編

オリガ・モリソヴナの反語法 米原万里∥著

おりこう王さまおとしもの ちいさな王さまシリーズ ４ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

おりこうなアニカ
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え いしいとしこ∥やく

オーリーのぼうけん Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 ロジャー・スミス∥さく・え 村岡美枝∥やく

折原みとのおいしい国のプリンセス プリン王女のお料理レッスン 折原みと∥著

織姫かえる　宝引きの辰捕物帳 泡坂妻夫著

オリーブの海 ケヴィン・ヘンクス著　代田亜香子訳

おりょうりとうさん フレーベルのえほん １５ さとうわきこ∥作・絵

オリンピックの身代金 奥田英朗著

オリンポスの黄昏 田中光二∥著

オルガ・ダ・ポルガ物語 １ オルガとあたらしい仲間
マイケル・ボンド∥〔作〕 ハンス・ヘルウェッグ∥画 山崎淑子∥訳

牧田松子∥訳

オルガ・ダ・ポルガ物語 ２ オルガとボリス
マイケル・ボンド∥〔作〕 ハンス・ヘルウェッグ∥画 山崎淑子∥訳

牧田松子∥訳

オルガ・ダ・ポルガ物語 ３ オルガのかつやく
マイケル・ボンド∥〔作〕 ハンス・ヘルウェッグ∥画 山崎淑子∥訳

牧田松子∥訳

オルカの歌が聞こえる 高橋健∥著

オルタナ日本　上 地球滅亡の危機 大石英司

オルタナ日本　下 日本存亡を賭けて 大石英司

オールド・テロリスト 村上龍著

オルファクトグラム 講談社ノベルス 井上夢人∥著

オルリー空港２２時３０分 少年少女新しい世界の文学 ９ ポール・ベルナ∥著 上野瞭∥訳

お



おれがあいつであいつがおれで 山中恒よみもの文庫 １１ 山中恒∥作

おれたちの仇討ち はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

おれたちのおふくろ 理論社の大長編シリーズ 今江祥智∥作 長新太∥絵

おれたちの街 逢坂剛著

オレたち花のバブル組 文春文庫 池井戸潤著

オレたちバブル入行組 文春文庫 池井戸潤著

折れた竜骨 ミステリ・フロンティア 米澤穂信著

オレって老人？ 南伸坊著

おれのおばさん 佐川光晴著

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 ４７ 菊地ただし∥作 篠崎三朗∥絵

おれ、よびだしになる 課題図書 中川ひろたか

おれは一万石 おれは一万石 千野隆司

おれは歌だおれはここを歩く アメリカ・インディアンの詩 金関寿夫∥訳 秋野亥左牟∥絵

おれは清海入道 東郷隆∥著

おれは非情勤 集英社文庫 東野圭吾著

オレンジページ２０２０　１２・１７ 当日楽する極上チキンとおめかしマリネ

おれんちのいぬチョビコ 絵童話・しぜんのいのち ６ 那須田淳∥作 渡辺洋二∥絵

愚か者 柳橋の弥平次捕物噺　（六） 藤井郁夫

愚か者死すべし 原尞著

おろしや国酔夢譚 徳間文庫 井上靖∥著

オーロラの本 田中達也著

オロロ畑でつかまえて 集英社文庫 荻原浩著

オロロンチョウの島 カラー自然シリーズ ７１ 寺沢孝毅∥構成・文 青塚松寿∥写真 寺沢孝毅∥写真

オロロンチョウの島 日本のえほん ２０ 松原巌樹∥さく

おわかれかいをしまぁーす おひさまえんのおはなし １ 伊藤真智子∥ぶん 長野ヒデ子∥え

終わった人 内舘牧子著

終わらざる夏　上 浅田次郎著

終わらざる夏　下 浅田次郎著

終わらざる夏　上 集英社文庫 浅田次郎著

終わらざる夏　下 集英社文庫 浅田次郎著

終わらざる夏　中 集英社文庫 浅田次郎著

終わらない原発事故と「日本病」 柳田邦男著

おわらない夏 小沢征良∥著

尾張春風伝 上 清水義範∥著

お



尾張春風伝 下 清水義範∥著

終 大往生その後 永六輔∥著

終りなき祝祭 辻井喬∥著

終わりなき旅 「中国残留孤児」の歴史と現在 井出孫六∥著

終りなき始まり 上 梁石日∥著

終りなき始まり 下 梁石日∥著

尾張ノ夏 居眠り磐音江戸双紙　３４ 佐伯泰英

追われ者 はぐれ同心闇裁き９ 喜安幸雄

オンエア　上 柳美里著

オンエア　下 柳美里著

音楽大事典 １ ア～オ

音楽大事典 ２ カ～サ

音楽大事典 ３ シ～テ

音楽大事典 ４ ト～フ

音楽大事典 ５ ヘ～ワ

音楽大事典 ６ 索引

音楽でバリアを打ち壊せ 岩波ジュニア新書 ３９６ 菊地昭典∥著

音楽力 日野原重明，湯川れい子［共］著

オン・ザ・ライン 朽木祥著

オンシジューム ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ４１ 江尻光一∥著

温室デイズ 瀬尾まいこ著

恩讐街道 剣客相談人２０ 森詠

恩讐の彼方に・忠直卿行状記 他８編 岩波文庫 菊池寛∥著

温泉へ行こう 山口瞳∥著

御直披 板谷利加子∥〔著〕

おんちょろきょう 幼児みんわ絵本 ９ 木暮正夫∥ぶん 梶山俊夫∥え

おんどりと二まいのきんか
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
安藤美紀夫∥訳 堀尾青史∥脚本 うすいしゅん∥画

おんどりと　ぬすっと
アーノルド＝ローベル∥さく アニータ＝ローベル∥え うちだりさこ∥

訳

おんどりボルケ 創作童話シリーズ 谷川晃一作・絵

女 遠藤周作歴史小説集 ７ 遠藤周作∥著

女海賊の島 アーサー・ランサム全集 １０ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

女が怒れば虎の牙 大名やくざ　７ 風野真知雄

女が４０代にしておくこと 下重暁子∥著

女教皇ヨハンナ 上 ドナ・ウールフォーク・クロス著　阪田由美子訳

お



女教皇ヨハンナ　下 ドナ・ウールフォーク・クロス著　阪田由美子訳

女ざかり 丸谷才一∥著

おんなじおんなじ 多田ヒロシ∥著

女たちのジハード 篠田節子∥著

女たちの八月十五日 戦争の惨禍を二度と繰り返さないために

女彫刻家 ミネット・ウォルターズ∥著 成川裕子∥訳

女盗賊プーラン 上巻 プーラン・デヴィ∥著 武者圭子∥訳

女盗賊プーラン 下巻 プーラン・デヴィ∥著 武者圭子∥訳

女に 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎∥著 佐野洋子∥絵

「女の生き方」四〇選 上 山崎朋子∥編

「女の生き方」四〇選 下 山崎朋子∥編

女の一生 改版 新潮文庫 モーパッサン∥〔著〕 新庄嘉章∥訳

女のいない男たち 村上春樹著

女の陥穽 御広敷用人　大奥記録　(一) 上田秀人

女の勲章　(上) 山崎豊子

女の勲章　(下) 山崎豊子

女の子 こころからだいのちのえほん ５ 北沢杏子∥著 今井弓子∥画

女の子どうしって、ややこしい！ レイチェル・シモンズ∥著 鈴木淑美∥訳

おんなのこなんてだいきらいだってさ…… ヴィットリア・ファッキーニ∥作 せきぐちともこ∥訳

女の子の憧れドレス 月居良子∥著

女の子の毎日の服 さわやかな木綿のワードローブ　３ Ｓｉｚｅ　１

００～１５０ｃｍ
文化出版局∥編

女の子は、明日も。 飛鳥井千砂著

女のしくじり ゴマブッ子

女のはないき男のためいき 斎藤茂太∥著

女の日時計 講談社文庫 田辺聖子著

おんなの人差し指 向田邦子

女信長 新潮文庫 佐藤賢一著

おんな飛脚人 出久根達郎∥著

女文士 林真理子∥著

おんな撩乱 恋と革命の歴史 永畑道子∥著

オンネリとアンネリのおうち 子ども図書館 マリヤッタ・クレンニエミ∥著 渡部翠∥訳

恩はあだで返せ 逢坂剛

おんぶにだっこ さくらももこ著

おんぼろきかんしゃモクモク ピートの絵本シリーズ ３ ビル・ピート∥作絵 山下明生∥訳

お



隠密 奥右筆秘帳 上田秀人

隠密家族 隠密家族　１ 喜安幸夫

隠密太平記 南原幹雄∥著

隠密同心 小杉健治

隠密同心　二 黄泉の刺客 小杉健治

隠密拝命　八丁堀手控え帖 稲葉稔著

隠密奉行　柘植長門守 松平定信の懐刀 藤水名子

隠密同心(三)裏切りの剣 小杉健治

陰陽師 夢枕獏∥著

陰陽師瘤取り晴明 夢枕獏∥文 村上豊∥絵

陰陽師　酔月ノ巻 夢枕獏著

陰陽師　蒼猴ノ巻 夢枕獏著

陰陽師 太極ノ巻 夢枕獏∥著

陰陽師　醍醐の巻 夢枕獏著

陰陽師　瀧夜叉姫　上 夢枕獏著

陰陽師　瀧夜叉姫　下 夢枕獏著

陰陽師 付喪神ノ巻 夢枕獏∥著

陰陽師　天鼓の巻 夢枕獏著

陰陽師生成り姫 夢枕獏∥著

陰陽師　鼻の上人 夢枕獏著　村上豊絵

陰陽師 飛天ノ巻 夢枕獏∥著

陰陽師 鳳凰ノ巻 夢枕獏∥著

陰陽師　蛍火ノ巻 夢枕獏著

陰陽師　夜光杯ノ巻 夢枕獏著

陰陽師 竜笛ノ巻 夢枕獏∥著

陰陽師は名探偵！　安倍晴明とタイムスリップ探偵団 講談社青い鳥文庫 楠木誠一郎作

陰陽寮 ４ 晴明復活篇 上 Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 富樫倫太郎∥著

陰陽寮 ５ 晴明復活篇 下 Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 富樫倫太郎∥著

陰陽寮 ３ 丹波死闘篇 Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 富樫倫太郎∥著

陰陽寮 ６ 平安地獄篇 Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 富樫倫太郎∥〔著〕

陰摩羅鬼（おんもらき）の瑕 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

御宿かわせみ 上 平岩弓枝∥著

御宿かわせみ 下 平岩弓枝∥著

オンリィ・イエスタデイ 新潮文庫 志水辰夫著

お



オンロックがやってくる 日本傑作絵本シリーズ 小野かおる∥文・絵

恩はあだで返せ 逢坂剛著

母さん、ごめん。５０代独身男の介護奮闘記 松浦晋也

かあさんねずみがおかゆをつくった チェコのわらべうた 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本 ヘレナ・ズマトリーコバー∥え いでひろこ∥やく

かあさんのいす あかねせかいの本 ８ ベラ　Ｂ．ウィリアムズ∥作・絵 佐野洋子∥訳

かあさんのおめん 幼児みんわ絵本 ２４ 吉沢和夫∥ぶん 北島新平∥え

かあさんのしっぽっぽ 村中季衣著

母さんの小さかったとき 越智登代子∥文 ながたはるみ∥絵

かあさんは看護婦さん 現代の創作児童文学 ５２ 及川和男∥作 高田勲∥画

かあさんは魔女じゃない ライフ＝エスパ＝アナセン∥作 木村由利子∥訳

かあちゃん 重松清著

かあちゃんのせんたくキック 平田昌広文　井上洋介絵

母べえ 野上照代著

貝 学研の図鑑

解 堂場瞬一著

海王伝 文春文庫 白石一郎∥著

海外保存鉄道 世界の保存ＳＬ・路面電車・博物館６８カ国３００カ

所
ＪＴＢキャンブックス 白川淳∥著

海外ミステリー事典 新潮選書 権田萬治∥監修

海外留学 高校生から社会人まで 斎藤元一∥著

絵画を読む イコノロジー入門 ＮＨＫブックス ６６８ 若桑みどり∥著

開花順にたどる花咲く名山　北海道・東北厳選３３ 村田正博

絵画入門子どもと親の美術館 とんぼの本 北海道立近代美術館∥編

絵画の見かた 画家と美学者との対話 岩波新書　Ｅ ６６ 矢崎美盛∥著 中村研一∥著

貝殻の採集と観察 やさしい科学 馬場勝良∥著

貝がらのずかん やさしい科学 奥谷喬司∥文 鮎川万∥絵

外患の兆 町奉行内与力奮闘記 上田　秀人

海岸列車　下 集英社文庫 宮本輝著

海岸列車　上 集英社文庫 宮本輝著

怪奇な家 シリーズ怪盗ルパン 第１７巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

快挙 白石一文著

海峡 伊集院静∥著

懐郷 熊谷達也著

海峡の光 辻仁成∥〔著〕

開業40年新幹線のすべて ヤマケイレイルブックス　別巻 広田尚敬写真　広田泉写真　坂正博解説

お

か



会議はモメたほうがいい 中公新書ラクレ　１８０ 島田裕巳著

海軍こぼれ話 阿川弘之∥著

会計 改訂 黒沢清∥著

かいこ はじめてであう科学絵本 １７ 熊谷元一∥ぶん・え

開港 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

邂逅 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場瞬一

邂逅の森 熊谷達也著

海虹妃 宮本徳蔵∥著

介護休業 家族の介護が必要になったとき 岩波ブックレット Ｎｏ．４７５ 古橋エツ子∥〔著〕

開国 津本陽∥著

海国記　平家の時代　下 服部真澄著

海国記　平家の時代　上 服部真澄著

外国人墓地を見て死ね 十津川警部 西村京太郎

外国の小学校 たくさんのふしぎ傑作集 斎藤次郎∥文 西山悦子∥写真

がいこつさん 五味太郎∥作

骸骨ビルの庭　上 宮本輝著

骸骨ビルの庭　下 宮本輝著

骸骨ビルの庭　上 講談社文庫 宮本輝著

骸骨ビルの庭　下 講談社文庫 宮本輝著

介護入門 モブ・ノリオ著

カイコ まゆからまゆまで 科学のアルバム ５５ 岸田功∥著

悔恨の日
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６９４
コリン・デクスター∥著 大庭忠男∥訳

外事警察 麻生幾著

介子推 宮城谷昌光∥著

会社がなぜ消滅したか 山一証券役員たちの背信 読売新聞社会部∥著

会社観光 泉麻人∥著

会社で働くということ 岩波ジュニア新書 ２６７ 森清∥著

怪じゅうが町へやってきた 世界の幼年どうわ １２ フランク・ストックトン∥作 久保田輝男∥訳

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

解錠師 スティーヴハミルトン著　越前敏弥訳

海将 若き日の小西行長 白石一郎∥著

壊人　Ｄ1警視庁暗殺部 矢月秀作

海神島 鶴見正夫∥文 清水耕蔵∥作・絵

灰塵の暦　満州国演義　５ 船戸与一著

か



改正ＪＡＳ法で変わった食品表示の見方・生かし方 健康双書 増尾清∥著

概説フランス史 社会と文化の理解のために 有斐閣選書 ８７４ 木村尚三郎∥編 志垣嘉夫∥編

海戦 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

回想開高健 谷沢永一∥著

かいぞく　がぼがぼまる かこさとし・むかしばなしの本　３ かこさとし著

海賊船シンドバット　シェーラひめのぼうけん　４ フォア文庫 村山早紀著

海賊と呼ばれた男 上 百田尚樹著

海賊と呼ばれた男 下 百田尚樹著

海賊とよばれた男　上 講談社文庫 百田尚樹著

海賊とよばれた男　下 講談社文庫 百田尚樹著

海賊のしゅうげき あなぐまビルのぼうけん ３ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

海賊の大パーティ 世界のどうわ マーガレット・マヘイ∥作 猪熊葉子∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

開拓時代の生活図鑑 バーバラ・グリーンウッド∥文 ヘザー・コリンズ∥絵 中村麻美∥訳

怪談 阿刀田高∥著

怪談 小池真理子著

怪談 男と女の物語はいつも怖い 林真理子∥著

怪談 小泉八雲怪奇短編集 偕成社文庫 ３１５５ 小泉八雲∥作 平井呈一∥訳

怪談 不思議なことの物語と研究 岩波文庫 ラフカディオ・ハーン∥作 平井呈一∥訳

海中顔面博覧会 中村征夫∥著

海中記 小林安雅∥著

怪鳥艇 上 深田祐介∥著

怪鳥艇 下 深田祐介∥著

海底二万海里 福音館古典童話シリーズ １１ Ｊ・ベルヌ∥作 清水正和∥訳 Ａ・ド・ヌヴィル∥画

外伝　虎の巻 剣客太平記 岡本さとる

回転椅子 中里恒子∥著

回天の門 藤沢周平

海道記 東関紀行 十六夜日記 日本古典選 玉井幸助∥校註 玉井幸助∥校註 〔阿仏尼∥著〕 石田吉貞∥校註

怪盗紳士 シリーズ怪盗ルパン 第１巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 藤田新策∥装丁・画

怪盗流れ星 はぐれ十左暗剣殺 和久田正明

怪盗の有給休暇 角川文庫 赤川次郎∥〔著〕

怪盗ましら小僧 芦川淳一

貝になった子ども 理論社名作の愛蔵版 松谷みよ子∥作 金井塚道栄∥絵

貝の火 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 川崎大治∥脚本 久保雅勇∥画

恢復する家族 大江健三郎∥文 大江ゆかり∥画

か



怪物商人 ＰＨＰ文芸文庫 江上剛

かいぶつぞろぞろ　絵にみるたし算のいきもの びじゅつのゆうえんち 辻村益朗構成・文

怪物の木こり 倉井眉介

怪物の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

怪物はささやく パトリック・ネス著　シヴォーン・ダウド原案　池田真紀子訳

解剖学教室へようこそ ちくまプリマーブックス ７３ 養老孟司∥著

買物絵本 GOMI　TARO　WORKSHOPシリーズ 五味太郎著

海洋牧場 漁業の将来 図説日本の産業 １１ 市村武美∥著

快楽殺人の心理 ＦＢＩ心理分析官のノートより ロバート・Ｋ・レスラー∥〔ほか〕著 狩野秀之∥訳

海狼伝 文春文庫 白石一郎∥著

回廊封鎖 佐々木譲著

ガウディの鍵 集英社文庫
エステバン・マルティン　アンドレウ・カランサ［共］著　木村裕

美訳

買うべき薬、買ってはいけない薬 中川基

カウボーイのスモールさん 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ロイス・レンスキー文･絵　わたなべしげお訳

カウントダウン 佐々木譲著

華栄の丘 宮城谷昌光∥著

かえだま日曜日 植松二郎∥作

帰ってきたアブサン 村松友視∥著

かえってきたおとうさん はじめてよむどうわ ２
Ｅ・Ｈ・ミナリック∥ぶん モーリス・センダック∥え まつおかきょ

うこ∥やく

かえってきた　おにんぎょう
ブック・ローン出版のえほん くまの

アーネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

帰ってきたキャリー 児童図書館・文学の部屋 ニーナ・ボーデン∥作 松本亨子∥訳

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上美佐雄∥作 高橋宏幸∥画

かえってきたネッシーのおむこさん 新・創作えぶんこ 角野栄子∥作 西川おさむ∥絵

帰ってきたメアリー・ポピンズ 岩波の愛蔵版 １４Ｂ パミラ・リンド・トラヴァース∥作 林容吉∥訳

帰ってきたメアリー・ポピンズ 新版 岩波少年文庫 ０５３ Ｐ．Ｌ．トラヴァース∥作 林容吉∥訳

かえでがおか農場のいちねん
アリス・プロベンセン∥さく マーティン・プロベンセン∥さく きし

だえりこ∥やく

かえでがおか農場のなかまたち
アリス・プロベンセン∥作・絵 マーティン・プロベンセン∥作・絵

乾侑美子∥訳

カエテミル　インテリアのアイデアBOOK 川上ユキ著

還らざる道 内田康夫著

帰らずの海 馳星周著

返り討ち 剣客太平記 岡本さとる

返討ち 新・秋山久蔵御用控　（四） 藤井邦夫

帰りたかった家（うち） 青木玉∥著

帰り花　秋山久蔵御用控 文春文庫 藤井邦夫著

か



帰り船 風の市兵衛　３ 辻堂魁

かえりみちをわすれないで 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 パット・ハッチンス作･絵　いつじ･あけみ訳

蛙男 清水義範∥著

かえるをのんだととさん こどものとも絵本　日本の昔話 日野十成再話　斎藤隆夫絵

カエル合戦 福音館の科学の本 久居宣夫∥著 吉崎正巳∥画

かえるがみえる まつおかきょうこ∥さく 馬場のぼる∥え

かえるくん　どこにいるの？ かえるくんのほん ２ マーサー・メイヤー∥さく

かえるくんのぼうけん かえるくんのほん ５ マーサー・メイヤー∥さく

カエル 楽しい歌が聞こえてくるよ ジュニア写真動物記 １５ 草野慎二∥著

かえるだんなのけっこんしき
ジョン・ラングスタッフ∥再話 フョードル・ロジャンコフスキー∥絵

さくまゆみこ∥訳

かえるとカレーライス 福音館の幼児絵本 長新太∥さく

かえるのいえさがし こどものともコレクション ’６４～’７２ 石井桃子∥さく 川野雅代∥さく 中谷千代子∥え

かえるのエルタ 創作童話シリーズ 中川李枝子∥さく 大村百合子∥え

かえるの王さま または忠臣ハインリヒ グリム童話 大型絵本 ビネッテ・シュレーダー∥絵 矢川澄子∥訳

かえるのおねがい おやすみのまえに ２ 小沢正∥作 西川おさむ∥絵

カエルのくらし カラー版自然と科学 ３３ 大塚高雄∥著

かえるのごほうび 木島始∥さく 梶山俊夫∥レイアウト

かえるの竹取ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 俵万智文　斉藤隆夫絵

カエルのたんじょう 科学のアルバム １４ 種村ひろし∥著

カエルの田んぼ 森の新聞 １４ 長谷川雅美∥著

かえるのつなひき こどものともコレクション ’６４～’７２ 儀間比呂志∥さくえ

かえるのつなひき こどものとも傑作集 ４８ 儀間比呂志∥さく・え

カエルのバレエ入門 絵本
ドナルド・エリオット∥文 クリントン・アロウッド∥絵 芦原英了∥訳

薄井憲二∥訳

かえるの平家ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 日野十成∥文 斎藤隆夫∥絵

カエルのべんとうや 福音館創作童話シリーズ 安江リエ∥さく あべ弘士∥え

かえるのホップさん オークアプルの森のおはなし ３ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

カエルの楽園 百田尚樹著

カエルの楽園 新潮文庫 百田尚樹

カエルや魚が降ってくる！ 気象と自然の博物誌 Ｊ・デニス∥〔著〕 鶴岡雄二∥訳

還れぬ家 佐伯一麦著

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

火?剣の突風 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

火焔樹 北方謙三∥著

か



顔 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 木下哲夫∥訳

顔 上 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

顔 下 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

かお・顔・フェイスをかこう エンバリーおじさんの絵かき絵本 １ エド＝エンバリー∥さく よこやまなおこ∥かきもじ

顔学への招待 岩波科学ライブラリー ６２ 原島博∥著

顔　FACE 横山秀夫著

香り 世界の香水ベスト・セレクション

香りの旅 熊井明子∥著

かおるのたからもの 日本の創作児童文学選 征矢清∥著 大社玲子∥絵

かかかかか 五味太郎∥作

カガカガ ふしぎなことがいっぱいのとおいむかしのものがたり こどものとも世界昔ばなしの旅 １２ 日野十成∥文 斎藤隆夫∥絵

科学あそびだいすき 子どもと楽しむ手引 科学読物研究会∥編

科学あそびだいすき 子どもと楽しむ手引 第２集 科学読物研究会∥編

化学工業の発明発見物語 鉄からプラスチックまで 発明発見物語全集 ７ 大沼正則∥編

科学でゲーム・屋外で実験 やさしい科学
ヴィッキイ・コブ∥共著 キャシー・ダーリング∥共著 鈴木将∥訳 田

島董美∥絵

科学でゲーム・ぜったいできる！ やさしい科学 Ｖ．コブ∥著 Ｋ．ダーリング∥著 木下友子∥訳

科学でゲーム・ためしてごらん
ヴィッキイ・コブ∥共著 キャシー・ダーリング∥共著 藤田千枝∥訳

田島董美∥絵

科学でゲーム・できっこないさ！ やさしい科学 Ｖ．コブ∥著 Ｋ．ダーリング∥著 藤田千枝∥訳

科学でゲーム・やっぱりできる！ やさしい科学 ヴィッキイ・コブ∥共著 キャシー・ダーリング∥共著 藤田千枝∥訳

科学とスポーツ やさしい科学 ロバート・ガードナー∥著 鈴木将∥訳

科学に魅せられた日本人 ニッポニウムからゲノム，光通信まで 岩波ジュニア新書 ３７２ 吉原賢二∥著

化学に魅せられて 岩波新書　新赤版 ７０９ 白川英樹∥著

科学の考え方・学び方 岩波ジュニア新書 ２７２ 池内了∥著

科学の実験　あそび･工作･手品 小学館の図鑑NEO

科学の実験と工作 理科の自由研究 斎藤賢之輔∥著

化学の小事典 岩波ジュニア新書 ３４１ 事典シリーズ 上野英一∥〔ほか〕著

科学のすすめ 岩波ジュニア新書 ３０１ 岩波書店編集部∥編

科学の扉をノックする 小川洋子著

化学のドレミファ ２ イオンのことがわかるまで 米山正信∥著

化学のドレミファ ４ 化学反応はどうしておこるか 米山正信∥著

化学のドレミファ １ 反応式がわかるまで 米山正信∥著

化学のドレミファ ３ 熱の正体がわかるまで 米山正信∥著

化学のドレミファ ７ 水－このふしぎなもの 米山正信∥著

化学のドレミファ ６ 水の汚染と食物連鎖の話 鶴が池にどうしてフ

ナがふえたか
米山正信∥著

か



化学のドレミファ ５ 有機化学がわかるまで 米山正信∥著

化学の発明発見物語 酸素ガスからナイロンまで 発明発見物語全集 ６ 大沼正則∥編

化学物質の小事典 岩波ジュニア新書 ３６３ 事典シリーズ 伊東広∥〔ほか〕著

雅楽 僕の好奇心 集英社新書 ００６５ 東儀秀樹∥著

画家小出楢重の肖像 岩阪恵子∥著

かかし 今－、やつらがやってくる Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ロバート・ウェストール∥作 金原瑞人∥訳

かかし長屋 半村良∥著

カカシの夏休み 重松清∥著

かかしのペーター バーナデット∥文と絵 ささきたづこ∥訳

花下に舞う あさのあつこ

加賀百万石伝説殺人事件 ハルキ・ノベルス 木谷恭介∥著

鏡川 安岡章太郎∥著

鏡の欠片 御広敷用人　大奥記録(四) 上田秀人

鏡の国のアリス 福音館古典童話シリーズ ９ ルイス・キャロル∥作 生野幸吉∥訳 ジョン・テニエル∥画

鏡の国のアリス 岩波少年文庫 ０４８ ルイス・キャロル∥作 脇明子∥訳

かがみの弧城 辻村深月

カガミの実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 田島董美∥絵

鏡の谷 木崎さと子∥著

鏡の中、神秘の国へ ヨースタイン・ゴルデル∥著 池田香代子∥訳

鏡のなかの鏡 迷宮 ミヒャエル・エンデ∥著 丘沢静也∥訳

かかみ野の土 壬申の乱 こみね創作児童文学 １９ 赤座憲久∥作 小沢良吉∥絵

鏡の背面 篠田節子

鏡の花 道尾秀介著

鏡の法則　人生のどんな問題も解決する魔法のルール 野口嘉則著

鏡の森 タニス・リー著　環早苗訳

鏡よ、鏡 飛鳥井　千砂

輝く日の宮 丸谷才一∥著

輝く夜 百田尚樹

香川県の民話 満濃池の竜神ほか 県別ふるさとの民話 ３８　香川県 日本児童文学者協会∥編

花顔の人 花柳章太郎伝 大笹吉雄∥著

カキ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ４２ 中村三夫∥著

鍵孔のない扉 鬼貫警部事件簿 光文社文庫 鮎川哲也コレクション 鮎川哲也∥著

かぎあなの秘密 クラピーヴィン∥作 清水陽子∥訳 中村悦子∥絵

柿色のﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ 光文社文庫 赤川次郎著

か



夏姫春秋 上 宮城谷昌光∥著

夏姫春秋 下 宮城谷昌光∥著

かぎっ子たちの公園 大日本ジュニアブックス・フィクション エリック・アレン∥著 清水真砂子∥訳

書きにくい手紙・おわびの手紙　よくわかるコツとツボ

かきねのあなから
マージェリー・クラーク∥作 モード・ピーターシャム∥絵 ミスカ・

ピーターシャム∥絵 わたなべしげお∥訳

かきねのむこうはアフリカ バルト・ムイヤールト∥文 アンナ・ヘグルンド∥絵 佐伯愛子∥訳

鍵の掛かった男 有栖川有栖著

鍵のかかる棺 上 徳間文庫 森村誠一∥著

鍵のかかる棺 下 徳間文庫 森村誠一∥著

カキの木の一年 カラー版自然と科学 ２８ 宗方俊　∥著

かぎのない箱 フィンランドのたのしいお話 岩波おはなしの本 ５ ボウマン∥文 ビアンコ∥文 瀬田貞二∥訳 寺島竜一∥絵

鍵のない夢を見る 辻村深月著

かぎばあさんアメリカへいく あたらしい創作童話 ３０ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんへのひみつの手紙 あたらしい創作童話 ３３ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんがさらわれた あたらしい創作童話 ６２ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんとペット探偵団 あたらしい創作童話 ６４ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんともう一人のボク あたらしい創作童話 ６３ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんの家みつけた かぎばあさんのゲームブック あたらしい創作童話 ６０ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんのことわざ教室 あたらしい創作童話 ５４ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんのサンタクロース あたらしい創作童話 ５０ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんのファミリーレストラン あたらしい創作童話 ５８ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんの魔法クラブ あたらしい創作童話 ６１ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんの魔法のかぎ あたらしい創作童話 １４ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんのマンガ教室 あたらしい創作童話 ４８ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんのミステリー館 あたらしい創作童話 ５７ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさん、犯人はぼくなの あたらしい創作童話 ６５ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 ４０ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎばあさんは名探偵 あたらしい創作童話 ２６ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

かぎ針あみQ&A　初心者もこの1冊があれば大丈夫！Q&A形式でや

さしく解説
ﾚﾃﾞｨブティｯクシリーズｎｏ．２４９６

かぎ針編みのモチーフがいっぱい Let's　Knit　series

かぎ針で編むちいさなかわいいあみぐるみ レディブティックシリーズ 高橋ひとみ編

鍵屋甘味処改　三 鍵屋甘味処改 梨沙

かきやりし黒髪　恋歌への招待 Ｆｅｒｒｉｓ　Bｏｏｋｓ ７ 谷知子著

かぎりなくやさしい花々 星野富弘

か



かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さ

を教えてくれました
星野富弘∥著

架空通 池井戸潤

架空取引 高任和夫∥著

覚悟　八 鬼役 坂岡真

覚悟の登城 身代わり若殿　葉月定光　２ 佐々木裕一

覚悟の紅 御広敷用人　大奥記録(十二) 上田秀人

隠し金 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

隠し金の絵図 新潮文庫 風車の浜吉・捕物綴 伊藤桂一∥著

かくしたの　だあれ
ミセスこどもの本 どうぶつあれあれえ

ほん
五味太郎∥さく

学習意欲 やる気をおこす導き方 昌子武司∥著

学習音楽百科 ２ 音楽の形と名曲

学習音楽百科 ４ 音楽のことば

学習音楽百科 １ 楽器と演奏

隠し湯の効 口入屋用心棒 鈴木英治

確証 今野敏著

嶽神　下　湖底の黄金 講談社文庫 長谷川卓

嶽神　上　白銀渡り 講談社文庫 長谷川卓

学生街の殺人 講談社文庫 東野圭吾∥〔著〕

書く力をつけよう 手紙・作文・小論文 岩波ジュニア新書 ６８ 工藤信彦∥著

かくて老兵は消えてゆく 佐藤愛子著

格闘する者にまる○ 新潮文庫 三浦しをん著

楽譜帳 Ｓｃｏｒｅ 女ともだちそれから 中沢けい∥著

岳物語 集英社文庫 椎名誠∥著

岳物語 続 集英社文庫 椎名誠∥著

学問 山田詠美著

赫奕たる逆光 私説・三島由紀夫 野坂昭如∥著

かぐやのかご こころのつばさシリーズ 塩野米松著

かぐやひめ ものがたり絵本 ５ 円地文子∥文 秋野不矩∥絵

かぐやひめ
日本名作おとぎばなし むかしむかし

あったとさ
岩崎京子∥脚本 遠藤てるよ∥画

かぐや姫の物語 文春ジブリ文庫 高畑勲　　坂口理子

神楽坂・悉皆屋ものがたり　着物のお直し、引き受けます 行田　尚希

神楽坂ホン書き旅館 黒川鍾信∥著

神苦楽島　下 内田康夫著

神苦楽島　上 内田康夫著

か



攪乱 隠密家族　３ 喜安幸夫

攪乱者 JOY　NOVELS 石持浅海著

隠れ岡っ引 見倒屋鬼助　事件控　２ 喜安幸夫

隠れ菊 連城三紀彦∥著

かくれているの　だあれ？ 絵本・子どものくに ２ 大西さとる∥作・絵

隠れ蓑 新・秋山久蔵御用控　（十） 藤井邦夫

隠れ簑 剣客商売 池波正太郎∥著

隠れ蓑　北町奉行所朽木組 新潮文庫 野口卓

隠れ刃 はぐれ同心闇裁き２ 喜安幸雄

かくれ山の冒険 ＰＨＰ創作シリーズ 富安陽子∥著・画

かくれんぼ 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

学はあってもバカはバカ 川村二郎著

かげ かがくのとも傑作集 １１ 中川正文∥ぶん 堀内誠一∥え

科警研のホームズ　絞殺のホームズ 喜多善久

影絵 集英社文庫 宮尾登美子∥著

かげ絵あそび あそびの絵本 ３５ 中村まさあき∥作・絵

影絵の騎士 ＴＯＫＵＭＡ　ＮＯＶＥＬＳ 大沢在昌著

影男 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

かげをみつけたカンガルーぼうや ヒューエット・どうぶつのお話 ４
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく マージェリー・ジル∥

え

かけがえのない贈り物 ままやと姉・邦子 向田和子∥著

駈けこみ交番 乃南アサ著

かけざん森のぼうけん ぼくのさんすう・わたしのりか １６ 新海寛∥〔著〕 守谷信介∥え

影仕置　将軍舎弟隠密帳 学研M文庫 宮城賢秀著

影十手活殺帖 宮本昌孝∥著

カケスの森 森の新聞 １１ 中村浩志∥著

かけた耳 タンタンの冒険旅行 １６ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

影との戦い ゲド戦記　１ ル＝グウィン∥作 清水真砂子∥訳

影について 司修∥著

駆けぬけた夏 きみとぼくの本 柴田隆∥作 島野千鶴子∥絵

陰の声　重蔵始末　５　長崎編 逢坂剛著

影の巡礼者 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョン・ル・カレ∥著 村上博基∥訳

蔭の棲みか 玄月∥著

陰の人 吉原裏同心（３６） 佐伯泰英

架け橋 風の市兵衛 辻堂魁

か



陰日向に咲く 劇団ひとり著

影踏み 横山秀夫著

影法師 百田尚紀著

影法師 講談社文庫 百田尚樹著

影法師 新．鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

影法師　柳橋の弥平次捕物噺　一 双葉文庫 藤井邦夫

かげまる 矢部美智代作

翳りゆく夏 講談社文庫 赤井三尋著

かげろう 藤堂志津子著

KAGEROU 齊藤智裕著

蜻蛉始末 北森鴻∥著

蜻蛉日記 日本古典選 〔藤原道綱母∥原作〕 喜多義勇∥校註

陽炎の男 剣客商売 池波正太郎∥著

かげろうの恋　もんなか紋三捕物帳 井川香四郎

陽炎ノ辻 居眠り磐音　（一） 佐伯泰英

陽炎の符牒　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

陽炎の門 葉室麟著

陽炎の刃 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

陽炎の宿 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

かげろう飛脚 鬼悠市風信帖 高橋義夫∥著

かげはぜったいとれない
アン・トンパート∥さく リン・マンシンガー∥え レヴィン　さちこ∥

やく

過去をもつ人 荒川洋治著

かこさとし　あそびの本 １ 改訂 かわいいみんなのあそび かこさとし∥文・絵

かこさとし　あそびの本 ３ 改訂 さわやかなたのしいあそび かこさとし∥文・絵

かこさとし　あそびの本 ５ 改訂 しらないふしぎなあそび かこさとし∥文・絵

かこさとし　あそびの本 ４ 改訂 とってもすてきなあそび かこさとし∥文・絵

かこさとし・ほしのほん ３ あきのほし かこさとし∥著

かこさとし・ほしのほん １ はるのほし かこさとし∥著

かこさとし・ほしのほん ４ ふゆのほし かこさとし∥著

鹿児島県の民話 うたうがいこつ 県別ふるさとの民話 ５　鹿児島県 日本児童文学者協会∥編

かこちゃんのおひなさま えほんとなかよし ５４ 高橋昭∥さく 長野ヒデ子∥え

かさ 幼児絵本シリーズ 松野正子∥さく 原田治∥え

かさ ジョイフルえほん傑作集 １０ 太田大八∥作・絵

かさかしてあげる 福音館の幼児絵本 こいでやすこ∥さく

か



笠雲 諸田玲子∥著

風車をまわそう じっけんはかせの理科の本 １ おおたけさぶろう∥文 つきだたかよし∥絵

かさこじぞう むかしむかし絵本 ３ いわさききょうこ∥ぶん あらいごろう∥え

かささしてあげるね ０．１．２．えほん はせがわせつこ∥ぶん にしまきかやこ∥え

かさじぞう こどものとも傑作集 ４ 瀬田貞二∥再話 赤羽末吉∥画

かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ∥さく いのくまようこ∥やく

かさどろぼうを追いかけて あかね世界の文学シリーズ Ｅ．エステス∥作 谷口由美子∥訳 田中槙子∥画

風花 鳴海章∥著

風花 川上弘美著

風花のひと 亡き母と私 吉永みち子∥著

風花病棟 帚木蓬生著

風花病棟 帚木蓬生

かさぶたくん かがくのとも傑作集 わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう∥さく

カーサ・ブルータス

風吹峠（かざほことうげ） 高橋義夫∥著

かさまいじいさん 創作絵ものがたり １１ かつおきんや∥作 梶山俊夫∥え

かさもっておむかえ こどものとも傑作集 ４７ 征矢清∥さく 長新太∥え

加算式子育て論 シリーズ・教育をひらく １２ 吉武輝子∥著

火山は生きている　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１０ 青木章著

カシオペアの丘で　下 重松清著

カシオペアの丘で　上 重松清著

カシオペアの丘で　上 講談社文庫 重松清著

カシオペアの丘で　下 講談社文庫 重松清著

貸借　百万石の留守居役　（七） 百万石の留守居役　（七） 上田秀人

賢いオッパイ 桃井かおり

かしこいじいさん
ラウラ・バーレ∥文 アルフレッド・ベナヴィデス・ベドジャ∥絵 お

おいしまりこ∥訳

かしこいちいさなさかな 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
バーナディン・クック∥ぶん クロケット・ジョンソン∥え こかぜさ

ち∥やく

かしこ一葉 『通俗書簡文』を読む 森まゆみ∥著

かしこいビル
ウィリアム・ニコルソン∥さく まつおかきょうこ∥やく よしだしん

いち∥やく

かじだ、しゅつどう 幼児絵本シリーズ 山本忠敬∥さく

嫁してインドに生きる タゴール暎子∥著

火車 新潮文庫 宮部みゆき∥著

菓子屋横丁月光荘　歌う家 ほしお　さなえ

カジュアル・ベイカンシー　突然の空席Ⅰ J．K．ローリング著

か



カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　Ⅱ J．K．ローリング著

火城 高橋克彦∥著

火定 澤田瞳子

花神 上巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

花神 中 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

花神 下巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

花塵 連城三紀彦∥著

我・神　GA・SHIN！ 花村萬月著

かず 福音館のペーパーバック絵本 西内久典∥ぶん 安野光雅∥え

かづきメイク　心と体が元気になる究極のメイク術
朝日カルチャーセンター講座シリーズ

１２
かづきれいこ著

カズサビーチ 山本一力

カスタフィオーレ夫人の宝石 タンタンの冒険旅行 ９ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

かすてぃら 小学館文庫 さだまさし著

カステラ、　カステラ！ たくさんのふしぎ傑作集 明坂英二文　齋藤芽生絵

数と計算 わけのわかる算数のはなし 馬場良和∥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 発明発見物語全集 ２ 板倉聖宣∥編

数の悪魔 算数・数学が楽しくなる１２夜 エンツェンスベルガー∥著 ベルナー∥絵 丘沢静也∥訳

かずの絵本 五味太郎∥作・絵

数のせいくらべ さんすう文庫 １１ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

数のたんけん さんすう文庫 １ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

カスピアン王子のつのぶえ
岩波少年文庫 ２１０２ ナルニア国もの

がたり ２
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

カスピアン王子のつのぶえ 改版 ナルニア国ものがたり ２ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

かすみ草のおねえさん 俵万智∥著

霞町物語 浅田次郎∥著

かずら野 乙川優三郎∥著

数は生きている 岩波科学の本 ９ 銀林浩∥著 榊忠男∥著

かぜ イブ・スパン・オルセン∥作 木村由利子∥訳

火星 宇宙たんけんたい　４ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎著

風をおいかけて、うみへ！ 高森千穂著

風を探して 森瑤子著

風をつかまえて 高嶋哲夫著

風をつむぐ少年 ポール・フライシュマン∥著 片岡しのぶ∥訳

風かおる 葉室麟著

か



風が強く吹いている 三浦しをん著

風が吹いたら桶屋がもうかる 集英社文庫 井上夢人∥著

風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ∥作 小林忠夫∥訳

化石 万有ガイド・シリーズ ２９
ビットリオ・デ・ツァンチェ∥著 パオロ・ミエットー∥著 浜田隆士∥

訳

化石はおしえてくれる アリキ∥文・絵 神鳥統夫∥訳

化石はなぜおもしろい やさしい科学 馬場勝良∥著 岩永昭子∥絵

風立ちぬ　上 風の市兵衛　６ 辻堂魁

風立ちぬ　下 風の市兵衛　７ 辻堂魁

風でうごくおもちゃ ぼくのさんすう・わたしのりか ６ 遠藤一夫∥〔著〕 村田道紀∥え

かぜでねてるの スピカ・どうわのおくりもの １１ 今村葦子∥作 伊東寛∥絵

風と木の歌 少年少女小説傑作選 安房直子∥著

風と共に去りぬ ５ 新潮文庫 マーガレット・ミッチェル∥〔著〕 大久保康雄∥訳 竹内道之助∥訳

風と共に去りぬ ４ 新潮文庫 マーガレット・ミッチェル∥〔著〕 大久保康雄∥訳 竹内道之助∥訳

風と共に去りぬ ３ 新潮文庫 マーガレット・ミッチェル∥〔著〕 大久保康雄∥訳 竹内道之助∥訳

風と共に去りぬ １ 新潮文庫 マーガレット・ミッチェル∥〔著〕 大久保康雄∥訳 竹内道之助∥訳

風と共に去りぬ ２ 新潮文庫 マーガレット・ミッチェル∥著 大久保康雄∥訳 竹内道之助∥訳

風と共に去りぬ スカーレットの故郷、アメリカ南部をめぐる 求龍堂グラフィックス 越智道雄∥監修・文 吉田隆志∥写真

風と水の流れ 藤堂志津子∥著

風に立つライオン さだまさし著

風にのってきたメアリー・ポピンズ 岩波の愛蔵版 １４Ａ パミラ・リンド・トラヴァース∥作 林容吉∥訳

風にのってきたメアリー・ポピンズ 新版 岩波少年文庫 ０５２ Ｐ．Ｌ．トラヴァース∥作 林容吉∥訳

風にのれ！アホウドリ 長谷川博∥著

風にふかれて 偕成社の創作 丘修三∥著 かみやしん∥絵

風に舞い上がるビニールシート 森絵都著

ガセネッタ＆（と）シモネッタ 米原万里∥著

風の市兵衛 辻堂魁

風の噂 新潮文庫 渡辺淳一著

風の墓碑銘 乃南アサ著

風の王国　官兵衛異聞 葉室麟著

風の男　白洲次郎 青柳恵介

風の影  下 集英社文庫 カルロス・ルイス・サフォン著　木村裕美訳

風の影　上 集英社文庫 カルロス・ルイス・サフォン著　木村裕美訳

風のかたみ 葉室　麟

かぜのかみとこども 美しい心シリーズ 渋谷勲∥脚本 わかやまけん∥画

か



風の組曲 阿刀田高著

風の群像 上 杉本苑子∥著

風の群像 下 杉本苑子∥著

風の子のミトンとあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

風の子ピュータ いわさき創作童話 １１ 竹田まゆみ∥作 中村悦子∥絵

かぜのこもりうた くどうなおこ∥詩 あべ弘士∥絵

風の城 ほるぷ創作文庫 三田村信行∥作 飯野和好∥絵

風の陣 大望篇 高橋克彦∥著

風の陣　天命篇 高橋克彦著

風の陣　風雲篇 高橋克彦著

風の陣 立志篇 高橋克彦∥著

風の陣　裂心篇 高橋克彦著

風の姿 常盤新平∥著

風の棲む町 ねじめ正一∥著

風の草原 トガリ山のぼうけん １ いわむらかずお∥文・絵

風の太刀 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

風の旅 四季抄 星野富弘∥著

風のなかの桜香 内田康夫著

風の中のマリア 百田尚樹著

風の中のマリア 百田尚樹

風の払暁　満州国演義　１ 船戸与一著

風の盆幻想 内田康夫著

風の盆幻想 内田康夫

風の盆恋歌 高橋治∥著

風のマジム 講談社文庫 原田マハ

風の又三郎 岩波少年文庫 ０１１ 宮沢賢治∥作

風の又三郎 宮沢賢治童話集　１ 岩波の愛蔵版 ４ 宮沢賢治∥〔著〕 春日部たすく∥画

風のまにまに号の旅 あなぐまビルのぼうけん １ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

風の岬 上 講談社文庫 渡辺淳一∥〔著〕

風の岬 下 講談社文庫 渡辺淳一∥〔著〕

風の館の物語　１ 文学の扉 あさのあつこ著

風のゆうびんやさん おはなし８つ ３ 竹下文子∥作 土田義晴∥絵

風の行方 上 佐藤愛子∥著

風の行方 下 佐藤愛子∥著

か



風の妖精たち 岩波少年文庫 ２０８７ メアリ・ド・モーガン∥作 矢川澄子∥訳

風のローラースケート　山の童話 福音館文庫S 安房直子著

かぜひきごっこ わくわくライブラリー 宮川ひろ∥作 土田義晴∥絵

風待草 西村望∥著

風屋敷の告白 藤田宜永著

風よ、撃て 三宅彰∥著

風よ、空駆ける風よ 津島佑子∥著

風は山河より　第２巻 宮城谷昌光著

風は山河より　第１巻 宮城谷昌光著

風は山河より　第3巻 宮城谷昌光著

風は山河より　第４巻 宮城谷昌光著

風は山河より　第５巻 宮城谷昌光著

風渡る 葉室麟著

かぜは　どこへいくの
シャーロット・ゾロトウ∥さく ハワード＝ノッツ∥え まつおかきょ

うこ∥やく

風を切って走りたい！　夢をかなえるバリアフリー自転車 課題図書 高橋うらら

仮装 田久保英夫∥著

仮想儀礼　上 篠田節子著

仮想儀礼　下 篠田節子著

科捜研の女　劇場版 櫻井武晴

かぞえうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子∥作 スズキコージ∥え

かぞえかたどうぶつえん ぼくのさんすう・わたしのりか １８ 馬場良和∥〔著〕 山下正人∥え

数え方の辞典 飯田朝子著

数えずの井戸 京極夏彦著

かぞえてみよう 安野光雅∥作・絵

かぞえてみよう、１、２、３
キャサリン・アンホルト∥作 ローレンス・アンホルト∥作 うちだり

さこ∥訳

家族 南木佳士∥著

家族 小杉健治著

家族を「する」家 「幸せそうに見える家」と「幸せな家」 藤原智美∥著

家族会議 勝目梓

家族狩り 新潮ミステリー倶楽部 天童荒太∥著

家族元年 阿久悠∥著

家族シアター 辻村深月著

家族シネマ 柳美里∥著

家族写真 荻原浩著

か



家族ずっと 森浩美著

家族それはヘンテコなもの 原田宗典∥著

家族っていいな ノエル・ストレトフィールド∥作 中村妙子∥訳

「家族」という名の孤独 斎藤学∥著

家族という病 幻冬舎新書 下重暁子著

家族の言い訳 双葉文庫 森浩美著

家族の勝手でしょ！　写真２７４枚で見る食卓の喜劇 岩村暢子著

家族のための介護入門　負担を減らす制度と技術 ＰＨＰ新書６８５ 岡田慎一郎著

家族の標本 柳美里∥著

家族の法律 暮しのＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）を目指して 中村久瑠美∥著

家族の横顔 澤地久枝

華族夫人の忘れもの　新・御宿かわせみ 平岩弓枝著

かそけき音の 藤堂志津子∥著

かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 ９ おのきがく∥　ぶん・え

片腕の剣客 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

傍聞き 長岡弘樹著

片想い 東野圭吾∥著

かたかな絵本アイウエオ 五味太郎∥作

かたかな絵本アイウエオ 五味太郎∥作

敵討 吉村昭∥著

敵討ち 般若同心と変化小僧(八) 小杉健治

火宅の坂 澤田ふじ子

火宅の人 下 新潮文庫 檀一雄∥著

火宅の人 上 新潮文庫 檀一雄∥著

カタクリの里 神秘にみちた花のひみつ 子ども科学図書館 高橋喜平∥文と写真

肩ごしの恋人 唯川恵∥著

がたごとばんたん 世界傑作絵本シリーズ　アメリカの絵本 パット・ハッチンス作･絵　いつじあけみ訳

がたごと　ばん　たん パット・ハッチンス作・絵

カタコンベ 神山裕右著

片づけられない女たち サリ・ソルデン∥著 ニキリンコ∥訳

片づけなきゃ親の家　片づけたい自分の家 杉之原冨士子著

カタツムリ カラー自然シリーズ １６ 七尾純∥構成・文 小田英智∥解説 七尾企画∥写真

カタツムリ 科学のアルバム ５６ 増田戻樹∥写真 小池康之∥文

カタツムリ 日高敏隆総合監修　草野慎二，栗林慧 〔共〕 写真

か



かたつむりとさる ラオス・モン族の民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 １３ ヤン・サン∥さいわ ハー・ダン∥したえ やすいきよこ∥やく

片手いっぱいの星 ラフィク・シャミ∥作 若林ひとみ∥訳

片手斬り 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

片手の音 ベスト･エッセイ集　’０５年版 日本エッセイスト・クラブ編

刀傷 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

かたみ歌 朱川湊人著

片耳うさぎ 光文社文庫 大崎梢著

傾いた世界 新潮文庫 自選ドタバタ傑作集 ２ 筒井康隆∥著

片目のオオカミ ダニエル・ペナック∥〔著〕 末松氷海子∥訳

片眼の猿　One-eyed  Monkeys 道尾秀介著

ガダラの豚 中島らも∥著

語りかける花 志村ふくみ∥著

語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ著　もりうちすみこ訳

語りつづけろ、届くまで 大沢在昌著

騙り者 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

カタルーニア讃歌 堀田善衛∥著 田沼武能∥写真

果断 隠蔽捜査２ 今野敏

果断　隠蔽捜査　２ 今野敏著

がたんごとんがたんごとん 福音館　あかちゃんの絵本 安西水丸∥さく

がたんごとん　がたんごとん　ざぶんざぶん 安西水丸さく

果断の太刀 織江緋之介見参　五 上田秀人

かちかちやま むかしむかし絵本 １２ まつたにみよこ∥ぶん せがわやすお∥え

かちかちやま にほんむかしばなし 岩崎京子∥文 黒井健∥絵

かちかちやま 日本傑作絵本シリーズ おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

かちかち山のすぐそばで 改訂 創作どうわライブラリー １ 筒井敬介∥作 瀬川康男∥絵

家畜のはなし 人間の知恵 ２５ 正田陽一∥著

がちゃがちゃどんどん 幼児絵本シリーズ 元永定正∥さく

がちゃがちゃ　どんどん 幼児絵本シリーズ 元永定正さく

家長 三浦朱門∥著

蛾蝶記 海野和男∥著

花鳥茶屋せせらぎ 志川節子

がちょうのアレキサンダー
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

花鳥の夢 山本兼一著

かちんこちんのムニア アスン・バルソラ∥作・絵 宇野和美∥訳

か



勝海舟 子どもの伝記全集 ４１ 神谷次郎∥著

勝海舟 第５巻 江戸開城 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 第２巻 咸臨丸渡米 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 第１巻 黒船渡来 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 第４巻 大政奉還 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 第３巻 長州征伐 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 第６巻 明治新政 新潮文庫 子母沢寛∥著

勝海舟 私に帰せず 上 津本陽∥著

勝海舟 私に帰せず 下 津本陽∥著

楽毅 上 宮城谷昌光∥著

楽毅 第２巻 宮城谷昌光∥著

楽毅 第３巻 宮城谷昌光∥著

楽毅 第４巻 宮城谷昌光∥著

かっきくけっこう ことばのえほん　２ 谷川俊太郎作　堀内誠一絵

学研生物図鑑 〔７〕 貝 １ 巻貝

学研生物図鑑 〔８〕 貝 ２ 二枚貝・陸貝・イカ・タコほか

学研生物図鑑 〔１２〕 海藻

学研生物図鑑 〔６〕 魚類

学研生物図鑑 〔１〕 昆虫 １ チョウ

学研生物図鑑 〔２〕 昆虫 ２ 甲虫

学研生物図鑑 〔３〕 昆虫 ３ バッタ・ハチ・セミ・トンボほか

学研生物図鑑 〔９〕 水生動物

学研生物図鑑 〔５〕 鳥類

学研生物図鑑 〔４〕 動物 ほ乳類・は虫類・両生類

学研生物図鑑 〔１０〕 野草 １ 双子葉類

学研生物図鑑 〔１１〕 野草 ２ 単子葉類

かっこいい新幹線大集合 乗りものパノラマシリーズ １６ 小賀野実写真・文・構成

カッコウ カラー自然シリーズ ６８ 吉野俊幸∥文・写真

がっこう バーニンガムのちいさいえほん ３ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ １６ 岡田淳∥さく・え

学校へいく道はまよい道 古田足日∥著 土田義晴∥画

学校へいったおんどり 小学館の創作童話〈上級版〉 ５ 征矢清∥作 大社玲子∥画

学校へいったヘビ 新しい世界の童話シリーズ リリアン＝ムーア∥作 斎藤数衛∥訳 高橋信也∥画

学校おばけのおひっこし オバケちゃんの本 ８ 松谷みよ子∥作 いとうひろし∥絵

か



がっこうかっぱのイケノオイ 山本悦子作

かっこう時計 福武文庫 モールズワース∥〔著〕 夏目道子∥訳

学校ななふしぎ 山本孝

学校ねずみのフローラ 子どもの文学・青い海シリーズ ２ ディック・キング＝スミス∥作 フィル・ガーナー∥絵 谷口由美子∥訳

かっこうの木 ジョーン・エイケン∥作 大橋善恵∥訳

カッコウの子育て作戦 鳥の研究 松田喬∥文・写真 内田博∥文・写真

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

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

カッコウはずるい鳥か？ なぞの生態にせまる 子ども科学図書館 天野明∥文と写真

勝小吉事件帖　喧嘩御家人 祥伝社文庫 風野真知雄著

カッサンドラの烙印 二十世紀の異端の書 チンギス・アイトマートフ∥著 飯田規和∥訳

葛飾物語 半村良∥著

活字のサーカス 面白本大追跡 岩波新書　黄版 ３８９ 椎名誠∥著

活断層 岩波新書　新赤版 ４２３ 松田時彦∥著

ガッツン！ 伊集院静著

かってなカラスおおてがら ジョーン・エイキン∥作 猪熊葉子∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

飼ってみよう！海べの生きもの ２ 磯の生きものの飼いかた ヤドカ

リ・タコ・ヒトデほか
松久保晃作∥文・写真

飼ってみよう！海べの生きもの １ 海べの生きものを採る・飼う・観

察する
松久保晃作∥文・写真

飼ってみよう！海べの生きもの ３ 砂浜・干潟の生きものの飼いかた

カニ・ウミホタル・クラゲほか
松久保晃作∥文・写真

勝っても負けても　４１歳からの哲学 池田晶子著

蛾ってゆかいな昆虫だ！ 谷本雄治著

カット活用事典 ２ 現代デザイン研究所∥編

カット活用事典 〔１〕 現代デザイン研究所∥編

カットグラス 白川道∥著

カットバック 警視庁FCⅡ 今野敏

カットバック　警視庁ＦＣⅡ 今野敏

かっぱうたろう おかしなお客の四つのお話 福音館創作童話シリーズ おのりえん∥さく かじやまとしお∥え

かっぱ・かぞえうた 日本傑作絵本シリーズ せがわやすお∥〔著〕

河童が覗いたニッポン 妹尾河童∥著

かっぱとひょうたん 幼児みんわ絵本 ２３ 若林一郎∥ぶん 西山三郎∥え

カッパのクー アイルランド伝説集 岩波少年文庫復刻版 オケリー∥〔ほか〕編 片山広子∥訳

かっぱのサルマタ 住井すゑとの絵本集 ３ 住井すゑ∥作 佐野洋子∥作

河童のスケッチブック 妹尾河童∥著

か



かっぱのすもう
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
渋谷勲∥脚本 梅田俊作∥画

河童の手のうち幕の内 妹尾河童∥著

カッパのぬけがら おはなしパレード なかがわちひろ∥作

勝間さん、努力で幸せになれますか 勝間和代　香山リカ

桂離宮 岩波グラフィックス １ 石元泰博∥写真

桂離宮 昭和の大修理

桂離宮 日本建築の美しさの秘密
日本人はどのように建造物をつくってき

たか １０
斎藤英俊∥著 穂積和夫∥イラストレーション

カッレくんの冒険 リンドグレーン作品集 ９ リンドグレーン∥作 尾崎義∥訳

活路 北方謙三∥著

ガーディアン・エンジェル
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１０４

－１０
サラ・パレツキー∥著 山本やよい∥訳

家庭医学大事典　ホームメディカ　新版

ガディおばさんのゆうれいたいじ あたらしい世界の童話 ３ ウイルソン・ゲイジ∥作 マリリン・ハフナー∥絵 渡辺南都子∥訳

家庭介護の手引き 寝たきりにさせない ホーム・メディカ安心ガイド

家庭果樹の剪定 実つきをよくする ＮＨＫ趣味の園芸 高橋栄治∥著

カディスの赤い星　上 講談社文庫 逢坂剛著

カディスの赤い星　下 講談社文庫 逢坂剛著

家庭大工百科 新版 主婦と生活社∥編

家庭で楽しむ果樹栽培

家庭でできるかんたん中華８８品 水谷和生［監］

家庭でラクラク作れる人気シェフの味 完全保存版 別冊家庭画報

カーディとお姫さまの物語 岩波少年文庫 ２０９８ マクドナルド∥作 脇明子∥訳

カテドラル 最も美しい大聖堂のできあがるまで デビット・マコーレイ∥作 飯田喜四郎∥訳

カデナ 池澤夏樹著

ガーデナーズ・バイブル グッズを楽しむ完全園芸マニュアル

カーテンを替える 暮らしのリフレッシュ 石原ミヨ∥著

カーテンコールのあとで スタニスラフ・ブーニン∥著 松野明子∥訳

花伝書 風姿花伝 講談社文庫 観阿弥∥〔著〕 世阿弥∥編 川瀬一馬∥校注・現代語訳

火天の城 山本兼一著

夏天の虹　みをつくし料理帖 時代小説文庫 高田郁著

カーテンふわり こどものとも　０．１．２． 澤口たまみ

カーテン ポアロ最後の事件
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐６

９
アガサ・クリスティー∥著 中村能三∥訳

火盗改鬼与力 最後の秘剣 鳥羽亮

火盗改鬼与力 風魔の賊 鳥羽亮

家督　十三 鬼役 坂岡真

か



門出 若旦那隠密　４ 佐々木裕一

カードミステリー 失われた魔法の島 ヨースタイン・ゴルデル∥作 山内清子∥訳

カトレア ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ６ 江尻光一∥〔著〕

蚊トンボ白鬚の冒険 藤原伊織∥著

かないくん 谷川俊太郎作　松本大洋絵

かないともこのかわいいねんどの人形たち 〔かないともこ∥著〕

金井美代子の大人の上品服 Ｐａｒｔ‐２ 金井美代子∥著

金井美代子のふくよかさんがスマートに見える服 金井美代子∥著

叶うことならお百度参り　チベット聖山巡礼行 渡辺一枝著

かなえちゃんへ おとうさんからのてがみ 日本傑作絵本シリーズ 原田宗典∥ぶん 西巻茅子∥え

かながわ海のフィッシング かもめ文庫 ４１ 服部善郎∥著

神奈川区誌　区制施行五十周年記念 神奈川区誌編さん刊行実行委員会編

かながわけん　《神奈川》 えほん風土記 １４ えほん風土記神奈川県刊行会∥編集

神奈川県高等学校野球六十年史「球音」

神奈川懸震災誌　復刻版 神奈川県編

神奈川県の不思議事典 小市和雄∥〔ほか〕編

神奈川県の民話 白いツバキの精 県別ふるさとの民話 ８　神奈川県 日本児童文学者協会∥編

神奈川県の民話と伝説　上 ふるさとの心を訪ねて 萩坂昇著

神奈川県の民話と伝説　下 ふるさとの夢と笑いと涙 萩坂昇著

神奈川県の民話と伝説 上 ふるさとの心を訪ねて 萩坂昇∥著

神奈川県の民話と伝説 下 ふるさとの夢と笑いと涙 萩坂昇∥著

神奈川県の山 新・分県登山ガイド１３ 原田征史,白井源三著

神奈川県の歴史 神奈川県県民部県民総務室編

神奈川県の歴史散歩　下　鎌倉・　湘南・　足柄 歴史散歩　１４ 神奈川県高等学校教科研究会編

神奈川県の歴史散歩　上　川崎・　横浜・　北相模・　三浦半島 歴史散歩　１４ 神奈川県高等学校教科研究会編

神奈川県百科事典 〔本編〕 神奈川県百科事典刊行会∥編集

神奈川県百科事典 別巻 概説篇・資料篇・分野別索引 神奈川県百科事典刊行会∥編集

神奈川四季花の名所めぐり ブルーガイドニッポンα

神奈川「地理・地名・地図」の謎　意外と知らない神奈川県の歴史

を読み解く！
じっぴコンパクト新書 浜田弘明[監]

かながわのおもしろ博物館 かもめ文庫 ５５ 坂本紅子∥著

「かながわの建築物１００選」写真集 西和夫,吉田鋼市〔共〕著

神奈川の高校野球 地域別高校野球シリーズ

神奈川の古寺社縁起 知られざる伝承・霊験譚 稲葉博∥著

かながわの古道
かもめ文庫 ９ かながわふるさとシリー

ズ
阿部正道∥著

か



神奈川の散歩みち ブルーガイドニッポンα

神奈川の城 上巻 朝日新聞横浜支局∥編 西ケ谷恭弘∥文

かながわの小さな旅 路線バスに乗って 続 かもめ文庫 ５３ 西村孝昭∥著

かながわの小さな旅 路線バスに乗って かもめ文庫 ３７ 西村孝昭∥著

神奈川の東海道　上　時空を越えた道への旅

神奈川の東海道　下　遥かな時代の道の賑わい

神奈川の東海道　歩いて見て調べてみよう！ 自主研究に役立つ街道図鑑

かながわの鳥
かもめ文庫 １４ かながわふるさとシ

リーズ
柴田敏隆∥著

かながわの博物館
かもめ文庫 １７ かながわふるさとシ

リーズ
大戸吉古∥著

「かながわの花の名所１００選」

かながわの文学碑
かもめ文庫 ２ かながわふるさとシリー

ズ
杉田三郎∥著

かながわの祭と芸能
かもめ文庫 １ かながわふるさとシリー

ズ
永田衡吉∥著

かながわのむかしばなし５０選 神奈川県教育庁文化財保護課

かながわの名木１００選 神奈川県教育庁文化財保護課編著

かながわの野外彫刻 かもめ文庫 ５２ 藤島俊會∥著

神奈川のれん物語　神奈川の老舗１００店 田島武著

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

全面改訂版 鎌倉・江の島・藤沢編

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

３　全面改訂版  湘南・相模湖･相模川編

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 2

全面改訂版  三浦半島編

神奈川ふるさと風土図 横浜編 萩坂昇∥著

かながわ山紀行
かもめ文庫 ４０ かながわ・ふるさとシ

リーズ
植木知司∥著

金沢・北陸 ブルーガイド　てくてく歩き　１０

金沢加賀殺意の旅 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎∥著

金沢ところどころ 佐野大和著

金沢・能登・北陸　楽楽

金沢古妖具屋くらがり堂　夏きにけらし 峰守ひろかず

悲しすぎて笑う 女座長筑紫美主子の半生 森崎和江∥著

悲しみのイレーヌ 文春文庫 ピエール・ルメール著　橘明美訳

悲しみの子どもたち　罪と病を背負って 集英社新書　０２９１E 岡田尊司著

悲しみの島サハリン 戦後責任の背景 角田房子∥著

哀しみの終着駅　怪異名所巡り  ３ SUZUME　BUS 赤川次郎著

悲しみよこんにちは 改版 新潮文庫 サガン∥〔著〕 朝吹登水子∥訳

カナダ 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

カナダのむかし話 金のつののシカほか
大人と子どものための世界のむかし話

２０
高村博正∥編訳 篠田知和基∥編訳

か



彼方より 篠田真由美∥著

かならずおよげる　すいえい 図解・やさしい水泳教室 はじめてシリーズ ３ 小倉ますみ∥文 古市真英子∥文 落合恒夫∥絵

カナリアのシスリーＢ
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

カナリーズ・ソング
ジェニファー・アームストロング∥作 金原瑞人∥訳 石田文子∥訳 朝

倉めぐみ∥画

かなりや荘浪漫 廃園の鳥たち 村山　早紀

かに ジュニア図鑑 ２１ 村岡健作∥著

蟹女 村田喜代子∥著

蟹工船・党生活者 新潮文庫 小林多喜二∥著

カニのかんさつ カラー自然シリーズ ６９ 草野慎二∥文・写真

カニのくらし 科学のアルバム ２３ 桜井淳史∥写真 小池康之∥文

かにむかし 日本むかしばなし 岩波の子どもの本 ２１ 木下順二∥文 清水崑∥絵

かにむかし 日本むかしばなし 岩波の子どもの本 ２１ 木下順二∥文 清水崑∥絵

カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー∥文 アーノルド・ローベル∥絵 三木卓∥訳

鐘をつくる 図説日本の文化をさぐる ４ 石野亨∥文 小沢良吉∥絵 稲川弘明∥図

金子光晴 日本の詩 金子光晴∥〔著〕 暮尾淳∥編

金の諍い 日雇い浪人生活緑　二 上田秀人

金の色彩 日雇い浪人生活録　九 上田秀人

金の価値 日雇い浪人生活緑　一 上田秀人

金の権能 日雇い浪人生活緑　四 上田秀人

金の策謀 日雇い浪人生活緑　三 上田秀人

金の美醜 日雇い浪人生活録　十 上田秀人

金の邀撃 日雇い浪人生活緑　五 上田秀人

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 角川文庫 万城目学著

かの子撩乱 講談社文庫 瀬戸内晴美∥〔著〕

彼女（たち）について私の知っている二、三の事柄 金井美恵子∥著

彼女の時効 新津きよみ著

蚊の博物誌 生態・病気媒介・文化 福音館日曜日文庫 栗原毅∥著 石部虎二∥画

カノン
Ｂｕｎｓｈｕｎ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍ

ｅｎｔ
篠田節子∥著

かばくん こどものとも傑作集 ２９ 岸田衿子∥作 中谷千代子∥画

かばくんのふね こどものとも傑作集 ９ 岸田衿子∥さく 中谷千代子∥え

かばくんのふね こどものとも傑作集 ９ 岸田衿子∥さく 中谷千代子∥え

かばの　ベロニカ かばのベロニカシリーズ １ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 神宮輝夫∥訳

鞄に本だけつめこんで 群ようこ∥著

かばん屋の相続 文春文庫 池井戸潤著

か



カビ・キノコの働き 自然科学シリーズ ２６ 小川真∥著

甲比丹 森瑤子著

花氷 松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張

荷風好日 川本三郎∥著

カフェかもめ亭 ポプラ文庫ピュアフル 村山早紀

カフーを待ちわびて 原田　マハ

株価暴落 文春文庫 池井戸潤著

歌舞伎　名作ガイド５０選 鎌倉恵子

歌舞伎をみる みがかれた芸の新しさ 岩波ジュニア新書 ２９ 西山松之助∥著

歌舞伎勝手三昧 濱田恂子

歌舞伎事典 服部幸雄∥〔ほか〕編

処女刑事　歌舞伎町淫脈 沢里　裕二

歌舞伎町セブン 中公文庫 誉田哲也

歌舞伎町謀殺 顔のない刑事・刺青捜査 太田蘭三

歌舞伎に行こう！手とり足とり、初めから 船曳建夫

歌舞伎入門 岩波ジュニア新書 ４０４ 古井戸秀夫∥著

歌舞伎のかくし味 山川静夫∥著

カブキの日 小林恭二∥著

カプグラの悪夢 逢坂剛∥著

カブトガニ 生きている化石 カラー版自然と科学 ５８ 篠原伴次∥著

カブトガニからのメッセージ 生きている化石 文研科学の読み物 惣路紀通∥著 ヒサクニヒコ∥絵

カブトムシ そだててみよう １ 吉家世洋∥構成・文 松崎康生∥絵

カブトムシ 科学のアルバム ９ 岸田功∥著

カブトムシ カラー版自然と科学 ４５ 小川宏∥著

カブトムシ　クワガタムシ 小学館の図鑑NEO

カブトムシ ぞうき林に全員集合！ ジュニア写真動物記 ３ 栗林慧∥著

かぶとむしとくわがた ジュニア図鑑 ４９ 岡田俊典∥著

カブトムシのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ７ 三枝博幸∥文 高橋清∥絵

かぶとむしのブン こん虫の王様のくらし 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

カブトムシ　山に帰る 山口進著

かぶとむしはどこ？ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 松岡達英∥さく

株主総会 牛島信∥著

株主代表訴訟 牛島信∥著

ガープの世界 上巻 新潮文庫 ジョン・アーヴィング∥〔著〕 筒井正明∥訳

か



ガープの世界 下巻 新潮文庫 ジョン・アーヴィング∥〔著〕 筒井正明∥訳

ガブリエリザちゃん Ｈ・Ａ・レイ∥作 今江祥智∥訳

ガブリちゃん なかがわりえこ∥さく なかがわそうや∥え

花粉症のすべてがわかる本 梅田悦生∥著

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

壁の花のバラード 徳間文庫 赤川次郎∥著

壁のむこうから来た男 ウーリー・オルレブ∥作 母袋夏生∥訳

家宝の鈍刀 雇われ師範　豊之助 千野隆司

果報は海から 又吉栄喜∥著

かぼちゃ人類学入門 たくさんのふしぎ傑作集 川原田徹∥さく

かぼちゃスープ ヘレン・クーパー∥さく せなあいこ∥やく

カボチャの絵本 そだててあそぼう １２ いとうきみお∥へん ささめやゆき∥え

かぼちゃひこうせんぷっくらこ
レンナート・ヘルシング∥ぶん スベン・オットー∥え 奥田継夫∥やく

木村由利子∥やく

カーボンコピー 幸田　真音

かまきり おおかまきりの一生 かがくのほん 得田之久∥ぶん・え

カマキリと月 南アフリカの八つのお話 世界傑作童話シリーズ マーグリート・ポーランド∥作 リー・ヴォイト∥絵 さくまゆみこ∥訳

蟷螂の男 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 鳥羽亮

カマキリのかんさつ 科学のアルバム ５１ 栗林慧∥著

かまきりのキリコ 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

かまきりのちょん こどものとも傑作集 ３１ 得田之久∥さく．え

カマキリの雪予想　’０６年版ベスト・エッセイ集 日本エッセイスト・クラブ編

カマキリ　バッタ 草むらのチャンピオン
ファーブル昆虫館 虫のみつけかたかい

かた
奥本大三郎∥文 見山博∥絵

鎌倉 ブルーガイド　てくてく歩き　５

鎌倉海と山のある暮らし 安西篤子∥著 沢田重隆∥絵

鎌倉おやつ処の死に神 富士見Ｌ文庫 谷崎泉

鎌倉おやつ処の死に神　２ 富士見Ｌ文庫 谷崎泉

鎌倉おやつ処の死に神　３ 富士見Ｌ文庫 谷崎泉

鎌倉感じる＆わかるガイド　カラー版 岩波ジュニア新書 　４６３ 岡田寿彦，関戸勇〔共〕著

鎌倉恋八幡殺人事件 徳間文庫 斎藤栄著

かまくら子ども風土記　上 鎌倉市教育研究所編

かまくら子ども風土記　中 鎌倉市教育研究所編

かまくら子ども風土記　下 鎌倉市教育研究所編

かまくら子ども風土記　別冊 鎌倉市教育研究所編

か



鎌倉さざんか寺殺人事件 JOY　NOVELS 斉藤栄著

鎌倉十二神将の誘拐 タロット日美子 集英社文庫 斎藤栄∥著

鎌倉･湘南･三浦をあるく 大人の遠足BOOK　東日本　２１

鎌倉大仏 東国文化の謎 有隣新書 １３ 清水真澄∥著

鎌倉 中世史の風景 岩波グラフィックス ２５ 永井路子∥文 松尾順造∥写真

鎌倉謎とき散歩 古寺伝説と史都のロマンを訪ねて 改訂新版 湯本和夫∥著

鎌倉のおばさん 村松友視∥著

「鎌倉の琴」殺人事件
Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 四季の殺

人 ３
吉村達也∥著

鎌倉の寺小事典

鎌倉名画の館殺人事件 怪盗ファジーと日美子の対決 徳間文庫 斎藤栄∥著

鎌倉ゆとりの旅 熟年 ブルーガイド てくてく歩き

鎌田式健康ごはん 鎌田實著

ガマ田先生にまかせなさい 学研の新しい創作 富安陽子∥作 小笠原まき∥絵

がまどんさるどん 太田大八∥え 大江ちさと∥ぶん

蝦蟇の油 自伝のようなもの 黒沢明∥著

窯別　現代茶陶大観 第４巻 京焼・九谷

窯別　現代茶陶大観 第６巻 続京焼／九谷／諸窯／茶陶の知識

窯別　現代茶陶大観 第２巻 萩・唐津・有田・上野・高取

窯別　現代茶陶大観 第３巻 備前・信楽・伊賀・常滑

窯別　現代茶陶大観 第１巻 美濃・志野・織部・瀬戸

窯別　現代茶陶大観 第５巻 楽／大樋／赤膚／諸窯

かまぼこの絵本 つくってあそぼう［２２］ 野村明［編］

がまんだがまんだうんちっち えほん・ドリームランド ９ 梅田俊作∥〔ほか〕作・絵

神坐す山の物語 浅田次郎著

髪を切ってベルリンを駆ける！　ワイマール共和国のモダンガール Ferris Books 田丸理沙著

紙がおもちゃになる 吉田しげ介∥著

神かくし 南木佳士∥著

神隠し 長野慶太著

神隠し　秋山久蔵御用控 文春文庫 藤井邦夫著

神隠し　新酔いどれ小籐次　一 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

神隠しの少女　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

カミカゼ 永瀬隼介著

上方の笑い 漫才と落語 講談社現代新書 ７１６ 木津川計∥著

神々に告ぐ 上 安部龍太郎∥著

か



神々に告ぐ 下 安部龍太郎∥著

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

神々の遺品　〈新装版〉 今野敏

神々の座を越えて ハヤカワ・ミステリワールド 谷甲州∥著

神々の島マムダ 江副信子∥作 スズキコージ∥画

神々の指紋 上 グラハム・ハンコック∥著 大地舜∥訳

神々の指紋 下 グラハム・ハンコック∥著 大地舜∥訳

神々の世界 上 グラハム・ハンコック∥著 大地舜∥訳

神々の世界 下 グラハム・ハンコック∥著 大地舜∥訳

神々のとどろき 北欧神話 ドロシー・ハスフォード∥作 山室静∥訳

神々の乱心 上 松本清張∥著

神々の乱心 下 松本清張∥著

カミキリムシ カラー自然シリーズ ３８ 長谷川洋∥文・解説 久保秀一∥写真

カミキリムシ 科学のアルバム ６５ 岸田功∥著

上高地・乗鞍・高山 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ９ ブルーガイド編集部∥編集

かみコップでつくろう かがくのとも傑作集 ４２ よしだきみまろ∥さく

上坂冬子の老いの一喝 上坂冬子著

神様が降りてくる 白川道著

神さまがくれた漢字たち よりみちパン！セ　０２ 山本史也著

神様がくれた指 佐藤多佳子∥〔著〕

かみさまからの　おくりもの ひぐちみちこ∥著

神様に一番近い動物 水野敬也著

神様の居候たち 三枝和子∥著

神様の裏の顔 角川文庫 藤崎　翔

神様のお宿で、ふたりだけのお月見です 道後温泉　湯築屋 田井ノエル

神様のカルテ 夏川草介著

神様のカルテ　２ 夏川草介著

神様のカルテ　３ 夏川草介著

神様のカルテ　０ 夏川草介著

神様の御用人　２ メディアワークス文庫 浅葉なつ著

神様の御用人　５ メディアワークス文庫 浅葉なつ著

神様の御用人　３ メディアワークス文庫 浅葉なつ著

神様の御用人　４ メディアワークス文庫 浅葉なつ著

か



神様の御用人 浅葉なつ

神様の御用人　６ 浅葉なつ著

神様の御用人　７ メデｲアワークス文庫 浅葉なつ

神様の御用人　８ 浅葉なつ

神さまのビオトープ 凪良ゆう

神様のボート 江国香織∥著

「カミさんと私」の物語 土岐雄三∥著

紙芝居のはじまりはじまり 紙芝居の上手な演じ方 子どもの文化双書 右手和子∥著

神津恭介の回想 高木彬光∥著

神津恭介の復活 高木彬光∥著

神津恭介の予言 高木彬光∥著

かみであそぼう　きる・おる かがくのとも傑作集 わいわいあそび こすぎけいこ∥さく

紙でつくってあそぼう 子どもたのしいかがく ヒダオサム∥さく

かみとあそぼう てをつかう・くふうする １ かわさきようこ∥さく

かみながひめ むかしむかし絵本 ２７ ありよしさわこ∥ぶん あきのふく∥え

かみなり雲がでたぞ 新日本おはなし文庫 １９ 最上一平∥さく 遠藤てるよ∥え

かみなりケーキ あかねせかいの本 ２０ パトリシア・ポラッコ∥作 小島希里∥訳

かみなりトッケポ かいぞくポケット １２ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

かみなりのおやこ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

かみなりのちびた　復刻版 松野正子作

かみなりむすめ 岩崎創作絵本 １３ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

紙人形のぼうけん マーガレット・マーヒー∥作 清水真砂子∥訳

神の汚し忘れた隠れ里 畑山博∥著

かみのけちょっきん こどものとも傑作集 松竹いね子作　織茂恭子絵

神の子　上 薬丸岳著

神の子　下 薬丸岳著

神の子 花川戸町自身番日記　１ 辻堂魁

神の刻印 上 グラハム・ハンコック∥著 田中真知∥訳

神の刻印 下 グラハム・ハンコック∥著 田中真知∥訳

神の子どもたちはみな踊る 村上春樹

神の拳 上 フレデリック・フォーサイス∥〔著〕 篠原慎∥訳

神の拳 下 フレデリック・フォーサイス∥〔著〕 篠原慎∥訳

紙の月 角田光代著

紙の月 ハルキ文庫 角田光代著

か



神の手　上 講談社文庫 パトリシア・コーンウエル著　相原真理子訳

神の手　下 講談社文庫 パトリシア・コーンウエル著　相原真理子訳

神の手　下 久坂部羊著

神の手　上 久坂部羊著

神の道化師 イタリアの民話より トミー・デ・パオラ∥さく ゆあさふみえ∥やく

神の値段 一色さゆり著

紙の爆弾 出久根達郎∥著

神の箱舟 高野裕美子著

紙のはなし 人間の知恵 １ 松岡淳一∥著

神の火 新潮ミステリー倶楽部 高村薫∥著

神の火 新潮ミステリー倶楽部 高村薫∥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∥著 天馬竜行∥訳

紙の迷宮 上
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　２５４

－１
デイヴィッド・リス∥著 松下祥子∥訳

紙の迷宮 下
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　２５４

－２
デイヴィッド・リス∥著 松下祥子∥訳

神の守り人 来訪編 偕成社ワンダーランド ２８ 上橋菜穂子∥作 二木真希子∥絵

紙はんがあそび ペーパーランド ５ かわはらえみこ∥作・絵

紙ひこうき ジュニア図鑑 ３３ 小山賢一∥著

紙飛行機を飛ばそう やさしい科学 吉田辰男∥著

紙風船 新・秋山久蔵御用控　（九） 藤井邦夫

かみ舟のふしぎな旅 三人のシュタニスラウス 改訂 世界のどうわ傑作選 ３
ヴェーラ＝フェラミークラ∥作 ロームルス＝カンデア∥絵 中村浩三∥

訳

神も仏もありませぬ 佐野洋子著

紙屋ふじさき記念館　物語ペーパー ほしおさなえ

神谷美恵子著作集 １ 生きがいについて 神谷美恵子∥著

神谷美恵子著作集 ３ こころの旅 付・本との出会い 神谷美恵子∥著

髪結の亭主 髪結の亭主　一 和久田正明

髪結　吉原裏同心（二十） 吉原裏同心　二十 佐伯泰英

神は銃弾 文春文庫 ボストン・テラン∥著 田口俊樹∥訳

カムイチカプ 神々の物語 四宅ヤエ∥語り 藤村久和∥文 手島圭三郎∥絵

神の涙 馳星周

カムイの森 科学絵本 村田真一∥文 松岡達英∥絵

神去なあなあ日常 三浦しをん著

神去なあなあ夜話 三浦しをん著

カメ カラー自然シリーズ ２９ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

か



カメを飼ってみよう やさしい科学 １９ 内田至∥著 田沢梨枝子∥絵

かめさんのさんぽ 日本傑作絵本シリーズ 中谷千代子∥さく・え

かめの　えんそく
ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民

話
中谷靖彦作・絵

カメのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ８ 小宮輝之∥文 佐藤芽実∥絵

カメのくらし 科学のアルバム ９０ 増田戻樹∥著

かめのヘンリー 日本傑作絵本シリーズ ゆもとかずみ∥作 ほりかわりまこ∥絵

亀八 偕成社の創作 舟崎靖子∥著 かみやしん∥絵

カメヤマカメタの一がっき ふなざきよしひこ∥さく なんけこうじ∥え

カメラ撮影テクニック コンパクトカメラで撮る〈場面別〉撮影術 ＪＴＢキャンブックス 大橋治三∥著

仮面同窓会 雫井脩介著

仮面の家 先生夫婦はなぜ息子を殺したのか 横川和夫∥著

仮面の島
講談社ノベルス 建築探偵桜井京介の事

件簿
篠田真由美∥著

仮面舞踏会 伊集院大介の帰還 栗本薫∥著

蒲生邸事件 宮部みゆき∥著

蒲生邸事件 宮部みゆき

鴨川食堂 小学館文庫 柏井壽

鴨川食堂いつもの 小学館文庫 柏井壽著

鴨川食堂おかわり 小学館文庫 柏井壽著

鴨川ホルモー 万城目学著

寡黙なる巨人 多田富雄著

蚊も時計を持っている やさしい科学 千葉喜彦∥著

かもとりごんべえ むかしむかし絵本 １９ さいごうたけひこ∥ぶん せがわやすお∥え

カモのきょうだい　クリとゴマ 課題図書 なかがわちひろ作・え

カモノハシくんはどこ？ 生きものの分類学入門 福音館のかがくのほん
ジェラール・ステア∥さく ウィリー・グラサウア∥え 河野万里子∥や

く

かものプルッフ
リダ・フォシェ文　フェードル・ロジャンコフスキー絵　石井桃子

訳編

かものむすめ ウクライナ民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ３ 松谷さやか∥訳 オリガ・ヤクトーヴィチ∥絵

カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ∥作 高畠恵美子∥訳 末崎茂樹∥絵

カモメの家 山下明生∥作 宇野亜喜良∥絵

かもめのジョナサン　完成版 リチャード･ﾊﾞｯｸ著

かもめの日 黒川創著

家紋大図鑑 丹羽基二∥著

家紋の話 上絵師が語る紋章の美 新潮選書 泡坂妻夫∥著

カヤネズミの四季 カヤ原の空中建築家 文研科学の読み物 白石哲∥著 白石久美子∥絵

カユイカユイ たぬきせんせいのびょうきのほん かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 毛利子来∥ぶん なかのひろたか∥え

か



火よう日のごちそうはひきがえる
児童図書館・文学の部屋 ひきがえると

んだ大冒険シリーズ １

ラッセル・エリックソン∥作 佐藤凉子∥訳 ローレンス・ディ・フィ

オリ∥画

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー∥作・絵 当麻ゆか∥訳

かようびはシャンプー 講談社の翻訳絵本 ウーリー・オルレブ∥文 ジャッキー・グライヒ∥絵 もたいなつう∥訳

カラー・イメージ事典 日本カラーデザイン研究所∥編

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ３２ アメリカ・イン

ディアンの生活

フィリップ・ジャカン∥著 フランソワ・ダボ∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ９ アメリカ大陸の先住

民

ルイ＝ルネ・ヌジエ∥著 ピエール・ジュベール∥イラスト 福井芳男∥

監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １６ アメリカの西部開

拓

ジャン＝ルイ・リューペイルー∥著 ジョゼ・マリア・ミラーユ∥イラ

スト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２４ イエス・キリスト

の時代

ピーター・コノリー∥著 パトリック・レステリーニ∥著 ピーター・

コノリー∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２７ イスラムの世界
モクタール・モクテフィ∥著 セダト・トスン∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ６ ヴァイキング
ルイ＝ルネ・ヌジエ∥著 ピエール・ジュベール∥イラスト 福井芳男∥

監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ５ ガリアの民族
ルイ＝ルネ・ヌジエ∥著 ピエール・ブロシャール∥イラスト 福井芳

男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２５ ギリシア軍の歴史
ピーター・コノリー∥著 Ｌ．Ｅ．ユンケル∥著 ピーター・コノリー∥

イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２８ 近世のヨーロッパ

社会

ジョバンニ・カセリ∥著 Ｄ．アリベール＝クーラギーヌ∥著 ジョバ

ンニ・カセリ∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １１ 近代国家の成立 １

６１０－１６９０

ピエール・ミケル∥著 クロード・ミレー∥イラスト ドゥニーズ・ミ

レー∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ３ 古代ギリシアの市民

たち

ピエール・ミケル∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２２ 古代と中世のヨー

ロッパ社会
ジョバンニ・カセリ∥著・イラスト 木村尚三郎∥監訳 堀越宏一∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２０ 古代文明の知恵 ジョバンニ・カセリ∥著・イラスト 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １７ 自動車と万国博覧

会

ピエール・ミケル∥著 ジャック・ポワリエ∥イラスト 福井芳男∥監訳

木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ８ 城と騎士
フィリップ・ブロシャール∥著 パトリス・ペルラン∥イラスト 福井

芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １５ 生活を変えた産業

革命

ピエール・ミケル∥著 クロード・ミレー∥イラスト ドゥニーズ・ミ

レー∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １８ 第一次世界大戦 １

９１４－１９１８

ピエール・ミケル∥著 ジャック・ポワリエ∥イラスト 福井芳男∥監訳

木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ３３ 第二次世界大戦
ピエール・ミケル∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １３ 大帆船に乗りこん

で

ピエール＝アンリ・シュトレーター∥著 ピエール・ブロシャール∥イ

ラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ７ 中世の都市生活
ピエール・ミケル∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ３１ 唐の皇帝たち
ダニエル・エリセーエフ∥著 マイケル・ウェルプリー∥イラスト 福

井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２ ナイルの恵み
ピエール・ミケル∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １４ ナポレオンの時代
ピエール・ミケル∥著 ジャック・ポワリエ∥イラスト 福井芳男∥監訳

木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １ 人間の遠い祖先たち
ルイ＝ルネ・ヌジエ∥著 ピエール・ジュベール∥イラスト 福井芳男∥

監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ３０ バビロンの栄光
ジャン＝マリー・ルフュー∥著・イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三

郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２９ フランス革命
エルヴェ・ルクサルド∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳

男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １９ フランスの歴史
ピエール・ミケル∥著 ピエール・プロプスト∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２１ ポンペイの人々 ピーター・コノリー∥著・イラスト 木村尚三郎∥監訳 毛利晶∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２３ 民族大移動から中

世へ

パトリック・ペラン∥著 ピエール・フォルニ∥著 ピエール・ジュ

ベール∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 １０ ルネサンス
ピエール・ミケル∥著 クロード・ミレー∥イラスト ドゥニーズ・ミ

レー∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

か



カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ２６ ローマ軍の歴史
ピーター・コノリー∥著 クリスティーヌ・ジョリエ∥著 ピーター・

コノリー∥イラスト 福井芳男∥監訳 木村尚三郎∥監訳

カラーイラスト世界の生活史 アシェット版 ４ ローマ帝国をきずい

た人々

ピエール・ミケル∥著 イヴォン・ル・ゴール∥イラスト 福井芳男∥監

訳 木村尚三郎∥監訳

がらくた 江国香織著

カラクリ江戸あんない 太田大輔文・絵

からくり東海道 泡坂妻夫∥著

からくり富 泡坂妻夫∥著

ガラシャ 宮木あや子著

からす かがくのほん 宮崎学∥写真・文

カラスウリのひみつ わたしの研究 ５ 真船和夫∥文 下田智美∥絵

からすが池の魔女 岩波少年少女の本 ５ エリザベス・ジョウジ・スピア∥〔著〕 掛川恭子∥訳

烏金 西條奈加著

鴉浄土　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

からす　たろう やしまたろう∥文・絵

カラスだんなのおよめとり アラスカのエスキモーのたのしいお話 岩波おはなしの本 １ チャールズ・ギラム∥文 石井桃子∥訳 丸木俊∥絵

カラスとカケスの物語 いのうえちせい絵

硝子戸の中 角川文庫 夏目漱石∥〔著〕

烏に単は似合わない 阿部　智里

ガラス入門 由水常雄∥著

カラスのいるゆうびん局 赤い鳥文庫 杉みき子∥作 津田櫓冬∥絵

ガラスのうさぎ 新版 高木敏子∥作 武部本一郎∥画

ガラスのうま 征矢清∥さく 林明子∥え

ガラスのエレベーター宇宙にとびだす 児童図書館・文学の部屋 Ｒ．ダール∥作 田村隆一∥訳 Ｊ．シンデルマン∥絵

からすのおかしやさん かこさとし　おはなしのほん１１ かこさとし作

カラスの親指　by　rule  of  CROW'ｓ　thumb 道尾秀介著

カラスの親指 講談社文庫 道尾秀介

からすのカーさんへびたいじ
オールダス・ハクスリー∥文 バーバラ・クーニー∥画 じんぐうてる

お∥訳

ガラスの家族 キャサリン＝パターソン∥作 岡本浜江∥訳

ガラスの巨塔 今井彰著

ガラスの麒麟 加納朋子∥著

ガラスのくつ ファージョン作品集 ７ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

からすのそばやさん かこさとし　おはなしのえほん１４ かこさとし作

硝子の太陽　Ｎoir 誉田哲也著

硝子の太陽　Ｒｏｕｇｅ 誉田哲也著

ガラスの楽しみ方 とんぼの本 渡部雄吉∥〔ほか〕著

か



からすのてんぷらやさん かこさとし　おはなしのほん１３ かこさとし作

カラスのはてな？ 福音館のかがくのほん 唐沢孝一作　谷内庸生絵

ガラスのはなし 人間の知恵 ２７ 由水常雄∥著

硝子のハンマー 貴志祐介著

からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん ７ かこさとし∥絵と文

からすのぱんやさん かこさとし　おはなしのほん７ かこさとし作

烏の森 矢月秀作

からすのやおやさん かこさとし　おはなしのほん１２ かこさとし作

ガラスめだまときんのつののヤギ 白ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 田中かな子∥訳 スズキコージ∥画

ガラス山の魔女たち 世界の傑作童話 １５ エルナー・エステス∥著 渡辺茂男∥訳

カラスゆうかいじけん ジョーン・エイキン∥作 猪熊葉子∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

からだをいたわる服づくり 入院のときもおしゃれに 森南海子∥著

からだが変わるストレッチ・ビューティBOOK かんたん＋健康 伊集院霞著

からだたんけん フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

からたちの花がさいたよ 北原白秋童謡選 北原白秋∥作 初山滋∥装画 与田凖一∥編

からたちばやしのてんとうむし かこさとしおはなしのほん １０ かこさとし∥絵と文

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本直英∥さく 片山健∥さく

体にいい寄生虫 ダイエットから花粉症まで 藤田紘一郎∥著

からだにいい「現代」湯治の宿 全国版 ブルーガイドニッポンα 宿泊

からだにいい湯治の旅 野口冬人∥著

カラダにいいものを食べよう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ∥著 サンディ・クリフォード∥絵 鶴田静∥訳

からだのしくみ事典 浅野伍朗

からだのしくみとはたらき グウィン・ビバース∥文 サラ・プーリー∥絵 小林登∥訳 中山知子∥訳

からだのみなさん かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 五味太郎［作］

体は全部知っている 吉本ばなな∥著

空っ風 講談社文庫 諸田玲子∥〔著〕

唐津　萩
シリーズ太陽 ７ 太陽やきものシリーズ

秋

空手 Ｊスポーツシリーズ １０ 数見肇∥著 松井章圭∥監修

ガラパゴス　上 相場英雄著

ガラパゴス　下 相場英雄著

カラフル 森絵都著

カラフルライフ 遅咲きのすすめ 吉成真由美∥著

カラマーゾフの妹 高野史緒著

ガリヴァー旅行記 福音館古典童話シリーズ ２６ Ｊ・スウィフト∥作 坂井晴彦∥訳 Ｃ・Ｅ・ブロック∥画

か



ガリヴァー旅行記 １ 改版 小人国・大人国 岩波少年文庫 ３００２ スウィフト∥作 中野好夫∥訳

ガリヴァー旅行記 ２ 改版 飛び島・馬の国 岩波少年文庫 ３００３ スウィフト∥作 中野好夫∥訳

カリウドバチの世界 その神秘な行動 子ども科学図書館 有賀文章∥文と写真

かりをするハチ カラー版自然と科学 ５２ 鈴木正親∥著

かりそめ 渡辺淳一∥著

仮宅　吉原裏同心　(九) 吉原裏同心　九 佐伯泰英

カリナン 春江一也∥著

かりのけいこ
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

雁の橋 澤田ふじ子著

仮の水 リービ英雄著

カリブ海　カンクン・メキシコ　ジャマイカ　バハマ　キューバ ワールドガイド　アメリカ　５

カリ・モーラ トマス・ハリス　高見浩［訳］

臥龍 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著

下流志向　学ばない子どもたち働かない若者たち 内田樹著

下流社会　新たな階層集団の出現 光文社新書　２２１ 三浦展著

狩人の悪夢 有栖川有栖

下流の宴 林真理子著

ガリレオ 子どもの伝記全集 ２４ 山田一枝∥〔著〕

ガリレオ 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 鈴木将∥訳

ガリレオの苦悩 東野圭吾著

雁渡り 照降町自身番書役日誌 今井絵美子

ガール 奥田英朗著

かるいお姫さま 岩波少年文庫 ２１２９ マクドナルド∥作 脇明子∥訳

軽井沢・草津　楽楽

軽井沢動物記 久美沙織∥著

軽井沢の霧の中で 内田康夫

カルイタの伝説 かたつむり文庫 ボリビア
アナ・マリア・デル・カルピオ∥文 デリオ・カルレス∥絵 金田直子∥

訳

カルヴァン
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１０
渡辺信夫∥著

かるかやバレーがっこう かこさとし

ガールズブルー ポプラ文庫 あさのあつこ著

カルタ 宮本喜美子，木村浩司[共]文

カルチェ・ラタン 佐藤賢一∥著

カルトナージュの基礎ＢＯＯＫ

ガール．ミーツ．ガール 誉田哲也

か



カルメ焼きはなぜふくらむ 二酸化炭素の実験 やさしい科学 高梨賢英∥著 永井泰子∥絵

かるわざ小蝶 紅無威おとめ組 米村圭伍

カレイドスコープの箱庭 海堂尊著

華麗なる旋律 ルビンシュタイン自伝 アルトゥール・ルビンシュタイン∥〔著〕 徳丸吉彦∥訳

華麗なる誘拐 西村京太郎

かれえだ
絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 ゾ

ウのかぞく
吉田遠志∥絵と文

彼が通る不思議なコースを私も 白石一文著

枯れ木の中の生きものたち 子育て・冬越しから寄生まで 子ども科学図書館 有賀文章∥文と写真

枯れ蔵 新潮ミステリー倶楽部 永井するみ∥著

カレジの決断 アイビーン・ワイマン∥作 瓜生知寿子∥訳 中村悦子∥絵

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ∥文と絵 千葉茂樹∥訳

彼の名はヤン イリーナ・コルシュノフ∥作 上田真而子∥訳

枯葉色のノートブック　杉原爽香、三十二歳の秋 光文社文庫 赤川次郎著

枯葉の中の青い炎 辻原登著

カレーパンでやっつけよう
ポプラ社の小さな童話 ４３ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

カレーライスがやってきた たくさんのふしぎ傑作集 森枝卓士∥文・写真

カレーライスのすきなペンギン フレーベル館の幼年創作童話 ３０ 落合恵子∥作 長新太∥絵

カレーライスはこわいぞ
ポプラ社の小さな童話 １３ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

カレー料理とシチュー
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ １４
ＮＨＫ出版∥編

カレル橋の１ユーロ 広瀬隆∥著

カレンダー Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ひこ・田中∥作

川 絵巻えほん 前川かずお∥著

かわ こどものとも傑作集 ４１ 加古里子∥さく・え

かわいいあかちゃん 新版 かこ・さとしかがくの本 ２ かこさとし∥著 富永秀夫∥絵

かわいいあひるのあかちゃん モニカ・ウェリントン∥さく たがきょうこ∥やく

かわいいうさぎ 斉藤久美子

かわいいキッズの定番服 レディブティックシリーズ

かわいいキャラクター折り紙あそび　人気のキャラクター大集合！
レディブティックシリーズｎo．３６４

４
いしばしなおこ著

かわいい自分には旅をさせろ 嵐山光三郎∥著

かわいい手づくり　通園･通学バックと小もの

かわいい手づくりラブリーキルト

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 こどものともコレクション ’６４～’７２ 木島始∥さく 羽根節子∥え

かわいいやぎさんのおひげ 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子∥原作 村山亜土∥脚本 村山知義∥絵

か



川・池の生物 自然観察シリーズ ９ 水の生物 ２ 菅野徹∥著

かわいそうだね？ 綿矢りさ著

かわいそうなぞう おはなしノンフィクション絵本 つちやゆきお∥ぶん たけべもといちろう∥え

かわうそ　お江戸恋語り。 祥伝社文庫 あさの　あつこ

かわうその祭り 出久根達郎著

かわうそのものがたり すずきりゅういち絵

かわへおちたたまねぎさん 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子∥原作 村山亜土∥脚本 長谷川知子∥絵

川をくだる小人たち 岩波少年文庫 ２０４４ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

川をくだる小人たち 小人の冒険シリーズ ３ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

渇く 瀬戸内寂聴∥著

カワセミ カラー自然シリーズ ６２ 林大作∥文・解説・写真

カワセミ 清流に翔ぶ 嶋田忠∥著

カワセミ チューさんと青い宝石 ジュニア写真動物記 ７ 嶋田忠∥著

かわせみのさかなとり えほん・生物のせかい 吉野俊幸∥写真と文

カワセミのすむ川 カラー版自然と科学 ３７ 川野惇∥著

かわせみのマルタン カストールおじさんの動物物語 ３
リダ∥ぶん いしいももこ∥やく おおむらゆりこ∥やく ロジャンコフ

スキー∥え

かわせみのマルタン
リダ・フォシェ∥文 フェードル・ロジャンコフスキー∥絵 いしいも

もこ∥訳編

川底の石のひみつ 旺文社ジュニア・ノンフィクション 稗田一俊∥文・写真

川とさかなたち 福音館のかがくのほん 三芳悌吉∥ぶん　え

川との出会い 自然をみつける物語 １ 小野有五∥著

川に親しむ 岩波ジュニア新書 ３５３ 松浦秀俊∥著

川にすむハゼ カラー版自然と科学 ３ 稗田一俊∥著 大塚高雄∥著

カワネズミの谷 森の新聞 ６ 北垣憲仁∥著

川のさかな 絵本図鑑シリーズ １３ 渡辺可久∥作

川の光 松浦寿輝著

川の光　外伝 松浦寿輝著

川の深さは 福井晴敏∥著

川のほとりのおもしろ荘 リンドグレーン作品集 ２１ リンドグレーン∥作 石井登志子∥訳

川端康成 精神医学者による作品分析 栗原雅直∥著

川端康成とともに 川端秀子∥著

川べに恋風 ウィリアム・ホーウッド∥作 パトリック・ベンソン∥絵 岡本浜江∥訳

川べにこがらし ウィリアム・ホーウッド∥作 パトリック・ベンソン∥絵 岡本浜江∥訳

川べにそよ風 ケネス・グレアム∥作 ジョン・バーニンガム∥絵 岡本浜江∥訳

川べのちいさなモグラ紳士 フｲリパ・ピアス作　猪熊葉子訳

か



かわやぬまのとり 福音館のかがくのほん 日本の野鳥 ５ 薮内正幸∥ぶん・え

河原にできた中世の町 へんれきする人びとの集まるところ 歴史を旅する絵本 網野善彦∥文 司修∥絵

川原の石の観察と実験 やさしい科学 馬場勝良∥著

瓦番屋権兵衛　筆さばき　抜かずの剣 コスミック・時代文庫 飯島一次

変わるお葬式、消えるお墓 最期まで自分らしく 高齢社会の手引き 小谷みどり∥著

川は生きている 自然と人間 新版 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

川はながれる 岩波の子どもの本 １０２ アン・ランド∥文 ロジャンコフスキー∥絵 掛川恭子∥訳

川はよみがえる ナシア川の物語 リン・チェリー∥作 みらいなな∥訳

がんを生きる子　ある家族と小児がんの終りなき闘い 松永正訓著

癌を語る 寛仁親王∥〔ほか〕著

ガンを消す食事　完全レシピ１６６

かんがえるカエルくん いわむらかずお∥作

考えるヒト ちくまプリマーブックス １０１ 養老孟司∥著

考える練習をしよう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ∥著 マーサ・ウェストン∥絵 左京久代∥訳

願かけ　新酔いどれ小籐次　二 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

カンガとルー　森にくる クマのプーさんえほん ５ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

かんからかん 幼児絵本シリーズ 谷川俊太郎∥ぶん 小森誠∥え

がんからの生還 告知から一年、闘病レポート 西川孝純∥著

カンガルーをのせた宇宙船 新しい世界の童話シリーズ ８９ ルイス＝スロボトキン∥作 河合三郎∥訳 菊池貞雄∥画

カンガルーのルーおばさん あかね新作幼年童話 １３ 村山桂子∥作 中谷千代子∥画

カンガルーぼうやのそらとぶれんしゅう くれよん文庫 パウル・マール∥作 斉藤洋∥訳

カンガルーぼうやのぼうけん くれよん文庫 パウル・マール∥作 斉藤洋∥訳

がん患者学 長期生存をとげた患者に学ぶ 柳原和子∥著

がん患者の憧れ ホスピスってどんなところ？ ワット隆子∥編

歓喜する円空 梅原猛著

歓喜の仔　上 天童荒太著

歓喜の仔　下 天童荒太著

環境を破壊する有害ゴミ 世界はいま… 生活環境編 ナイジェル・ホークス∥著 藤田千枝∥監訳

環境とつきあう５０話 岩波ジュニア新書 ２２５ 森住明弘∥著

環境とリサイクル ７ 衣類 ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル １０ うめたて処分場 ごみの最終処分のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ６ 紙 ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ２ かん ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

か



環境とリサイクル １２ 暮らしとごみ 理想のリサイクル社会をもと

めて
本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ９ ごみ処理場 回収と減量化へのとりくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ５ 自動車と粗大ごみ ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ４ 電池 ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ３ びん ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル ８ プラスチック ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル １ ペットボトル ものづくりと再生のしくみ 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境とリサイクル １１ 水のリサイクル 自然のしくみと人間の社会 本間正樹∥文 菊池東太∥写真

環境ホルモン入門 立花隆∥著 東京大学教養学部立花隆ゼミ∥著

環境倫理学のすすめ 丸善ライブラリー ０３２ 加藤尚武∥著

玩具 集英社文庫 津村節子∥著

奸計 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

寒紅梅 髪ゆい猫字屋繁盛記 今井絵美子

がんこおじいちゃんとこりないアントン
新・世界の子どもの本 １１ いたずらア

ントン ２
エバ・ベクセル∥作 カーリン・Ｓ・レーデル∥絵 石井登志子∥訳

韓国 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

韓国 ヴェンチャー・キャピタリズム 講談社現代新書 ８３１ 渡辺利夫∥著

韓国　ソウル　慶州　扶余・公州　釜山　済州島 ワールドガイド　アジア　７

韓国短篇小説選 大村益夫∥〔ほか〕編訳

韓国のむかし話 おどりをおどるトラほか
大人と子どものための世界のむかし話

４
崔仁鶴∥編訳

韓国の若者を知りたい 岩波ジュニア新書 ４３３ 水野俊平∥著

韓国ふるさと街道をゆく 康煕奉∥著

漢語の知識 岩波ジュニア新書 ２５ 一海知義∥著

看護婦だからできること ２ 集英社文庫 宮子あずさ∥著

看護婦物語 続 江川晴∥著

漢語名言集 岩波ジュニア新書 １５７ 奥平卓∥著 和田武司∥著

ガンコロリン 海堂尊著

冠婚葬祭心得 新潮選書 谷沢永一∥著

冠婚葬祭スピーチ困ったときに読む本 話し下手でも、あがり症でも

大丈夫！ ３分で話す基本パターン
小林偉∥著

贋作への情熱 ルグロ事件の真相 レアル・ルサール∥著 鎌田真由美∥訳

贋作師 講談社文庫 篠田節子∥〔著〕

監殺 古野まほろ

監殺　警務部警務課SG班 古野まほろ著

監察医の涙 上野正彦著

ガンジー
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２８
坂本徳松∥著

か



漢字書き順字典 藤原宏∥編

かんじき飛脚 山本一力著

漢詩入門 岩波ジュニア新書 ３０４ 一海知義∥著

幹事のアッコちゃん 柚木麻子著

漢字の絵本 五味太郎∥作

漢字の絵本 五味太郎∥作

漢字のサーカス 岩波ジュニア新書 ４００ 馬場雄二∥著

漢字のはなし 岩波ジュニア新書 ４２１ 阿辻哲次∥著

漢字の本 下村式 唱えておぼえる １年生 改訂版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

漢字の本 下村式 唱えておぼえる ４年生 改訂版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

漢字の本 下村式 唱えておぼえる ５年生 改訂版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

漢字の本 下村式 唱えておぼえる ６年生 改訂版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

漢字の本 下村式 唱えておぼえる ３年生 改訂新版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

漢字の本 下村式 唱えておぼえる ２年生 改訂新版 下村昇∥著 まついのりこ∥絵

間者　六 鬼役 坂岡真

患者よ、がんと闘うな 近藤誠∥著

看守眼 横山秀夫∥著

がん消滅の罠　完全寛解の謎 岩木一麻

完四郎広目手控 高橋克彦∥著

関数を考える 岩波科学の本 １ 遠山啓∥〔著〕

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野正子∥作 津田櫓冬∥絵

岩石・鉱物・化石 小学館の図鑑 NEO

完全なる首長竜の日 乾緑郎著

完全犯罪のエチュード 森村誠一

完全無罪 大門剛明

感染遊戯 光文社文庫 誉田哲也著

寒窓 軒上泊∥著

間奏曲　赤川次郎ショートショート王国 光文社文庫 赤川次郎著

肝臓先生 角川文庫 坂口安吾∥〔著〕

官賊と幕臣たち
列強の日本侵略を防いだ徳川テクノク

ラート
原田伊織著

カンタ 石田衣良著

神田堀八つ下がり 河岸の夕映え 宇江佐真理∥著

簡単！おいしい！煮もの上手　料理ならおまかせ 特選実用ブックス　ＣＯＯＫＩＮＧ

簡単！おいしい！　毎日のおやつ　はじめてさんでも大丈夫 特選実用ﾌﾞｯｸｽ

か



かんたん！かわいい！園児の手づくり小物簡単
大切につくってあげたい、とっておきの

アイテム６８

かんたん、かわいい　こぎん刺しのこもの レディブディツクシリーズ

かんたんこどもヘア１０７　毎日が楽しくなるスタイルがいっぱ

い！
レディブティックシリーズ　１９９５

簡単ストレッチ らくらくブックス 桜井静香∥監修

簡単だからおいしい！お菓子　シンプルがこつの、冷たいお菓子か

ら焼き菓子まで
小嶋ルミ著

かんたんビーズマスコット ぜったい作りたくなる レディブティックシリーズ １４０１ 椎名千秋∥著

簡単！１人分・電子レンジレシピ　ムダなく、手早く、いつものお

かず
村上祥子著

かんたん！プランター菜園コツのコツ　上岡流写真図解でわかる逸

品づくり
上岡誉富著

簡単木工作例１００

かんちがい 吉田遠志動物絵本シリーズ ５ アフリカ 吉田遠志∥絵と文

管仲 上 宮城谷昌光∥著

管仲 下 宮城谷昌光∥著

間諜 杉本章子∥著

がん治療最前線 続々 信濃毎日新聞社∥編

官邸 上 成田憲彦∥著

官邸 下 成田憲彦∥著

関東周辺のキャンプ場オールガイド ブルーガイドニッポンα　２０５

感動する！数学 桜井進著

感動する！日本史　日本人は逆境をどう生きたか 中経の文庫 白駒妃登美

感動する脳 茂木健一郎著

関東地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

奸闘の緒 お髷番承り候　二 上田秀人

関東百山 浅野孝一∥〔ほか〕著

監督　小津安二郎 蓮実重彦∥〔著〕

がんと向き合って 上野創∥著

癌と私の共同生活 俵萠子∥著

鉄輪温泉殺人事件 講談社文庫 吉村達也∥〔著〕

堪忍箱 宮部みゆき∥著

カンノンチク・シュロチク ＮＨＫ趣味の園芸作業１２か月 ２２ 池部和夫∥著 西良祐∥著

乾杯！女と男 聖子・新子の幸福論 田辺聖子∥著 時実新子∥著

関八州の旅がらす 時代小説の楽しみ ３ 子母沢寛∥〔ほか〕著

ガンバとカワウソの冒険 岩波少年文庫 ２１２３ 斎藤惇夫∥作 薮内正幸∥画

ガンバとカワウソの冒険 斎藤惇夫∥作 薮内正幸∥画

がんばらない 鎌田實∥著

か



がんばりかあさんと６人の子どもたち ポプラ社の世界こどもの本 １３ エルシー・ロック∥作 百々佑利子∥訳

がんばれ！“赤”スズメ 都市に生きるスズメの生活 子ども科学図書館 唐沢孝一∥文と写真

がんばれあたま 脳のはたらき 知識の絵本 １３ 佐藤守∥作・絵

がんばれ機関車トーマス 汽車のえほん　４
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

がんばれ、セリーヌ！ ブロック・コール∥作 戸谷陽子∥訳

がんばれちびくじら 評論社の児童図書館・絵本の部屋
エリザベス・ベレスフォード∥ぶん スーザン・フィールド∥え せな

あいこ∥やく

がんばれ、風太 いま、子どもたちは ７ 向井承子∥著

がんばれ仏教！　お寺ルネサンスの時代 NHKブックス　１００４ 上田紀行著

がんばれブルドーザー・ショベルカー 乗りものパノラマシリーズ 小賀野実　写真・文

がんばれヘラクレス　改訂新版 グラマトキーののりものどうわ　５ ハーディー・グラマトキー著　渡辺茂男訳

がんばれヘンリーくん ゆかいなヘンリーくんシリーズ １ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム∥作 みつよしなつや∥やく

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム∥さく みつよしなつや∥やく

奸婦にあらず 諸田玲子著

漢文のすゝめ 諸橋『大漢和』編纂秘話 新潮選書 原田種成∥著

漢文の読みかた 岩波ジュニア新書 １４７ 奥平卓∥著

かんぺきな人なんていない マーリー・マトリン著　日当陽子訳

岩壁よ　おはよう 長谷川恒男∥著

寒紅と恋　三 小間もの丸藤看板姉妹 宮本紀子

かんぽっくりでうんどうかい 講談社の幼年創作童話 ４６ 宮川ひろ∥作 山中冬児∥絵

完本戒老録 自らの救いのために 曽野綾子∥著

完本文語文 山本夏彦∥著

カンムリワシ 南の島探検記 ジュニア写真動物記 ４ 宮崎学∥著

完訳赤毛のアンシリーズ １ 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ １０ アンをめぐる人々 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥作 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ３ アンの愛情 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ６ アンの愛の家庭 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥作 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ４ アンの幸福 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ２ アンの青春 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ９ アンの友だち Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥作 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ８ アンの娘リラ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ５ アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

完訳赤毛のアンシリーズ ７ 虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー∥著 掛川恭子∥訳

寒雷ノ坂 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

か



官僚 軋む巨大権力 日本経済新聞社∥編

還暦 塩谷隼人江戸常勤記 牧秀彦

還暦シェアハウス 泉麻人著

還暦川柳 公益社団法人　全国老人福祉施設協議会・別冊宝島編集部

還暦川柳

還暦猫　ご隠居さん　五 文春文庫 野口卓

甘露梅 お針子おとせ吉原春秋 宇江佐真理∥著

ガンわたしは幸福（しあわせ）に死ぬ 御手洗佑美∥著 小山芙美子∥編著

木 幸田文∥著

木 こどものとも傑作集 木島始文　佐藤忠良画

キアズマ 近藤史恵著

木いちごつみ 子どものための詩と絵の本 日本傑作絵本シリーズ きしだえりこ∥詩 やまわきゆりこ∥絵

きいちゃん 山元加津子∥著 多田順∥絵

きいてみよう　しんぞうの　おと みつけようかがく ポール・シャワーズさく　ホリー・ケラーえ　細谷亮太訳

紀伊ノ変 居眠り磐音江戸双紙　３６ 佐伯泰英

きいろい家 ブレイク・モリスン∥作 ヘレン・クレイグ∥絵 清水奈緒子∥訳

きいろいゾウ 西加奈子著

きいろいタクシー 福音館創作童話シリーズ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

きいろいタクシーそらをとぶ 福音館創作童話シリーズ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

黄色い猫 吉行理恵∥著

きいろいばけつ あかね幼年どうわ ３３ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

黄色い目の魚 佐藤多佳子∥著

キウイ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２６ 高橋栄治∥著

キウイの島をさぐる ニュージーランド クストー隊の世界探検 ８ ジャック＝イヴ・クストー∥著 田村真理∥訳

消えた犬と野原の魔法 フィリパ・ピアス作　ヘレン・クレイグ絵　さくまゆみこ訳

消えた男 阿刀田高∥著

きえたかいじゅうたち とおい昔の謎をとく ３ たかしよいち∥文 石津博典∥え

消えた化石事件 恐竜探偵フェントン ２ Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉茂樹∥訳 太田大八∥絵

消えたきょうりゅう 名たんていカメラちゃん ３ ディビッド・Ａ・アドラー∥作 かんどりのぶお∥訳 たるいしまこ∥絵

きえた草のなぞ めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく マーク・シマント∥え 神宮

輝夫∥やく

きえたサインボールのなぞ 名たんていカメラちゃん １０ ディビッド・Ａ・アドラー∥作 かんどりのぶお∥訳 たるいしまこ∥絵

消えた十手 若さま同心　徳川竜之助 風野真知雄

消えた巨人軍（ジャイアンツ） 新版 徳間文庫 左文字進探偵事務所 西村京太郎∥著

きえたにじ
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

か

き



きえたねこをさがせ スクールバスのなかまたち ３
マージョリー・シャーマット∥作 アンドリュー・シャーマット∥作

乾侑美子∥訳 はたこうしろう∥絵

消えた人達 北原亞以子著

消えた宝冠 シリーズ怪盗ルパン 第５巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

消えたモートンとんだ大そうさく
児童図書館・文学の部屋 ひきがえると

んだ大冒険シリーズ ２

ラッセル・エリクソン∥作 佐藤凉子∥訳 ローレンス・ディ・フィオ

リ∥画

消えない月 畑野智美

奇縁まんだら　続 瀬戸内寂聴

木を植えた男 ジャン・ジオノ∥原作 フレデリック・バック∥絵 寺岡襄∥訳

記憶する心臓 ある心臓移植患者の手記 クレア・シルヴィア∥著 ウィリアム・ノヴァック∥著 飛田野裕子∥訳

記憶の断片 宮尾登美子∥著

記憶の渚にて 白石一文著

気をつけよう食品添加物 誰でもできる安全な食生活 増補新版 小若順一∥著

祇園会 新吉原裏同心抄　四 佐伯泰英

機械の発明発見物語 時計からオートメーションまで 発明発見物語全集 １２ 板倉聖宣∥編

奇貨居くべし 火雲篇 宮城谷昌光∥著

奇貨居くべし 黄河篇 宮城谷昌光∥著

奇貨居くべし 春風篇 宮城谷昌光∥著

奇貨居くべし 天命篇 宮城谷昌光∥著

奇貨居くべし 飛翔篇 宮城谷昌光∥著

飢餓海峡 上巻 新潮文庫 水上勉∥著

飢餓海峡 下巻 新潮文庫 水上勉∥著

帰化植物図鑑 原色日本 長田武正

きかせてたのしいこと ねんねのまえに 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョイス・ダンバー∥ぶん デビ・グリオリ∥え 山口文生∥やく

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

気軽な保存食 初めての少量手作り 「栄養と料理」クッキングブック １ 村上昭子∥著

気軽に編みたい　大人の旬ニット レディブティックシリーズ

帰還 ゲド戦記最後の書 ル＝グウィン∥作 清水真砂子∥訳

きかんしゃ１４１４ 世界の幼年どうわ １９ フリードリヒ・フェルト∥作 鈴木武樹∥訳

機関車 しくみがわかる！ひみつがわかる！ クロスセクション図鑑 マイケル・ジョンストン∥文 片岡みい子∥訳

機関車シュッポと青いしんがり貨車
リディア・フリーマン，　ﾄﾞﾝ・フリーマン [共] 作　やましたはるお

訳

機関車先生 集英社文庫 伊集院静∥著

機関車先生 講談社文庫 伊集院静著

機関車 電気・ディーゼル 国鉄・私鉄の１７４形式を鮮やかにオール

カラー化
万有ガイド・シリーズ ２５ 宮沢孝一∥共著 関崇博∥共著

機関車・電車の歴史 山本忠敬∥著

機関車トビーのかつやく 汽車のえほん　７
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

き



きかんしゃやえもん 阿川弘之∥文 岡部冬彦∥絵

きかんしゃやえもん 阿川弘之∥文 岡部冬彦∥絵

奇巌城 シリーズ怪盗ルパン 第４巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 藤田新策∥装丁・画

奇厳城 世界の冒険文学　２３ 逢坂剛

帰艦セズ 吉村昭∥著

きかんぼのちいちゃいいもうと ドロシー・エドワーズ∥さく 渡辺茂男∥やく 堀内誠一∥え

きかんぼぼうやといぬ
バルブロ・リンドグレン∥作 エヴァ・エリクソン∥絵 おのでらゆり

こ∥訳

危機 軍鶏侍　⑥ 野口卓

危機をむかえた地球の気候 世界はいま… 生活環境編 ジョン・ベックレーク∥著 根本順吉∥監訳

キキとジジ　魔女の宅急便　特別編その２ 角野栄子

キキに出会った人びと　魔女の宅急便　特別編 角野栄子著

ききみみずきん むかしむかし絵本 ９ いわさききょうこ∥ぶん わかなけい∥え

ききみみずきん 岩波の子どもの本 １８ 木下順二∥文 初山滋∥絵

ききみみずきん かみしばい日本むかしむかし 堀尾青史∥作 田中武紫∥画

聞き屋与平　江戸夜咄草 宇江佐真理著

危急　辻番奮闘記 辻番奮闘記 上田秀人

帰郷 海老沢泰久∥著

帰郷 浅田次郎著

帰郷 浅田次郎

棄郷ノート 姜信子∥著

企業買収 Ｍ＆Ａの時代 岩波新書　新赤版 １１６ 奥村宏∥著

企業病棟 江川晴∥著

聞く力　心をひらく３５のヒント 文春新書 阿川佐和子著

菊地伝説殺人事件 内田康夫

菊亭八百善の人びと 宮尾登美子∥著

菊と葵のものがたり 高松宮妃喜久子∥著

菊日和 津村節子∥著

きけわだつみのこえ 日本戦没学生の手記 新版 岩波文庫 日本戦没学生記念会∥編

キケン 新潮文庫 有川浩著

危険な遊び 双葉文庫 西村京太郎

危険な関係 上 岩波文庫 ラクロ∥作 伊吹武彦∥訳

危険な関係 下 岩波文庫 ラクロ∥作 伊吹武彦∥訳

危険な空間 マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳

危険な童話 阿刀田高∥著

き



危険な話 チェルノブイリと日本の運命 広瀬隆∥著

危険なビーナス 東野圭吾著

危険なビーナス 東野圭吾

鬼剣　蜻蜒 隠目付江戸日記(四) 鳥羽亮

奇剣　柳剛 隠目付江戸日記(七) 鳥羽亮

気功治療のすべて 日本ＡＳＴ協会編

記号の図鑑 ２ 科学の記号 江川清∥編著 太田幸夫∥編著

記号の図鑑 １ ことばの記号 江川清∥編著 太田幸夫∥編著

きこえてくるよ 絵本カーニバル　４ なかえよしを作　上野紀子絵

きこえる？ はいじまのぶひこ作

きこえるきこえる 世界の絵本コレクション
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 レナード・ワイズガード∥絵

よしがみきょうた∥訳

きこえるきこえるえのおとえのこえ びじゅつのゆうえんち 長谷川摂子構成・文

きこえるきこえるなつのおと 世界の絵本コレクション
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 レナード・ワイズガード∥絵

よしがみきょうた∥訳

きこえるきこえるふゆのおと 世界の絵本コレクション
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 チャールズ・Ｇ・ショー∥絵

よしがみきょうた∥訳

鬼哭霞飛燕 介錯人・野晒唐十郎 鳥羽亮

鬼哭の剣 日向景一郎シリーズ　４ 北方謙三

気骨　十四 鬼役 坂岡真

きことわ 朝吹真理子著

着こなしいろいろミセスのベスト Ｍ・Ｌサイズ付き Ｌｅｔ’ｓ　ｋｎｉｔ　ｓｅｒｉｅｓ

着こなしのアクセントにミセスのおしゃれ小物

きこりとおおかみ フランス民話 こどものとも傑作集 ７４ やまぐちともこ∥さいわ ほりうちせいいち∥え

妃は船を沈める 有栖川有栖著

騎士団長殺し　第一部 第1部顕れるイデア編 村上春樹

騎士団長殺し　第二部 第２部遷ろうメタファー編 村上春樹

キジのくらし カラー自然シリーズ ４５ 遠藤公男∥文・解説・写真

岸本おじさんの冒険 汐文社・ジュニアノンフィクション 真鍋禎男∥作

記者たちは海に向かった 門田　隆将

汽車旅放浪紀 関川夏央著

きしゃにのっていってきます！ 大井川鉄道の旅 のりものえほん 松本典久∥ぶん 井上広和∥しゃしん

汽車のえほん ２１ 大きな機関車たち
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん １８ がんばりやの機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん ２５ きえた機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん ２４ 機関車オリバー
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん ２２ 小さな機関車たち
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

き



汽車のえほん ２０ １００さいの機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん １９ 山にのぼる機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

汽車のえほん １７ ゆうかんな機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ジョン・

ケニー∥絵

汽車のえほん ２６ わんぱく機関車
ウィルバート・オードリー∥作 桑原三郎∥訳 清水周裕∥訳 ガン

バー・エドワーズ∥絵 ピーター・エドワーズ∥絵

鬼手　世田谷駐在刑事・小林健 講談社文庫 濱嘉之著

奇術師の家 魚住陽子∥著

奇術探偵曾我佳城全集 泡坂妻夫∥著

技術と文明の歴史 岩波ジュニア新書 ３４９ 星野芳郎∥著

偽証　オッドアイ 渡辺裕之

起終点駅　ターミナル 小学館文庫 桜木紫乃

気象の事典 平凡社版

偽証法廷 小杉健治∥著

稀書自慢紙の極楽 荒俣宏∥著

鬼女の花摘み 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

疑心　隠蔽捜査３ 今野敏著

疑心　隠蔽捜査３ 新潮文庫 今野敏著

鬼神の一刀 刀剣目利き　神楽坂咲花堂　１０ 井川香四郎

鬼神の叫び はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

傷 幸田真音∥著

傷 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

傷 堂場瞬一著

キスカ撤退の指揮官 将口泰浩

絆回廊　新宿鮫　１０ 大沢在昌著

きずな　信太郎人情始末帖 杉本章子著

寄生植物 ヤドリギのひみつ カラー版自然と科学 ２３ 清水清∥著

奇蹟 中上健次∥著

軌跡 今野敏

奇跡を信じて ニコラス・スパークス∥著 天馬竜行∥訳

奇蹟の今上天皇 小室直樹∥著

奇跡の子 ディック・キング＝スミス∥作 さくまゆみこ∥訳

奇跡の日本史　「花づな列島」の恵みを言祝ぐ 増田悦佐著

奇跡の人 原田マハ著

奇跡のプレイボール　元兵士たちの日米野球 ノンフィクション知られざる世界 大社充著

奇跡のリンゴ　「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 石川拓治著

き



キセキレイ 子育ての観察 カラー版自然と科学 ３５ 長谷川博∥著

季節のかたみ 幸田文∥著

木曽・伊那 改訂６版 ＪＴＢのポケットガイド

偽装　越境捜査 笹本稜平著

綺想宮殺人事件 芦辺拓著

基礎からのゴルフ イラスト版 まずは基本のマスターから プレイスポーツ ザ・ゴルフ １ 杉原輝雄∥著

貴族探偵 集英社文庫 麻耶雄嵩著

貴族の娘 三好徹∥著

基礎とＱ＆Ａ

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇｕｉ

ｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

北アルプス飛騨泣き殺人事件 ポケット・ノベルス 梓林太郎著

擬態 北方謙三∥著

気高く、強く、美しくあれ　日本人の繁栄は憲法改正からはじまる ＰＨＰ文庫 櫻井よしこ

北風のうしろの国　上 岩波少年文庫２２７ ジョージ・マクドナルド作　脇明子訳

北風のうしろの国　下 岩波少年文庫２２８ ジョージ・マクドナルド作　脇明子訳

きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーのお話より 紙芝居ベストセレクション 第１集 川崎大治∥脚本 桜井誠∥画

北から南へ スラトコフの動物記 福音館のかがくのほん
ニコライ・スラトコフ∥作 ニキータ・チャルーシン∥絵 松谷さやか∥

訳

北岸通りの骨董屋 メニム一家の物語 ４ シルヴィア・ウォー∥作 こだまともこ∥訳 佐竹美保∥絵

きたきたうずまき ０．１．２．えほん 元永定正作

キタキツネ カラー版自然と科学 ２６ 目黒誠一∥著

キタキツネ日記 続 ジュニア写真動物記 １８ 竹田津実∥著

キタキツネの家族 ３つの巣あなの物語 ジュニア写真動物記 １０ 竹田津実∥著

キタキツネの子ども 遊びはぼくらのしごとだ ジュニア写真動物記 １ 竹田津実∥著

きたきつねのゆめ 北の森から 手島圭三郎∥絵・文

キタキツネ 北辺の原野を駆ける 竹田津実∥〔著〕

北国のカモメ オオセグロカモメの生活 カラー版自然と科学 ２５ 江川正幸∥著 橋本正雄∥著

北里柴三郎 子どもの伝記全集 ３７ 木村定司∥〔著〕

北朝鮮その衝撃の実像 朝鮮日報『月刊朝鮮』∥編 黄民基∥訳

北朝鮮に消えた友と私の物語 萩原遼∥著

ギターねずみ 子ども図書館 アニタ・ヒューエット∥著 清水真砂子∥訳

北のさかな南のさかな 新日本動物植物えほん ２－８ 武田正倫∥ぶん 浅井粂男∥え

北の狩猟民とともに
グレートジャーニー人類５万キロの旅

８
関野吉晴∥著

北の魔女ロウヒ バーバラ・クーニー∥絵 トニ・デ・ゲレツ∥原文 さくまゆみこ∥編訳

北の街物語 内田康夫著

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井俊樹∥文

き



北の森の十二か月 スラトコフの自然誌 上 福音館のかがくのほん ニコライ・スラトコフ∥文 ニキータ・チャルーシン∥絵 福井研介∥訳

北の森の十二か月 スラトコフの自然誌 下 福音館のかがくのほん
ニコライ・スラトコフ∥文 ニキータ・チャルーシン∥絵 松谷さやか∥

訳

北の欲望　南の殺意 十津川警部捜査行 西村京太郎

北原白秋 子どもの伝記全集 ４３ 笠文七∥著

北原白秋 日本の詩 北原白秋∥〔著〕 境忠一∥編

北前船始末　緒方洪庵浪華の事件帳　２ 双葉文庫 築山桂著

北前船の事件　はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著

北リアス線の天使 光文社文庫 西村京太郎著

鬼談 京極夏彦著

吉次黄金街道 新潮書下ろし時代小説 三好京三∥著

吉祥寺幸荘物語 花村萬月著

己丑の大火　照降町四季　二 照降町四季 佐伯泰英

きちんと可愛い女の子服　１００・１２０・１３０・１４０cmの女

の子服２１点　１５０・１６０ｃｍのお姉ちゃん服９点

菊花酒 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

橘花抄 葉室麟著

橘花の仇　一の巻 鎌倉河岸捕物控　一の巻 佐伯泰英

吃逆 森福都∥著

着つけレッスン ひとりで着る、人にも着せられる マイライフシリーズ Ｎｏ．２３０ 網野鉦一∥〔著〕

きっこさんの手作りギャラリー 竹沢紀久子∥著

キッズに編みたいかわいいニット　１００・１１０ｃｍの２サイズ レディブティックシリーズ

Ｋｉｄｓ’ワンピース＆ジャンパースカート 手づくりｅｖｅｒｙ　ｄａｙ 文化出版局∥編

ぎったんこばったんこ ０．１．２．えほん 柚木沙弥郎作

ぎったん　ばっこん
ミセスこどもの本 どうぶつあれあれえ

ほん
なかえよしを∥文 上野紀子∥絵

吉兆味ばなし 湯木貞一∥著

吉兆味ばなし ３ 湯木貞一∥著

吉兆味ばなし ２ 湯木貞一∥著

吉兆味ばなし ４ お茶事その他 湯木貞一∥著

キッチン 新潮文庫 吉本ばなな∥著

キッチン染めを楽しむ１２か月 リメイクＢＯＯＫシリーズ 石井せつ子著

キッチン・ブルー 遠藤彩見著

キツツキの森 科学のアルバム ７５ 右高英臣∥著

切手収集と楽しみ方入門 改訂新版 小学館入門百科シリーズ １６ 今井修∥著

きっと明日は 雪子、二十年の闘病記 ポプラ・ノンフィクション ４５ 江崎雪子∥著

きっときってかってきて ことばあそびえほん ことばあそびの会∥文 金川禎子∥絵

き



きっとみんなよろこぶよ！ 児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー∥〔作〕 松川真弓∥やく

きっと、よくなる！　人生はよくなるようにできている 本田健著

きつねをつれてむらまつり スピカみんなのえほん １０ こわせたまみ∥作 二俣英五郎∥絵

キツネが　コッホン 児童図書館・絵本の部屋
マーガレット・Ｗ・ブラウン∥ぶん ガース・ウィリアムズ∥え 内海

まお∥やく

狐退治 若さま闇仕置き 倉阪鬼一郎

きつね月 多和田葉子∥著

狐釣り 信太郎人情始末帖 杉本章子∥著

きつねとうさぎ　ロシアの昔話 世界傑作絵本シリーズ
フランチェスカ・ヤールブソワ絵　ユーリー・ノルシュテイン構成

こじまひろこ訳

きつねとごんろく 紙芝居ベストセレクション 第１集 馬場のぼる∥作

きつねとトムテ
カール‐エリック＝フォーシュルンド∥詩 ハラルド＝ウィーベリ∥絵

やまのうちきよこ∥訳

きつねとねずみ こどものとも傑作集 ５ ビアンキ∥さく 山田三郎∥え 内田莉莎子∥やく

きつねにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 長谷川摂子∥再話 片山健∥絵

狐のあしあと 随筆集 三浦哲郎∥著

きつねのうみほおずき 絵本のおくりもの しみずみちを∥作 梅田俊作∥絵

キツネのかがみをのぞいてごらん あかねおはなし図書館 １６ 茂市久美子∥作 土田義晴∥絵

きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ　９ あまんきみこ作　酒井駒子絵

きつねのスケート ゆもとかずみ∥文 ほりかわりまこ∥絵

きつねのスーパーマーケット 新・創作えぶんこ 小沢正∥作 西川おさむ∥絵

狐のちょうちん　公家武者　松平信平 公家武者松平信平 佐々木裕一

きつねのテスト おざわただし∥さく かたやまけん∥え

きつねのとうさんごちそうとった 児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー∥え 松川真弓∥やく

きつねのフォスとうさぎのハース シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ作　野坂悦子訳

きつねのフォスとうさぎのハース　その２　またたまご シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ作　野坂悦子訳

きつねのホイティ 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ∥さく まつおかきょうこ∥やく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 ６ 富安陽子∥さく 篠崎三朗∥え

きつねのゆうしょくかい どうわがいっぱい ４０ 安房直子∥作 菊池恭子∥絵

きつねの嫁 居酒屋お夏　六 岡本さとる

きつねのよめいり こどものとも傑作集 ７ 松谷みよ子∥さく 瀬川康男∥え

きつねのルナール 世界傑作童話シリーズ レオポルド・ショヴォー∥編 山脇百合子∥訳・絵

きつねバスついたかな フレーベル館の低学年童話 ３ あまんきみこ∥作 岡村好文∥絵

狐火 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

狐火の家 貴志祐介著

狐火ノ杜 居眠り磐音　七　決定版 佐伯　泰英

狐火ノ杜 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

き



きつね日和 人情処　深川やぶ浪 倉阪鬼一郎

狐舞　吉原裏同心（二十三） 吉原裏同心　二十三 佐伯泰英

きつねものがたり ヨセフ・ラダ作

きつね森の山男 馬場のぼる∥著

キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安陽子∥著

狐闇 北森鴻∥著

狐罠 北森鴻∥著

キッパリ！　たった５分間で自分を変える方法 上大岡トメ著

キップリングのなぜなぜ物語 児童図書館・文学の部屋 ラディヤード・キップリング∥作 城宝栄作∥訳

喜連川の風　忠義の架橋 忠義の架橋 稲葉稔

喜連川の風 江戸出府 稲葉稔

鬼道の女王卑弥呼 上 黒岩重吾∥著

鬼道の女王卑弥呼 下 黒岩重吾∥著

木とくらし 産業のこころシリーズ ２ 上村武∥著

「気」とは何か 人体が発するエネルギー ＮＨＫブックス ６１３ 湯浅泰雄∥著

木に学べ 法隆寺・薬師寺の美 西岡常一∥著

絹扇 津村節子∥著

絹婚式 阿久悠∥著

絹と武士 ハル・松方・ライシャワー∥著 広中和歌子∥訳

絹の変容 集英社文庫 篠田節子∥著

ギネス世界記録 ２００５ クレア・フォルカード編

ギネス世界記録　２０１４ クレイグ・グレンディ［編］

木のいのち木のこころ 天 西岡常一∥著 塩野米松∥聞き書き

木のいのち木のこころ 地 小川三夫∥著 塩野米松∥聞き書き

木のいのち木のこころ 人 塩野米松∥著

木の上の小さなおうち ロシアのお話とわらべうた 北畑静子∥訳 ユーリー・ワスネツォフ∥絵

木の上のひみつ基地 フォーチュン団のなかまたち １ マーガレット・マーヒー∥作 ジョン・ファーマン∥絵 幾島幸子∥訳

きのうえのほいくえん しょうのえいじ∥ぶん なかたにちよこ∥え

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき

木のうた イエラ・マリ∥さく

きのうの影踏み 辻村深月著

昨日の恋 爽太捕物帖 北原亞以子著

きのうの世界 恩田陸著

きのうの空 志水辰夫∥著

き



きのうのぼくにさようなら あかね世界の文学シリーズ ポーラ・フォックス∥作 掛川恭子∥訳 杉山真理∥画

昨日のまこと、今日のうそ　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

きのうのわたしのおとしもの ＰＨＰのえほん 梅田俊作∥さく・え 梅田佳子∥さく・え

昨日みた夢 口入れ屋おふく 宇江佐真理

昨日みた夢 口入れ屋おふく 宇江佐真理

昨日みた夢　口入や屋おふく 宇江佐真理著

紀ノ川 改版 新潮文庫 有吉佐和子∥著

きのこ・こけ・しだ 自然観察シリーズ ６ 植物 ４ 井上浩∥著 横山和正∥著

キノコの世界 科学のアルバム ５７ 伊沢正名∥著

城之崎温泉殺人事件 JOY NOVELS 吉村達也著

城崎殺人事件 内田康夫

木野塚佐平の挑戦 樋口有介∥著

木野塚探偵事務所だ 樋口有介∥著

木のすきなケイトさん Ｈ.ジョゼフ・ホプキンズ文　ジル・マケルマリー絵

木のぞうけい教室 奥田紘∥著

黄の調査ファイル ＳＴ　警視庁科学特捜班 今野敏

きのね 柝の音 上 宮尾登美子∥著

きのね 柝の音 下 宮尾登美子∥著

木の本 福音館のかがくのほん 高森登志夫∥え 萩原信介∥ぶん

木の実・草の実 名まえしらべ 甘中照雄∥著

きのみのケーキ もりのおくりもの ２ たるいしまこ∥さく

木の芽の冬ごし カラー版自然と科学 １ 宗方俊　∥著

牙をむく都会 逢坂剛∥著

牙と芽 新・人斬り弥助 峰隆一郎

騎馬民族は来なかった ＮＨＫブックス ６５８ 佐原真∥著

キバラカと魔法の馬 アフリカのふしぎばなし さくまゆみこ∥編訳 太田大八∥画

黍の花ゆれる 植松三十里著

岐阜県の民話 養老のいずみほか 県別ふるさとの民話 ２８　岐阜県 日本児童文学者協会∥編

ギフチョウ 科学のアルバム ９２ 青山潤三∥著

ギフチョウ 春にとぶ カラー版自然と科学 ５６ 浜野栄次∥著

ギフテッド 山田宗樹著

岐阜羽島駅２５時 西村京太郎著

気分はいつもシェイクスピア 小田島雄志∥著

気分はパティシエ！　スイーツと飲みもの
かんたんでおいしい！　魔法のクッキン

グBOOK　５
枝元ほなみ著

き



希望荘 宮部みゆき著

希望の糸 東野圭吾

希望の海へ マイケル・モーパーゴ作　佐藤見果夢訳

希望の国のエクソダス 村上龍著

希望の獅子 本城雅人著

擬宝珠のある橋　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

基本定石２４ 初段を突破する武宮囲碁教室　２ 武宮正樹著

基本手筋１００ 初段を突破する武宮囲碁教室　１ 武宮正樹著

基本の石の形これだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

基本の死活これだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

基本の定石これだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

基本の攻め合いこれだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

基本の布石これだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

基本のメイク　美人はこの一冊で始まる レタスクラブムック 山本浩未著

基本のヨセこれだけは　中級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

きまぐれ遊歩道 新潮文庫 星新一∥著

きまぐれロボット 角川文庫 星新一∥〔著〕

気ままなお弁当箱 太田治子∥著

きままな娘わがままな母 藤堂志津子

きみ去りしのち 重松清著

君空 ‘koizora’another story 美嘉著

君たちへの遺産白神山地 中学生からの自然と環境シリーズ ４ 斎藤宗勝∥著

きみたちと朝鮮 岩波ジュニア新書 １９０ 尹健次∥著

君たちに明日はない 垣根涼介著

君たちはどう生きるか 吉野源三郎

きみとオートバイ おとなになること ９ 山村雅康∥著 高橋透∥絵

君と過ごす季節　秋から冬へ、１２の暦物語 飛鳥井千砂著[他］

君と過ごす季節　春から夏へ、１２の暦物語 大崎梢著[他］

きみなんか　だいきらいさ
ジャニス・メイ・ユードリー∥ぶん こだまともこ∥やく モーリス・

センダック∥え

きみにあえてよかった 評論社の児童図書館・絵本の部屋
エリザベス・デール∥ぶん フレデリック・ジュース∥え 小川仁央∥や

く

君について行こう　女房は宇宙をめざした 向井　万起男

きみにもできる手づくり電池 科学であそぼう ８ 米村伝治郎∥文 大滝まみ∥絵

きみに読む物語 ニコラス・スパークス著　雨沢泰訳

きみのうちどっち？ 松野正子∥作 大友康夫∥絵

き



君の膵臓をたべたい 住野よる著

きみのためにできること Ｐｅａｃｅ　ｏｆ　ｍｉｎｄ 村山由佳∥著

きみのとおんなじさ あたらしい世界の童話 １６ エバ・エリクソン∥作・絵 菱木晃子∥訳

君の隣に 本田孝好著

きみの友だち 重松清著

きみはポラリス 新潮文庫 三浦しをん

君微笑めば 姫は、三十一　３ 風野真知雄

君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コクリコ） 与謝野鉄幹・晶

子夫妻の生涯 上巻
渡辺淳一∥著

君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コクリコ） 与謝野鉄幹・晶

子夫妻の生涯 下巻
渡辺淳一∥著

きみも音楽家（ミュージシャン）になれる 子どものためのライフ・スタイル トム・ウォルサー∥文と絵 福山敦夫∥訳

奇妙な味の物語 五木寛之著

奇妙な賽銭　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

奇妙な昼さがり ３２のショートショート 阿刀田高∥著

きみはいい子 中脇初枝著

きみは誤解している 佐藤正午∥作

きみはダックス先生がきらいか 大日本の創作どうわ 灰谷健次郎∥さく 坪谷令子∥え

きみはヒロシマを見たか 広島原爆資料館 高橋昭博∥文 ＮＨＫ取材班∥文 土田ヒロミ∥写真

君を忘れる朝がくる 五人の宿泊客と無愛想な支配人 山口幸三郎

木目込み人形 金林真多呂∥〔著〕

奇面館の殺人 KODANSHA　NOVELS 綾辻行人著

きもち 谷川俊太郎文　長新太絵

気持ちよく生きるための「ちいさな実行」　ひとり暮らしのお部屋

と時間
あらかわ菜美著

きもの 幸田文∥著

きものがたり 宮尾登美子∥著

きもの・髪型と着付け 保存版きものに強くなる 家庭画報特選

きもの３６５日 集英社文庫 群ようこ著

きもの自在 鶴見和子∥著 藤本和子∥聞き手

きもの仕立ての勘どころ 仕立屋の仕事場から 加藤与市∥著

きもの地でつくる日本の布の洋服 ＮＨＫ婦人百科 宮崎東海∥著

きものに強くなる 保存版きものの常識と着こなし 家庭画報特選

きもののお手入れ＆お直し　決定版

きものの買い方・揃え方 おしゃれなきもの教室 木村孝∥〔著〕

着物まわりのちりめん細工 ちりめん細工 高橋よう子著

きものリフォームｎｅｗスタイルブック　ずっと着ていない着物

を、普段の洋服や小物にして暮らしを楽しむ！
渡部サト著

き



着物リメイクから、オリジナル手芸まで和柄の服と小もの はじめての手作り　春夏秋冬 かんたんソーイング編

肝、焼ける 朝倉かすみ著

逆効果の心理 大人と子どものくいちがい 昌子武司∥著

逆襲 隠密家族　２ 喜安幸夫

逆賊の群れ　多羅尾佐介甲賀隠密帳 時代小説文庫 宮城賢秀著

逆転調査
Ｂｕｎｓｈｕｎ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍ

ｅｎｔ
伊野上裕伸∥著

逆転の歯車 徳間文庫 清水一行∥著

逆転法廷 有罪率９９％の壁 講談社文庫 姉小路祐∥〔著〕

客の多い家 吉田知子∥著

逆引き広辞苑 岩波書店辞典編集部∥編

逆風の街 徳間文庫 今野敏著

逆流　越境捜査 笹本稜平著

キャサリンとライオン 世界の絵本コレクション クレア・ジャレット∥さく かけがわやすこ∥やく

キャシー中島の超かんたんパッチワーク キャシー中島著

逆光のメディチ 藤本ひとみ∥著

キャッスル 古城の秘められた歴史をさぐる デビッド・マコーレイ∥作 桐敷真次郎∥訳

キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー∥〔著〕 村上春樹∥訳

キャパの十字架 文春文庫 沢木耕太郎著

キャピタルダンス 井上尚登∥著

キャプテンがんばる 子どもの文学傑作選 後藤竜二∥著 杉浦範茂∥絵

キャプテン，らくにいこうぜ 子どもの文学傑作選 後藤竜二∥著 杉浦範茂∥絵

キャプテンはつらいぜ 子どもの文学傑作選 後藤竜二∥著 杉浦範茂∥絵

キャベツくん みるみる絵本 長新太∥文・絵

キャベツくんのにちようび えほんのもり ２１ 長新太∥さく

きゃべつばたけの　ぴょこり ふしぎなたねシリーズ 甲斐信枝

キャベツ夜だけダイエット　８Kg、１０Kgヤセる！メタボリック症

候群や糖尿病も改善！
吉田俊秀著

キャミーの八月 世界の子どもライブラリー ヴァジニア＝ハミルトン∥作 掛川恭子∥訳 磯見美知子∥絵

キャリア警部・道定聡の苦悩 五十嵐貴久著

キャロリング 有川浩著

キャンドルのある暮し 灯の豊かさを楽しむ クニエダヤスエ∥著

キャンプ 山を歩き、野で遊ぶ自然派キッズのアウトドア読本！ わくわくチャレンジブックス ９

QED　ｖentus　熊野の残照 講談社文庫 高田崇史著

９１１代理店　②　ギルティー 渡辺裕之

９１１代理店 渡辺裕之

き



救急医、世界の災害現場へ ちくまプリマーブックス １４７ 山本保博∥著

救急患者Ｘ 麻生幾

きゅうきゅうしゃのぴぽくん のりものストーリー ４ 砂田弘∥作 高橋透∥絵

きゅうきゅうばこ　かがくのとも版 かがくのとも傑作集 山田真文　柳生弦一郎絵

球形時間 多和田葉子∥著

吸血鬼 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

吸血鬼愛好会へようこそ 集英社文庫 赤川次郎著

吸血鬼ドラキュラ 菊地秀行

吸血鬼の花よめ ブルガリアの昔話 世界傑作童話シリーズ 八百板洋子∥編・訳 高森登志夫∥絵

吸血鬼は泉のごとく 集英社文庫 赤川次郎著

吸血鬼は炎を超えて COBALT-SERIES 赤川次郎著

吸血鬼は良き隣人 集英社文庫 赤川次郎著

旧校舎は茜色の迷宮 KODANSHA　NOVELS 明利英司著

求婚する男 角川文庫 ルース・レンデル∥〔著〕 羽田詩津子∥訳

九歳までにこれだけは 品川孝子∥著

九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著

九州 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

九州 ブルーガイド　てくてく歩き　２９

九十九歳の恋うた 小さな町の物語 秋山ちえ子∥著

９９％の誘拐 講談社文庫 岡嶋二人著

９９ひきのりゅう Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ バーバラ・スレイ∥作 五頭和子∥訳

九州史跡見学 岩波ジュニア新書 １６２ 川添昭二∥著

九州大宰府殺人事件 ＪＯＹ　ＮＯＶＥＬＳ 木谷恭介著

九州地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

９７歳の幸福論。ひとりで楽しく暮らす、５つの秘訣 笹本恒子著

旧主再会 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

救出　日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ　４ 木暮正夫文

宮中の華 公家武者松平信平　１０ 佐々木裕一

仇敵 池井戸潤∥著

仇敵 池井戸潤

急な青空 南木佳士∥著

牛乳のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥共著 佐々木和子∥共著

牛乳パックであそぼう 猶原通正∥著 井出圭祐∥イラスト

牛乳パックで紙をつくる 手すき紙づくりとその活用法
たのしい手づくり教室　つくる・そだて

る・考える ２６
天野昭∥著

き



牛乳パックでカラクリ工作 芳賀哲∥著

牛乳パックの実験 たのしい科学あそび 科学読物研究会∥編 藤田ひおこ∥絵

九年前の祈り 小野正嗣著

九〇〇日の包囲の中で 創作児童文学 ２７ ユーリイ・イワノフ∥作 宮島綾子∥訳 パホーモフ∥画

急報　聡四郎巡検譚　五 聡四郎巡検譚　五 上田秀人

救命センターからの手紙　ドクター･ファイルから 集英社文庫 浜辺祐一著

旧約聖書入門 光と愛を求めて カッパハード 名著愛蔵 三浦綾子∥著

旧約聖書物語 上 岩波少年文庫 ３１２７ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 阿部知二∥訳

旧約聖書物語 下 岩波少年文庫 ３１２８ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 阿部知二∥訳

旧友再会 重松清

きゅうりさんあぶないよ 福音館の幼児絵本 スズキコージ∥〔作〕

きゅうりサンドイッチの冒険旅行 やさしい科学 ピーター・ローワン∥著 藤田千枝∥訳

キュウリの絵本 そだててあそぼう １１ いなやまみつお∥へん たかべせいいち∥え

きゅうりの王さまやっつけろ 岩波少年文庫 １０４４ ネストリンガー∥作 若林ひとみ∥訳

きゅうりの下であいましょう 文研ブックランド リリアン・ムーア∥作 岡本浜江∥訳 本庄ひさ子∥絵

吸涙鬼 －Lovers of Tears－ 市川拓司著

キュートなデニムの服

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

２１ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

キューポラのある街 理論社名作の愛蔵版 ３５ 早船ちよ∥作 鈴木義治∥絵

凶悪　ある死刑囚の告発 新潮文庫 「新潮４５」編集部［編］

今日ある命 小説・歌人三ケ島葭子の生涯 大原富枝∥著

きょう一日。　非常時を生き抜く究極の五木メソッド５５ 五木寛之著

驚異の細胞戦争 生命のひみつ フラン・ボークウィル∥文 マイク・ロルフ∥イラスト 勝俣孝美∥訳

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル 別巻１ ＣＧ図鑑 ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル ２ しなやかなポ

ンプ 心臓・血管
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル ３ 消化吸収の妙

胃・腸
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル ６ 生命を守る 免

疫
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル １ 生命誕生 ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル ４ 壮大な化学工

場 肝臓
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル ５ なめらかな連

携プレー 骨・筋肉
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体 ＮＨＫサイエンススペシャル 別巻２ ビジュア

ル人体データブック
ＮＨＫ取材班∥著 立木義浩∥写真

驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ ４ 命を刻む時計の秘密 老化

と死の設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ １ 生命の暗号を解読せよ ヒ

トの設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ ２ つきとめよ、ガン発生の謎

病気の設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ ３ 日本人のルーツを探れ 人

類の設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

き



驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ ６ パンドラの箱は開かれた

未来人の設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

驚異の小宇宙・人体３遺伝子・ＤＮＡ ５ 秘められたパワーを発揮せ

よ 精神の設計図
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ「人体」プロジェクト∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル １ 心が

生まれた惑星 進化
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル ３ 人生

をつむぐ臓器 記憶
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル ２ 脳が

世界をつくる 知覚
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル ６ 果て

しなき脳宇宙 無意識と創造性
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル 別巻 ビ

ジュアル脳と心のデータブック
ＮＨＫ取材班∥編

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル ４ 人は

なぜ愛するか 感情
ＮＨＫ取材班∥著

驚異の小宇宙・人体２脳と心 ＮＨＫサイエンススペシャル ５ 秘め

られた復元力 発達と再生
ＮＨＫ取材班∥著

狂王の庭 小池真理子∥著

狂王ヘロデ 曾野綾子∥著

今日を刻む時計　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

侠客　一 拵屋銀次郎半畳記 門田泰明

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤竹俊著

今日からちょっとワイン通 山田健∥著

今日からはじめる短歌の作り方 小さな感動を歌によむ 田島邦彦∥著

今日からはじめる俳句 小学館ライブラリー ２１ 黒田杏子∥著

きょうからようちえん 園の生活１２か月 １　４月のお話 長崎源之助∥さく 長野ヒデ子∥え

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ 日野多香子・文　増田勝正・写真

?気 新剣客太平記　三 岡本さとる

狂喜乱舞殺人事件 ＫＯＤＡＮＳＨＡ  ＮＯＶＥＬＳ 赤川次郎著

境遇 湊　かなえ

兇剣 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

キョウコ 村上龍著

暁光の断 勘定吟味役異聞　（六） 上田秀人

今日、ここからハーブ生活　はじめの一歩 朝比奈純子著

狂骨の夢 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

矜持　十一 鬼役 坂岡真

教室二〇五号 少年少女小説傑作選 大石真著

教室の亡霊 内田康夫著

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
あるすぶっくす １０ 千澄子∥〔ほか著〕

強襲　所轄魂 笹本稜平著

梟首の島　下 坂東眞砂子著

梟首の島　上 坂東眞砂子著

き



教場 長岡弘樹著

教場 小学館文庫 長岡弘樹著

教場　２ 長岡弘樹著

狭小邸宅 新庄耕著

凶笑面
新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ

蓮丈那智フィールドファイル １
北森鴻∥著

共震 相場英雄著

凶刃 用心棒日月抄 藤沢周平∥著

共生虫 村上龍著

教祖誕生 上之郷利昭∥著

兄弟 なかにし礼∥著

キョウダイ KODANSHA 　NOVELS 嶋戸悠祐

きょうだいきかんしゃたろうとじろう 鶴見正夫∥作 高橋透∥絵

兄妹剣士 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

きょうだい　障害のある家族との道のり 白鳥めぐみ[他］著

兄姉弟妹（きょうだい）とくらべられても自分は自分 おとなになること １０ 水井笙子∥著 宮本忠夫∥絵

兄妹の星 髪結の亭主　四 和久田正明

兄妹パズル 石井睦美著

兄弟飯 居酒屋お夏　八 岡本さとる

兇弾 逢坂剛著

教団X 中村文明著

京伝怪異帖 高橋克彦∥著

暁天の志 風の市兵衛　弐　２１ 辻堂魁

暁天の斗 裏門切手版頭秘抄 福原俊彦

仰天・平成元年の空手チョップ 集英社文庫 夢枕獏∥著

京都 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

京都ー宇奈月トロッコの秘湯殺人事件 ジョイノベルス 吉村達也著

京都おもしろウォッチング とんぼの本 赤瀬川原平∥〔ほか〕著 路上観察学会∥編

京都華道家元殺人事件 JOY NOVELS 木谷恭介著

京都祇園殺人事件 ＰＯＣＫＥＴ　ＮＯＶＥＬＳ 山村美紗

京都祇園もも吉庵のあまから帖 志賀内　泰弘

京都祇園もも吉庵のあまから帖３ 志賀内泰弘

京都 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き １２ ブルーガイド編集部∥編集

京都口無村殺人物語 秋月達郎著

京都鞍馬街道殺人事件 ＮＯＮＮＯＶＥＬ 木谷恭介著

き



京都迎賓館　現代和風と京の匠の調和

京都三年坂殺人事件 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 大谷羊太郎∥著

京都時代祭り殺人事件 赤かぶ検事奮戦記 和久峻三∥著

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２３ 愛知県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２ 青森県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ５ 秋田県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １７ 石川県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３ 岩手県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３８ 愛媛県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４４ 大分県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２７ 大阪府

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３３ 岡山県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４７ 沖縄県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３７ 香川県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４６ 鹿児島県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １４ 神奈川県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２１ 岐阜県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２６ 京都府

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４３ 熊本県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １０ 群馬県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３９ 高知県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １１ 埼玉県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２５ 滋賀県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２２ 静岡県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３２ 島根県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １２ 千葉県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １３ 東京都

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３６ 徳島県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ９ 栃木県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３１ 鳥取県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １６ 富山県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４２ 長崎県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２０ 長野県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２９ 奈良県

き



郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １５ 新潟県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２８ 兵庫県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３４ 広島県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １８ 福井県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４０ 福岡県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ７ 福島県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １ 北海道

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ２４ 三重県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４ 宮城県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ４５ 宮崎県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ６ 山形県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３５ 山口県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 １９ 山梨県

郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 ３０ 和歌山県

京都千二百年 下 世界の歴史都市へ
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ９
西川幸治∥著 高橋徹∥著 穂積和夫∥イラストレーション

京都千二百年 上 平安京から町衆の都市へ
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ８
西川幸治∥著 高橋徹∥著 穂積和夫∥イラストレーション

京都寺町三条のホームズ 望月　麻衣

京都花の名庭散歩 四季折々の美を堪能する古都案内 講談社カルチャーブックス １１７ 水野克比古∥写真・文 野田正彰∥文

京都はんなりカフェ巡り 柏てん

京都百物語殺人事件 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介∥著

京都伏見のあやかし甘味帖 紫陽花ゆれて、夢の跡 柏　てん

京都伏見のあやかし甘味帖 おねだり狐との町屋暮らし 柏　てん

京都伏見のあやかし甘味帖 花散る、恋散る、鬼探し 柏　てん

京都伏見のあやかし甘味帖 月にむら雲、れんげに嵐 柏　てん

京都伏見のあやかし甘味帖 石に寄せる恋心 柏　てん

京都府の民話 酒呑童子のつのほか 県別ふるさとの民話 ４７　京都府 日本児童文学者協会∥編

京都　楽楽

郷土歴史人物事典　神奈川 神奈川県史研究会∥編集

京の縁結び　縁見屋の娘 三好昌子

きょうの健康　２０２０・０５ 脳血管の病気　すい臓

きょうの健康　２０２００７

きょうの健康　２０２００８
糖尿病　肥満、認知症、がん、歯周病と

の関係は？

きょうの健康　２０２１０１ 脳と命を救うために脳梗塞

きょうの健康　２０２１・０２ 高血圧　コロナ太り

き



きょうの健康 肺がん最新治療

きょうの健康　２０２０・０４ 心臓の病気

きょうの健康　２０２０・０６ シニアの食事でフレイル予防

きょうの健康　２０２０・０９ 老化に負けない！

きょうの健康　２０２０１１ ひざの痛み

きょうの健康　２０２０１２ 冬のかゆみ・肌トラブル

きょうの健康　２０２１・０３ 不眠の悩み　乳がん

きょうの健康　２０２１年４月号 慢性腎臓病／歯・口・舌・／めまい

きょうの健康　２０２１。０５ ひざの痛み

きょうの健康　２０２１　０６ 大腸がん／発達障害／　外耳炎・中耳炎

きょうの健康　２０２１・０９ あなたのための対処法！肩のこり・痛み

きょうの健康　２０２１・１０ 血管の炎症を防げ　動脈硬化

きょうの健康　２０２０・１０ 呼吸器の病気

きょうの健康　２０２１　０７ 肝臓／熱中症・食中毒・しわ・しみ

今日の健康　2021年11月号

きょうの健康　２０２１・０８ コロナ禍での認知症

きょうの料理　２０２００８ 夏野菜のとっておきおかず

きょうの料理　２０１９・０９ 毎日食べたい！豚肉おかず

きょうの料理　２０２０・０４ 春キャベツ使いきり！

きょうの料理　２０２０・０５ 技あり！豚肉おかず

きょうの料理　２０２０・０６ 梅・新しょうが　らっきょう

きょうの料理　２０２００７

きょうの料理　２０２０・０９ うまみ酢で新感覚の和おかず

きょうの料理　２０２０・１０ 秋野菜使いきり

きょうの料理　２０２０１２
今、つくりたい！ワタナベマキのおせち

＆ごちそう

きょうの料理　２０２１０１ 白菜・大根おかず

きょうの料理　２０２１・０２
冷えにも！免疫力にも！　あったかレシ

ピ

きょうの料理　２０２１．０３ 新たま・新じゃが春おかず

きょうの料理　２０２１年４月号 春野菜オールスターレシピ

きょうの料理　２０２１。０５ 思わずおかわり！　鶏肉おかず

きょうの料理　２０２１　０６ 重信初江　初夏の梅仕事

きょうの料理　２０２１　０７ 体にやさしいなすレシピ

きょうの料理　２０２１・０８ 最強トマトおかず

きようの料理　２０２１　１２ 大原千鶴のお手軽おせち

き



きょうの料理　２０２０１１ 薄切り肉で10分おかず

共犯 深谷忠記著

恐怖の存在　上 マイクﾙ・クライトン著　酒井昭伸訳

恐怖の存在　下 マイクﾙ・クライトン著　酒井昭伸訳

恐怖の緑魔帝王　みんなの少年探偵団 芦原すなお著

今日もごちそうさまでした 角田光代著

狂乱 剣客商売 池波正太郎∥著

狂乱廿四孝 北森鴻∥著

きょうりゅう　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　４ 小畠郁生著

恐竜 生きていたウルトラサウルス ジュニア写真動物記 ２６ 長谷川善和∥著 松岡達英∥絵

恐竜をほりだす アリキ∥文・絵 神鳥統夫∥訳

きょうりゅうがお店にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス∥作 熊谷鉱司∥訳 むかいながまさ∥絵

きょうりゅうが学校にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス∥作 熊谷鉱司∥訳 むかいながまさ∥絵

きょうりゅうが図書館にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス作　熊谷鉱司訳

きょうりゅうがめいろにやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス∥作 熊谷鉱司∥訳 むかいながまさ∥絵

きょうりゅうくんとさんぽ シド・ホフ∥作 いぬいゆみこ∥訳

恐竜さがし フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

きょうりゅう大すき！ アンジェラ・マカリスター∥作 多賀京子∥訳 大社玲子∥挿絵

きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ∥〔著〕 アーノルド・ローベル∥絵 杉浦宏∥編訳

きょうりゅう谷は大ピンチ
ジョーン・ローリー・ニクソン∥作 マーク・サイモント∥絵 やまし

たはるお∥訳

恐竜ティラノサウルス大図解 恐竜 黒川みつひろ作

きょうりゅうで町はおおさわぎ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス∥作 熊谷鉱司∥訳 むかいながまさ∥絵

恐竜にあいにいこう アリキ∥文・絵 神鳥統夫∥訳

恐竜の足あとを追え 大地の研究 恐竜 松川正樹∥著 小畠郁生∥著

きょうりゅうのかいかた 岩波の子どもの本 くさのだいすけ∥ぶん やぶうちまさゆき∥え

きょうりゅうのかいかた 岩波の子どもの本 くさのだいすけ∥ぶん やぶうちまさゆき∥え

恐竜のけんきゅう アリキ∥文・絵 神鳥統夫∥訳

恐竜の行動とくらし ４ イグアノドン 草食恐竜はなぜ世界じゅうで

繁栄したのか
恐竜 佐藤哲∥構成・文 ネイチャー・プロ編集室∥構成・文

恐竜の行動とくらし ７ ステゴサウルス 剣竜の骨板やスパイクは何

のためにあったのか
恐竜 佐藤哲∥構成 ネイチャー・プロ編集室∥構成

恐竜の行動とくらし ２ デイノニクス 小型肉食恐竜はどのように狩

りをしたのか
恐竜 佐藤哲∥構成・文 ネイチャー・プロ編集室∥構成・文

恐竜の行動とくらし ８ 日本の恐竜 どんな恐竜がどのような環境に

くらしていたのか
恐竜 佐藤哲∥構成 ネイチャー・プロ編集室∥構成

恐竜の行動とくらし ３ ブラキオサウルス 恐竜はどうしてここまで

巨大になれたのか
恐竜 佐藤哲∥構成・文 ネイチャー・プロ編集室∥構成・文

恐竜の行動とくらし ５ マイアサウラ 恐竜も子どもをまもりそだて

たのか
恐竜 佐藤哲∥構成 ネイチャー・プロ編集室∥構成

恐竜の支配
児童図書館・科学の部屋 人間はどこか

らきたか？ ２
ドゥニス・プラーシュ∥絵と文 小林陽子∥訳

き



恐竜の世界 恐竜
ハーバート　Ｓ．ジム∥著 ジェームズ　Ｇ．アービング∥画 おばら

ひでお∥訳

恐竜の谷　小さな恐竜親子の物語　改訂新版 黒川みつひろ著

恐竜のタマゴ ヒサクニヒコ∥文絵

恐竜のなぞ アリキ∥文・絵 神鳥統夫∥訳

きょうりゅうのはかば とおい昔の謎をとく １ たかしよいち∥文 石津博典∥え

恐竜の百科 デビッド・ランバート∥編 長谷川善和∥訳 真鍋真∥訳

きょうりゅうの本 こども・ものしりゼミナール ５ 渡部景隆∥訳・著

恐竜はどうくらしていたか？ 恐竜 ヒサクニヒコ∥文・画

恐竜はどうたたかった？ 恐竜 ヒサクニヒコ∥文・画

恐竜はなぜほろんだか？ 恐竜 ヒサクニヒコ∥文・画

恐竜はなぜ滅んだか 中生代のなぞ 岩波ジュニア新書 ８７ 小畠郁生∥著

ぎょうれつぎょうれつ マリサビーナ・ルッソ∥絵と文 青木久子∥訳

きょうはカメくんのたんじょうび エリザベス・ショー∥作・絵 さいとうひさこ∥訳

きょうはソンﾐのうちでキムチをつけるひ！ チェ･インソン文　パン･ジョンファ絵　ピョン･ｷジャ訳

きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二∥作 林明子∥絵

きょうはみんなでクマがりだ 児童図書館・絵本の部屋 マイケル・ローゼン∥再話 ヘレン・オクセンバリー∥絵 山口文生∥訳

きょうはわたしのおたんじょうびよ キャスリーン・アンホールト∥作 角野栄子∥訳

虚栄 久坂部羊著

虚栄の肖像 北森鴻著

曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス作　菱木晃子訳

玉人 宮城谷昌光∥著

曲線の秘密　自然に潜む数学の真理 松下泰雄著

極北クレｲマー 海堂尊著

極北の犬トヨン
ニコライ・カラーシニコフ∥作 高杉一郎∥訳 アーサー・マロクヴィ

ア∥絵

極北の光 曾野綾子∥著

極北ラプソディ 海堂尊著

極夜２カタストロフィスト 警視庁機動分析捜査官・天埜唯 沢村鐵

極夜３リデンプション 警視庁機動分析捜査官・天埜唯 沢村鐵

極夜１シャドウファイア 警視庁機動分析捜査官・天埜唯 沢村鐵

玉蘭 桐野夏生∥著

漁港の肉子ちゃん 幻冬舎文庫 西加奈子著

虚国 香納諒一著

ギョーザのような月がでた 椎名誠∥著

きよしこ 重松清∥著

き



去就　隠蔽捜査６ 今野敏著

巨人グミヤーと太陽と月 中国のむかしばなし 大型絵本 君島久子∥文 小野かおる∥絵

巨人伝 津本陽∥著

巨人のはなし フィンランドのむかしばなし マルヤ　ハルコネン∥再話 ペッカ　ヴオリ∥絵 坂井玲子∥訳

巨人の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著

清須会議 三谷幸喜著

季寄せ‐草木花 秋　上 加藤楸邨∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 秋　下 加藤楸邨∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 夏　上 中村草田男∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 夏　下 中村草田男∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 春　上 山口誓子∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 春　下 山口誓子∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

季寄せ‐草木花 冬 加藤楸邨∥選・監修 富成忠夫∥写真 本田正次∥解説

虚像　下　驕りの代償 高杉良著

虚像の道化師　ガリレオ ７ 東野圭吾著

虚像の砦　メディア 真山　仁

虚像　上　覇者への道 高杉良著

巨大外資銀行 高杉　良

巨大古墳 前方後円墳の謎を解く
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ６
森浩一∥著 穂積和夫∥イラストレーション

巨大生物図鑑 デイビッド＝ピーターズ∥作

きょだいなきょだいな こどものとも傑作集 １００ 長谷川摂子∥作 降矢なな∥絵

巨大な夢をかなえる方法　世界を変えた１２人の卒業式スピーチ ジェフ・ベゾス［等］著　佐藤知恵訳

巨大密林をつき進む アマゾン クストー隊の世界探検 ４ ジャック＝イヴ・クストー∥著 富岡郁子∥訳

虚竹の笛 尺八私考 水上勉∥著

去年の冬、きみと別れ 中村文則著

清姫おりょう 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

虚貌　上 幻冬舎文庫 雫井脩介著

虚貌　下 幻冬舎文庫 雫井脩介著

清水、産寧坂 加堂秀三∥著

虚夢 薬丸岳著

ぎょろ目のジェラルド 世界の子どもライブラリー アン＝ファイン∥作 岡本浜江∥訳 浜田洋子∥絵

きらい・きらい・すき Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 ロビン・クライン∥さく ノエラ・ヤング∥え さいとうゆみこ∥やく

キラキラ共和国 小川糸

きらくな空の旅行者たち レルム＝ヴァルテール∥作 山口とも子∥訳

き



綺良のさくら 時代小説文庫 今井絵美子

きらめいて川は流れる 心にのこる文学 １１ 生源寺美子∥作 藤本四郎∥絵

きらめきのサフィール くもんの創作児童文学シリーズ １ 沢田徳子∥作 藤川秀之∥画

斬られ権佐 宇江佐真理∥著

嫌われ松子の一生 山田宗樹∥著

きらわれものの草の話 雑草と人間 岩波ジュニア新書 ３２１ 松中昭一∥著

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［共]著

きりえ 基本から創作まで 日本きりえ協会∥編

霧をさぐる カラー版自然と科学 ４８ 伊東俊明∥著 深石一夫∥著

キリギリス カラー自然シリーズ ３７ 長谷川洋∥文・解説 久保秀一∥写真

きりぎりすくん ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

きりきり舞い 諸田玲子著

斬り込み はぐれ同心闇裁き５ 喜安幸雄

きりこみおりがみ 新・おりがみランド 桃谷好英∥著

ギリシア人ローマ人のことば 愛・希望・運命 岩波ジュニア新書 １０７ 中務哲郎∥著 大西英文∥著

ギリシア神話 岩波ジュニア新書 ４０ 中村善也∥著 中務哲郎∥著

ギリシアの神殿 三省堂図解ライブラリー フィオーナ・マクドナルド∥文 マーク・バーギン∥画 伊藤重剛∥訳

ギリシア・ローマ神話 上 改版 岩波少年文庫 ３０２０ ブルフィンチ∥作 野上弥生子∥訳

ギリシア・ローマ神話 下 岩波少年文庫 ３０２１ ブルフィンチ∥作 野上弥生子∥訳

桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ著

キリスト 子どもの伝記全集 １３ 山本藤枝∥〔著〕

キリストの棺　世界を震撼させた新発見の全貌
シンハ・ヤコボビッチ，チャールズ・ペルグリーノ [共] 著　沢田博

訳

キリスト物語 浜田広介∥著 初山滋∥画

霧棲む里 津村節子∥著

斬りて候　ぜえろく武士道覚書　上 光文社文庫 門田泰明著

斬りて候　ぜえろく武士道覚書　下 光文社文庫 門田泰明著

桐に赤い花が咲く 新潮文庫 渡辺淳一∥著

霧の朝 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

きりの国の王女 ジプシーのむかしばなし ２ フィツォフスキ∥再話 内田莉莎子∥訳 堀内誠一∥画

きりの国の王女 ジプシーのむかしばなし　２ フィツォフスキ再話　内田莉莎子訳

霧の証言 弁護士朝吹里矢子 徳間文庫 夏樹静子∥著

霧のソレア 緒川怜著

霧のなかの白い犬 アン・ブース

霧の訪問者　薬師寺涼子の怪奇事件簿 KODANSHA　NOVELS 田中芳樹著

き



霧の密約 伴野朗∥著

霧のむこうのふしぎな町 児童文学創作シリーズ 柏葉幸子∥著 竹川功三郎∥絵

霧の罠 真贋控帳 澤田ふじ子

切羽へ 井上荒野著

霧ふかき宇治の恋 新源氏物語 上 田辺聖子∥著

霧ふかき宇治の恋 新源氏物語 下 田辺聖子∥著

切り札　トランプ・フォース 今野敏

キリンさん まど・みちお詩のえほん ２ まどみちお∥詩 南塚直子∥絵

麒麟児 沖方丁

麒麟の翼 東野圭吾著

麒麟の巻　評判娘 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

ギルガメシュ王さいごの旅 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文絵 松野正子∥訳

ギルガメシュ王のたたかい 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文絵 松野正子∥訳

ギルガメシュ王ものがたり 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文絵 松野正子∥訳

キルケゴール
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１９
工藤綏夫∥著

キルトジャパン

キルワーカー 警視庁組対特捜Ｋ 鈴峯紅也

棄霊島　上 内田康夫著

棄霊島　下 内田康夫著

棄霊島　上 内田康夫

棄霊島　下 内田康夫

きれいずきティッチ パット・ハッチンス∥さく つばきはらゆき∥やく

きれいなスカート 手づくりｅｖｅｒｙ　ｄａｙ 文化出版局∥編

綺麗な生活 林真理子著

きれいなはこ あーんあんの絵本 ４ せなけいこ∥さく・え

きれいなはこ あーんあんの絵本 ４ せなけいこ∥さく・え

切れた鎖 田中慎弥著

岐路 上巻 加賀乙彦∥著

岐路 下巻 加賀乙彦∥著

キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ ７ たかどのほうこ∥作・絵

木はいいなあ 世界の新しい絵本
ジャニス・メイ・ユードリイ∥さく マーク・シーモント∥え さいお

んじさちこ∥やく

木は生きている 森林の研究 稲本正∥文 姉崎一馬∥写真

木はえらい イギリス子ども詩集 岩波少年文庫 ２１３９ 谷川俊太郎∥編訳 川崎洋∥編訳

疑惑のアングル　写真の嘘と真実、そして戦争 新藤健一著

き



キーワードで読む戦後史 岩波ジュニア新書 ２４８ 榊原昭二∥著

「極み」のひとり旅 光文社新書　１７０ 柏井壽著

きんいろあらし
こどものとも傑作集 やなぎむらのおは

なし
カズコ・Ｇ・ストーン∥作

きんいろとさかのおんどり ロシアのお話とわらべうた 北畑静子∥訳 ユーリー・ワスネツォフ∥絵

銀色のあしあと 対談 三浦綾子∥著 星野富弘∥著

金色の雨 藤田宜永∥著

きんいろの木 わくわくライブラリー 大谷美和子∥作 沢野ひとし∥絵

きんいろのきつね 「殺生石ものがたり」より むかしむかし絵本 ２１ おおかわえっせい∥ぶん あかばすえきち∥え

ぎんいろのクリスマスツリー 世界の新しい絵本 １０ パット＝ハッチンス∥さく わたなべしげお∥やく

きんいろのさかな 紙しばい名作選 プーシキン∥原作 堀尾青史∥脚本 久米宏一∥画

きんいろのしか　バングラデシュの昔話 日本傑作絵本シリーズ ジャラール・アーメド案　石井桃子再話　秋野不矩絵

きんいろのとき ゆたかな秋のものがたり
アルビン・トレッセルト∥文 ロジャー・デュボアザン∥絵 えくにか

おり∥訳

銀色の日々 新こみね創作児童文学 次良丸忍∥作 中釜浩一郎∥絵

銀をもってきたロバさん トポ・エル・バンポのたからもの たのしい心の児童文学館シリーズ １ スコット・オデール∥作 リンド・ワード∥絵 山本けい子∥訳

金閣炎上 水上勉∥著

銀閣建立 岩井三四二著

金閣寺 新潮文庫 三島由紀夫∥著

銀河鉄道の彼方に 高橋源一郎著

銀河鉄道の夜 岩波少年文庫 ０１２ 宮沢賢治∥作

銀河鉄道の夜 少年少女日本文学館　１０ 宮沢賢治

銀河鉄道の夜 宮沢賢治童話集　２ 宮沢賢治∥作 春日部たすく∥画

銀河祭りのふたり　信太郎人情始末帖 杉本章子著

銀漢の賦 葉室麟著

銀漢の腑 文春文庫 葉室麟

禁忌　TABU フェルディナント・フォン・シーラッハ

近畿地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

きんぎょが　にげた 五味太郎

金魚心 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

金魚のうろこ 田辺聖子∥著

金魚姫 荻原浩著

キング＆クイーン 柳広司著

キングを探せ 法月綸太郎著

キング牧師 人種の平等と人間愛を求めて 岩波ジュニア新書 ２２１ 辻内鏡人∥著 中条献∥著

銀行総務特命 池井戸潤∥著

き



銀行総務特命 池井戸潤

銀行総務特命 新装版 池井戸潤

銀行大統合 ドキュメント・ノベル「みずほフィナンシャルグルー

プ」
高杉良∥著

金鉱町のルーシー Ｌｕｃｋｅｙ　Ｄｉｇｇｉｎｓ カレン・クシュマン∥著 柳井薫∥訳

銀婚式物語 新井素子著

金座　鬼役　二十六 鬼役 坂岡真

銀座開化事件帖 松井今朝子著

銀座界隈ドキドキの日々 和田誠∥著

銀座　千と一の物語 藤田宜永著

筋ジストロフィーの高校生、宇宙を学ぶ 岩波ジュニア新書 ４２５ 千頭一郎∥著

銀しゃり 山本一力著

禁書売り　緒方洪庵浪華の事件帳　１ 双葉文庫 築山桂著

近所の虫の飼いかた １ アゲハ・アリ・テントウムシほか 虫の飼いかた・観察のしかた ３ 海野和男∥〔ほか〕文・写真

近所の虫の飼いかた ２ スズムシ・バッタ・カマキリほか 虫の飼いかた・観察のしかた ４ 海野和男∥文・写真 筒井学∥文・写真 高嶋清明∥文・写真

近世のこども歳時記 村のくらしと祭り 歴史を旅する絵本 宮田登∥文 太田大八∥絵

金属なんでも小事典 元素の誕生からアモルファス金属の特性まで ブルーバックス Ｂ－１１８８ ウォーク∥編著

近代医学の建設者 岩波版ほるぷ図書館文庫 メチニコフ∥著 宮村定男∥訳

金田一温泉殺人事件 講談社文庫 吉村達也∥〔著〕

近代日本の戦争 ２０世紀の歴史を知るために 岩波ジュニア新書 ３０５ 色川大吉∥著

近代の秀句 新修三代俳句鑑賞 朝日選書 ３１７ 水原秋櫻子∥著

禁断 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著

禁断　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏

禁断のパンダ　上 宝島社文庫 拓未司著

禁断のパンダ　下 宝島社文庫 拓未司著

禁断の魔術　ガリレオ８ 東野圭吾著

禁断の館殺人事件 講談社文庫 告発弁護士シリーズ 和久峻三∥〔著〕

きんつばじへい むかしむかし絵本 ２４ おおかわえっせい∥ぶん あかばすえきち∥え

近鉄特急伊勢志摩ライナーの罠 NON　NOVEL 西村京太郎著

金ではなく鉄として 中坊公平∥著 武居克明∥聞き手・構成

銀二貫 幻冬舎時代小説文庫 高田郁著

筋肉はなぜ動く 岩波ジュニア新書 ３８３ 丸山工作∥著

銀の朝、金の午後 藤堂志津子∥著

銀の雨 堪忍旦那為後勘八郎 宇江佐真理∥著

銀のいす
岩波少年文庫 ２１０４ ナルニア国もの

がたり ４
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

き



銀のいす 改版 ナルニア国ものがたり ４ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

銀のうでわ 中国の民話 大型絵本 君島久子∥文 小野かおる∥絵

金の瓜と銀の豆 チャオエンイ∥ぶん ホーミン∥え きみじまひさこ∥やく

銀の枝
ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 チャールズ・キーピング∥

絵

黄金（キン）の鍵 ジョージ＝マクドナルド∥作 中村妙子∥訳 東逸子∥絵

金のがちょうのほん 四つのむかしばなし 福音館世界傑作童話シリーズ レズリー・ブルック∥文・画 瀬田貞二∥訳 松瀬七織∥訳

黄金の騎士団 井上ひさし著

金のさかな　ロシアの民話 世界のお話傑作選
アレクサンドル・プーシキン作　ワレーリー・ワシーリエフ絵　松

谷さやか訳

銀の匙 改版 岩波文庫 中勘助∥作

銀のシギ ファージョン作品集 ６ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

銀の島 山本兼一

銀のスケート ハンス・ブリンカーの物語 岩波少年文庫 ２００５ Ｍ．Ｍ．ドッジ∥作 石井桃子∥訳

きんのたまごのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン作　レナード・ワイスガード絵

わたなべしげお訳

銀のなえし　八の巻 鎌倉河岸捕物控　八の巻 佐伯泰英

金のニワトリ 岩波の子どもの本 エレーン・ポガニー∥文 ウイリー・ポガニー∥え 光吉夏弥∥やく

銀の猫 朝井まかて

金のはさみのカニ タンタンの冒険旅行　１８ エルジェ作　川口恵子訳

銀の馬車 文学の扉　５ ｷｬﾛﾙ・Ｓ・ｱﾄﾞﾗｰ　　足沢良子訳

銀のほのおの国 創作童話シリーズ 神沢利子∥〔著〕

銀のほのおの国 改訂版 福音館創作童話シリーズ 神沢利子∥さく 堀内誠一∥え

銀のボンボニエール 秩父宮妃勢津子∥著

金瓶梅 みだれ絵双紙 皆川博子∥文 岡田嘉夫∥画

銀幕の果てに つかこうへい∥著

金目銀目五万両 渡辺房男∥著

ギンヤンマ カラー版自然と科学 ４６ 藤丸篤夫∥著

金融政策入門 岩波新書 湯本雅士著

金融探偵 池井戸潤

金融腐蝕列島　上 角川文庫 高杉良著

金融腐蝕列島　下 角川文庫 高杉良著

金融崩壊 小説日本銀行 杉田望∥著

金曜日うまれの子 Ｍ．ムシェロヴィチ∥作 田村和子∥訳

金曜日がおわらない 文研ブックランド アニー・ドルトン作　岡本浜江訳

銀翼のイカロス 池井戸潤著

グァテマラゆらゆら滞在記 沢村凛∥著

き
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クアトロ・ラガッツィ　天正少年使節と世界帝国 若桑みどり著

グアム 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

食い食い虫 池部良∥著

くいしんぼうシマウマ
ムウェニエ・ハディシ∥文 アドリエンヌ・ケナウェイ∥絵 草山万兎∥

訳

くいしんぼうのあおむしくん こどものとも傑作集 槙ひろし∥作 前川欣三∥画

くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ∥ぶん なかたにちよこ∥え

くいしんぼ行進曲 大石真∥作 西川おさむ∥え

くいしんぼさんのうた 改訂版 まどみちお詩　馬場のぼる画

くいしんぼらいおん らいおんえほん ４ 八木田宜子∥文 長新太∥絵

クイールはもうどう犬になった こわせたまみ∥文 秋元良平∥写真

クイーンズ海流 佐江衆一∥著

クイーンズスクエア横浜のロリス Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄∥著

グウェンダのキラキラ大作戦 評論社の児童図書館・文学の部屋 テッサ・ダール∥作 コーキィ・ポール∥絵 田中まや∥訳

グウェンの旅だち ヒルクレストの娘たち ４ Ｒ．Ｅ．ハリス∥作 脇明子∥訳

空海 高村薫著

空海の風景 下巻 改版 中公文庫 司馬遼太郎∥著

空海の風景 上巻 改版 中公文庫 司馬遼太郎∥著

くうきのかお びじゅつのゆうえんち アーサー・ビナード構成・文

空気の実験をしよう やさしい科学 ７ 小林卓二∥著

空想より科学へ 社会主義の発展 岩波版ほるぷ図書館文庫 エンゲルス∥著 大内兵衛∥訳

空中鬼 祥伝社文庫 高橋克彦∥著

空中庭園 角田光代∥著

空中の王国 九つの愛の物語 マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳

空中モグラあらわる 動物観察はおもしろい 岩波ジュニア新書 １３４ 今泉吉晴∥著

空の色紙 帚木蓬生

空の魔法陣 下 集英社文庫 斎藤栄∥〔著〕

空（クウ）の魔法陣 上 集英社文庫 斎藤栄∥著

空（クウ）の魔法陣 中 集英社文庫 斎藤栄∥著

空白の瞬間 安西篤子∥著

空白の日記 福音館日曜日文庫 ケーテ・レヒアイス∥著 松沢あさか∥訳 一志敦子∥画

「空腹」が人を健康にする 南雲吉則著

苦役列車 西村賢太著

クオ・ヴァディス 上 福音館古典童話シリーズ ３６ シェンキェヴィッチ∥作 吉上昭三∥訳 津田櫓冬∥画

クオ・ヴァディス 下 福音館古典童話シリーズ ３７ シェンキェヴィッチ∥作 吉上昭三∥訳 津田櫓冬∥画
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クオレ 愛の学校 上 改版 岩波少年文庫 ２００８ デ・アミーチス∥作 前田晁∥訳

クオレ 愛の学校 下 改版 岩波少年文庫 ２００９ デ・アミーチス∥作 前田晁∥訳

苦海浄土 わが水俣病 講談社文庫 石牟礼道子∥著

苦界の娘 はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

九月が永遠に続けば 沼田まほかる著

九月〇日大冒険 偕成社ワンダーランド ２ さとうまきこ∥作 田中槙子∥絵

九月の渓で 光文社文庫 梓林太郎

九月の四分の一 大崎善生∥著

九月姫とウグイス 岩波の子どもの本 サマセット・モーム∥文 光吉夏弥∥やく 武井武雄∥え

ぐぎがさんとふへほさん こどものとも絵本 岸田衿子さく　にしむらあつこえ

くぎ丸二世号のひみつ さびができるしくみを探る 子ども科学図書館 佐藤早苗∥文と写真

傀儡師 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

クーくんツーくんとオバケ クーくんツーくんのえほん 長新太∥さく

クーくんツーくんとタコとイカ クーくんツーくんのえほん 長新太∥さく

公家武者　信平　消えた狐丸 公家武者信平 佐々木　裕一

草筏 瀬戸内寂聴∥著

くさいろのマフラー 後藤竜二∥文 岡野和∥絵

草木染　四季の自然を染める 山崎和樹著

草木染の絵本 つくってあそぼう［18］ 山崎和樹［編］　川上和生絵

草木のなびき、心の揺らぎ Ferris  Books 1０ 三田村雅子著

くさずきんのおひめさま イギリス民話原話 かみしばい世界むかしばなし 上地ちづ子∥脚本 小出保子∥画

草づくし とんぼの本 白洲正子∥著 吉越立雄∥著

草津・伊香保・群馬 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

草津・白根殺人回廊 徳間文庫 梓林太郎

草の陰刻 講談社文庫 松本清張著

草のうた 三浦綾子∥著

草の海 モンゴル奥地への旅 椎名誠∥著

草小路鷹麿の東方見聞録 草薙渉∥著

草野心平 日本の詩 草野心平∥〔著〕 嶋岡晨∥編

草の径 松本清張∥著

草暖簾 難波利三∥著

草花・木の実・ツル・貝がらで作る雑貨 かんたんでおしゃれなクラ

フト入門
レディブティックシリーズ １４７９ さとうますよ∥著

草花たちの静かな誓い 宮本　輝

草花たちの静かな誓い 宮本　輝
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草花のうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ５ 松原巌樹∥文・絵

草花のふしぎ世界探検　カラー版 岩波ジュニア新書　４９９ ピッキオ編著

くさはらのこびと 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本 エルンスト・クライドルフ∥ぶん・え おおつかゆうぞう∥やく

草雲雀 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

草枕 新潮文庫 夏目漱石∥著

くさむら 改訂新版 創作大型えほん 田島征三∥作

草や木のまじゅつ たくさんのふしぎ傑作集 山崎青樹∥文・絵 石曽根史行∥ほか写真

鎖　㊦ 乃南アサ

鎖　㊤ 乃南アサ

鎖鎌秘話 若鷹武芸帖 岡本さとる

くさる かがくのとも傑作集 ４２ なかのひろたか∥さく

腐れ梅 澤田　瞳子

クシカのぼうけん Ｔ・アレクサンドロワ∥作 松谷さやか∥訳 山内ふじ江∥画

くじけな 枡野浩一著

くじけないで 柴田トヨ著

櫛挽道守 木内昇著

公事宿裏始末　火車廻る 二見時代小説文庫 氷月葵

公事宿始末人　破邪の剣 黒崎雄一郎

愚者の連鎖　アナザーフェイス７ 文春文庫 堂場瞬一著

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 創作童話シリーズ 松岡享子∥作 寺島竜一∥画

愚者よ、お前がいなくなってさびしくてたまらない 伊集院静

クシュラの奇跡 １４０冊の絵本との日々 ドロシー・バトラー∥著 百々佑利子∥訳

くじら 福音館のかがくのほん 西脇昌治∥著 薮内正幸∥画

クジラ大海原をゆく 岩波ジュニア新書 ２１０ 水口博也∥著

鯨小学校 おじさんの話 偕成社の創作 松谷みよ子∥著 西山三郎∥絵

くじらだ！ ファミリーえほん １０ 五味太郎∥作・絵

クジラ　大海をめぐる巨人を追って ノンフィクション知られざる世界 水口博也著

クジラと海とぼく 水口博也著

クジラと少年の海 モリ一本でクジラを捕るラマレラ村より 理論社ライブラリー 小島曠太郎∥著 江上幹幸∥写真

クジラの彼 角川文庫 有川浩

くじらのだいすけ こどものともコレクション ’６４～’７２ 天野祐吉∥さく 梶山俊夫∥え

鯨の哭く海 NON　NOVEL 内田康夫著

クジラの保護と捕鯨 世界はいま… 自然環境編 ８ マイケル・ブライト∥著 小原秀雄∥監訳

クジラは昔陸を歩いていた 史上最大の動物の神秘 大隅清治∥著
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頽れた神々 上 西村寿行∥著

頽れた神々 下 西村寿行∥著

くずかごおばけ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

薬子の京（みやこ） 上 三枝和子∥著

薬子の京（みやこ） 下 三枝和子∥著

グスコーブドリの伝記 後編 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 堀尾青史∥脚本 滝平二郎∥画

グスコーブドリの伝記 前編 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 堀尾青史∥脚本 滝平二郎∥画

くす玉おりがみ 新・おりがみランド 布施知子∥著

くすだま日記 中野翠∥著

グースにあった日 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 キャリ・ベスト文　ホリー・ミード絵　まえざわあきえ訳

愚図の大いそがし 山本夏彦∥著

クスノキの番人 東野　圭吾

葛の葉抄 あや子、江戸を生きる 永井路子∥著

楠の実が熟すまで 諸田玲子著

ぐずべり 清水博子∥著

薬が効かない！ 文春新書　４５９ 三瀬勝利著

くすりと情報は使いよう 健康とくすりシリーズ 望月真弓∥著 日本薬学会∥編

クスリになる食べもの・食べ方 講談社＋α新書 飯塚律子∥〔著〕

薬指の標本 新潮文庫 小川洋子著

砕かれた鍵 集英社文庫 逢坂剛著

くたばれかあちゃん！ 山中恒よみもの文庫 １ 山中恒∥作

くだもの王国 絵本図鑑シリーズ ３ さとうち藍∥文 松岡達英∥絵

くだものだもの 幼児絵本シリーズ 石津ちひろ文　山村浩二絵

くだものなんだ 幼児絵本シリーズ きうちかつ作･絵

くだものの花 カラー版自然と科学 ５４ 埴沙萠∥著

果物のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著

果物の文学誌 朝日選書 ５３８ 塚谷裕一∥著

くだものばたけ ４ いちご ちかみじゅんこ∥文 遠藤幸広∥写真

くだものばたけ １０ かき ちかみじゅんこ∥文 津田英作∥写真

くだものばたけ ５ さくらんぼ ちかみじゅんこ∥文 五十嵐明彦∥写真

くだものばたけ ７ すいか ちかみじゅんこ∥文 五十嵐明彦∥写真

くだものばたけ ９ パイナップル ちかみじゅんこ∥文 平良孝七∥写真

くだものばたけ １ ぶどう ちかみじゅんこ∥文 橋本紘二∥写真

くだものばたけ ２ みかん ちかみじゅんこ∥文 武市基靖∥写真 津田英作∥写真
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くだものばたけ ６ メロン ちかみじゅんこ∥文 遠藤幸広∥写真

くだものばたけ ８ もも ちかみじゅんこ∥文 橋本紘二∥写真

くだものばたけ ３ りんご ちかみじゅんこ∥文 五十嵐明彦∥写真

口入屋用心棒　猿兄弟の絆 鈴木英治

朽ちた樹々の枝の下で 真保裕一∥著

口で歩く おはなしプレゼント 丘修三∥作 立花尚之介∥絵

朽ちないサクラ 柚月裕子著

くちのあかないカバヒポポくん
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
わしおとしこ∥脚本解説 田畑精一∥画

くちばし こどものともコレクション ’６４～’７２ ビアンキ∥さく 田中かな子∥やく 薮内正幸∥え

くちびるに歌を 中田永一著

口封じ はぐれ同心闇裁き７ 喜安幸雄

口封じ 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

口は禍いの門 佐藤雅美著

くつが　あったら　どうするの？
ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ∥文 モーリス・センダック∥絵

わたなべしげお∥訳

くつがあったらなにをする？ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ∥ぶん モーリス・センダック∥

え いしづちひろ∥やく

くつかくしたの、だあれ？ 山本悦子作

くっきーだぁいすき こどものくに傑作絵本 間所ひさこ∥作 岩村和朗∥絵

クッキーのおうさま わくわく幼年どうわ　９ 竹下文子著

クッキーのおうさまえんそくにいく わくわく幼年どうわ　１８ 竹下文子作

クッキーのおうさまそらをとぶ わくわく幼年どうわ　１４ 竹下文子作

くっくくっく ０．１．２．えほん 長谷川摂子文　小川忠博写真　矢口峰子製靴

くつくつあるけ
福音館　あかちゃんの絵本 くつくつあ

るけのほん １
林明子∥さく

くつくつどんなくつ？
ウィリアム・ジョイス∥絵 エリザベス・ウィンスロップ∥文 なかが

わちひろ∥訳

クックの航海 児童図書館・絵本の部屋
ピエロ・ヴェントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 吉

田悟郎∥訳

クックパッドプラス 夏の暮らしと時短ごはん

クックパッドのアイデアレシピ＆裏ワザ１００

クックパッドプラス 名もなき１０分炒めもの

くっすん大黒 町田康∥著

くった　のんだ　わらった ポーランド民話 こどものとも傑作集 ５８ 内田莉莎子∥再話 佐々木マキ∥画

くっついた 三浦太郎作･絵

くっつくふしぎ かがくのほん 田中幸∥文 結城千代子∥文 村田まり子∥絵

グッディさんとしあわせの国 ルース・エインワース∥作 河本祥子∥訳

Ｇｏｏｄｂｙｅオスカー　君をわすれない 文研じゅべにーる 沢田徳子∥作 渡辺有一∥絵

くつなおしの店 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー∥さく 松野正子∥やく こみねゆら∥え

く



クーデター 楡周平∥著

国をすくった子どもたち
リスベート・ツヴェルガー∥絵 イディス・ネズビット∥作 猪熊葉子∥

訳

国盗り物語 第３巻 改版 織田信長 前編 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

国盗り物語 第４巻 改版 織田信長 後編 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

国盗り物語 第１巻 斎藤道三 前編 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

国盗り物語 第２巻 改版 斎藤道三 後編 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

五二屋傳蔵 山本一力著

クヌギ林のザワザワ荘 あかね創作文学シリーズ 富安陽子∥作 安永麻紀∥絵

くノ一初陣 隠密家族　６ 喜安幸夫

首を斬られにきたの御番所　縮尻鏡三郎 佐藤雅美著

首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎著

くび飾り・メニュエット （他）あまがさ・牧歌・初雪・車室にて・

月の光，など十一編
旺文社文庫 モーパッサン∥著 平野威馬雄∥訳

虞美人草 岩波文庫 夏目漱石∥作

首吊り島　監禁者 折原一∥著

首吊り判事　京都のテミス女裁判官 光文社文庫 和久峻三

くびながりゅうをさがせ とおい昔の謎をとく ２ たかしよいち∥文 石津博典∥え

首無の如き崇るもの 講談社文庫 三津田信三

首一つ　６ 江戸の御庭番 藤井邦夫

公方　鬼役　二十七 鬼役 坂岡真

公方様のお通り抜け 西山ガラシャ著

熊井明子の楽しいポプリづくり 熊井明子∥著

くまおとこ グリムどうわより フェリクス・ホフマン∥画 酒寄進一∥訳

熊谷喜八の“キハチ流”気ままな洋風おかず ＮＨＫきょうの料理シリーズ 熊谷喜八∥著

熊谷突撃商店 ねじめ正一∥著

くまくん 二宮由紀子作　あべ弘士絵

くまくんおやすみ アデレイド・ホール∥文 シンディ・ゼッカース∥絵 中野完二∥訳

くまくんのあさはおおいそがし
ハリエット・ツィーフェルト∥文 アーノルド・ローベル∥絵 こだま

ともこ∥訳

クマくんのえんそく 児童図書館・絵本の部屋 ジョン・ヨーマン∥文 クェンティン・ブレイク∥絵 山口文生∥訳

くまくんのおともだち はじめてよむどうわ ３
Ｅ・Ｈ・ミナリック∥ぶん モーリス・センダック∥え まつおかきょ

うこ∥やく

クマくんのおめでとうクッキー 日本傑作絵本シリーズ 柳生まち子∥さく

クマくんのバタつきパンのジャムつきパン
日本傑作絵本シリーズ クマくんのおい

しいほん １
柳生まち子∥さく

クマくんのはちみつぶんぶんケーキ
日本傑作絵本シリーズ クマくんのおい

しいほん ２
柳生まち子∥さく

クマくんの冬の家 児童図書館・絵本の部屋 ジョン・ヨーマン∥文 クェンティン・ブレイク∥絵 山口文生∥訳

クマくんのやくそく 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

く



くまげらのはる 極寒に生きる生きものたち 手島圭三郎∥作・絵

くまざわくんのたからもの いぬうえくんとくまざわくん・４ きたやまようこ作

くまさん まどみちお∥作

くまさんくまさん 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ∥さく やまわきゆりこ∥え

くまさんにあげる くまのえほん ４ 神沢利子∥ぶん 平山英三∥え

くまさんのいす 講談社の創作絵本 森山京∥文 西巻茅子∥絵

くまたくんとおじいちゃん くまたくんのえほん ９ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

くまたくんの　おるすばん くまたくんのえほん ５ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

くまたくんのたんじょうび くまたくんのえほん １０ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

くまちゃん 角田光代著

くまって、いいにおい ゆもとかずみ∥文 ほりかわりまこ∥絵

クマとうさんのこもりうた 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デビ・グリオリ∥さく 山口文生∥やく

クマとキングバード グリム童話 クリス・コノバー∥え かけがわやすこ∥やく

クマと仙人
ジョン・ヨーマン∥作 渡辺茂男∥訳 渡辺鉄太∥訳 クェンティン・ブ

レイク∥絵

くまのえほん　やまのごちそう 日本傑作絵本シリーズ ひらやまえいぞう∥作

くまの子ウーフ 続 こども童話館 ９ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

くまの子ウーフ ポプラ社の創作童話 １１ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集 １ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

くまの子ウーフおつかいかぞえうた ポプラ社の小さな童話 １００ 神沢利子∥さく 井上洋介∥え

くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 ６ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

くまの子ウーフ　ミミちゃんといっしょ ポプラ社の小さな童話 ７９ 神沢利子∥さく 井上洋介∥え

くまの子ウーフミミちゃんのみみ ポプラ社の小さな童話 ９０ 神沢利子∥さく 井上洋介∥え

くまの子ウーフ　ゆきのあさ 絵本のひろば １０ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

熊野古道　南紀・伊勢 ブルーガイド　てくてく歩き　１１

熊野古道を歩く ＪＴＢキャンブックス 歴史 ４

くまのこまこちゃん 神沢利子∥さく 片山健∥え

くまのコールテンくん 新訳えほん １９ ドン＝フリーマン∥さく まつおかきょうこ∥やく

熊の敷石 堀江敏幸∥著

くまのしっぽがみじかくなったわけ アイヌの伝統・文化を題材にした絵本 くろせひさこ作

クマのＴＲがやってきた 児童図書館・文学の部屋 テランス・ディックス∥さく 山口文生∥やく スーザン・ヘラルド∥え

くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス∥作 ロジャー・デュボアザン∥絵 湯沢朱実∥訳

くまのテディ・ロビンソン 世界傑作童話シリーズ ジョーン・Ｇ・ロビンソン∥さく・え 坪井郁美∥やく

くまのパディントン 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペギー・フォートナム∥画

くまのビーディーくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン∥さく まつおかきょうこ∥やく

く



くまのブウル
リダ・フォシェ文　フェードル・ロジャンコフスキー絵　いしいも

もこ訳

クマのプーさんと魔法の森 クリストファー・ミルン∥著 石井桃子∥訳

クマのプーさんと魔法の森へ 求龍堂グラフィックス 猪熊葉子∥監修・文 中川祐二∥写真

クマのプーさん　プー横丁にたった家 Ａ・Ａ・ミルン∥作 石井桃子∥訳

くまのぼりす ブルーナーの絵本 ディック・ﾌﾞﾙｰﾅぶん・え　まつおかきょうこ訳

くまのレストランのひみつ 講談社青い鳥文庫 １１５‐１ 牧原あかり∥〔著〕 堤直子∥絵

くまのローラ 世界傑作童話シリーズ
トルード・デ・ヨング∥さく ジョージーン・オーバーワーター∥え

横山和子∥やく

熊本県の民話 鬼八の首ほか 県別ふるさとの民話 ３４　熊本県 日本児童文学者協会∥編

クマよ たくさんのふしぎ傑作集 星野道夫∥文・写真

クムカン山のトラたいじ 世界みんわ絵本 朝鮮 松谷みよ子∥文 梶山俊夫∥絵

蜘蛛男 創元推理文庫 ４０１－０３ 江戸川乱歩∥著

雲霧仁左衛門 後編 新潮文庫 池波正太郎∥著

雲さわぐ 天草の代官・鈴木重成 藤井素介∥著

くもさん　おへんじ　どうしたの エリック＝カールの絵本 エリック＝カール　もりひさし訳

雲と天気　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　２ 塚本治弘著

雲と天気のかんさつ 講談社パノラマ図鑑 ３０ 清水教高∥文 湯山生∥写真

雲取谷の少年忍者 フォア文庫 Ｃ０６６ 古田足日∥作 箕田源二郎∥画

くものいえ 改訂 得田之久∥さく

クモの一生 観察の本 ８ 千国安之輔∥写真と文

クモの糸 子ども科学図書館 岡野薫子∥文 岩淵慶造∥絵

雲のいろいろ カラー版自然と科学 ５ 湯山生∥著

雲の上の村 トガリ山のぼうけん ７ いわむらかずお∥文・絵

雲の宴 上 辻邦生∥著

雲の宴 下 辻邦生∥著

クモの親と子 観察の本 ４ 千国安之輔∥写真と文

雲の影 王国記　３ 花村萬月著

くものこどもたち ジョン・バーニンガム∥さく たにかわしゅんたろう∥やく

くものすおやぶんとりものちょう こどものとも傑作集 秋山あゆ子作

くものすおやぶん　ほとけのさばき こどものとも絵本 秋山あゆ子作

蜘蛛の巣店 喬四郎　孤剣ノ望郷 八木忠純

雲の大研究
大自然の贈りもの　気象の不思議がよく

わかる！
岩槻秀明著

雲の盗十郎 御助宿控帳 鳥羽亮

雲の果 あさのあつこ

雲の果 あさのあつこ

く



雲のはて フランバーズ屋敷の人びと　２ 岩波少年文庫 ３１１７ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

クモのひみつ 科学のアルバム ３６ 栗林慧∥著

雲の都　第２部　時計台 加賀乙彦著

雲の都 第１部 広場 加賀乙彦∥著

くもりのちはれせんたくかあちゃん こどものとも傑作集 さとうわきこ作・絵

九紋龍 羽州ぼろ鳶組　３ 今村翔吾

くやしい王さまがいこつじけん ちいさな王さまシリーズ ６ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

ぐやん　よやん 長谷川摂子ぶん　ながさわまさこえ

くらいくらい
あかちゃん絵本　おでかけばいばのほん

３
長谷川摂子文　柳生弦一郎絵

くらーいくらいおはなし ルース・ブラウン∥作・絵 深町真理子∥訳

暗い血の旋舞 松本清張∥著

昏い部屋 ミネット・ウォルターズ∥著 成川裕子∥訳

クライ・ムキ　大人のおしゃれ服 レデイブティックシリーズ

クライ・ムキの新スクールメイツの服 婦人生活家庭シリーズ クライ・ムキ∥著 手づくりママキディ∥編集

暗い夜、星を数えて ３・１１被災鉄道からの脱出 彩瀬まる

クラウゼヴィッツの暗号文 広瀬隆∥著

くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

暮らし上手さんの再利用のコツと基本 快適暮らしラボ［監]

クラシックカー 万有ガイド・シリーズ １４ 〔Ｐｉｅｒｏ　Ｃａｓｕｃｃｉ∥著〕 折口透∥訳

クラシックカメラ NHK美の壺 NHK「美の壺」制作班［編］

暮らしにいかすハーブ図鑑 神蔵嘉高

暮らしに役立つ日曜大工の知恵 ちょっとした工作から修繕までのＤ

ＩＹ入門
エスカルゴ・ブックス 西沢正人∥著

暮らしの商品安全学 宮本一子∥著

暮しの手帳　５　春　２０２０

暮らしの手帖　２０２０　８－９ ７　夏

暮らしの手帖　１１　春　２０２１ 生きることは、たのしことばかり

暮しの手帖　４　早春　２０２０

暮しの手帖　１０　初春　２０２１

暮しの手帖　１２　初夏　２０２１　６－７月号 毎日があたらしいから

「暮しの手帖」とわたし 大橋鎭子著

暮しの手帖のとっておきレシピ 暮しの手帖編集部著

暮しの用具手入れ集 改訂 大島幸子∥著

暮しのラッピング わたし時間シリーズ 長谷恵著

クラス１ばんひらめきルーカス 新・世界の子どもの本 ４ ジョハナ＝ハーウィッツ∥作 安藤紀子∥訳 伊東美貴∥絵

く



「暮らす！」技術 「捨てる！」技術　２ 宝島社新書 辰巳渚∥著

クラス全員が出演できるどの子にもセリフがある音楽の劇 斎田喬∥〔ほか〕著

クラス全員が出演できる　どの子にもセリフがある　名作童話劇 生越嘉治∥著

グラタンおばあさんとまほうのアヒル 創作どうわのひろば ９ 安房直子∥作 いせひでこ∥絵

グラツィオーソ 山口なお美著

クラック！
フレデリック・バック∥え ギレーン・パケン＝バック∥ぶん やまし

たはるお∥やく

クラッシユ 楡周平∥著

クラッシュマン 柴田哲孝

くらのかみ Ｍｙｓｔｅｒｙ　ｌａｎｄ 小野不由美∥著

蔵の中 祥伝社文庫 小池真理子∥著

クラバート 上 偕成社文庫 ４０５９ プロイスラー∥作 中村浩三∥訳

クラバート 下 偕成社文庫 ４０６０ プロイスラー∥作 中村浩三∥訳

クラバート 改訂版 現代の翻訳文学
オトフリート＝プロイスラー∥作 ヘルベルト＝ホルツィング∥絵 中

村浩三∥訳

くらまし屋稼業 くらまし屋稼業 今村翔吾

くらやみこわいのだあれ あたらしい世界の童話 ７ クロスビイ・ボンソル∥作　絵 渡辺南都子∥訳

くらやみ城の冒険 ミス・ビアンカシリーズ １ マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

くらやみ谷の魔物 小さなスズナ姫 富安陽子∥作 飯野和好∥絵

暗闇で踊れ 馳星周著

暗やみにかがやく巣 グーズベリーパークの仲間たち 文研じゅべにーる シンシア・ライアント∥作 若林千鶴∥訳 アーサー・ハワード∥絵

暗闇の教室 ハヤカワ・ミステリワールド 折原一∥著

暗闇の殺意 光文社文庫 中町信著

くらやみの谷の小人たち 創作童話シリーズ いぬいとみこ∥作 吉井忠∥画

クララをいれてみんなで６人 ペーター・ヘルトリング∥作 佐々木田鶴子∥訳

クランⅥ　警視庁内密命組織・最後の任務 沢村鐵

クランⅤ　警視庁渋谷南署巡査・足ヶ瀬直助の覚醒 沢村鐵

グランド・フィナーレ 阿部和重著

グランドマンション 折原一著

クランⅣ　警視庁機動分析課・上郷奈津実の執心 沢村鐵

くりあがり　くりさがり ぼくのさんすう・わたしのりか ７ 砂賀嘉治∥〔著〕 桑原伸之∥え

くりあがりのたしざん まついのりこ∥さく

くりぃむパン 課題図書 濱野京子著

ぐりぐり　えかき がんばれおっくん１ねんせい 東君平∥著

クリスタル殺人事件 講談社文庫 吉村達也著

クリスティーナの誘拐
児童図書館・文学の部屋 ＳＯＳシリー

ズ ２
ジョーン・ラウリー・ニクソン∥〔著〕 宮下嶺夫∥訳

く



クリストファーの魔法の旅 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 田中薫子∥訳 佐竹美保∥絵

クリスマスイヴのこと クレメント・ムーア∥作 アニタ・ローベル∥絵 松井るり子∥訳

クリスマスをまつリサベット
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 石

井登志子∥訳

クリスマスがちかづくと 斉藤倫

クリスマス・キャロル 改版 岩波少年文庫 ２００１ ディケンズ∥作 村山英太郎∥訳

クリスマス･キャロル 岩波少年文庫551 チャールズ・デイケンズ作　脇明子訳

クリスマス・キャロル 新潮文庫 ディケンズ著　村岡花子訳

クリスマス・クリスマス たくさんのふしぎ傑作集 角野栄子∥さく

クリスマス事典 国際機関日本サンタピア委員会∥監修

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

クリスマスってなあに？ ジョーン・G・ロビンソン文・絵　こみやゆう訳

クリスマスってなんなの？ ゆかいなゆかいなおはなし ヘレン・モンセル∥さく 光吉夏弥∥やく 津田櫓冬∥え

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

おかもとはまえ∥やく

クリスマスにはおくりもの 五味太郎∥作

クリスマス人形のねがい 大型絵本 ルーマー・ゴッデン∥文 バーバラ・クーニー∥絵 掛川恭子∥訳

クリスマスのうさぎさん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ウィル∥さく ニコラス∥え わたなべしげお∥やく

クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム∥さく 長田弘∥やく

クリスマスのおはなし ジェーン・レイ∥絵と文 奥泉光∥訳

クリスマスの女の子
Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉

四つの人形のお話 １
ルーマー・ゴッデン∥さく 久慈美貴∥やく

クリスマスのこねこ 傑作ねこの絵本 クレア・ターレイ・ニューベリー∥文と絵 光吉夏弥∥訳

クリスマスのちいさなおくりもの こどものとも絵本 アリスン・アトリー作　上条由美子訳　山内ふじ江絵

クリスマスのつぼ 世界のほんやくえほん ９ ジャック・ケント∥作・絵 清水真砂子∥訳

クリスマスの猫 ロバート・ウェストール∥作 ジョン・ロレンス∥絵 坂崎麻子∥訳

クリスマスのまえのばん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
クレメント・Ｃ・ムーア∥ぶん わたなべしげお∥やく ウィリアム・

Ｗ・デンスロウ∥え

クリスマスの魔術師 マーガレット・マーヒー∥作 山田順子∥訳

クリスマスのものがたり
世界傑作絵本シリーズ 日本とスイスの

絵本
フェリクス・ホフマン∥さく しょうのこうきち∥やく

クリスマスのようせい
Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉

四つの人形のお話 ２
ルーマー・ゴッデン∥さく 久慈美貴∥やく

クリスマスのりんご　クリスマスをめぐる九つのお話
ルース・ソーヤー、アリソン・アトリー［他］文　上条由美子

［編］訳

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　ｂｏｏｋ 手作りで迎えるクリスマス ３ 文化出版局∥編 安東紀夫∥撮影

クリスマス・ボックス リチャード・Ｐ・エヴァンズ∥著 笹野洋子∥訳

クリスマスまであと九日 セシのポサダの日
マリー・ホール・エッツ∥作・画 アウロラ・ラバスティダ∥作 たな

べいすず∥訳

クリスマス物語 メトロポリタン美術館∥編 青柳正規∥訳

グリックの冒険 岩波少年文庫 ２１２２ 斎藤惇夫∥作 薮内正幸∥画

グリックの冒険 斎藤惇夫∥作 薮内正幸∥画

く



グリーティング 山本容子∥著

ぐりとぐら こどものとも傑作集 ２１ 中川李枝子∥さく 大村百合子∥え

ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 ９１ なかがわりえこ∥〔さく〕 やまわきゆりこ∥〔え〕

ぐりとぐらとすみれちゃん こどものとも傑作集 なかがわりえこ∥文 やまわきゆりこ∥絵

ぐりとぐらのあいうえお なかがわりえこ∥さく やまわきゆりこ∥え

ぐりとぐらのあいうえお ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

ぐりとぐらの１・２・３ 中川李枝子作　山脇百合子絵

ぐりとぐらの１・２・３ ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

ぐりとぐらの１ねんかん 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ∥作 やまわきゆりこ∥絵

ぐりとぐらのうたうた１２つき 日本傑作絵本シリーズ 中川李枝子文　山脇百合子絵

ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 ６４ なかがわりえこ∥〔著〕 やまわきゆりこ∥〔絵〕

ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 ６４ なかがわりえこ∥〔著〕 やまわきゆりこ∥〔絵〕

ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ∥文 やまわきゆりこ∥絵

ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 １ 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

ぐりとぐらのおまじない なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

ぐりとぐらのおまじない ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 ５９ なかがわりえこ∥さく やまわきゆりこ∥え

ぐりとぐらのしりとりうた なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

グリム幻想紀行 童話のふるさとを訪ねて 求龍堂グラフィックス 田中安男∥取材・文 西森聡∥写真

グリム童話 完訳 子どもと家庭のメルヒェン集 １ グリム兄弟∥編 グリム兄弟∥編 小沢俊夫∥訳

グリム童話 完訳 子どもと家庭のメルヒェン集 ２ グリム兄弟∥編 グリム兄弟∥編 小沢俊夫∥訳

グリム童話 子どもに聞かせてよいか？ ちくまライブラリー ２３ 野村　∥著

グリム童話集
ヤーコプ・グリム∥〔著〕 ヴィルヘルム・グリム∥〔著〕 リディ

ア・ポストマ∥絵 ウィルヘルム菊江∥訳

グリム童話集 １ いばら姫　ヘンゼルとグレーテル　赤ずきん・他
グリム兄弟∥編〔著〕 グリム兄弟∥編〔著〕 相良守峯∥訳 茂田井武∥

絵

グリム童話集 ２ 鉄のハンス　白雪姫　金のガチョウ・他
グリム兄弟∥編〔著〕 グリム兄弟∥編〔著〕 相良守峯∥訳 茂田井武∥

絵

グリム童話集 ３ 六人のけらい　雪白ちゃんとバラ紅ちゃん　大力ハ

ンス・他

グリム兄弟∥編〔著〕 グリム兄弟∥編〔著〕 相良守峯∥訳 茂田井武∥

絵

グリム童話全集 １ グリム兄弟∥著 グリム兄弟∥著 高橋健二∥訳

グリム童話全集 ２ ヤーコプ・グリム∥著 ヴィルヘルム・グリム∥著 高橋健二∥訳

グリム童話全集 ３ ヤーコプ・グリム∥著 ヴィルヘルム・グリム∥著 高橋健二∥訳

グリム童話のふるさと とんぼの本 小沢俊夫∥〔ほか〕著

グリムの昔話 １ 野の道編 おやゆびこぞう　赤ずきん　七わのカラ

ス　森の家ほか

グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 矢崎源九郎∥訳 植田敏郎∥訳 乾侑美

子∥訳

グリムの昔話 ２ 林の道編 白雪姫　ヘンゼルとグレーテル　ハンス

ぼうやはりねずみほか

グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 矢崎源九郎∥訳 植田敏郎∥訳 乾侑美

子∥訳

グリムの昔話 ３ 森の道編 １２人の狩人　ガチョウ番の娘　鉄のハ

ンス　マレーン姫ほか

グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 矢崎源九郎∥訳 植田敏郎∥訳 乾侑美

子∥訳

グリムの森の算数パズル やさしい科学 山崎直美∥著 君島美知子∥絵

く



クリンへ帰る旅びと チャイコフキー物語 ひのまどか∥作

くりんくりんごーごー ０．１．２．えほん 佐々木マキ作

クリンドルクラックスがやってくる！ フィリップ・リドリー∥作 マーク・ロバートソン∥絵 唐沢則幸∥訳

グリーン・ノウの石
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 別巻
ルーシー・Ｍ・ボストン∥作 亀井俊介∥訳

グリーン・ノウの煙突
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 ２
Ｌ．Ｍ．ボストン∥〔著〕 亀井俊介∥訳

グリーン・ノウのお客さま
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 ４
Ｌ．Ｍ．ボストン∥〔作〕 亀井俊介∥訳

グリーン・ノウの川
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 ３
Ｌ．Ｍ．ボストン∥〔作〕 亀井俊介∥訳

グリーン・ノウの子どもたち
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 １
Ｌ．Ｍ．ボストン∥作 亀井俊介∥訳

グリーン・ノウの魔女
児童図書館・文学の部屋 グリーン・ノ

ウ物語 ５
Ｌ．Ｍ．ボストン∥作 亀井俊介∥訳

狂い咲き正宗　刀剣商ちょうじ屋光三郎 山本兼一著

ぐるぐるまわるすべり台 中村航著

くるすの残光　天の庭 仁木英之著

車いすからこんにちは あかねノンフィクション ９ 嶋田泰子∥著 風川恭子∥絵

車のいろは空のいろ 続 こども童話館 １ あまんきみこ∥作 北田卓史∥絵

車のいろは空のいろ ポプラ社の創作童話 ３ あまんきみこ∥〔著〕 北田卓史∥絵

車のいろは空のいろきこえるよ〇 ポプラ社の小さな童話 ９２ あまんきみこ∥さく つちだよしはる∥え

車のいろは空のいろ １ 白いぼうし あまんきみこ∥作 北田卓史∥絵

車のいろは空のいろ ２ 春のお客さん あまんきみこ∥作 北田卓史∥絵

車のいろは空のいろ ３ 星のタクシー あまんきみこ∥作 北田卓史∥絵

車の上にゾウがいる！？ ジェレミー・ジェームズのおはなし 世界のよみもの
デービッド・ヘンリー・ウィルソン∥作 掛川恭子∥訳 パトリシア・

ドルー∥絵

くるまはいくつ こどものとも絵本 渡辺茂男作　堀内誠一絵

クルミわりとネズミの王さま 岩波少年文庫 ０７５ ホフマン∥作 上田真而子∥訳

クルミわりとネズミの王さま 岩波少年文庫復刻版 ホフマン∥作 国松孝二∥訳

くるみわり人形とねずみの王さま
Ｅ・Ｔ・Ａ・ホフマン∥作 リスベート・ツヴェルガー∥画 山本定祐∥

訳

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

廓の罠 百万両の伊達男 稲葉稔

くるんと　さかあがり がんばれおっくん１ねんせい 東君平∥著

ぐるんぱのようちえん こどものとも傑作集 西内ミナミ∥文 堀内誠一∥絵

グレイヴディッガー 高野和明∥著

グレイ・ラビットのおはなし 岩波少年文庫 １０５２ アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳 中川李枝子∥訳

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

中川李枝子∥訳

グレイラビットのクリスマス リトル・グレイラビット ４
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 みのうらま

りこ∥訳

グレイラビットのたんじょう会 リトル・グレイラビット ６
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 まがたよう

こ∥訳

クレオパトラ 上 宮尾登美子∥著

く



クレオパトラ 下 宮尾登美子∥著

クレオパトラ 世界帝国を夢みた女 フィリップ・ファンデンベルク∥著 坂本明美∥訳

クレオパトラの葬送
講談社ノベルス 薬師寺涼子の怪奇事件

簿
田中芳樹∥著

暮坂 小島信夫∥著

クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ∥作 菊島伊久栄∥訳

クレスカ１５歳　冬の終りに マウゴジャタ・ムシェロヴィチ∥作 田村和子∥訳

愚劣 百万石の留守居役　十四 上田　秀人

紅の袖 諸田玲子著

呉・広島ﾀﾞﾌﾞﾙ殺人事件 十津川警部 西村　京太郎

クレマチス ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２７ 杉本公造∥著 早川広∥著

クレヨン王国王さまのへんな足 講談社青い鳥文庫 ２０－２５ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国カメレオン別荘村 講談社青い鳥文庫 ２０－３５ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国黒の銀行 講談社青い鳥文庫 ２０‐１８ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国１２妖怪の結婚式 講談社青い鳥文庫 ２０－３４ 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 講談社青い鳥文庫 ２０－３０ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国新十二か月の旅 講談社青い鳥文庫 ２０‐１６ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国タンポポ平１７橋 講談社青い鳥文庫 ２０－３８ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国茶色の学校 Ｐａｒｔ　１ 講談社青い鳥文庫 ２０－３６ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国茶色の学校 Ｐａｒｔ　２ 講談社青い鳥文庫 ２０－３７ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国超特急２４色ゆめ列車 講談社青い鳥文庫 ２０－３１ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご 〔Ｐａｒｔ１〕 講談社青い鳥文庫 ２０‐９ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご Ｐａｒｔ３ 講談社青い鳥文庫 ２０‐１５ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご Ｐａｒｔ　４ 講談社青い鳥文庫 ２０－１７ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご Ｐａｒｔ　６ 講談社青い鳥文庫 ２０‐２０ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご Ｐａｒｔ　７ 講談社青い鳥文庫 ２０‐２１ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご Ｐａｒｔ　８ 講談社青い鳥文庫 ２０‐２２ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国月のたまご　完結編 青い鳥文庫　２０－４７ 福永令三著

クレヨン王国デパート特別食堂 講談社青い鳥文庫 ２０－２８ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国とんでもない虹 講談社青い鳥文庫 ２０－３３ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国七つの森 講談社青い鳥文庫 ２０‐６ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国なみだ物語 講談社青い鳥文庫 ２０‐８ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国の赤トンボ 講談社青い鳥文庫 ２０‐１４ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国の十二か月 講談社青い鳥文庫 ０２０‐１ 福永令三∥著 三木由記子∥絵

クレヨン王国の白いなぎさ 講談社青い鳥文庫 ２０‐５ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

く



クレヨン王国のパトロール隊長 講談社青い鳥文庫 ２０‐４ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国の四土神 講談社青い鳥文庫 ２０－４３ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国春の小川 講談社青い鳥文庫 ２０‐１３ 福永令三∥〔著〕 三木由記子∥絵

クレヨン王国１０９番めのドア Ｐａｒｔ　１ 講談社青い鳥文庫 ２０－２６ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国１０９番めのドア Ｐａｒｔ　２ 講談社青い鳥文庫 ２０－２７ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国水色の魔界 講談社青い鳥文庫 ２０‐２４ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国道草物語 講談社青い鳥文庫 ２０－４５ 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 講談社青い鳥文庫 ２０－２９ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨン王国ロペとキャベツの物語 講談社青い鳥文庫 ２０－３２ 福永令三∥作 三木由記子∥絵

クレヨンからのおねがい！ 課題図書 ドリュ-・デイウｵルト文　オリヴァー・ジェファーズ絵

クレヨンぞうさん 大日本ようねん文庫 あまんきみこ∥さく 長新太∥え

くれよんのはなし ドン・フリーマン∥さく さいおんじさちこ∥やく

紅蓮の焔 般若同心と変化小僧(十二) 小杉健治

黒い雨 新潮文庫 井伏鱒二∥著

黒い家 貴志祐介∥著

黒い潮 津村節子∥著

黒いお姫さま　ドイツの昔話 福音館文庫 ヴィルヘルム・ブッシュ著　上田真而子訳

黒い傷のある部屋 新井満∥著

黒い兄弟 上 リザ・テツナー∥著 酒寄進一∥訳

黒い兄弟 下 リザ・テツナー∥著 酒寄進一∥訳

黒い島のひみつ タンタンの冒険旅行 １ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

黒い空 松本清張∥著

黒い太陽 新堂冬樹著

クロイツェル・ソナタ　悪魔 新潮文庫 トルストイ∥〔著〕 原卓也∥訳

黒い手と金の心 岩波少年文庫復刻版 ファビアーニ∥作 杉浦明平∥共訳 安藤美紀夫∥共訳

黒い羽 誉田哲也

黒い春 山田宗樹∥著

黒い羊のおくりもの
ジタ・ユッカー∥絵 エリザベート・ヘック∥作 ウィルヘルムきくえ∥

訳

くろいマントのおじさん 日本傑作絵本シリーズ 金森宰司∥作

くろいは　かげさ ことばあそびえほん ことばあそびの会∥文 多田ヒロシ∥絵

九郎判官 領家高子∥著

くろうまブランキー こどものとも傑作集 １７ 伊東三郎∥再話 堀内誠一∥画

黒馬物語 改版 岩波少年文庫 ２０１１ シュウエル∥作 土井すぎの∥訳

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ ７ 山口進∥写真・文

く



黒崎警視のＭ　ファイル 六道慧

黒十手捕物帖 暁に哭く乙女 鳴海丈

黒地の絵　傑作短編集２ 新潮文庫 松本清張著

黒書院の六兵衛　下 浅田次郎著

黒書院の六兵衛　上 浅田次郎著

黒書院の六兵衛　上 文春文庫 浅田次郎

クローズアップ 今野敏著

クローズアップ 今野敏

黒頭巾旋風録 佐々木譲∥著

クロス・ステッチ サンプル３００

クロス・ステッチ 花のテーブルクロス

クロスセクション 輪切り図鑑 有名な１８の建物や乗物の内部を見る
スティーヴン・ビースティー∥画 リチャード・プラット∥文 北森俊

行∥訳

クローズド・ノート 雫井脩介著

クロスファイア 上 カッパ・ノベルス 宮部みゆき∥著

クロスファイア 下 カッパ・ノベルス 宮部みゆき∥著

くろずみ小太郎旅日記 おろち退治の巻 飯野和好∥〔作〕

くろずみ小太郎旅日記　その６　怪僧わっくさ坊暴れる！の巻 飯野和好著

くろずみ小太郎旅日記　その５　吸血たがめ婆の恐怖の巻 飯野和好著

くろずみ小太郎旅日記 その２ 盗賊あぶのぶんべえ退治の巻 飯野和好∥〔作〕

くろずみ小太郎旅日記 その４ 悲笛じょろうぐもの巻 飯野和好∥〔作〕

くろずみ小太郎旅日記　その７　秘湯、まぼろし谷の怪の巻 飯野和好著

くろずみ小太郎旅日記　その８　風雲きのこ山の助太刀の巻 飯野和好著

くろずみ小太郎旅日記 その３ 妖鬼アメフラシ姫の巻 飯野和好∥〔作〕

黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続 宮部　みゆき

黒つちがもえた 子ども科学図書館 大竹三郎∥文 古屋勉∥絵

クローディアの秘密 岩波少年少女の本 ８ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

クローディアの秘密 岩波少年文庫 ２０７７ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

グロテスク 桐野夏生∥著

くろて団は名探偵 ハンス・ユルゲン・プレス∥作画 大社玲子∥訳

黒蜥蝪 創元推理文庫 ４０１－０５ 江戸川乱歩∥著

黒と茶の幻想 恩田陸

クロナガアリ カラー自然シリーズ ２４ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

クロニック戦国全史 池上裕子∥〔ほか〕編集

くろねこかあさん 幼児絵本シリーズ 東君平∥さく

く



くろねこクロの日よう日 改訂 創作どうわライブラリー ７ 小池タミ子∥作 井上洋介∥絵

黒ねこサンゴロウ ２ キララの海へ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ ５ 霧の灯台 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ ４ 黒い海賊船 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ旅のつづき ２ 青いジョーカー 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ旅のつづき ４ 金の波銀の風 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ旅のつづき １ ケンとミリ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ旅のつづき ５ 最後の手紙 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ旅のつづき ３ ほのおをこえて 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ １ 旅のはじまり 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ねこサンゴロウ ３ やまねこの島 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

黒ネコジェニーのおはなし １ 世界傑作童話シリーズ エスター・アベリル∥作・絵 松岡享子∥共訳 張替恵子∥共訳

黒ネコジェニーのおはなし ２ 世界傑作童話シリーズ エスター・アベリル∥作・絵 松岡享子∥共訳 張替恵子∥共訳

黒ねこジェニーの誕生日 エスター・アベリル∥作・絵 羽島葉子∥訳

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース∥作 荒このみ∥訳 山内ふじ江∥絵

くろねこの　しろいはな
ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民

話
わしおとしこ文　藤本四郎絵

くろねこのどん 岡野かおる子

黒ねこミケシュのぼうけん ヨゼフ・ラダ作

黒猫　モルグ街の殺人 光文社古典新訳文庫 エドガー・アラン・ポー著　小川高義訳

黒の狩人　上 大沢在昌著

黒の狩人　下 大沢在昌著

黒蝿 上 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

黒蝿 下 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

クローバーナイト 辻村深月著

クローバー・レイン ポプラﾌﾞﾝｺ 大崎梢著

黒豹ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾝﾊﾞｯﾄ　特命武装検事黒木豹介　上 徳間文庫 門田泰明著

黒豹ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾝﾊﾞｯﾄ　特命武装検事黒木豹介　中 徳間文庫 門田泰明著

黒豹ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾝﾊﾞｯﾄ　特命武装検事黒木豹介　下 徳間文庫 門田泰明著

黒豹奪還 上 Ｋｕｒｏｈｙｏ　ｚｅｎｓｈｕ 門田泰明∥著

黒豹奪還 下 Ｋｕｒｏｈｙｏ　ｚｅｎｓｈｕ 門田泰明∥著

黒豹必殺　特命武装検事・黒木豹介 徳間文庫 門田泰明著

黒船 吉村昭∥著

黒部川殺人事件 旅行作家・茶屋次郎の事件簿 梓林太郎

黒百合 多島斗志之著

く



クロワッサン　特別編集 断捨離

クローンの世界 岩波ジュニア新書 ３１５ 中内光昭∥著

クローン羊の衝撃 岩波ブックレット Ｎｏ．４４１ 米本昌平∥〔著〕

クワガタ 新版 カラー自然シリーズ ３ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉光著

クワガタムシ そだててみよう ７ 吉家世洋∥構成・文 森上義孝∥絵

クワガタムシ 科学のアルバム ５９ 林長閑∥構成・文

くわずにょうぼう こどものとも 稲田和子∥再話 赤羽末吉∥画

ぐんぐんうまくなる！硬式テニス 内山勝著

ぐんぐんうまくなる！　サッカー 上野山信行著

ぐんぐんうまくなる！　７人制ラグビー 岩渕健輔著

ぐんぐんうまくなる！　水泳 竹村吉昭著

ぐんぐんうまくなる！　ソフトテニス 熊田章甫著

ぐんぐんうまくなる！　ソフトボール 利根川勇著

ぐんぐんうまくなる！　卓球 西村卓二著

ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島康徳著

ぐんぐんうまくなる！バトミントン 名倉康弘著

ぐんぐんうまくなる！バレーボール 蔦宗浩二著

ぐんぐんうまくなる！野球守備 久慈照嘉著

ぐんぐんうまくなる！野球ピッチング 鹿取義隆著

ぐんぐんうまくなる！ラグビー 清宮克幸著

ぐんぐんぐん みどりのうた 大型絵本 デービッド・マレット∥文 オラ・アイタン∥絵 脇明子∥訳

ぐんぐん強くなる！陸上競技 尾縣貢著

くんくんとかじ 子どもがはじめてであう絵本 １４ ディック・ブルーナ∥ぶん・え まつおかきょうこ∥やく

くんくんにこいぬがうまれたよ ディック・ブルーナぶん・え　まつおかきょうこやく

ぐんぐんのびる！東京スカイツリー　断面図と大パノラマ 講談社の創作絵本 青山邦彦絵

群青 北方謙三∥著

群青色のカンバス 杉原爽香、十六歳の夏 光文社文庫 赤川次郎著

群青色の波 口入屋用心棒 鈴木英治

群青の湖 芝木好子∥著

クンシラン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３３ 小笠原亮∥著

君臣の想 お髷番承り候　十 上田秀人

軍隊のない国コスタリカ 母と子でみる ３７ 早乙女勝元∥編

くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ∥さく まさきるりこ∥やく

く



くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ∥さく あらいゆうこ∥やく

くんちゃんのだいりょこう 大型絵本 ドロシー・マリノ∥文絵 石井桃子∥訳

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ∥さく まさきるりこ∥やく

くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ∥さく まさきるりこ∥やく

くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ∥さく まさきるりこ∥やく

くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ∥さく まさきるりこ∥やく

軍手人形の動物園 保育のアイデア ８ 長縄泰子∥著

軍手の人形劇場 保育のアイデア ９ 長縄泰子∥著 村上幸雄∥脚本

薫風鯉幟 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

薫風堂 手蹟指南所薫風堂 野口卓

群馬県の民話 分福茶がまほか 県別ふるさとの民話 １６　群馬県 日本児童文学者協会∥編

群狼の舞　満州国演義　３ 船戸与一著

K 三木卓著

慶応三年生まれ七人の旋毛曲り 漱石・外骨・熊楠・露伴・子規・紅

葉・緑雨とその時代
坪内祐三∥著

計画殺人 講談社文庫 マイケル・キンブル∥〔著〕 高儀進∥訳

警官の条件 佐々木譲著

警官の条件 佐々木譲

警官の血　上巻 佐々木譲著

警官の血　下巻 佐々木譲著

警官の紋章 佐々木譲著

警官の紋章 ハルキ文庫 佐々木譲

京急線さんぽ 散歩の達人

敬語を使いこなす 講談社現代新書 ８６８ 野元菊雄∥著

傾国の策 お髷番承り候　四 上田秀人

傾国　もうひとつの楊貴妃伝 中路啓太著

桂子は風のなかで 現代の創作児童文学 ５３ 宮川ひろ∥作 遠藤てるよ∥画

経済学辞典 第３版 大阪市立大学経済研究所∥編

経済ってそういうことだったのか会議 佐藤雅彦∥著 竹中平蔵∥著

経済のしくみ１００話 新版 岩波ジュニア新書 ２３９ 岸本重陳∥著

経済の世界勢力図 榊原英資著

警察が狙撃された日 そして〈偽り〉の媒介者たちは 谷川葉∥著

警察官の秘密がズバリ！わかる本 謎解きゼミナール［編］

警察庁から来た男 佐々木譲著

警察長官と砂漠の掠奪者
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６２０
マイクル・ピアス∥著 堀内静子∥訳

く

け



警察庁広域特捜官　梶山俊介 広島・尾道・刑事殺し 本城英明

警察はなぜあるのか 行政機関と私たち 岩波ジュニア新書 １５４ 原野翹∥著

刑事小町　浅草機動捜査隊 鳴海章

刑事たちの夏 久間十義∥著

警視庁ＦＣ 今野敏

警視庁FC 今野敏著

警視庁鑑識課 鎮静剤 北林優

警視庁公安Ｊ 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

警視庁公安Ｊ　ダブルｼﾞｪｲ 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

警視庁公安部第二資料係 今宮新

警視庁私設特務部隊　ＫＵＤＡＮ 警視庁私設特務部隊 神野オキナ

警視庁神南署 今野敏

警視庁心理捜査官　上 黒崎視音

警視庁心理捜査官　下 黒崎視音

警視庁心理捜査官　KEEP OUTⅡ　現着 黒崎視音

刑事の子 宮部みゆき著

刑事の子 宮部みゆき

刑事の慟哭 下村敦史

刑事の墓場 首藤瓜於著

刑事のはらわた 首藤瓜於著

刑事の骨 永瀬隼介著

刑事のまなざし 薬丸岳著

啓順凶状旅 佐藤雅美∥著

啓順純情旅 佐藤雅美著

継承 奥右筆秘帳 上田秀人

桂昌院藤原宗子 竹田真砂子著

芸づくし忠臣蔵 関容子∥著

継続捜査ゼミ 今野敏

継続は力なり 人生を本音で生きた女校長の記録 草柳大蔵∥著

啓太の選択 坂上弘∥著

ケイティの夏 エリザベス・バーグ∥著 島田絵海∥訳

毛糸でつくろう かんたん手芸　５ 寺西恵里子著

芸人 岩波新書　新赤版 ５２８ 永六輔∥著

Ｋの日々 大沢在昌著

け



軽薄 金原ひとみ著

京浜公害地帯 清水嘉治∥〔ほか〕編著

軽蔑 中上健次∥著

Ｋ・Ｎの悲劇 高野和明∥著

けがしたフランツごちそうたべた 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ６
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

毛皮の本 改訂 中村喜代次∥著 西川勢津子∥著

毛皮ひめ シャーロット・ハック∥文 アニタ・ローベル∥絵 松井るり子∥訳

劇をしようよ モニカ・レイムグルーバー∥さく おおしまかおり∥やく

ケーキがやけたら、ね 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ヘレン・オクセンバリー∥さく せなあいこ∥やく

劇場 又吉直樹

激震 ジェイムズ・ダレッサンドロ著　菊地よしみ訳

劇盗二代目日本左衛門 八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美∥著

激流 柴田よしき著

激流　かながわ昭和史の断面 神奈川新聞編集局編

逆浪果つるところ　重蔵始末 ７　蝦夷篇 逢坂剛著

ゲゲゲの女房 武良布枝著

けさくしゃ 畠中恵著

今朝の骨肉、夕べのみそ汁 講談社文庫 工藤美代子著

今朝の春　みをつくし料理帖 時代小説文庫 高田郁著

消されかけた男
チャーリー・マフィンシリーズ　新潮文

庫
ブライアン・フリーマントル著　稲葉明雄訳

下山の思想 幻冬舎新書 五木寛之著

けしごむ　うさぎ がんばれおっくん１ねんせい 東君平∥著

けしつぶクッキー
マージェリー・クラーク∥作 モード・ピーターシャム∥絵 ミスカ・

ピーターシャム∥絵 渡辺茂男∥訳

芥子の花　金春屋ゴメス 西條奈加著

化粧 上巻 新潮文庫 渡辺淳一∥著

化粧 中巻 新潮文庫 渡辺淳一∥著

化粧 下巻 新潮文庫 渡辺淳一∥著

化生の海 内田康夫∥著

化粧の裏 御広敷用人　大奥記録(二) 上田秀人

化身 下巻 渡辺淳一∥著

化身 上巻 渡辺淳一∥著

化身 アヴァターラ 愛川晶∥著

下水のはなし 人間の知恵 １３ 藤田千枝∥著

ゲーターガールズふたりはなかよし どうわコレクション
ジョアンナ・コール∥作 ステファニー・カルメンソン∥作 リン・マ

ンシンガー∥絵 吉上恭太∥訳

け



下駄貫の死　七の巻 鎌倉河岸捕物控　七の巻 佐伯泰英

けちくらべ ワッハハ！ゆかいでおかしい日本の民話 小野和子文　大和田美鈴画

化蝶散華 玄侑宗久∥著

けちんぼおおかみ 日本のむかし話 ４ 神沢利子∥文 赤羽末吉∥絵

けちんぼじいさんのおくりもの 新しい世界の童話シリーズ
オットマー＝ランク∥作 森典子∥訳 トラウドル＝ライナー∥画 ヴァ

ルター＝ライナー∥画

血圧がみるみる下がる１００のコツ 荻野善之

血圧を下げるのに降圧剤はいらない 薬を使わない薬剤師が教える 宇多川久美子

血液をサラサラにする生活術 講談社＋α新書 菊池佑二∥〔著〕

血液サラサラ特効法１０１　血圧・コレステロール・血糖値・中性

脂肪を下げる！

決壊　上 平野啓一郎著

決壊　下 平野啓一郎著

月下上海 文春文庫 山口恵以子著

月下の恋人 浅田次郎著

月下のサクラ 柚月裕子

月下美人・クジャクサボテン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２９ 橋詰穹∥著

「欠陥」住宅は、なぜつくられるのか　安全なマンション・住まい

を求めて
岩波ブックレット　６７２ 河合敏男著

月冠の巫王 たつみや章∥作 東逸子∥絵

月宮の人 上 杉本苑子∥著

月宮の人 下 杉本苑子∥著

結局、女はキレイが勝ち。 勝間　和代

月光 中公文庫 誉田哲也

月光を浴びながら暮らすこと 宮迫千鶴∥著

月光の東 宮本輝∥著

月光浴 石川賢治∥著

けっこう笑えるイギリス人 山形優子フットマン著

結婚 橋本治著

けっこん・せんか 阿川佐和子/壇ふみ

けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン∥さく 山口智子∥やく 堀内誠一∥え

「結婚」の憂鬱 諸井薫∥著

結婚不成立(上) ｼﾄﾞﾆｲ・ｼｪﾙﾀﾞﾝ著

結婚不成立(下） ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ著

血痕は語る 坂井活子∥著

傑作！　物理パズル50　解いてビックリ　わかってスッキリ！ ブルーバックス ポール・Ｇ・ヒューイット著

決算書入門 ビジネス・ゼミナール 辻敢∥著 脇田良一∥著

け



月蝕の窓
講談社ノベルス 建築探偵桜井京介の事

件簿
篠田真由美∥著

月神 葉室麟著

決心 独り身同心　七 小杉健治

決心　独り身同心　七 時代小説文庫 小杉健治著

月世界探険 タンタンの冒険旅行 １３ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

決戦 奥右筆秘帳 上田秀人

決戦の時 上 遠藤周作∥著

決戦の時 下 遠藤周作∥著

血戦　ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京２ 楡周平著

血族の澱 お髷番承り候　三 上田秀人

決断 小杉健治著

決着　吉原裏同心（十四） 吉原裏同心　十四 佐伯泰英

決定版はじめてのお菓子 主婦の友新実用BOOKS

決定版 はじめてのＰＣオーディオ　音楽データーをいい音で楽しむ

ための最初の一歩
Ｇaudio特別編集ＭＯＯＫ２１

決定版毎日のおかず 家庭で作る和・洋・中華おなじみ味と新鮮味！
主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ Ｃｏｏｋｉ

ｎｇ
主婦の友社∥編

血闘 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

ゲットーの壁は高くて 心の児童文学館シリーズ ４第７巻 クリスタ・レアード∥作 青木信義∥訳

訣別　下 マイクル・コナリー

訣別　上 マイクル・コナリー

訣別の海 ロバート・B・パーカー著　山本博訳

訣別の森 末浦広海著

ケッヘル　下 中山可穂著

ケッヘル　上 中山可穂著

血脈 上 佐藤愛子∥著

血脈 中 佐藤愛子∥著

血脈 下 佐藤愛子∥著

血脈 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

血脈 新剣客太平記　一 岡本さとる

血脈の火 流転の海　第三部 宮本輝

血霧　下 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル著　池田真紀子訳

血霧　上 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル著　池田真紀子訳

結盟 高家表裏譚　３ 上田秀人

げつようびのこども 広谷鏡子∥著

月曜日の水玉模様 加納朋子∥著
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欠落 今野敏著

欠落 今野敏著

血涙　新・楊家将　下 北方謙三著

血涙　新・楊家将　上 北方謙三著

血路　十 鬼役 坂岡真

ゲーテさんこんばんは 池内紀∥著

下天は夢か １ 津本陽∥著

下天は夢か ２ 津本陽∥著

下天は夢か ３ 津本陽∥著

下天は夢か ４ 津本陽∥著

解毒 表御番医師診療禄　３ 上田秀人

ゲド戦記外伝 ゲド戦記 　別巻　〔６〕 ル＝グウィン作 清水真砂子訳

ゲーとピー たぬきせんせいのびょうきのほん かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 毛利子来∥ぶん なかのひろたか∥え

けなげ 荻野アンナ∥著

毛並みのいい花嫁 JOY NOVELS 赤川次郎著

ケナリも花、サクラも花 鷺沢萠∥著

ケニーのまど モーリス・センダック∥作 じんぐうてるお∥訳

ケネディ 子どもの伝記全集 ３０ 久保喬∥〔著〕

Kの悲劇 JOY NOVELS 吉村達也著

ゲノム・ハザード 司城志朗∥著

ゲームあそび 室内と野外 ジュニア図鑑 ３５ 薗田碩哉∥著 浮田千枝子∥著

けむたい後輩 柚木麻子

ゲームの名は誘拐 東野圭吾∥著

煙 松岡圭祐∥〔著〕

煙が目にしみる 石川渓月著

けものたちのないしょ話 中国民話選 岩波少年文庫 ０９６ 君島久子∥編訳

ケモノの城 誉田哲也著

ケモノの城 誉田哲也

獣の奏者　1 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　３ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　４ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　５ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　６ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　７ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

け



獣の奏者　８ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　２ 青い鳥文庫 上橋菜穂子著

獣の奏者　２　王獣編 上橋菜穂子著

獣の奏者　外伝　刹那 上橋菜穂子著

獣の奏者　４　完結編 上橋菜穂子著

獣の奏者　３　探求編 上橋菜穂子著

獣の奏者　１　闘蛇編 上橋菜穂子著

欅しぐれ 山本一力著

螻蛄 黒川博行著

ゲラダヒヒ けんかぎらいのサルたち ジュニア写真動物記 １９ 河合雅雄∥著

蹴りたい背中 綿矢りさ∥著

ケルト紀行 アイルランド・コーンウォール（英）・ブルターニュ

（仏）へ
松島駿二郎∥著

ケルトとローマの息子 ローズマリー・サトクリフ∥作 灰島かり∥訳

ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ∥作 灰島かり∥訳

ケルベロスの肖像 海堂尊著

ケーレブとケート 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ∥〔作〕 あそうくみ∥やく

[原因」と「結果」の法則 ジェームス・アレン

幻影の星 白石一文著

けんか ともだち絵本 シャーロット・ゾロトウ∥文 ベン・シェクター∥絵 みらいなな∥訳

幻香 内田康夫著

限界集落株式会社 黒野伸一

玄界灘 白石一郎∥著

幻覚 渡辺淳一著

剣客商売 〔正〕 池波正太郎∥著

剣客商売庖丁ごよみ 池波正太郎∥著

剣客太平記 剣客太平記 岡本さとる

剣客旗本春秋譚 剣友とともに 鳥羽亮

けんかしちゃだめ！かんじゃだめ！
エルサ・Ｈ・ミナリック∥さく モーリス・センダック∥え やました

はるお∥やく

けんかのきもち からだとこころのえほん ２ 柴田愛子∥文 伊藤秀男∥絵

剣花舞う 流想十郎蝴蝶剣 鳥羽亮

喧嘩名人 剣客太平記 岡本さとる

元気 五木寛之著

元気を引き出すサプリメント 自然治癒力を高める連続講座

げんきかなトンパちゃん クリスティーナ・ロウヒ∥作・絵 坂井玲子∥訳
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剣鬼と盗賊 剣客同心親子船 鳥羽亮

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウイｯクさく　多賀京子訳

元気なポケット人形 ルーマー・ゴッデン∥作 アドリエンヌ・アダムズ∥絵 猪熊葉子∥訳

げんきなマドレーヌ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥作・画 瀬田貞二∥訳

元気なモファットきょうだい 岩波少年文庫 ２１１１ エレナー・エスティス∥作 渡辺茂男∥訳

研究室のスパイ事件 恐竜探偵フェントン ５ Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉茂樹∥訳 太田大八∥絵

剣?の人 剣客太平記 岡本さとる

県警外事課　クルス機関 宝島社文庫 柏木伸介

県警猟奇犯罪アドバイザー・久井重吾ドラゴンスリーパー 長崎尚志

げんげ　新酔いどれ小籐次　十 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

弦月の風　八丁堀剣客同心 ハルキ文庫　時代小説文庫 鳥羽亮著

げんげと蛙 ジュニア・ポエム双書 草野心平∥詩 長野ヒデ子∥絵

幻剣　双猿 隠目付江戸日記(八) 鳥羽亮

健康をつくる天然にがり 小坂達也著

剣豪将軍義輝 宮本昌孝∥著

けんこうだいいち マンロー・リーフ絵本 マンロー・リーフ∥作 わたなべしげお∥やく

健康という病 五木寛之

健康半分 赤瀬川原平著

ゲンゴロウ カラー自然シリーズ ４２ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

乾坤の夢 上 津本陽∥著

乾坤の夢 中 津本陽∥著

乾坤の夢 下 津本陽∥著

原罪 上
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６２９
Ｐ・Ｄ・ジェイムズ∥著 青木久恵∥訳

原罪 下
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６３０
Ｐ・Ｄ・ジェイムズ∥著 青木久恵∥訳

原罪の庭
講談社ノベルス 建築探偵桜井京介の事

件簿
篠田真由美∥著

検察側の罪人 雫井修介著

検察官 岩波文庫 ゴーゴリ∥作 米川正夫∥訳

検察者 小杉健治∥著

検察捜査 講談社文庫 中嶋博行

検察の疲労 産経新聞特集部∥著

研鑽 表御番医師診療禄　７ 上田秀人

乾山晩愁 葉室麟著

ゲンじいとかっぱ ゆたかなこころシリーズ 平方浩介∥脚本 福田庄助∥画

検事霞夕子夜更けの祝電 夏樹静子∥著
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検屍官 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

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 発明発見物語全集 １ 岩城正夫∥著

原始人健康学 家畜化した日本人への提言 新潮選書 藤田紘一郎∥著

源氏天一坊　２ 江戸の御庭番 藤井邦夫

原始の海
児童図書館・科学の部屋 人間はどこか

らきたか？ １
ドゥニス・プラーシュ∥絵と文 小林陽子∥訳

賢治の学校 宇宙のこころを感じて生きる 鳥山敏子∥著

検事の死命 柚月裕子著

検事の信義 柚月裕子

検事の本懐 柚月裕子著

原子・分子の発明発見物語 デモクリトスから素粒子まで 発明発見物語全集 ４ 板倉聖宣∥編

ゲンジボタル カラー版自然と科学 ４０ 片野隆司∥著

源氏物語 １ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ２ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ３ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ４ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ５ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ６ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 ７ 日本古典選 〔紫式部∥著〕 池田亀鑑∥校註

源氏物語 １０ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ７ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ９ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ８ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ６ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ５ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ４ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ３ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 ２ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語 １ 紫式部∥〔著〕 瀬戸内寂聴∥訳

源氏物語　上 ２１世紀版　少年少女古典文学館　５ 瀬戸内寂聴著

源氏物語　下 ２１世紀版　少年少女古典文学館　６ 瀬戸内寂聴著

源氏物語　二
コミックストーリーわたしたちの古典

６
監修　長谷川孝士

源氏物語　一
コミックストーリーわたしたちの古典

５
監修　長谷川孝士

源氏物語の時代　一条天皇と后たちのものがたり 朝日選書　８２０ 山本淳子著

源氏物語の脇役たち 瀬戸内寂聴∥著
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源氏物語人殺し絵巻 長尾誠夫∥著

賢者のおくりもの オー・ヘンリー∥文 リスベート・ツヴェルガー∥画 矢川澄子∥訳

研修医純情物語　先生と呼ばないで 幻冬舎文庫 川渕圭一

幻色江戸ごよみ 宮部みゆき∥著

原色金魚図鑑

原色植物観察図鑑 堀勝

原色世界の美術 １４ アメリカ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ８ イギリス １ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ９ イギリス ２ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ３ イタリア １ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ４ イタリア ２ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １２ エジプト 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １１ ギリシア 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ５ スペイン・ポルトガル 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １０ ソビエト 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １５ 中国 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ６ ドイツ・オーストリア 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １３ 西アジア・インド 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ２ フランス ２ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 １ フランス １ 座右宝刊行会∥編

原色世界の美術 ７ ベルギー・オランダ

原色世界の美術 １６ メキシコ・ペルー 座右宝刊行会∥編

原色日本の美術 ６ 阿弥陀堂と藤原彫刻 工藤圭章∥著 西川新次∥著

原色日本の美術 １７ 浮世絵 菊地貞夫∥著

原色日本の美術 ８ 絵巻物 秋山光和∥著

原色日本の美術 ２１ 甲冑と刀剣 尾崎元春∥著 佐藤寒山∥著

原色日本の美術 １５ 桂離宮と茶室 川上貢∥著 中村昌生∥著

原色日本の美術 ２８ 近代の建築・彫刻・工芸 神代雄一郎∥〔ほか〕著

原色日本の美術 ２６ 近代の日本画 河北倫明∥著

原色日本の美術 ２７ 近代の洋画 高階秀爾∥著

原色日本の美術 １ 原始美術 斎藤忠∥著 吉川逸治∥著

原色日本の美術 １６ 神社と霊廟 稲垣栄三∥著

原色日本の美術 ２２ 書 堀江知彦∥著

原色日本の美術 ４ 正倉院 土井弘∥著
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原色日本の美術 １３ 障屏画 武田恒夫∥著

原色日本の美術 ２９ 請来美術 絵画・書 米沢嘉圃∥著 中田勇次郎∥著

原色日本の美術 ３０ 請来美術 陶芸 長谷部楽爾∥著

原色日本の美術 １２ 城と書院 藤岡通夫∥著

原色日本の美術 １１ 水墨画 田中一松∥著 米沢嘉圃∥著

原色日本の美術 ２０ 染織・漆工・金工 山辺知行∥〔ほか〕著

原色日本の美術 １０ 禅寺と石庭 太田博太郎∥〔ほか〕著

原色日本の美術 １４ 宗達と光琳 山根有三∥著

原色日本の美術 ９ 中世寺院と鎌倉彫刻 伊藤延男∥著 小林剛∥著

原色日本の美術 １９ 陶芸 田中作太郎∥著 中川千咲∥著

原色日本の美術 ３ 奈良の寺院と天平彫刻 浅野清∥著 毛利久∥著

原色日本の美術 １８ 南画と写生画 吉沢忠∥著 山川武∥著

原色日本の美術 ２５ 南蛮美術と洋風画 坂本満∥〔ほか〕著

原色日本の美術 ２４ 風俗画と浮世絵師 山根有三∥〔ほか〕著

原色日本の美術 ７ 仏画 高田修∥著 柳沢孝∥著

原色日本の美術 ２ 法隆寺 久野健∥著 鈴木嘉吉∥著

原色日本の美術 ５ 密教寺院と貞観彫刻 倉田文作∥著

原色日本の美術 ２３ 面と肖像 亀田孜∥〔ほか〕著

原色野草観察検索図鑑 長田武正

原子力発電は安全か 世界はいま… ６ ナイジェル・ホークス∥著 轡田隆史∥監訳

原子炉の蟹 講談社文庫 長井彬著

献心 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場　瞬一

賢人たちの世 城山三郎∥著

ケンスケの王国 評論社の児童図書館・文学の部屋 マイケル・モーパーゴ∥著 佐藤見果夢∥訳

牽制 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場　瞬一

幻想運河 講談社ノベルス 有栖川有栖∥著

幻想の夏 徳間文庫 西村京太郎著

幻想郵便局 講談社文庫 堀川アサコ著

元素の小事典 新版 岩波ジュニア新書 ３１６ 高木仁三郎∥著

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 発明発見物語全集 １７ 板倉聖宣∥編

現代イスラムの潮流 集英社新書 ００９６ 宮田律∥著

現代児童文学傑作選 少年少女日本文学館　２３ 安藤美紀夫　椋鳩十　松谷みよ子　古田足日

現代児童文学傑作選　２ 少年少女日本文学館　２４ 与田準一　筒井敬介　佐藤さとる　神沢利子

現代社会１００面相 第３版 岩波ジュニア新書 ３６１ 鎌田慧∥著
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現代書道講座 １ 楷書編 講談社∥編

現代書道講座 ４ かな編 講談社∥編

現代書道講座 ２ 行書編 講談社∥編

現代書道講座 ３ 草書編 講談社∥編

現代書道講座 ５ ペン字編 講談社∥編

現代書道講座 ６ 毛筆便利事典 講談社∥編

現代の家相 とんぼの本 清家清∥著

現代の鎌倉彫 木内晴岳∥著

現代の県民気質 全国県民意識調査 ＮＨＫ放送文化研究所∥編

現代物理学の世界 フロンティアを拓いた人びと 岩波ジュニア新書 ３０９ 久保謙一∥著

現代文学大系 ２５ 芥川竜之介集 芥川竜之介∥著

現代文学大系 ３９ 網野菊．壷井栄．幸田文集 網野菊∥〔ほか〕著

現代文学大系 ２２ 有島武郎集 有島武郎∥著

現代文学大系 ５２ 石川淳集 石川淳∥著

現代文学大系 ４８ 石川達三集 石川達三∥著

現代文学大系 ４９ 伊藤整集 伊藤整∥著

現代文学大系 ６０ 井上靖集 井上靖∥著

現代文学大系 ４３ 井伏鱒二集 井伏鱒二∥著

現代文学大系 ２９ 宇野浩二．葛西善蔵．牧野信一集 宇野浩二∥〔ほか〕著

現代文学大系 ５９ 大岡昇平集 大岡昇平∥著

現代文学大系 ４１ 岡本かの子．林芙美子．宇野千代集 岡本かの子∥〔ほか〕著

現代文学大系 ２ 尾崎紅葉．泉鏡花集 尾崎紅葉∥著 泉鏡花∥著

現代文学大系 ４５ 尾崎士郎．火野葦平集 尾崎士郎∥著 火野葦平∥著

現代文学大系 ３５ 梶井基次郎．堀辰雄．中島敦集 梶井基次郎∥〔ほか〕著

現代文学大系 ３３ 川端康成集 川端康成∥著

現代文学大系 ２８ 菊池寛．広津和郎集 菊池寛∥著 広津和郎∥著

現代文学大系 １５ 北原白秋．高村光太郎．宮沢賢治集 北原白秋∥〔ほか〕著

現代文学大系 ６８ 現代歌集 土岐善麿∥著者代表

現代文学大系 ６９ 現代句集 荻原井泉水∥著者代表

現代文学大系 ６７ 現代詩集 金子光晴∥著者代表

現代文学大系 ６３ 現代名作集 １ 中村星湖∥著者代表

現代文学大系 ６４ 現代名作集 ２ 有島生馬∥著者代表

現代文学大系 ６５ 現代名作集 ３ 稲垣足穂∥著者代表

現代文学大系 ６６ 現代名作集 ４ 埴谷雄高∥著者代表
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現代文学大系 ３ 幸田露伴　樋口一葉集 幸田露伴∥著 樋口一葉∥著

現代文学大系 ４２ 小林秀雄集 小林秀雄∥著

現代文学大系 １６ 斎藤茂吉．島木赤彦．若山牧水．釈迢空集 斎藤茂吉∥〔ほか〕著

現代文学大系 ５３ 坂口安吾．井上友一郎．檀一雄集 坂口安吾∥〔ほか〕著

現代文学大系 ２７ 佐藤春夫集 佐藤春夫∥著

現代文学大系 ２３ 里見弴．久保田万太郎集 里見弴∥著 久保田万太郎∥著

現代文学大系 ５６ 椎名麟三集 椎名麟三∥著

現代文学大系 ２１ 志賀直哉集 志賀直哉∥著

現代文学大系 ６２ 島尾敏雄．安岡章太郎．庄野潤三．吉行淳之介集 島尾敏雄∥〔ほか〕著

現代文学大系 ８ 島崎藤村集 １ 島崎藤村∥著

現代文学大系 ９ 島崎藤村集 ２ 島崎藤村∥著

現代文学大系 ３１ 滝井孝作．尾崎一雄．上林暁集 滝井孝作∥〔ほか〕著

現代文学大系 ５７ 武田泰淳集 武田泰淳∥著

現代文学大系 ４４ 武田麟太郎．島木健作．織田作之助集 武田麟太郎∥〔ほか〕著

現代文学大系 ５４ 太宰治集 太宰治∥著

現代文学大系 １８ 谷崎潤一郎集 １ 谷崎潤一郎∥著

現代文学大系 １９ 谷崎潤一郎集 ２ 谷崎潤一郎∥著

現代文学大系 １ 坪内逍遥．二葉亭四迷．北村透谷集 坪内逍遥∥〔ほか〕著

現代文学大系 １１ 徳田秋声集 徳田秋声∥著

現代文学大系 ５ 徳富蘆花．木下尚江．岩野泡鳴集 徳富蘆花∥〔ほか〕著

現代文学大系 ３６ 中野重治集 中野重治∥著

現代文学大系 ５０ 中山義秀．阿部知二集 中山義秀∥著 阿部知二∥著

現代文学大系 ２４ 長与善郎．野上弥生子集 長与善郎∥著 野上弥生子∥著

現代文学大系 １４ 夏目漱石集 ２ 夏目漱石∥著

現代文学大系 ４６ 丹羽文雄集 丹羽文雄∥著

現代文学大系 ３４ 萩原朔太郎．三好達治．西脇順三郎 萩原朔太郎∥〔ほか〕著

現代文学大系 ３７ 葉山嘉樹．小林多喜二．徳永直集 葉山嘉樹∥〔ほか〕著

現代文学大系 ４０ 平林たい子．円地文子集 平林たい子∥著 円地文子∥著

現代文学大系 ４７ 舟橋聖一集 舟橋聖一∥著

現代文学大系 ６１ 堀田善衛．阿川弘之．遠藤周作．大江健三郎集 堀田善衛∥〔ほか〕著

現代文学大系 ７ 正岡子規．高浜虚子．長塚節集 正岡子規∥〔ほか〕著

現代文学大系 １２ 正宗白鳥集 正宗白鳥∥著

現代文学大系 ５８ 三島由紀夫集 三島由紀夫∥著

現代文学大系 ３８ 宮本百合子．佐多稲子集 宮本百合子∥著 佐多稲子∥著
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現代文学大系 ２０ 武者小路実篤集 武者小路実篤∥著

現代文学大系 ３０ 室生犀星．外村繁集 室生犀星∥著 外村繁∥著

現代文学大系 ４ 森鴎外集 森鴎外∥著

現代文学大系 ２６ 山本有三集 山本有三∥著

現代文学大系 ３２ 横光利一集 横光利一∥著

けんた・うさぎ 子どもとお母さんのおはなし 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

けん玉 日本けん玉協会∥監修 丸石照機∥文 鈴木一郎∥文 千葉雄司∥文

けん玉の技百選 あそびとスポーツのひみつ１０１ １２ 日本けん玉協会∥著

源太郎の初恋 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

建築・土木の雑学事典 おもしろくてためになる 大浜一之∥著

建築のウンチク 山田修著

建築の発明発見物語 住まいの始まりから未来都市まで 発明発見物語全集 １５

けんちゃんとトシせんせい 高木敏子∥ぶん 狩野ふきこ∥え

県庁おもてなし課 有川浩著

剣道 改訂新版 講談社スポーツシリーズ 伊保清次∥著

剣道 Ｊスポーツシリーズ ６ 栄花直輝∥著

剣と十字架 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

剣と薔薇の夏　上 創元推理文庫 戸松淳矩著

剣と薔薇の夏　下 創元推理文庫 戸松淳矩著

源内狂恋 諸田玲子∥著

幻庵　下 百田尚樹

幻庵　上 百田尚樹

剣に生き、剣に死す 時代小説の楽しみ ７ 五味康祐∥〔ほか〕著

「原爆一号」といわれて ちくまぶっくす ３６ 吉川清∥著

原爆の子 広島の少年少女のうったえ 改版 長田新∥編

原発を考える５０話　新版 岩波ジュニア新書　５２９ 西尾漠著

原発大論争！ 別冊宝島編集部

原発ホワイトアウト 若杉冽著

見番　吉原裏同心　(三) 吉原裏同心　三 佐伯泰英

顕微鏡観察 学研の図鑑 ３８

顕微鏡の世界 改訂版 自分で工夫するシリーズ 木谷要治∥〔著〕

玄武の巻　駆込み女 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

憲法読本　第３版 岩波ジュニア新書 　４７１ 杉原泰雄著

憲法の創造力 ＮＨＫ出版新書 木村草太

け



玄米・麦・雑穀の料理 身体を内側からきれいにする マイライフシリーズ Ｎｏ．３４４ 小林節子∥〔著〕

ケンムン・ケンとあそんだ海 子どもの本 山下明生∥作 梶山俊夫∥絵

幻夜 東野圭吾著

幻夜 東野圭吾

玄冶店の女 宇江佐真理∥著

絢爛たる悪運　岸伸介伝 工藤美代子著

源流を歩く 関東近辺川のロマンを求めて ブルーガイドハイカー

建礼門院徳子 鳥越碧著

元禄御畳奉行の日記 尾張藩士の見た浮世 中公新書 ７４０ 神坂次郎∥著

元禄秘曲 高橋義夫著

剣は知っていた 上巻 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

剣は知っていた 下巻 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

5 佐藤正午著

Ｇｏ 金城一紀∥著

コアジサシの親子 カラー版自然と科学 ４ 国松俊英∥著

コアジサシの母さん 日本のえほん ２４ 松原巌樹∥さく

コアラ カラー自然シリーズ ５４ 京極哲生∥文・解説 吉野信∥写真

コアラとオーストラリアの動物たち

コアラとお花 ポプラせかいの絵本 ６ メアリ・マーフィー∥作 ひだみよこ∥訳

コアラのぼうけんりょこう ヒューエット・どうぶつのお話 ３
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく マージェリー・ジル∥

え

コアラはぼくんだからね あかね創作どうわ ３０ 生源寺美子∥作 山中冬児∥絵

恋あやめ 鶴亀屋繁盛記 和田はつ子

恋いちもんめ 宇江佐真理著

恋形見 角川文庫 中村彰彦∥〔著〕

恋かたみ　狸穴あいあい坂 諸田玲子著

小池邦夫の絵手紙入門 ヘタでいい、ヘタがいい 小池邦夫∥著

恋細工 西條奈加著

小石川の家（うち） 青木玉∥著

小石でつくる動物たち ＮＨＫ婦人百科 高木栄子∥著

こいしり 畠中恵著

小泉信三伝 今村武雄∥著

恋する音楽小説 阿川佐和子∥著

恋する文楽 広谷鏡子∥著

恋せども、愛せども 唯川恵著

け

こ



恋空　切ない恋物語　上 美嘉著

恋空　切ない恋物語　下 美嘉著

恋づくし　宇野千代伝 工藤美代子著

恋椿　橋廻り同心・平七郎控 祥伝社文庫 藤原緋沙子著

恋と女の日本文学 丸谷才一∥著

恋情からくり長屋 新潮文庫 辻原登著

恋縫 集英社文庫 諸田玲子著

こいぬがうまれるよ 福音館のかがくのほん
ジョアンナ・コール∥文 ジェローム・ウェクスラー∥写真 つぼいい

くみ∥訳

こいぬ、こいぬ、わたしのこいぬ
キャサリン・アンホルト∥作・絵 ローレンス・アンホルト∥作・絵

なかがわちひろ∥訳

こいぬとこねこはゆかいななかま なかよしのふたりがどんなおもし

ろいことをしたか
ヨセフ・チャペック∥ぶんとえ いぬいとみこ∥やく 井出弘子∥やく

こいぬとこねこは愉快な仲間 なかよしのふたりがどんなおもしろい

ことをしたか
ヨゼフ・チャペック∥著 いぬいとみこ∥訳 井出弘子∥訳

子いぬの　かいかた　しってるかい？
モーリス・センダック∥作 マシュー・マーゴーリス∥作 モーリス・

センダック∥絵 やましたはるお∥訳

小犬の裁判はじめます 童心社・新創作シリーズ 今関信子∥作 おぼまこと∥画

こいぬのジョリーとあそぼうよ
ダーリ・メッツガー∥文 マーガレット・シュトループ∥絵 斎藤尚子∥

訳

こいぬのバーキス
講談社の翻訳絵本 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

小犬のピピン ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 小野かおる∥絵

子犬のロクがやってきた 中川李枝子∥作 中川宗弥∥画

鯉のいる村 新日本創作少年少女文学 ５ 岩崎京子∥著 岩崎ちひろ∥絵 東本つね∥絵

恋の歌、恋の物語 日本古典を読む楽しみ 岩波ジュニア新書 ３９８ 林望∥著

恋のゴンドラ 東野圭吾著

恋のゴンドラ 東野圭吾

恋の橋、桜の闇 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

恋人 津村節子∥著

恋文 連城三紀彦∥著

恋文心中 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

恋文やしろのお猫様～神社カフェ桜見席のあやかしさん 織部ソマリ

恋も仕事もハードボイルド 山崎洋子∥著

恋は愚かと 姫は、三十一　２ 風野真知雄

恋わずらい 高橋三千綱∥著

恋わずらい 剣客太平記 岡本さとる

こいわすれ 畠中恵著

恋忘れ草 北原亞以子著

ご隠居さん 文春文庫 野口卓

御隠居忍法 高橋義夫∥著

こ



御隠居忍法鬼切丸 高橋義夫∥著

御隠居忍法唐船番 高橋義夫∥著

コイン・トス 幸田真音著

コインの実験 たのしい科学あそび 高梨賢英∥著 永井泰子∥絵

公安即応班 鳴海章

皇位継承 文春新書 ００１ 高橋紘∥著 所功∥著

豪雨の前兆 関川夏央∥著

交易 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

高円寺純情商店街 ねじめ正一∥著

高円寺純情商店街 哀惜篇 ねじめ正一∥著

高円寺純情商店街本日開店 ねじめ正一∥著

こうえんのいちにち シャーロット・ゾロトウ∥文 Ｈ・Ａ・レイ∥絵 中川健蔵∥訳

公園ののら ダイアナ・ロス

光炎の人　上 木内昇

光炎の人　下 木内昇

公園のメアリー・ポピンズ 岩波の愛蔵版 １６ パミラ・リンド・トラヴァース∥〔作〕 林容吉∥訳

業火 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

航海者 上 白石一郎∥著

航海者 下 白石一郎∥著

号外・少年の悲哀 他六篇 岩波文庫 国木田独歩∥作

後悔と真実の色 貫井徳郎著

公害に苦しむ野生生物 世界はいま… 自然環境編 ２ マイケル・ブライト∥著 小原秀雄∥監訳

紅海のサメ タンタンの冒険旅行 １１ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

工学部・水柿助教授の日常 森博嗣∥著

豪華列車はケープタウン行 宮脇俊三∥著

抗がん剤の副作用がわかる本 近藤誠∥著

号泣する準備はできていた 江國香織∥著

工業簿記 黒沢清著

紅玉 後藤竜二文

航空機 現代 万有ガイド・シリーズ ２８
エンツォ・アンジェルッチ∥著 パオロ・マトリカルディ∥著 石川好

美∥訳

航空事故調査官 鳴海章∥著

航空 飛行機のあゆみ Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 改訂版 小学館の学習百科図鑑 １２ 高橋慎一∥共編 秋本実∥共編

高血圧を下げる生活事典 島田和幸[監］

高血圧症の食事
ＮＨＫきょうの料理 成人病の食事シ

リーズ １
渡辺孝∥〔ほか著〕 日本放送出版協会∥編

こ



光源 桐野夏生∥著

剛剣　馬庭 隠目付江戸日記(六) 鳥羽亮

高校生なんでも相談 岩波ジュニア新書 ３９２ 斎藤次郎∥著

高校生のための小説案内 梅田卓夫∥〔ほか〕編

高校生のための批評入門 梅田卓夫∥〔ほか〕編

高校生の陸上競技 Ｔｒａｃｋ　＆　ｆｉｅｌｄ 講談社スポーツシリーズ 全国高体連陸上競技部∥編

広告の本 人生はそれを模倣する ちくまぶっくす ４３ 天野祐吉∥著

口語訳古事記 完全版 三浦佑之∥訳・注釈

こうさぎけんたとホットケーキ おはなしこんにちは 松野正子∥文 鎌田暢子∥絵

子うさぎチャメの１年 ユキウサギのふしぎな行動 子ども科学図書館 富士元寿彦∥文と写真

こうさぎのかるたつくり 創作どうわのひろば １８ 森山京∥さく 大社玲子∥え

こうさぎのジャムつくり おはなしひろば ２ 森山京∥作 西川おさむ∥絵

こうさぎのぼうけん 新しい世界の幼年童話 ２０
ヴィル＝ハンセン∥さく カーラ＝ハンセン∥さく やまのうちきよこ∥

やく

子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本 ３ ささきたづ∥ぶん みよしせきや∥え

工作図鑑 作って遊ぼう！伝承創作おもちゃ 木内勝∥作・絵 田中皓也∥絵

高札の顔　酒解神社･神灯日記 澤田ふじ子著

高山・海岸の植物 自然観察シリーズ ５　植物 ３ 牧野晩成著

高山植物図鑑　Ⅰ 原色新日本 清水建美

高山植物図鑑　Ⅱ 原色新日本 清水建美

高山植物の一年 科学のアルバム ３１ 白籏史朗∥著

高山チョウのくらし 科学のアルバム ７９ 斎藤嘉明∥著

高山の花 自然観察シリーズ ２１　生態編 青山富士夫∥著

孔子 井上靖∥著

孔子
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２
内野熊一郎∥〔ほか〕著

甲子園の詩　敗れざる君たちへ 阿久悠著

高脂血症を治す食事と献立 よくわかる高脂血症の最新知識とコレス

テロール中性脂肪体脂肪を減らす毎日の食事メニュー
食べて治すシリーズ 山田信博∥共著 谷口雅子∥共著

子うしのハナベエ日記
ひくまの出版創作童話 つむじかぜシ

リーズ １１
金田喜兵衛∥作 佐野真隆∥絵

麹町二婆二娘孫一人 中沢けい著

侯爵サド 藤本ひとみ∥著

皇女の霊柩 内田康夫∥著

こうしはそりにのって
アストリッド・リンドグレーン∥作 マーリット・テーンクヴィスト∥

絵 今井冬美∥訳

荒神 宮部みゆき著

荒神 新潮文庫 宮部みゆき

口唇紋 北多摩署純情派シリーズ 光文社文庫 太田蘭三著

こ



航跡　〈KEIO号〉の九人 比企寿美子著

巷説百物語 続 京極夏彦∥著

巷説百物語 京極夏彦∥著

抗争 聡四郎巡検譚　四 上田秀人

酵素のちから　生命を支える 岩波ジュニア新書　５０６ 左右田健次著

幸田文対話 幸田文∥〔ほか〕著

幸田文の箪笥の引き出し 青木玉∥著

好太郎と節子　宿縁のふたり 澤地久枝

光太郎と智恵子 とんぼの本 北川太一∥〔ほか〕著

講談社　園芸大百科事典 フルール ７ 秋の花

講談社　園芸大百科事典 フルール ９ 園芸の基礎

講談社　園芸大百科事典 フルール １２ 園芸便利事典

講談社　園芸大百科事典 フルール １１ グリーンライフ

講談社　園芸大百科事典 フルール １０ 栽培の技法

講談社　園芸大百科事典 フルール ４ 初夏の花

講談社　園芸大百科事典 フルール １ 早春の花

講談社　園芸大百科事典 フルール ５ 夏の花 １

講談社　園芸大百科事典 フルール ６ 夏の花 ２

講談社　園芸大百科事典 フルール ２ 春の花 １

講談社　園芸大百科事典 フルール ３ 春の花 ２

講談社　園芸大百科事典 フルール ８ 冬の花

高知県の民話 しばてんしばたろう 県別ふるさとの民話 ２　高知県 日本児童文学者協会∥編

交趾　古着屋総兵衛影始末　第十巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

紅茶の事典　基本の淹れ方からアレンジメントティーの楽しみまで

紅茶の楽しみ方 とんぼの本 小池滋∥〔ほか〕著

紅茶の文化史 春山行夫の博物誌 ７ 春山行夫∥著

河内山異聞　乾蔵人　隠密秘録　四 光文社文庫 藤井郁夫

こうちゃんの簡単レシピ　１２０万人のおいしい！がつまった ＴＪ　ＭＯＯＫ 相田幸二著

こうちゅう カブトムシとそのなかまたち みるずかん・かんじるずかん 金の本 福音館書店編集部∥編 松本克臣∥写真 栗林慧∥写真

校長先生のカモとり作戦 あたらしい創作童話 ２７ 山脇あさ子∥作 小野かおる∥絵

高知･龍馬殺人街道 西村京太郎著

交通運輸・貿易 図解日本の産業　詳しい！わかる！　６

交通警察の夜 東野圭吾∥著

交通博物館のすべて 知られざる歴史と魅力 ＪＴＢキャンブックス 鉄道 ３４ 交通博物館∥編

こ



皇帝フリードリッヒ二世の生涯　上 塩野七生著

皇帝フリードリッヒ二世の生涯　下 塩野七生著

鋼鉄の騎士 新潮ミステリー倶楽部 藤田宜永∥著

香道入門 淡交ムック

幸徳秋水
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

５１
糸屋寿雄∥著

港南の歴史 港南の歴史発刊実行委員会編

更年期の医学 第３版 斎藤信彦∥著

コウノトリがおしえてくれた グラフィックドキュメント 池田啓著

コウノトリと六人の子どもたち 岩波の愛蔵版 ２３ マインダート・ディヤング∥作 遠藤寿子∥訳

紅梅 津村節子著

紅梅 浄瑠璃長屋春秋記 藤原緋沙子

光媒の花 道尾秀介著

こうばしい日々 あかね創作文学シリーズ 江国香織∥著

皇妃エリザベート 藤本ひとみ著

江　上　姫たちの戦国 田渕久美子著

江　下　姫たちの戦国 田渕久美子著

幸福な結末 辻仁成著

幸福な生活 祥伝社文庫 百田尚樹著

幸福の王子 オスカー＝ワイルド童話集 偕成社文庫 ３１５４ ワイルド∥作 井村君江∥訳

幸福の軛 清水義範∥著

幸福の条件 津村節子∥著

幸福の選択 佐江衆一∥著

幸福の手紙 内田康夫

幸福の不等式 高任和夫∥著

口福のﾚｼﾋﾟ 原田　ひ香

幸福不感症 小学館文庫 曽野綾子著

幸福村 津村節子∥著

幸福はだれにくる 岩波少年文庫復刻版 マルシャーク∥作 湯浅芳子∥訳

鉱物･岩石・化石 ニューワイド学研の図鑑

鉱物　地底からのたより　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１４ 塚本治弘著

神戸愛と殺意の街 新潮文庫 西村京太郎∥著

神戸殺人事件 内田康夫

神戸　震災をこえてきた街ガイド　カラー版 岩波ジュニア新書　４８９ 島田誠，森栗茂一[共]著

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
ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 今関信子∥作 古味正康∥絵

こ



神戸電鉄殺人事件 西村京太郎著

神戸摩耶山殺人事件
光文社文庫 二階堂特命刑事調査官シ

リーズ
斎藤栄∥著

広報室沈黙す 上 講談社文庫 高杉良∥〔著〕

広報室沈黙す 下 講談社文庫 高杉良∥〔著〕

港北区史 港北区郷土史編さん刊行委員会編

降魔の剣 日向景一郎シリーズ　２ 北方謙三

功名が辻　１　新装版 文春文庫 司馬遼太郎著

功名が辻　２　新装版 文春文庫 司馬遼太郎著

功名が辻　３　新装版 文春文庫 司馬遼太郎著

功名が辻　４　新装版 文春文庫 司馬遼太郎著

抗蒙の丘　三別抄耽羅戦記 金重明著

コウモリ 科学のアルバム ８５ 増田戻樹∥著

コウモリ 地下実験室からの報告 科学の本 庫本正∥著 藪内正幸∥画

こうもりのルーファス 世界の絵本 １９ トミー・ウンゲラー∥さく・え はぎたにことこ∥やく

荒野をこえて カナダ雁の一生 児童図書館・文学の部屋 Ａ・ジョーンズ∥作 町田日出子∥訳 Ｌ・ダーリン∥絵

荒野にネコは生きぬいて 文研じゅべにーる Ｇ．Ｄ．グリフィス∥著 前田三恵子∥訳 福永紀子∥絵

荒野のコーマス屋敷 メニム一家の物語 シルヴィア・ウォー∥作 こだまともこ∥訳 佐竹美保∥絵

紅葉のふしぎ 科学のアルバム ８８ 佐藤有恒∥著

こうら かがくのとも傑作集 内田至∥ぶん 金尾恵子∥え

高麗奔流 深田祐介∥著

黄落 佐江衆一∥著

行楽べんとうとアウトドアクッキング
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ １３
ＮＨＫ出版∥編

強力伝・高安犬物語 少年少女日本文学館　２９ 新田次郎　戸川幸夫　田辺聖子

後輪の剣 真・八州廻り浪人奉行 稲葉稔

降霊会の夜 浅田次郎著

降霊会の夜 朝日文庫 浅田次郎著

航路 上 コニー・ウィリス∥著 大森望∥訳

航路 下 コニー・ウィリス∥著 大森望∥訳

高楼の夢 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

孤影立つ 白鳥の王子ヤマトタケル　終焉の巻 黒岩重吾∥著

孤影の太刀 織江緋之介見参　三 上田秀人

呉越春秋　湖底の城　七巻 宮城谷昌光著

声なき蝉　上 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

声なき蝉　下 空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英

こ



声に出して読みたい日本語 ２ 斎藤孝∥著

声に出して読みたい日本語 斎藤孝∥著

声のトレーニンｸﾞ 岩波ジュニア新書　５２０ 福島英著

声の残り 私の文壇交遊録 ドナルド・キーン∥著 金関寿夫∥訳

故園黄葉 阿川弘之∥著

ご縁の糸　芽吹長屋仕合せ帖 新潮文庫 志川　節子

コオイムシ カラー自然シリーズ １９ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

こおったポケット かいぞくポケット １７ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

こおにと山んじい おはなしわくわくシリーズ おのりえん∥作 さもじろう∥絵

こおり たくさんのふしぎ傑作集 前野紀一

こおりづけのマンモス とおい昔の謎をとく ４ たかしよいち∥文 石津博典∥え

凍りついた香り 小川洋子∥著

凍りつく心臓 講談社文庫 ウィリアム・Ｋ．クルーガー∥〔著〕 野口百合子∥訳

凍りつく骨 講談社文庫 Ｍ．Ｗ．ウォーカー∥〔著〕 矢沢聖子∥訳

凍りのくじら 講談社文庫 辻村深月

氷の淑女 上 シドニィ・シェルダン∥著 木下望∥訳

氷の淑女 下 シドニィ・シェルダン∥著 木下望∥訳

氷の世界　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１３ 東海林明雄著

氷の華 天野節子著

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

氷の轍 桜木紫乃

氷舞　新宿鮫　６ 光文社文庫 大沢在昌著

凍る炎　アナザーフェイス５ 文春文庫 堂場瞬一著

コオロギ カラー自然シリーズ ３９ 長谷川洋∥文・解説 久保秀一∥写真

御開帳綺譚 玄侑宗久∥著

木かげの家の小人たち 創作童話シリーズ いぬいとみこ∥作 吉井忠∥画

小型飛行機〈操縦士〉ライセンスの取り方 成美堂出版∥編

五月三十五日 ケストナー少年文学全集 ５ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

五月の鷹 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ｃｒｅｗ アン・ローレンス∥作 斎藤倫子∥訳

黄金色の雲 口入屋用心棒 鈴木英治

こがねのあしのひよこ アルゼンチン民話 日本傑作絵本シリーズ 秋野ゆきこ∥再話・絵

木枯らしの 吉原裏同心抄（四） 佐伯泰英

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

呉漢　上巻 宮城谷昌光

こ



呉漢　下巻 宮城谷昌光

ごきげんいかががちょうおくさん　どうぶつむらのがちょうおくさ

ん　１のまき
世界傑作童話シリーズ ミリアム・クラーク・ポター著　松岡享子訳

ごきげんなすてご Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 いとうひろし∥さく

ごきげんならいおん 世界傑作絵本シリーズ
ロジャー・デュボアザン∥え ルイーズ・ファティオ∥ぶん むらおか

はなこ∥やく

ごきげんのわるいコックさん
まついのりこ・かみしばい　とびだすせ

かい
まついのりこ脚本･絵

こぎつねキッペのそらのたび おはなしバスケット １５ 今村葦子∥作 降矢奈々∥絵

こぎつねコンチ 子どもとお母さんのおはなし 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

こぎつねコンチのにわそうじ ともだちだいすき 中川李枝子∥脚本 二俣英五郎∥絵

こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 ２ 松野正子∥文 二俣英五郎∥画

こぎつねコンとこだぬきポン 前編 美しい心シリーズ 松野正子∥脚本 二俣英五郎∥画

こぎつねコンとこだぬきポン 後編 美しい心シリーズ 松野正子∥脚本 二俣英五郎∥画

こぎつねせかいのはてへゆく
アン・トムパート∥ぶん ジョン・ウォールナー∥え ほしかわなつよ∥

やく

子ギツネたちのゆくえ 心の児童文学館シリーズ ３第８巻 マイクル・モーパーゴ∥作 沢登君恵∥訳

こぎつねルーファスとシンデレラ アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳

こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳

ゴキブリを調べる 古出俊子∥著 こやまきょうへい∥絵

故宮 至宝が語る中華五千年 １ ＮＨＫスペシャル 陳舜臣∥〔ほか〕著

故宮 至宝が語る中華五千年 ２ ＮＨＫスペシャル 陳舜臣∥〔ほか〕著

故宮 至宝が語る中華五千年 ３ ＮＨＫスペシャル 陳舜臣∥〔ほか〕著

故宮 至宝が語る中華五千年 ４ ＮＨＫスペシャル 陳舜臣∥〔ほか〕著

故郷 偕成社の創作文学 ２６ 後藤竜二∥著 高田三郎∥絵

御金座破り　三の巻 鎌倉河岸捕物控　三の巻 佐伯泰英

ご近所ルネッサンス ねじめ正一∥著

古今和歌集 日本古典選 西下経一∥校註

極悪専用 大沢在昌著

黒衣の宰相 火坂雅志∥著

虚空の旅人 偕成社ワンダーランド ２７ 上橋菜穂子∥作 佐竹美保∥絵

虚空遍歴 下巻 新潮文庫 山本周五郎∥著

虚空遍歴 上巻 新潮文庫 山本周五郎∥著

国語辞典女子　今日から始める日本語研究 藤田耕起著

国際宇宙ステーション 宇宙たんけんたい　５ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

国際感覚ってなんだろう 岩波ジュニア新書 ２６４ 渡部淳∥著

国際関係がわかる本 岩波ジュニア新書 　３２９ 原康著

国際機関ってどんなところ 岩波ジュニア新書 ２３７ 原康∥著

こ



国際協力と平和を考える５０話 岩波ジュニア新書 ４６０ 森英樹著

国際空港の２４時間 どんぐりブックス ２４ 薮野正樹∥著

国際結婚の基礎知識 共に生きる社会をめざして 第３版 筑波君枝∥編著

極彩色の食卓 みお

国際組織 ポプラディア情報館 渡部茂己[監]

黒祠の島 ノン・ノベル 小野不由美∥著

極上の湯宿 其ノ２ 求めるは居心地よき安らぎ、応えるはもてなしの

心、互いに折り合う湯宿を極上と云う。
Ｎｅｋｏ　ｍｏｏｋ １１３

国僧日蓮 上 童門冬二∥著

国僧日蓮 下 童門冬二∥著

国銅 上 帚木蓬生∥著

国銅 下 帚木蓬生∥著

極刀 暗殺奉行 牧秀彦

極道記者 塩崎利雄

黒冬の炎嵐 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

国土の利用と産業 くわしい！わかる！図解日本の産業９

告白 町田康著

告白 湊かなえ著

告白 清原和博

告白 湊かなえ

告白的恋愛論 渡辺淳一

告発捜査 松木麗∥著

ごく普通の在日韓国人 朝日ノンフィクション 姜信子∥著

国宝 とんぼの本 芸術新潮編集部∥編

国防特行班Ｅ５１０ 神野オキナ

こぐまくんのハーモニカ ジョン・セバスチャン∥作 ガース・ウィリアムズ∥絵 三木卓∥訳

こぐまちゃんありがとう わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんいたいいたい わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんいたいいたい こぐまちゃんえほん 若山憲絵　わだよしおみ著　森比左志著

こぐまちゃんおはよう わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんおやすみ わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんとふうせん わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんのどろあそび わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

こぐまちゃんのみずあそび こぐまちゃんえほん ２ わかやまけん∥〔絵〕 森比左志∥〔文〕 わだよしおみ∥〔文〕

こぐまのくまくん はじめてよむどうわ １
Ｅ・Ｈ・ミナリック∥ぶん モーリス・センダック∥え まつおかきょ

うこ∥やく

こ



こぐまのクリスマス サンタクロース・シリーズ 堀尾青史∥脚本 久保雅勇∥画

こぐまのこぐちゃん こぐまシリーズ 堀尾青史∥作 富永秀夫∥画

こぐまのたろ こぐまのたろの絵本 １ きたむらえり∥さく・え

こぐまのボリス ブルーナのおはなし文庫 ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

国民の道徳 西部邁∥著 新しい歴史教科書をつくる会∥編

獄門首 居酒屋宗十郎　剣風録 鳥羽亮

極楽とんぼ 他一篇 岩波文庫 里見　∥作

極楽安兵衛剣酔記 鳥羽亮

国立科学博物館物語 やさしい科学 国立科学博物館∥編

黒竜江への旅 高野悦子∥著

小暮写真館 宮部みゆき著

木暮荘物語 三浦しをん著

国連を問う ＮＨＫブックス ６７６ 川上洋一∥著

弧軍　越境捜査 笹本稜平

焦茶色のパステル　新装版 講談社文庫 岡嶋二人著

コケの世界 科学のアルバム ７１ 伊沢正名∥著

沽券 吉原裏同心　１０ 佐伯泰英著

孤剣 用心棒日月抄 藤沢周平

孤剣 用心棒日月抄 藤沢周平∥著

「ここ一番」に強くなれ！ 三田　紀房

孤高の外相重光葵 豊田穣∥著

孤高の人 瀬戸内寂聴∥著

孤高のメス　神の手にはあらず　第4巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　神のてにはあらず　第1巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　神のてにはあらず　第2巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　神の手にはあらず　第３巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第２巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第1巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第３巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第4巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第５巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第６巻 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

ここが知りたい編み物の基礎　棒針編 レディブティックシリーズ　no.423

ここが僕たちのホスピス 山崎章郎∥著

こ



ここがわたしのおうちです 課題図書 アイリーン・スピネリ文　マット・フェラン絵　渋谷弘子訳

ここで土になる 大西暢夫著

ここに死体を捨てないでください！ 東川篤哉著

午後二時の証言者たち 天野節子著

午後の音楽 小池真理子著

午後の自画像 五木寛之∥著

九つの銅貨 世界傑作童話シリーズ Ｗ・デ・ラ・メア∥作 脇明子∥訳 清水義博∥画

九つの泣きべそ人形 ポーランドの民話より
アン・ペロウスキー∥ぶん チャールス・ミコライカ∥え いわたみみ∥

やく

ココの森のおはなし ときありえ作

ここよここよ ０．１．２．えほん かんざわとしこ∥ぶん やぶうちまさゆき∥え

こころ ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－３４ 夏目漱石∥著

心 姜尚中著

心を抱きしめると子育てが変わる ガマンの日々にさようなら 萩原光∥著

心を整える。勝利をたぐり寄せるための５６の習慣 長谷部誠著

心がわり　狸穴あいあい坂 諸田玲子著

こころげそう　男女九人お江戸の恋ものがたり 畠中恵著

心って　なに？ 科学者からの手紙 ２ 秋山さと子∥文 桑原伸之∥絵

こころ・と・からだ 五木寛之∥著

心と脳の科学 岩波ジュニア新書 ２９８ 苧阪直行∥著

心とろかすような マサの事件簿 宮部みゆき∥著

心にしみるいい話 珠玉編 全国新聞連合シニアライフ協議会∥編

心に届く文章づくり 岩波ジュニア新書 ２５７ 猪狩章∥著

心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉の佳話５８篇 第２集 潮文社編集部∥編

心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉の佳話５８篇 潮文社編集部∥編

心に吹く風　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

心に龍をちりばめて 新潮文庫 白石一文

「こころの居心地」がよくなる心理学 町沢静夫∥著

こころの王国　菊池寛と文藝春秋の誕生 猪瀬直樹著

心のおもむくままに スザンナ・タマーロ∥著 泉典子∥訳

心の鏡　ご隠居さん　二 文春文庫 野口卓

心の危機を救え 日本の教育が教えないもの カッパハード 梅原猛∥著

心の砕ける音 文春文庫 トマス・Ｈ．クック∥著 村松潔∥訳

心の航海図 遠藤周作∥著

心のコートを脱ぎ捨てて 増田れい子∥著

こ



心のこり 藤堂志津子∥著

こころ残り 阿刀田高著

心残り 独り身同心　四 小杉健治

心の自然治癒力 自然治癒力を高める連続講座　５ 柴田敬三

こころの処方箋 河合隼雄∥著

心の宝箱にしまう１５のファンタジー ジョーン・エイキン著　三辺律子訳

こころの手足 中村久子自伝 中村久子∥著

心の森 小手鞠るい作

心ひとつに 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

心まで盗んで ＴＯＫＵＭＡ　ＮＯＶＥＬＳ 赤川次郎著

ココロ屋 文研ブックランド 梨屋アリエ作

心はあなたのもとに 村上龍著

心は孤独な数学者 藤原正彦∥著

古今著聞集ほか ２１世紀版　少年少女古典文学館　１３ 阿刀田高著

ここんぷいぷい 創作ことばあそび絵本 かがくのとも傑作集 わいわいあそび 織田道代∥作 木葉井悦子∥絵

後妻業 黒川博行著

後催眠 松岡圭祐∥著

コサック軍シベリアをゆく バルトス＝ヘップナー∥作 上田真而子∥訳

古事記 上 日本古典選 神田秀夫∥校註 太田善麿∥校註

古事記 下 日本古典選 神田秀夫∥校註 太田善麿∥校註

古事記 21世紀版　少年少女古典文学館１ 橋本治著

古事記
コミックストーリ－わたしたちの古典

１
監修　長谷川孝士

古事記 天皇の世界の物語 ＮＨＫブックス ７４６ 神野志隆光∥著

五色沼黄緑館藍紫館多重殺人 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 倉坂鬼一郎著

越路吹雪 聞書き その愛と歌と死 江森陽弘∥著

故事成句でたどる楽しい中国史 岩波ジュニア新書　４７８ 井波律子著

５０ｃｍで作れる園児のグッズとカンタン服 佐藤美紀∥著

後日の話 河野多惠子∥著

こしぬけウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン∥さく 久山太市∥やく

御赦免花 刀剣目利き　神楽坂咲花堂　２ 井川香四郎

孤舟 渡辺淳一著

孤舟 集英社文庫 渡辺淳一

５５歳からのハローライフ 村上龍著

５５ｍ２の暮らし替え　スローライフの舞台作り 大原照子著

こ



孤愁　サウダーデ 新田次郎　藤原正彦［共]著

５０代からの生きかた上手 人生を豊かにする法則 斎藤茂太∥著

孤愁の岸 上 講談社文庫 杉本苑子∥〔著〕

孤愁の岸 下 講談社文庫 杉本苑子∥〔著〕

孤愁の岸　下 杉本苑子

孤愁の岸　上 杉本苑子

五重塔 岩波文庫 幸田露伴∥著

孤宿の人　下 宮部みゆき著

孤宿の人　上 宮部みゆき著

５０個までのビーズでつくるベストセレクション にちぶんMOOK

５０点先生と２７人の子どもたち エリザベス・シュティーメルト著　石原佐知子訳

古城駅の奥の奥 KODANSHA 　NOVELS 山口雅也著

悟浄出立 万城目学著

古城の風景　1　菅沼の城奥平の城 宮城谷昌光著

胡椒息子 ちくま文庫 獅子文六

御上覧の誉れ 口入屋用心棒 鈴木英治

誤診 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

ご新規熱血ポンちゃん 山田詠美著

個人的な体験 大江健三郎∥著

湖水に消える Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ロバート・Ｂ．パーカー∥著 菊池光∥訳

こすずめチピのぼうけん マリオ・ローディ先生と子どもたちがつ

くったお話
Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ マリオ・ローディ∥作 佐藤智子∥訳 伊東寛∥絵

こすずめのぼうけん こどものとも傑作集 ルース・エインズワース作　石井桃子訳　堀内誠一画

小包が運んできた冒険 児童図書館・文学の部屋 ジェラルド・ダレル∥〔著〕 小野章∥訳

ゴースト・ブロック 警察庁私設特務部隊　ＫＵＤＡＮ 神野オキナ

ゴースト・カントリー Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ サラ・パレツキー∥著 山本やよい∥訳

ゴースト・スナイパー ジェフリー・ディーヴァー著　池田真紀子訳

ゴースト・ドラム 北の魔法の物語 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ スーザン・プライス∥作 金原瑞人∥訳

ゴーストライダー 警視庁組対特捜K 鈴峯紅也

コスメティック 林真理子∥著

こすもすと虫たち 新日本動物植物えほん ７ 高家博成∥ぶん 横内襄∥え

小僧の神様 他１０篇 改版 岩波文庫 志賀直哉∥作

小僧の神様・一房の葡萄 少年少女日本文学館　５ 志賀直哉　武者小路実篤　有島武郎

子育て承り候 天神坂下よろず屋しまつ記 沖田正午

子育て侍 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

こ



子育て知らずの孫育て　次世代に伝え遺したいこと 田原総一朗著

子育てできれいな歯並びを！ 夢は矯正いらず Como子育てBOOKS 倉治ななえ著

子育てに疲れたときに読む本　親のためのコーチング 菅原裕子著

子育ての迷い解決法１０の知恵 集英社新書 ００１０ 毛利子来∥著

子育てはもう卒業します 垣谷美雨

子育て みんな好きなようにやればいい 山田真∥著

小袖日記 文春文庫 柴田よしき著

小袖の陰 御広敷用人　大奥記録(三) 上田秀人

コソボ紛争 冷戦後の国際秩序の危機 岩波ブックレット Ｎｏ．４８７ 町田幸彦∥〔著〕

古代アメリカ文明の謎 コロンブス以前のアメリカ大陸 ナイジェル　デーヴィス∥著 中島俊哉∥訳

古代遺跡見学 奈良・大阪・京都・滋賀 岩波ジュニア新書 １０８ 直木孝次郎∥著

古代への情熱 シュリーマン自伝 岩波版ほるぷ図書館文庫 シュリーマン∥著 村田数之亮∥訳

古代王朝の興亡 日本の歴史　１ ちくま少年図書館 ４７ 歴史の本 北山茂夫∥著

古代史幻想 万葉集の謎に迫る 犬養悦子∥著

五代友厚 士魂商才 佐江衆一

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 発明発見物語全集 １４ 玉利勲∥著

古代の日本と朝鮮 ちくま少年図書館 ９４ 歴史の本 金達寿∥著

五体不満足 乙武洋匡∥著

古代ローマの別荘（ヴィラ） 三省堂図解ライブラリー ジャクリーン・モーリー∥文 ジョン・ジェイムズ∥画 桐敷真次郎∥訳

こたつの人 自讃ユーモア短篇集　１ 集英社文庫 佐藤愛子∥著

子だぬきタンタ化け話 スピカの創作童話 ３ 森山京∥作 渡辺三郎∥絵

木霊集 田久保英夫∥著

小太郎の左腕 和田竜著

こだわりの鎌倉　大人の古都ガイド ポケットサライ 『サライ』編集部編

こだわりの小さな宿 小規模な宿ならではの、行き届いたもてなしが

光る２２０軒
日本の宿

こだわり万華鏡 村松友視∥著

誤断 堂場瞬一著

ごちそうさまが、ききたくて。 栗原はるみ著

ごちそうだよ！　ねずみくん ねずみくんの絵本　２８ なかえよしを作　上野紀子絵

ごちゃまぜ化石事件 恐竜探偵フェントン ３ Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉茂樹∥訳 太田大八∥絵

コーちゃんのポケット ドン・フリーマン∥さく さいおんじさちこ∥やく

壷中の天国 倉知淳∥著

五ちょうめのゆうれいマンション あたらしい創作童話 ４４ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

こちょこちょ ０．１．２．えほん 福知伸夫作

こ



こちら宇宙船地球号 マシュー・マーチン物語 ３ ポーラ・ダンジガー∥作 海都洋子∥訳

こちら救命センター 病棟こぼれ話 集英社文庫 浜辺祐一∥著

こちらズッコケ探偵事務所 こども文学館 ４０ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

こちらナースステーション わたしの看護日誌 どんぐりブックス １６ 井部俊子∥著

こちら本の探偵です 赤木かん子∥著

国会議事堂 白谷達也∥写真 松山巌∥文

国家簒奪 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

国家と犯罪 船戸与一∥著

国家の決断　７つの課題 クライン孝子著

国家の品格 新潮新書 藤原正彦著

国境 黒川博行∥著

国境を越えて 戦禍を生きのびたユダヤ人家族の物語
ウィリアム・カプラン∥文 シェリー・タナカ∥文 シュテファン・テ

イラー∥絵 千葉茂樹∥訳

国境の女 徳間文庫 夏樹静子∥著

国境の南、太陽の西 村上春樹∥著

国禁 奥右筆秘帳 上田秀人

コックのジンジャー チムもうひとつのものがたり チムシリーズ　１

１
世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

コッケモーモー！
ジュリエット・ダラス＝コンテ文　アリソン・バートレット絵　た

なかあきこ訳

コッコさんとあめふり 福音館の幼児絵本 片山健∥さく・え

コッコさんのおみせ 福音館の幼児絵本 片山健∥さく・え

コッコさんのかかし 日本傑作絵本シリーズ 片山健∥〔作〕

コッコさんのともだち 幼児絵本シリーズ 片山健∥さく・え

コッコロから 講談社文庫 佐野洋子著

ゴッゴローリ伝説 ミヒァエル・エンデ∥作 岩淵達治∥訳 朝倉摂∥画

こっちをむいてよ，ピート！ 世界の絵本 マーカス・フィスター∥作 高橋源一郎∥訳

骨壷の話 水上勉∥著

コッテンのおきゃくさま レーナ・アンデション∥作・絵 長下日々∥訳

ゴットハルト鉄道 多和田葉子∥著

コットン倶楽部 木綿の服とインテリア 文化出版局∥編

コップをわったねずみくん 絵本のひろば ３４ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

コップの実験 たのしい科学あそび 相場博明∥著 藤田ひおこ∥絵

ゴッホ 画家になった男の子の話 にんげんの物語 木下長宏∥著

ゴッホ殺人事件 上 高橋克彦∥〔著〕

ゴッホ殺人事件 下 高橋克彦∥〔著〕

ゴッホ巡礼 とんぼの本 向田直幹∥〔ほか〕著

こ



ゴッホの遺言 贋作に隠された自殺の真相 小林英樹∥著

子連れ侍平十郎　おれも武士 鳥羽亮著

五訂食品成分表〈新規食品編〉 カラー食品図鑑 芦沢正和∥〔ほか〕著

五訂食品成分表 ２００１ 香川芳子∥監修

湖底の城　呉越春秋　七巻 宮城谷昌光

湖底の城　呉越春秋　九 宮城谷昌光

湖底の城　呉越春秋　第一巻 宮城谷昌光著

湖底の城　呉越春秋　第二巻 宮城谷昌光著

湖底の城　呉越春秋　第三巻 宮城谷昌光著

湖底の城　呉越春秋　第四巻 宮城谷昌光著

湖底の城　呉越春秋　第六巻 宮城谷昌光著

湖底の城　呉越春秋　八巻 宮城谷昌光

湖底の城　呉越春秋　第５巻 宮城谷昌光著

小伝抄 星川清司∥著

御殿場線ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇俊三∥文 黒岩保美∥絵

古典落語１００席 PHP文庫 立川志の輔

弧道 内田康夫

孤道 講談社文庫 内田康夫

鼓動を盗む女 集英社文庫 藤田宜永∥著

御当家七代お祟り申す　半次捕物控 佐藤雅美著

小籐次青春抄 品川の騒ぎ・野鍛冶 佐伯泰英

孤島の鬼 創元推理文庫 ４０１‐１ 江戸川乱歩∥著

古塔の地下牢 シリーズ怪盗ルパン 第７巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

孤島の冒険 ニコラーイ・ヴヌーコフ∥作 島原落穂∥訳 ジマイロフ∥絵

孤独を生ききる カッパ・ホームス 瀬戸内寂聴∥著

孤独な鳥がうたうとき トマス・Ｈ・クック著　村松潔訳

孤独な放火魔 夏樹静子著

孤独な放火魔 文春文庫 夏樹静子

孤独な放浪者 シューベルト物語 ひのまどか∥作

古都千年の殺人 TOKYO　FUTABASHABOOKS 西村京太郎著

コートニー ジョン・バーニンガム∥さく たにかわしゅんたろう∥やく

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎∥詩 瀬川康男∥絵

ことばあそびうた また 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎∥詩 瀬川康男∥絵

ことばあそびえほん さかさまはやくちならべかえ 石津ちひろ∥文 飯野和好∥絵

こ



ことばあそび同音漢字問題集 岩波ジュニア新書 ３８８ 岡田寿彦∥著

ことばをおぼえたチンパンジー たくさんのふしぎ傑作集 松沢哲郎∥文 薮内正幸∥絵

ことば汁 中公文庫 小池昌代著

言葉図鑑 ことばがいっぱい １ うごきのことば 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ８ かくれたことば 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ３ かざることば Ａ 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ４ かざることば Ｂ 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ６ くらしのことば 感動詞ほか 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ９ しっぽのことば 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ７ たとえのことば 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ５ つなぎのことば 助詞 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい １０ なまえのことば 五味太郎∥監修・制作

言葉図鑑 ことばがいっぱい ２ ようすのことば 五味太郎∥監修・制作

ことばとこころ 岩波新書　Ｃ １０７ 川本茂雄∥〔著〕

ことばのあいうえお 五味太郎∥作

ことばのあいうえお 五味太郎∥作

ことばのこばこ 和田誠∥さく・え

ことばの力 しゃべる・聞く・伝える 岩波ジュニア新書 ３３ 川崎洋∥著

ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち 福音館のペーパーバック絵本 かこさとし∥文・え

ことばのべんきょう 〔２〕 くまちゃんのいちねん 福音館のペーパーバック絵本 かこさとし∥文とえ

ことばのべんきょう 〔２〕 くまちゃんのいちねん 福音館のペーパーバック絵本 かこさとし∥文とえ

ことばのべんきょう 〔４〕 くまちゃんのかいもの 福音館のペーパーバック絵本 かこさとし∥文とえ

ことばのべんきょう 〔３〕 くまちゃんのごあいさつ 福音館のペーパーバック絵本 かこさとし∥文とえ

言葉はひろがる たくさんのふしぎ傑作集 鶴見俊輔∥文 佐々木マキ∥絵

こども
キャサリン・アンホルト∥絵と文 ローレンス・アンホルト∥絵と文

内田莉莎子∥訳

こども愛犬教室 秋沢道子∥著

子ども医学館 キッズ・メディカ安心百科 横田俊一郎∥編集委員 渡辺博∥編集委員

子どもへのまなざし 佐々木正美∥著

子どもへのまなざし 続 佐々木正美∥著

「子供を産まない」という選択 衿野未矢著

子どもを傷つける親　癒す親　新版 鈴木秀子著

コドモ界の人 石坂啓∥著

子どもが語る施設の暮らし 『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会∥編

子どもが病気になったとき 家族が抱く５０の不安 春秋暮らしのライブラリー 池田文子∥著

こ



子どもがもっとかわいいと思える心のゆとりがもてる本 柴田愛子著

子どもがよろこぶ数の遊びと導き方 藤永保∥著

子どもがよろこぶ１００のレシピ 別冊ＮＨＫきょうの料理

子ども救急事典 ２ うちみ・ねんざ・骨折したとき 堀隆∥著

子ども救急事典 ８ 海・プールでおきやすい事故と予防 内藤昭三∥著 松本マツエ∥著

子ども救急事典 ８ 海・プールでおきやすい事故と予防 内藤昭三∥著 松本マツエ∥著

子ども救急事典 ６ 学校や家でおきやすい事故と予防 内藤昭三∥著 中村道子∥著

子ども救急事典 ４ からだの調子がわるいとき 高橋悦二郎∥著

子ども救急事典 １ けがをして血がでたとき 堀隆∥著

子ども救急事典 １０ 健康な心とからだをたもつために 日比逸郎∥著

子ども救急事典 ３ 熱がでたとき 高橋悦二郎∥著

子ども救急事典 ５ 目・耳・鼻・口のけがと病気 五十嵐正紘∥著

子ども救急事典 ７ 山でおきやすい事故と予防 内藤昭三∥著 松本マツエ∥著

こども・こころ・ことば 子どもの本との二十年 松岡享子∥著

子どもこんだて じょうぶな子どもをつくる基本食 幕内秀夫∥著

こども世界の民話 上 内田莉莎子∥〔ほか〕著

こども世界の民話 下 内田莉莎子∥〔ほか〕著

こども世界百科 １４ 新装改訂第３版 ヒツジ→ほしのこ

こども世界百科 １６ 新装改訂第３版 もようあそび→ワンニャンタ

ン

こども世界百科 １５ 新装改訂第３版 ホタル→もよう

こども世界百科 １ 新装改訂第３版 アイスホッケー→いし

こども世界百科 ２ 新装改訂第３版 いずみといど→えのきのしたの

たぬき

こども世界百科 ３ 新装改訂第３版 エビ→かいこ

こども世界百科 ４ 新装改訂第３版 かいそう→かみふでのマーリャ

ン

こども世界百科 ５ 新装改訂第３版 カメ→きもの

こども世界百科 ６ 新装改訂第３版 キャンプ→けっしょう

こども世界百科 ７ 新装改訂第３版 ケーブルカー→コンピューター

こども世界百科 ８ 新装改訂第３版 サギ→しょかつこうめい

こども世界百科 ９ 新装改訂第３版 しょくぎょう→セミ

こども世界百科 １０ 新装改訂第３版 セメント→チョウ

こども世界百科 １１ 新装改訂第３版 ちょうこく→どうぶつえん

こども世界百科 １２ 新装改訂第３版 どうろ→ねむりひめ

こども世界百科 １３ 新装改訂第３版 ノアのはこぶね→ピーター・

パン

子どもだけの町 名作文学シリーズ ヘンリー・ウィンターフェルト作　大塚勇三訳

こ



子どもたちへ、今こそ伝える戦争　子どもの本の作家たち１９人の

真実
長新太［等］著

こどもたちへ　夜回り先生からのメッセージ 水谷修著

子どもたちをお話の世界へ ストーリーテリングのすすめ Ｅ・コルウェル∥著 松岡享子∥ほか訳

こどもたちのオーケストラ入門 児童図書館・絵本の部屋 矢吹申彦∥文とえ

こどもたちのかわいいスモック 手づくりお母さんシリーズ

子どもたちのセーター 身長別９０～１３０ｃｍ

子どもたちの日々 飯沢耕太郎∥編

子どもたちのフォーマルウェア 作り方カンタン！ 入園入学、冠婚葬

祭、七五三、発表会、お誕生日会ｅｔｃ．
寺西恵里子∥著

こどもたちのもめんのこもの 大橋好子∥著

こどもたちのもめんのこものと簡単服 大橋好子∥著

子どもたちはなぜキレるのか ちくま新書 ２１１ 斎藤孝∥著

子どもたちはなぜ暴力に走るのか 芹沢俊介∥著

子供たちは甦る！　少年院矯正教育の現場から 吉永みち子著

こども電車 岡田潤著

子どもと悪 今ここに生きる子ども 河合隼雄∥著

こども動物大百科 ９ 海と川の魚たち

こども動物大百科 ５ 海と水べの鳥

こども動物大百科 ６ 大空と地上の鳥

こども動物大百科 ８ カエルとヘビのなかま

こども動物大百科 ２ 狩りをする動物

こども動物大百科 １０ こん虫とクモ

こども動物大百科 ３ 草原の大きな動物

こども動物大百科 １２ ペットと家ちく

こども動物大百科 １１ 水の中の小さな生き物

こども動物大百科 ４ 虫やくだものを食べる動物

こども動物大百科 ７ 森と草原の鳥

こども動物大百科 １ 森やさばくの小さな動物

子どもとお母さんの手づくりおもちゃ絵本 小林衛己子∥編 ときわ平幼児教室∥編 大島妙子∥絵

子どもと学校 岩波新書　新赤版 ２１２ 河合隼雄∥著

子どもと楽しむ科学の絵本８５０

子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとうあさえ文　さいとうしのぶ絵

子どもとはじめるエコライフ 熊澤幸子∥監修

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ８ 海を楽しむ ジャック・Ｔ・モイヤー∥著 中村宏治∥〔ほか〕写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ５ 自然をつくる 地球工作所∥著 溝口清秀∥写真 武田良平∥写真

こ



子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ９ 湿原を旅する 北海道自然

フィールドガイド
新庄久志∥著 稗田一俊∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ３ 日本の川遊び 大塚高雄∥著

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ２ 野遊び図鑑をつくる 本山賢司∥著 溝口清秀∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ６ はじめての山野術 荒川じんぺい∥著 溝口清秀∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ７ はじめての自然菜園 鶴田静∥著 エドワード・レビンソン∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 ４ はじめての野鳥 長谷川博∥著 叶内拓哉∥写真 溝口清秀∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 １０ 南の島を旅する 沖縄自然

フィールドガイド
花井正光∥〔ほか〕著 村田行∥〔ほか〕写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 １ 森と遊ぶ 稲本正∥著 斎藤実∥写真

子どもとはじめる自然〈冒険〉図鑑 １ 森と遊ぶ 稲本正∥著 斎藤実∥写真

子どもと本 岩波新書 松岡享子著

こどもとみるせかいのびじゅつ 〔１〕 かおのいろいろ アンドレア・デュエ社∥編 馬淵明子∥訳

こどもとみるせかいのびじゅつ 〔４〕 しぜんをみると アンドレア・デュエ社∥編 馬淵明子∥訳

こどもとみるせかいのびじゅつ 〔２〕 どうぶつたち アンドレア・デュエ社∥編 馬淵明子∥訳

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 ブルーバックス Ｂ－１２３４ 後藤道夫∥著

子どもに語りを 桜井美紀∥著

子どもに語るアイルランドの昔話 渡辺洋子∥編訳 茨木啓子∥編訳

子どもに語るアジアの昔話 １ 松岡享子∥訳

子どもに語るアジアの昔話 ２ 松岡享子∥訳

子どもに語るアンデルセンのお話 ハンス・クリスチャン・アンデルセン著　松岡享子編

子どもに語るアンデルセンのお話　２ ハンス･クリスチャン･アンデルセン著　松岡享子編

子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子∥訳・再話

子どもに語るグリムの昔話 １ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るグリムの昔話 ２ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るグリムの昔話 ３ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るグリムの昔話 ４ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るグリムの昔話 ５ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るグリムの昔話 ６ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 佐々梨代子∥訳 野村　∥訳

子どもに語るトルコの昔話 児島満子∥編・訳

子どもに語る日本の昔話 ２ 稲田和子∥著 筒井悦子∥著

子どもに語る日本の昔話 ３ 稲田和子∥著 筒井悦子∥著

子どもに語る日本の昔話 　１ 稲田和子， 筒井悦子〔共〕著

子どもに語る北欧の昔話 福井信子∥編訳 湯沢朱実∥編訳

子どもに語るモンゴルの昔話 蓮見治雄訳・再話　平田美恵子再話

子どもに語るロシアの昔話 伊東一郎訳・再話　茨木啓子再話

こ



子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎∥編

子どもに聞かせる日本の民話 新訂 大川悦生∥著 関口コオ∥きり絵

子どもに伝えるイラク戦争 石井竜也，広河隆一〔共〕著

子どもに変化を起こす簡単な習慣 豊かで楽しいシンプル子育てのす

すめ
バーバラ・コロローソ∥著 田栗美奈子∥訳

子どもによる子どものための「子どもの権利条約」 小口尚子∥文 福岡鮎美∥文

子どものいる家の晩ごはん３６５日 竹内富貴子∥著

子どもの宇宙 岩波新書　黄版 ３８６ 河合隼雄∥著

子どもの「おいしい！」を育てる 浜美枝

子どもの替え歌傑作集 鳥越信∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ８月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ９月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび １０月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび １１月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび １２月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび １月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ２月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ３月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ４月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ５月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ６月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものカレンダー 行事とあそび ７月のまき 改訂版 かこさとし∥著

こどものかわいいゆびあみ プチブィックシリーズ

子どもの虐待防止最前線 信田さよ子∥編

子どもの権利条約と障害児 分けられない、差別されないために 子どもの権利条約の趣旨を徹底する研究会∥編

子どもの心を“荒らす親”・“整える親”　感情コントロールができる

子に育てる
河井英子著

こどものころにみた空は 工藤直子∥詩と絵

子どもの社会力 岩波新書　新赤版 ６４８ 門脇厚司∥著

子どもの集中力を育てる 昌子武司∥著

子どもの集中力を育てる ２ 昌子武司∥著

子どもの性格は親がつくる 依田明∥著

「子どものために」という前に　－子育て私の場合 青木悦著

こどものための刺しゅう図案集

こどものための博物館 世界の実例を見る 岩波ブックレット Ｎｏ．３６２ 染川香澄∥〔著〕

こどものナチュラル・ニット レディブティックシリーズ MICHIYO著

こ



こどものビーズブック　楽しいマスコット＆かわいいアクセサリー

子どもの本のカレンダー 鳥越信∥著

子どもの本の作家たち 現代の児童文学 西本鶏介∥著

子どもの本のまなざし 清水真砂子∥著

子どものまま中年化する若者たち　根拠なき万能感とあきらめの心

理
幻冬舎新書 鍋田恭考著

子どもばやしのお正月 ランドセルブックス さげさかのりこ作

子ども部屋と整理・収納
主婦の友生活シリーズ Ｃｏｍｏお助け

ノート

子どもべやのおばけ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ カーリ・ゼーフェルト∥作 倉沢幹彦∥共訳 本田雅也∥共訳

子どもべんとう じょうぶな子どもをつくる基本食 幕内秀夫∥著

子ども名作劇場 初級 日本演劇教育連盟∥編

子ども名作劇場 中級 日本演劇教育連盟∥編

子ども名作劇場 上級 日本演劇教育連盟∥編

こどももできる昔ながらの押し花 山野草・草花・身近な道具と材料

でできる
レディブティックシリーズ １８４７ 清水はるこ∥著

子ども寄席 第２集　初日 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 第２集　２日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 第２集　３日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 第２集　４日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 第２集　５日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 第２集　千秋楽 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　初日 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　２日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　３日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　４日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　５日目 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子ども寄席 古典落語 〔第１集〕　千秋楽 柳亭燕路∥文 二俣英五郎∥え

子どもはことばをからだで覚える メロディから意味の世界へ 中公新書 １５８３ 正高信男∥著

子どもはみんな問題児。 中川李枝子著

子盗り 海月ルイ∥著

ことり 小川洋子著

ことりっぷ 海の京都　天橋立・伊根

ことりっぷ　日光・奥鬼怒 昭文社編集部

ことりのうち　ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとうわきこ　作・絵

小鳥のくる水場 ぞうき林の小さなオアシス ジュニア写真動物記 １３ 平野伸明∥著

小鳥の先生、ただいま診療中！ おはなしノンフィクション ３ 横田順弥∥作 井上正治∥絵

こ



ことりはどこ？ シャーロット・ゾロトウ∥文 ナンシー・タフリ∥絵 みらいなな∥訳

ことろのばんば こどものともコレクション　２００９ 長谷川摂子文　川上越子絵

ことわざ絵本　PART１ 五味太郎著

ことわざ絵本　PART－２ 五味太郎著

ことわざ　慣用句・故事成語・四字熟語 ポプラディア情報館 倉島節尚［監］

ことわざ・故事成句、ああ勘違い 陰で笑われないために
ベストセラーシリーズ〈ワニの本〉

〈なんかへんな日本語〉シリーズ ４
青木雨彦∥編

ことわざの知恵・法の知恵 講談社現代新書 ８６６ 柴田光蔵∥著

断る力 文春新書 勝間和代著

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 大橋悦子∥共訳

御内儀の業 口入屋用心棒 鈴木英治

粉がつくった世界 たくさんのふしぎ傑作集 三輪茂雄∥文 西村繁男∥絵

五人姉妹 菅浩江∥著

小糠雨 新・秋山久蔵御用控　（七） 藤井邦夫

子ねこをつれてきたノラねこ メアリー・リトル∥作 定松正∥訳 石鍋芙佐子∥絵

子ねこちゃん，みーつけた ぼくとクララおねえちゃん ２ ディミーター・インキオフ∥作 飯豊道男∥訳 曽我舞∥絵

こねこのウィジー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ハリエット・Ｍ・ジーファート∥さく ドナルド・サーフ∥え 加藤

チャコ∥やく

こねこのおひげちゃん 岩波の子どもの本 ３８ マルシャーク∥文 うちだりさこ∥訳 レーベデフ∥絵

こねこのおんぶ 長新太∥さく

こねこのしろちゃん 美しい心シリーズ 堀尾青史∥脚本 和歌山静子∥画

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

こねこのねる 子どもがはじめてであう絵本 ９ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

こねこのハリー 世界傑作絵本シリーズ メアリー･チャルマーズ作　おびかゆうこ訳

こねこのぴっち 岩波の子どもの本 １２ ハンス・フイッシャー∥〔著〕 石井桃子∥やく

こねこのミトン
講談社の翻訳絵本 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

こねこムーとえっちゃんのともだち
ポプラ社の新・小さな童話 ４ 江崎雪子

のこねこムーシリーズ ３
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとちひろちゃんの海
ポプラ社の新・小さな童話 ６８ 江崎雪

子のこねこムーシリーズ ５
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとナナちゃん ポプラ社の新・小さな童話 ４６ 江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとひみつのたまご
ポプラ社の新・小さな童話 １６４ 江崎

雪子のこねこムーシリーズ ９
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとふしぎなたね
ポプラ社の新・小さな童話 １４６ 江崎

雪子のこねこムーシリーズ ８
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとミミィのぼうけん
ポプラ社の新・小さな童話 １１２ 江崎

雪子のこねこムーシリーズ ７
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーとリッピィのゆめ
ポプラ社の新・小さな童話　１９５　江

崎雪子のこねこムーシリーズ １０
江崎雪子∥さく 武田美穂∥え

こねこムーのあたらしいともだち
ポプラ社の新・小さな童話 ９７ 江崎雪

子のこねこムーシリーズ ６
江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

こねこムーのおくりもの ポプラ社の小さな童話 ８８ 江崎雪子∥さく 橋本淳子∥え

子ネズミきょうだい町へいく アリソン＝アトリー∥作 フェイス＝ジェイクス∥画 まがたようこ∥訳

こ



こねずみとえんぴつ １２のたのしいおはなしとえのほん 幼児のため

のおはなし集
世界傑作童話シリーズ ステーエフ∥さく・え 松谷さやか∥やく

小ネズミのピーク 岩波少年文庫復刻版 ビアンキ∥作 網野菊∥訳

子ねずみラルフ家出する あかね世界の文学シリーズ Ｂ．クリアリー∥作 谷口由美子∥訳 赤坂三好∥画

子ねずみラルフのぼうけん あかね世界の児童文学 ８ ベバリー・クリアリー∥著 谷口由美子∥訳

木練柿 あさのあつこ著

木練柿 あさのあつこ

五年の梅 乙川優三郎∥著

5年目の魔女 新潮文庫 乃南アサ著

このあいだに　なにがあった？ かがくのとも絵本 佐藤雅彦

この女 森絵都著

この君なくば 葉室麟著

この国のゆくえ 教科書・日の丸・靖国 岩波ジュニア新書 ３８４ 梅田正己∥著

この骨董が、アナタです。 仲畑貴志∥著

この楽しき日々 上 岩波少年文庫 ３０３３ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

この楽しき日々 下 岩波少年文庫 ３０３４ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

このつぎなあに 日本の創作幼年童話 １３ 山中恒∥作 栗田八重子∥絵

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 おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子著

この人からはじまる 鹿島茂∥著

この人の閾 保坂和志∥著

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

この方法で生きのびろ！ ジョシュア・ペイビン∥著 デビッド・ボーゲニクト∥著 倉骨彰∥訳

このままではとべません！ カメリア航空、地上お客様係の奮闘 日向　唯稀

このみちをゆこうよ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ∥著 矢崎節夫∥選

木の実のなるころ のばらの村のものがたり ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上 白石一文著

この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　下 白石一文著

この闇と光 服部まゆみ∥著

このゆきだるまだーれ？ 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子∥文 山脇百合子∥絵

このよで　いちばん　はやいのは かがくのとも絵本 ロバート・フローマン原作　天野祐吉翻案　あべ弘士絵

この世に恋して　曽野綾子自伝 曽野綾子著

この世の春　上 宮部みゆき

この世の春　下 宮部みゆき

この落語家に訊け！　いま、噺家が語る新しい落語のかたち 広瀬和生著

こ



琥珀の望遠鏡 ライラの冒険シリーズ ３ フィリップ・プルマン∥著 大久保寛∥訳

琥珀の道殺人事件 内田康夫

小林一茶 子どもの伝記全集 ３４ 斎藤了一∥〔著〕

小林カツ代の基本のおかず 決定版 かんたん！おいしい！技あり！家

庭料理のベスト版

主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ Ｃｏｏｋｉ

ｎｇ
小林カツ代∥著

小春日の雪女 小学館文庫 旗本絵師描留め帳 小笠原京∥著

ごはん 日本傑作絵本シリーズ 平野恵理子著

小判商人　御宿かわせみ 平岩弓枝著

ごはん　たべよ
福音館あかちゃんの絵本　もののえほん

いちにち　１
大阪YWCA千里子ども図書室文　大塚いちお絵

ごはんにしましょ 幼児食 初めての赤ちゃん食事シリーズ ３

湖畔のテラス 集英社文庫 赤川次郎著

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和

五匹の子豚
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐２

１
アガサ・クリスティー∥著 桑原千恵子∥訳

５ひきのトロル
ハルフダン・ラスムッセン∥さく イブ・スパング・オルセン∥え や

まのうちきよこ∥やく

こひつじクロ あたらしい世界の童話 １７ エリザベス・ショー∥作・絵 ゆりよう子∥訳

こひつじクロ あたらしい世界の童話 １７ エリザベス・ショー∥作・絵 ゆりよう子∥訳

小人たちの新しい家 小人の冒険シリーズ ５ メアリー・ノートン∥作 猪熊葉子∥訳

こびとのくつや グリム童話 バーナデット・ワッツ∥絵 ささきたづこ∥訳

こびとの本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

こびとの村の川がたいへん Ａ・シャプートン∥文 Ｇ・ミューラー∥絵 岸田今日子∥訳

こびとの村のクリスマス Ａ・シャプートン∥文 Ｇ・ミューラー∥絵 岸田今日子∥訳

小人ヘルベと大食らいのツボッテル 世界のどうわ傑作選 １５ オトフリート＝プロイスラー∥作・絵 中村浩三∥訳

小人ヘルベのぼうけん オトフリート＝プロイスラー∥作・絵 中村浩三∥訳

コーヒーにドーナツ盤、黒いニットのタイ 片岡義男著

５００円でわかる！低カロおかずサッサと献立

コフィン・ダンサー ジェフリー・デｲーｳﾞｧー著　池田真紀子訳

ごぶごぶごぼごぼ ０．１．２．えほん 駒形克己∥さく

こぶじいさま 《こどものとも》傑作集 松居直∥再話 赤羽末吉∥画

こぶしの上のダルマ 南木佳士著

拳の先 角田光代著

辛夷の花 葉室麟著

こぶたかげこぶた 福音館の幼児絵本 小野かおる∥さく

こぶたがずんずん 渡辺一枝∥ぶん 長新太∥え

コブタくんとコヤギさんのおはなし 世界傑作童話シリーズ
ヴァーツラフ・チトゥヴルテック∥さく 関沢明子∥やく にしむらあ

つこ∥え

子ブタシープピッグ 児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス∥作 木原悦子∥訳 メアリー・レイナー∥絵

こ



こぶたたんぽぽぽけっととんぼ 馬場のぼる∥作

コブタと大こうずい クマのプーさんえほん ７ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

コブタのおてがら クマのプーさんえほん １４ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

こぶたのおまわりさん シーブ・セーデリング∥作絵 石井登志子∥訳

こぶたのオリバーあったかいクッキーづくり
ジーン・バン・レイバン∥さく アーノルド・ローベル∥え みやした

みねお∥やく

コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏∥作

こぶたのドーカス・ポーカス
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

こぶたのプーと青いはた あたらしい創作童話 １２ カーラ・スティーブンズ∥作 レイニイ・ベネット∥絵 代田昇∥訳

こぶたのぶーぷ 福音館創作童話シリーズ 西内ミナミ作　真島節子絵

こぶたのポインセチア あたらしい世界の童話 ９ フェリシア・ボンド∥作　絵 小杉佐恵子∥訳

こぶたのまーち 童心社のベスト紙芝居 ぴよぴよ５ むらやまけいこ∥さく ほりうちせいいち∥え

こぶたのまーち こどものともコレクション２００９ むらやまけいこ　さく

こぶたのるーた おはなしの花たば 村山桂子∥文 村上康成∥画

こぶたはなこさんのうんどうかい くどうなおこ∥ぶん いけずみひろこ∥え

こぶたはなこさんのおべんとう くどうなおこ∥ぶん いけずみひろこ∥え

こぶたはなこさんのかがみ くどうなおこ∥ぶん いけずみひろこ∥え

こぶたはなこさんのたんじょうび くどうなおこ∥ぶん いけずみひろこ∥え

こぶたはなこさんのみずあそび くどうなおこ∥ぶん いけずみひろこ∥え

こぶたブンタのシンデレラ どうわがいっぱい １４ 森山京∥作 新野めぐみ∥絵

こぶたブンタのチョコレート どうわがいっぱい ６ 森山京∥作 新野めぐみ∥絵

こぶたブンタのネコフンジャッタ どうわがいっぱい ２１ 森山京∥作 新野めぐみ∥絵

こぶたほいくえん 福音館の幼児絵本 なかがわりえこ∥ぶん やまわきゆりこ∥え

こぶとり むかしむかし絵本 １８ おおかわえっせい∥ぶん おおたこうし∥え

こぶとり爺さん・かちかち山
岩波版ほるぷ図書館文庫 日本の昔ばな

し １
関敬吾∥編

こぶとりたろう たかどのほうこ作　杉浦範茂絵

五分の魂 風の市兵衛　８ 辻堂魁

五分後に思わず涙　青い星のちいさな出来事

五分後に思わず涙　世界が赤らむ、その瞬間に 桃戸ハル

５分後の世界 村上竜∥著

古墳の発掘 中公新書 ６５ 森浩一∥著

五弁の椿 改版 新潮文庫 山本周五郎∥著

孤蓬のひと 葉室麟

こぼれ種 青木玉∥著

独楽 安藤正樹∥文 全日本独楽回しの会∥監修

こ



古町殺し　五の巻 鎌倉河岸捕物控　五の巻 佐伯泰英

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 やさしい科学 山崎直美∥著

小町・中町浮世をゆく 田辺聖子∥著

こまったくちばし ロウィーナのペット騒動 モリス・グライツマン∥作 青海恵子∥訳

こまったクリスマス ラッセル・ジョンソン∥文 バーナデット∥絵 もきかずこ∥訳

こまったさんのオムレツ おはなしりょうりきょうしつ ４ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのカレーライス おはなしりょうりきょうしつ ２ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのグラタン おはなしりょうりきょうしつ ６ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのコロッケ おはなしりょうりきょうしつ ８ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのサラダ おはなしりょうりきょうしつ　 ５ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのサンドイッチ おはなしりょうりきょうしつ ７ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのシチュー おはなしりょうりきょうしつ １０ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのスパゲティ おはなしりょうりきょうしつ １ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのハンバーグ おはなしりょうりきょうしつ　 ３ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

こまったさんのラーメン おはなしりょうりきょうしつ ９ 寺村輝夫∥作 岡本颯子∥絵

「困った人たち」とのつきあい方 ロバート・Ｍ・ブラムソン∥著 鈴木重吉∥訳 峠敏之∥訳

コマツナの栽培と１８の実験 やさしい科学 柴田一∥著

こままわるかな　親子でつくるこまの本 成井俊美作　三枝祥子絵

五万人の死角 東京ドーム毒殺事件 カッパ・ノベルス 小林久三∥著

ゴミを調べる １ 衣・食生活とゴミ 塚本治弘∥著

ゴミを調べる ３ 社会活動とゴミ 塚本治弘∥著

ゴミを調べる ２ 住まいと身の回りのゴミ 塚本治弘∥著

ごみから地球を考える 岩波ジュニア新書 １９２ 八太昭道∥著

ゴミのはなし 人間の知恵 ２０ 藤田千枝∥著

「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 集英社新書 吉田照美

コミュニケーションの英語 岩波ジュニア新書 ２７３ 小島義郎∥著

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長新太∥作

小麦粉のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

小麦・ふくらんでパン たくさんのふしぎ傑作集 中西敏夫∥文 米本久美子∥絵

ゴムのはなし 人間の知恵 １１ 須之部淑男∥著

ゴム風船の実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 藤田ひおこ∥絵

ゴムラスの月 児童図書館・文学の部屋 アラン・ガーナー∥作 久納泰之∥訳

米をつくる米でつくる 岩波ジュニア新書　４９６ 西沢江美子著

「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ １ イネを育てる

種もみの準備から収穫まで
池田良一∥監修 横田不二子∥文

こ



「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ ３ 米を食べる

栄養と調理
池田良一∥監修 松本美和∥文

「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ ２ 図解米なんで

も情報
池田良一∥監修 松本美和∥文

「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ ４ 都道府県別米

データ集
池田良一∥監修 高田裕∥文

米のきた道 フレーベル館のかんさつシリーズ １ 佐々木敏裕∥文 石津博典∥絵

ごめん ひこ・田中∥作

御免状始末 闕所物奉行　裏帳合　一　新装版 上田秀人

ごめんなさい 中川ひろたか∥文 長新太∥絵

ごめんねさとしくん どうわランド 末吉暁子∥作 太田大八∥絵

ごめんねしない たんぽぽえほん １ しみずみちを∥ぶん ながのひでこ∥え

ごめんねまみちゃん 園の生活１２か月 ４　７月のお話 長崎源之助∥さく 長野ヒデ子∥え

こもものおうち もぐらのこもも １ こいでやすこ∥さく

こもものともだち もぐらのこもも ３ こいでやすこ∥さく

こもものふゆじたく もぐらのこもも ２ こいでやすこ∥さく

こもりうた ビー・ピー・ニコル∥詩 アニタ・ローベル∥絵 松井るり子∥訳

木洩れ日に泳ぐ魚 恩田陸

こやぎがやってきた やぎのしずか １ 田島征三∥作

御用船帰還せず 幻冬舎文庫 相場英雄

コヨーテ老人とともに アメリカインディアンの旅物語 ジェイム・デ・アングロ∥作・画 山尾三省∥訳

こよみともだち 日本傑作絵本シリーズ わたりむつこ作　ましませつこ絵

こよみのはなし 人間の知恵 １６ 小松恒夫∥著

御落胤 隠密家族　８ 喜安幸夫

コリアン世界の旅 野村進∥著

ゴリとぼく ＰＨＰのえほん 宮本忠夫∥さく・え

狐狸の恋 お鳥見女房 諸田玲子

狐狸の恋　お鳥見女房 諸田玲子著

ご利益散歩に出かけよう 平野恵理子

ゴリラが１ぴき なんだかおかしなかずのほん アツコ・モロズミ∥作 松野正子∥訳

ゴリラとあかいぼうし 世界傑作絵本シリーズ 山極寿一∥作 ダヴィッド・ビシームワ∥絵

ゴリラのビックリばこ 長新太∥作

ゴリラぼうやのパセリさがし ヒューエット・どうぶつのお話 ２
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく シャーロット・ハフ∥

え

ゴルゴタ 徳間文庫 深見真

ゴルゴン 幻獣夜話 ハヤカワ文庫　ＦＴ ２１７ タニス・リー∥著 木村由利子∥訳 佐田千織∥訳

コルシア書店の仲間たち 須賀敦子∥著

コルチャック先生 岩波ジュニア新書 ２５６ 近藤康子∥著

こ



ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎著

ゴールデンボーイ 恐怖の四季　春夏編 新潮文庫 スティーヴン・キング∥〔著〕 浅倉久志∥訳

ゴールドラッシュ 柳美里∥著

ゴルフここを知ったら 急所図解化 クリーンに振り抜くイメージと打

法
プレイブックス 岡本綾子∥著

コルベ神父 友のためにささげたいのち 千葉茂樹∥作 矢車涼∥絵

これあのあれ いとうひろし作

壺霊　下 内田康夫著

壺霊　上 内田康夫著

壺霊　上 カドカワ・エンタテイメント 内田康夫

壺霊　下 カドカワ・エンタテイメント 内田康夫

これ一冊で裁判員制度がわかる 読売新聞社会部裁判員制度取材班著

これがオススメ！赤ちゃんグッズをえらぶ本 子育てグッズ研究会∥著

これが最後の「カミさんと私」の物語 土岐雄三∥著

これが佐藤愛子だ　自讃ユーモアエッセイ集　１ 集英社文庫 佐藤愛子著

これが脳低体温療法だ 脳死を防ぐ新医療 ＮＨＫスペシャルセレクション 林勝彦∥著 人体プロジェクト∥著

これがＰＫＯだ 憲法と国際協力を考える５０話 岩波ジュニア新書 ２１９ 森英樹∥著

これがほんとの大きさ！ 児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ作　佐藤見果夢訳

これがほんとの大きさ！　続　古代の生きものたち 児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ作　佐藤見果夢訳

これからお祈りにいきます 津村記久子著

これからの「正義」のはなしをしよう マイケル・サンデン

これからのアジア 李登輝∥著 加瀬英明∥著

これからの誕生日 穂高明著

稀覯人の不思議 光文社文庫 二階堂黎人著

これこれおひさま 子どものための詩の本 小野寺悦子∥詩 飯野和好∥絵

これだけは知っておきたい個人情報保護 岡村久道，鈴木正朝[共」著

これだけは見ておきたいオペラ とんぼの本 木之下晃∥著 堀内修∥著

これだけは見ておきたい桜 とんぼの本 栗田勇∥ほか著

これだけは見ておきたいバレエ とんぼの本 佐々木涼子∥著 瀬戸秀美∥著

これだけは読んでおきたい科学の１０冊 岩波ジュニア新書 ４５６ 池内了∥編著

これで安心！病院選びの「掟」１１１ 超実用医療ミスから身を守る

患者マニュアル
伊藤隼也∥著

これで生きるのが楽になる 鎌田實著　村上信夫[著］

これで解決！とっさのＤＩＹ　NHK住まい自分流 生活実用シリーズ

これでよろしくて？ 川上弘美著

これでわかった！！値段のカラクリ 金子哲雄著

こ



これでわかる！　医療のしくみ　大事典 中公新書ラクレ 読売新聞大阪本社著

これ、もっていき 村上しいこ文　伊藤秀男絵

コレラが街にやってくる 本当はコワーイ地球温暖化 藤田紘一郎∥著

これは　あたま 五味太郎∥作

これはあっこちゃん 谷川俊太郎∥文 薙野たかひろ∥絵

これは王国のかぎ ファンタジーの冒険 荻原規子∥作

これはおひさま 幼児絵本シリーズ 谷川俊太郎∥ぶん 大橋歩∥え

これはのみのぴこ 谷川俊太郎∥作 和田誠∥絵

これは　ひも 五味太郎∥作

孤狼 刑事・鳴沢了 堂場　瞬一

孤老剣 将軍家見聞役　元八郎　二 上田秀人

五郎治殿御始末 浅田次郎

吾郎とゴロー　研修医純情物語 幻冬舎文庫 川渕圭一

孤狼の血 柚月裕子

ごろごろ 伊集院静∥著

ころころころ 福音館の幼児絵本 元永定正∥さく・え

ごろごろどっしーん 幼児絵本シリーズ 西内ミナミ∥ぶん 山内ふじ江∥え

ゴロゴロドンドンパラパラパラ にしまきかやこ∥作・絵

ころころにゃーん ０．１．２．えほん 長新太作

ごろごろ　にゃーん こどものとも傑作集 ６８ 長新太∥作　画

ころころ　パンケーキ ノルウェー民話
アスビヨルンセン∥文 モー∥文 スヴェン＝オットー∥絵 やまのうち

きよこ∥訳

ころころろ 畠中恵著

殺された道案内 八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美∥著

殺される理由（わけ） 雨宮町子∥著

殺し合う家族 新堂冬樹著

殺しの双曲線 西村京太郎

「殺すな」と「共生」 大震災とともに考える 岩波ジュニア新書 ２５２ 小田実∥著

破落戸 あくじゃれ瓢六捕物帖 諸田玲子

破落戸　あくじゃれ瓢六 諸田玲子著

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村文人　文

コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条さなえ∥作 岡本順∥画

ごろはちだいみょうじん こどものとも傑作集 １２ 中川正文∥さく 梶山俊夫∥え

転び者　新古着屋総兵衛　（六） 新古着屋総兵衛　六 佐伯泰英

コロボックル絵物語 有川浩作

こ



ころりんパン ロシアのお話とわらべうた 北畑静子∥訳 ユーリー・ワスネツォフ∥絵

ごろろ　ううう　ぶうぶう ピーター・スピア∥作 わたなべしげお∥訳 増井光子∥訳

ごろんごゆきだるま ０．１．２．えほん たむらしげる作

転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 課題図書 臼井二美男

コロンブス 子どもの伝記全集 １６ 柴野民三∥〔著〕

コロンブス 歴史を変えた海の冒険者 ナンシー・スマイラー・レビンソン∥著 橘高弓枝∥訳

ごろんぼう 御助宿控帳 鳥羽亮

こわがってるのはだれ？ フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

子別れ橋 髪結の亭主　五 和久田正明

子別れレッスン 「おっぱい男」と「わがまま妻」 斎藤学∥著 久田恵∥著

こわれた腕環 ゲド戦記　２ ル＝グウィン∥作 清水真砂子∥訳

壊れた地球儀の直し方　ぼくらの出番 扶桑社新書　２１３ 青山繁晴

「婚活」時代 山田昌弘　白河桃子

ゴーン・ガール　下 小学館文庫 ギアン・フリン著

ゴーン・ガール　上 小学館文庫 ギリアン・フリン著

ごんぎつね おはなし名作絵本 １ にいみなんきち∥・ぶん みたげんじろう∥・え

ごんぎつね 岩波少年文庫 ０９８ 新美南吉∥作

ごんぎつね フォア文庫 新美南吉著　福田庄助画

ごんぎつね・夕鶴 少年少女日本文学館　１５ 新美南吉　木下順二

コンクリートが危ない 岩波新書　新赤版 ６１６ 小林一輔∥著

根源 表御番医師診療禄　１２ 上田秀人

権現の踊り子 町田康∥著

コンコード・ヒルの上で
世界傑作童話シリーズ クワイナー一家

の物語 ４

マリア・Ｄ．ウィルクス∥作 ダン・アンドレイアセン∥画 土屋京子∥

訳

根菜といものおかず
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２４
ＮＨＫ出版∥編

今昔続百鬼－雲 冒険小説 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

今昔物語
コミックストーリーわたしたちの古典

７
監修　長谷川孝士

今昔物語集 ２１世紀版　少年少女古典文学館　９ 杉本苑子著

今昔物語集の世界 岩波ジュニア新書 ４０７ 小峯和明∥著

今昔ものがたり
岩波少年文庫 ３１３２ 遠いむかしのふ

しぎな話
杉浦明平∥作

コンスタンティノープルの陥落 新潮文庫 塩野七生∥著

痕跡　上 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル　相原真理子訳

痕跡　下 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル　相原真理子訳

懇切な遺書 夏樹静子∥著

コン・セブリ島の魔法使い 別役実著

こ



コンセント 田口ランディ∥著

コンタクト・ゾーン 篠田節子∥著

献立が１０倍になるソースの本 栗原はるみ∥著

コンタのクリスマス あかね幼年どうわ １６ 村山桂子∥作 中谷千代子∥絵

コンタロウのひみつのでんわ 安房直子著

こんちき　あくじゃれ瓢六 諸田玲子著

コンチキ号漂流記 偕成社文庫 ３０１０ トール・ハイエルダール∥著 神宮輝夫∥訳

ごんちゃんだいすき 絵本・おはなしのひろば １７ ごとうりゅうじ∥ぶん はないりょうこ∥え

昆虫 ２ 福音館のかがくのほん 得田之久∥ぶんえ

昆虫 ニューワイド　学研の図鑑

昆虫 ポプラディア大図鑑　WONDA 寺山守［監]

昆虫記 第１分冊 聖たまこがね　つちすがり　あなばち　その他 岩波版ほるぷ図書館文庫 ファーブル∥〔著〕 山田吉彦∥訳

昆虫記 第２分冊 本能のもの知り　その他 岩波版ほるぷ図書館文庫 ファーブル∥〔著〕 山田吉彦∥訳 林達夫∥訳

昆虫図鑑　下 原色日本 東正雄

昆虫図鑑　上　甲虫編 原色日本 中根猛彦

昆虫たちの住める街 東京と札幌を結んで 子ども科学図書館 松山史郎∥文と写真

昆虫 ちいさななかまたち かがくのほん 得田之久∥ぶん・え

昆虫 小さな虫たちのせかい 絵本図鑑シリーズ ２ 長谷川哲雄∥作

こん虫の飼い方 カラー自然シリーズ ５３ 小田英智∥解説 久保秀一∥写真 七尾企画∥写真

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん １ 三枝博幸∥文 松原巌樹∥絵

昆虫の飛翔 栗林慧∥著

昆虫のふしぎ 色と形のひみつ 科学のアルバム ８６ 栗林慧∥写真 大谷剛∥文

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介

こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林明子∥さく

近藤勇白書　上　レジェンド歴史時代小説 講談社文庫 池波正太郎著

近藤勇白書　下　レジェンド歴史時代小説 講談社文庫 池波正太郎著

近藤勇白書　上　レジェンド歴史時代小説 講談社文庫 池波正太郎著

近藤典子が建てた家　収納のカリスマが提案する新しい暮しの形 ＳＳＣムック 近藤典子著

近藤誠氏の『がんもどき理論』の誤り 病理医の見たがんの真実 斎藤建∥著

今度生まれたら 内館牧子

こんどまたものがたり ドナルド・ビセット∥作 木島始∥訳

こんどはけんかしてやる 絵本・ちいさななかまたち 宮本忠夫∥作

混沌 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

こんな家に住みたかった ３２人の建築家による個性的な住宅 藤塚光政∥写真 村上紀史郎∥編

こ



こんな老い方もある 佐藤愛子∥著

こんな差別が ちくま少年図書館 ４８ 社会の本 小林初枝∥著

こんなときどうする？パートの権利Ｑ＆Ａ 実践・職場と権利シリーズ ４ 今野久子∥著

こんなに面白い上野公園 とんぼの本 林丈二∥著 丹尾安典∥著

こんな日には苗木を植えよう 田中章義編

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち 渡辺一史著

こんにちは　ねこ ゆうたくんちのいばりいにぬ　８ きたやまようこ

こんにちは くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

こんにちはあかぎつね！ エリック・カール∥さく さのようこ∥やく

こんにちはあかちゃん メム　フォックス作　スティーブ　ジェンキンス絵　角野栄子訳

こんにちはアグネス先生　アラスカの小さな学校で あかね・ブックライブラリー　１１ カークパトリック・ヒル著　宮木陽子訳

こんにちは　いぬ ゆうたくんちのいばりいぬ ９ きたやまようこ∥作

こんにちはウーフ くまの子ウーフの童話集 ２ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

こんにちわ　かえるくん！ かえるくんのほん １ マーサー・メイヤー∥さく

こんにちは♪さようならのまど ノートン・ジャスター文  クリス・ラシュカ絵　石津ちひろ訳

こんにちはどうぶつたち ０．１．２．えほん とだきょうこ∥あん さとうあきら∥しゃしん

こんにちは、長くつ下のピッピ
アストリッド・リンドグレーン文　イングリッド・ヴァン・ニイマ

ン絵　石井登志子訳

こんにちワニ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか文　村上康成絵

こんにちはハーネス 汐文社・ジュニアノンフィクション 後藤俊夫∥作

こんにちは，バネッサ あたらしい創作童話 ２２
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥作 リリアン・ホーバン∥絵 小杉

佐恵子∥訳

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤英治文・写真

こんにちは！へんてこライオン 長新太作

こんにちはまたおてがみです 中川李枝子文　山脇百合子絵［等」

こんにちはむし ゆうたくんちのいばりいぬ ７ きたやまようこ∥作

こんにゃくの絵本 つくってあそぼう［２４］ 高畑浩之［編］

金春屋ゴメス 西條奈加著

コンビニたそがれ堂　猫たちの星座 村山　早紀

コンビニたそがれ堂　セレクション 村山早紀著

コンビニ人間 村田沙耶香著

コンビニ・ララバイ 池永陽∥著

権兵衛はまだか ベスト時代文庫 井川香四郎

ゴンベッサよ永遠に 幻の化石魚シーラカンス物語 末広陽子∥著

今夜は眠れない 宮部みゆき∥著

さあ、あなたの暮らしぶりを話して クリスティーのオリエント発掘

旅行記
アガサ・クリスティー∥著 深町真理子∥訳

こ
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サアカスの馬・童謡 少年少女日本文学館　２０ 安岡章太郎　吉行淳之介

サアナごうをうて かいぞくポケット １９ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

さあ、はこをあけますよ！ ドロシー･クンハート作　ふしみみさを訳

さあやってみよう 幼児の科学 １ 久保雅勇∥〔絵〕 鈴木三枝子∥文

さあ、ヨコハマ銭湯へ行こう！　横浜を知るには銭湯が一番 横浜市浴場共同組合５０周年記念誌制作実行委員会［編］

最愛 真保裕一著

最悪の将軍 朝井まかて著

再会 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

再会 重松清著

再会 横関大著

再会　あくじゃれ瓢六捕物帖 あくじゃれ瓢六捕物帖 諸田玲子

再会　あくじゃれ瓢六 諸田玲子著

西鶴の感情 富岡多恵子著

西鶴名作集 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１７ 藤本義一著

再起 Hayakawa novels　競馬シリーズ ﾃﾞｨｯｸ・フランシス著　北野寿美枝訳

西行花伝 辻邦生∥著

最恐組織 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

サイクリング 改訂新版 講談社スポーツシリーズ 鳥山新一∥著

サイクルスポーツ攻略法 岩波ジュニア新書 １３７ 五十嵐高∥著

歳月がくれるもの　まいにち、ごきげんさん 田辺聖子著

再建 吉原裏同心　１２ 佐伯泰英著

再現ドキュメント　日本の戦後 上 ＮＨＫ∥編

再現ドキュメント日本の戦後 下 ＮＨＫ∥編

最高裁調査官 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ブラッド・メルツァー∥著 中原裕子∥訳

最高裁判所 司法中枢の内側 講談社現代新書 ８４２ 野村二郎∥著

西郷隆盛 子どもの伝記全集 ３１ 安元薫∥〔著〕

西郷の首 伊東潤

西国三十三カ所めぐり 歴史と四季が彩る観音の里 ＪＴＢキャンブックス 社寺 駒敏郎∥監修 藤井金治∥写真

最後に愛を見たのは 夏樹静子∥著

さいごの雨彦流 青木雨彦∥著

最後の家族 村上龍著

最後の宦官秘聞 ラストエンペラー溥儀に仕えて 賈英華∥著 林芳∥監訳 ＮＨＫ出版∥監訳

最後の記憶 綾辻行人∥著

最後の喫煙者 新潮文庫 自選ドタバタ傑作集 １ 筒井康隆∥著
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最後の刑事
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　９１－

１０
ピーター・ラヴゼイ∥著 山本やよい∥訳

最後の剣 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

最後の惨劇 徳間文庫 吉村達也著

最後の授業 偕成社文庫 ３１９６ アルフォンス・ドーデ∥作 桜田佐∥訳

最後の将軍 文春文庫 司馬遼太郎∥著

最後の証人 宝島社文庫 柚月裕子著

さいごの戦い
岩波少年文庫 ２１０７ ナルニア国もの

がたり ７
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

さいごの戦い 改版 ナルニア国ものがたり ７ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

最後の戦い はぐれ同心闇裁き１２ 喜安幸雄

最後の伝令 筒井康隆

最後の逃亡者 熊谷独∥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 ノンフィクション知られざる世界 国松俊英∥著

最後の特派員 上 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

最後の特派員 下 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

最後の夏休み はじまりの一滴をめざして あかね・ブックライブラリー ２ 三輪裕子∥作 佐藤真紀子∥絵

最後の波の音 山本夏彦∥著

最後の花時計 遠藤周作∥著

最後の一葉 角川文庫 オー・ヘンリー傑作集 １ オー・ヘンリー∥〔著〕 飯島淳秀∥訳

最後のひと葉　オー=ヘンリー傑作短編集 偕成社文庫 オー=ヘンリー　作

さいごの冒険 ミス・ビアンカシリーズ ７
マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 エリック・ブレグバード∥

絵

最後の魔法陣 斎藤栄∥著

最後の藁 夏樹静子∥著

最期は思いのままに！ 遺言を書くということ 佐橋慶女∥著

再婚生活 山本文緒著

サイゴン・ピックアップ 河出文庫 藤沢周∥著

サイゴン・ブルー 村松友視∥著

最終退行 池井戸潤著

最上の地 講談社文庫 Ｓ．デュナント∥〔著〕 小西敦子∥訳

宰相夫人の昭和史 上坂冬子∥著

最初に父が殺された 飢餓と虐殺の恐怖を越えて ルオン・ウン∥著 小林千枝子∥訳

最初のｵﾄｺはたたき台 林真理子著

最初の舞踏会　ホラー短編集　３ 岩波少年文庫 平岡敦［編］訳

最新歌舞伎俳優名鑑

最新気象の事典
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最新スポーツ大事典 岸野雄三〔等〕編

最新版　日本の地理　５　関東地方 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　１　九州地方 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　３　近畿地方 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　８　地図の見方・使い方，総さくいん 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　２　中国・四国地方 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　４　中部地方 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　７　日本の国土と産業 井田仁康［監］

最新版　日本の地理　６　北海道・東北地方 井田仁康［監］

最新よく効く漢方薬百科 体質で選ぶ、症状で選ぶ 主婦の友百科シリーズ

再生 石田衣良著

再生巨流 楡周平著

再生巨流 楡周平

再生 金融腐蝕列島　続 上 角川文庫 高杉良∥〔著〕

再生 金融腐蝕列島　続 下 角川文庫 高杉良∥〔著〕

罪責　潜入捜査　〈新装版〉 今野敏

在宅で死ぬということ 押川真喜子∥著

埼玉県の民話 八人の将門ほか 県別ふるさとの民話 １７　埼玉県 日本児童文学者協会∥編

さいとう市立さいとう高校野球部 あさのあつこ著

さいとう市立さいとう高校野球部　甲子園でエースしちゃいました あさのあつこ著

道祖土家の猿嫁 坂東眞砂子著

在日 姜尚中著

「在日」外国人 ３５ヵ国１００人が語る「日本と私」 江崎泰子∥編 森口秀志∥編

罪人の選択 貴志祐介

彩の女 上 文春文庫 １６８‐３ 平岩弓枝∥著

彩の女 下 文春文庫 １６８‐４ 平岩弓枝∥著

栽培上手になる土・肥料・鉢 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送協会∥編集

最果てアーケード 小川洋子著

さいはての島へ ゲド戦記　３ ル＝グウィン∥作 清水真砂子∥訳

サイパン 第１改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

裁判員　もうひとつの評議 小杉健治著

裁判・訴訟のしくみがわかる事典　改訂新版 高橋裕次郎[監]

催眠 Ｈｙｐｎｏｓｉｓ 小学館文庫 松岡圭祐∥著

採薬使佐平次 角川文庫 平谷美樹
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採薬使佐平次 将軍の象 平谷　美樹

西遊記 中 新版 岩波少年文庫 ５４８ 呉承恩∥作 伊藤貴麿∥編訳

西遊記 下 新版 岩波少年文庫 ５４９ 呉承恩∥作 伊藤貴麿∥編訳

西遊記 于大武∥絵 唐亜明∥文

西遊記 上 福音館古典童話シリーズ １５ 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画

西遊記 下 福音館古典童話シリーズ １６ 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画

宰領　隠蔽捜査５ 今野敏著

サイレント・ポイズン 警視庁特殊詐欺追跡班 六道慧

サイン会はいかが？　成風堂書店事件メモ 創元推理文庫 大崎梢著

サインとマーク ピクトグラム　コミュニケーション

サウスバウンド 奥田英朗著

サウンド・オブ・ミュージックの世界 トラップ一家の歩んだ道 求龍堂グラフィックス
ウィリアム・Ｔ・アンダーソン∥文 谷口由美子∥構成・訳・文 デイ

ヴィッド・ウェイド∥写真

佐伯祐三 パリに燃えた青春 ＮＨＫブックスカラー版 Ｃ１３ 朝日晃∥著 糸数昌寧∥写真

冴える木刀 見倒屋鬼助　事件控　５ 喜安幸夫

さおだけ屋はなぜ潰れないのか？　身近な疑問からはじめる会計学 光文社新書　１９１ 山田真哉著

境に居て 高橋たか子∥著

逆恨みの春夜 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

逆髪 富岡多恵子∥著

逆髪　土御門家･陰陽事件簿 澤田ふじ子著

さかさまさかさ たくさんのふしぎ傑作集 野崎昭弘∥文 タイガー立石∥絵

さかさ町
フランク・エマーソン・アンドリュース著　ルイス・スロボドキン

絵　小宮由訳

さかさ町　（複本） F.エマーソン・アンドリュース作

さかさまライオン 絵本・ちいさななかまたち 内田麟太郎∥文 長新太∥絵

さがしあてたなぞの国 とおい昔の謎をとく ７ たかしよいち∥文 小泉澄夫∥え

さがしています アーサー・ﾋﾞナード作　岡倉禎志写真

さかしま 梁石日∥著

さーかす 子どもがはじめてであう絵本 ７ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

サーカス！ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ピーター・スピア∥作 ほずみたもつ∥訳

サーカスがやってきた
ブックローン出版のえほん くまのアー

ネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

サーカスなんてやーめた あたらしい世界の童話 １３
トーマス・ティードホルム∥作 アンナ‐クララ・ティードホルム∥絵

菱木晃子∥訳

サーカスの小びと ケストナー少年文学全集 別巻 ケストナー∥作 高橋健二∥訳

ｻｰｶｽの夜に 新潮文庫 小川糸

サーカス物語 Ｍ・エンデ∥作 矢川澄子∥訳 司修∥画

酒田さ行ぐさげ　日本橋人情横丁 宇江佐真理著
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さかな ブライアン・ワイルドスミス作品選 ブライアン・ワイルドスミス∥さく・え わたなべしげお∥やく

魚 ポプラディア大図鑑　ＷＯＮＤＡ 瀬能宏［監］

魚 小学館の図鑑

魚をとる人たち 日本の漁業 社会とくらしの絵本 １８ 牧衷∥作 関戸勇∥写真

魚が見た夢 柳美里∥著

魚とくらし 産業のこころシリーズ ４ 山川健重∥編

さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 ２ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

魚のからだ カラー版自然と科学 ２１ 白井祥平∥著

魚のくらし 学研の図鑑

魚のくらしかた カラー自然シリーズ ４０ 武内宏司∥文・解説・写真

さかなの森 森の新聞 １０ 松永勝彦∥著

坂の上の雲 １ 司馬遼太郎∥著

坂の上の雲 ３ 司馬遼太郎∥著

坂の上の雲 ４ 司馬遼太郎∥著

坂の上の雲 ６ 司馬遼太郎∥著

坂の上の雲 ５ 司馬遼太郎∥著

坂の上の雲 ２ 司馬遼太郎∥著

「坂の上の雲」の歴史認識を問う 中塚明　安川寿之輔　醍醐聡

坂の途中の家 角田光代著

ザ歌舞伎座 篠山紀信∥撮影 坂東玉三郎∥案内役

相模川 かながわの水 神奈川新聞編集局著

相模線沿線散歩
かもめ文庫 かながわ・ふるさとシリー

ズ　６１
西村孝昭著

坂道を越えた国 高橋三千綱∥著

相模のもののふたち 中世史を歩く 有隣新書 永井路子∥著

坂本竜馬 嵐の中の日本人シリーズ ２ 二反長半∥著 岩田浩昌∥絵

坂本竜馬 飛べ！ペガスス 時代を動かした人々 維新篇 １ 古川薫∥著 岡田嘉夫∥画

左岸 江國香織著

裂織の本 八田尚子∥著

さぎ師たちの空 心にのこる文学 ８ 那須正幹∥作 関屋敏隆∥絵

さきちゃんたちの夜 よしもとばなな著

鷺と雪 北村薫著

前巷説百物語 京極夏彦著

鷺の墓 時代小説文庫 今井絵美子著

鷺の巻　箱入り娘 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人
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ザ・ギバー 記憶を伝える者 ユースセレクション ロイス・ローリー∥作 掛川恭子∥訳

錯綜の系譜 目付鷹垣隼人正裏緑（二） 上田秀人

朔太郎とおだまきの花 萩原葉子著

朔風ノ岸 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

作文わくわく教室 さ・え・ら図書館／国語 植垣一彦∥著 向井吉人∥著 大和田美鈴∥絵

策謀と欲望
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １５５９
Ｐ・Ｄ・ジェイムズ∥著 青木久恵∥訳

佐久間象山
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

４８
奈良本辰也∥共著 左方郁子∥共著

サクラ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １９ 小笠原亮∥著

さくら 西加奈子著

さくらえび さくらももこ∥絵と文

桜月夜の殺人
集英社文庫 あんみつ検事の捜査ファイ

ル
和久峻三∥著

桜田の悪 新・浪人若さま新見左近 佐々木　裕一

桜田門外十万坪 渡辺房男∥著

桜田門外ノ変 吉村昭∥著

桜と日章 神家正成

桜と富士と星の迷宮 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 倉阪鬼一郎著

さくら日本切手カタログ １９９７年版 日本郵趣協会カタログ委員会∥編集

サクラの一年 科学のアルバム ３８ 守矢登∥著

桜の樹の下で　下 新潮文庫 渡辺淳一著

桜の樹の下で　上 新潮文庫 渡辺淳一著

桜の園 岩波文庫 チェーホフ∥作 小野理子∥訳

桜の実の熟する時 岩波文庫 島崎藤村∥作

桜ﾊｳｽ 藤堂志津子著

さくらばし　３月１０日 福田庄助∥絵・文

さくら花店　毒物図鑑 宮野美嘉

桜吹雪　新酔いどれ小籐次　三 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

桜ほうさら 宮部みゆき著

桜舞う　おいち不思議がたり あさのあつこ著

桜もさよならも日本語 丸谷才一∥著

さくらゆき　桜井京介returns KODANSHA　NOVELS 篠田真由美著

さくらんぼおばさん空をとぶ 新しい世界の童話シリーズ エルンスト＝エッカー∥作 飯豊道男∥訳 むかいながまさ∥画

さくらんぼクラブにクロがきた 岩崎幼年文庫 １５ 古田足日∥作 長谷川知子∥絵

サクリファイス 近藤史恵著

『犠牲（サクリファイス）』への手紙 柳田邦男∥著

さ



Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔｅｓｔ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ａｒｃａｄｉｏ　Ｌｏｂａｔｏ

さぐろう秋吉台の３億年 科学で環境探検 庫本正∥著

石榴ノ蠅 居眠り磐音　（二十七） 佐伯泰英

柘榴パズル 彩坂美月著

酒合戦 新・酔いどれ小藤次　十六 佐伯　泰英

サケ 川はぼくらのふるさとだ ジュニア写真動物記 ９ 桜井淳史∥著

酒の肴
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ８
ＮＨＫ出版∥編

酒の肴 アイデアいっぱい・つくり方簡単 別冊ＮＨＫきょうの料理 日本放送出版協会∥編集

サケのたんじょう 科学のアルバム ８１ 桜井淳史∥著

サケ 母なる川に帰る 桜井淳史∥著

ザ・原発所長　下 黒木亮著

ザ・原発所長　上 黒木亮著

ザ・硬式テニス イラスト版 初心者のための基本テクニックと練習法 プレイスポーツ

沙高楼綺譚 浅田次郎∥著

鎖国　辻番奮闘記　三 辻番奮闘記　三 上田秀人

ザ・ゴール 企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット∥著 三本木亮∥訳

左近暗殺指令 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

さざなみ情話 乙川優三郎著

さざなみのよる 木皿泉

細雪 中 改版 新潮文庫 谷崎潤一郎∥著

細雪 下巻 改版 新潮文庫 谷崎潤一郎∥著

細雪 上 改版 新潮文庫 谷崎潤一郎∥著

ささやき貝の秘密 岩波少年文庫 ２１３４ ヒュー・ロフティング∥作 山下明生∥訳

ささやき山の秘密 ジョーン・エイケン∥作 越智道雄∥訳

ささやく水 二見文庫　ザ･ミステリ･コレクション ｼﾞｪイン・アン・クレンツ著　中村三千恵訳

サザンクロス 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん ９ かこさとし∥絵と文

ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ １ 柏葉幸子∥作 岡本順∥絵

刺し子 伝統の柄を生かした作品とくわしい基礎

刺し子百葉 吉田英子∥著 田淵暁∥撮影

theSIX　ザ・シックス 井上夢人著

指し手の顔　上　脳男　２ 首藤瓜於著

指し手の顔　下　脳男　２ 首藤瓜於著

サシバ舞う空 日本傑作絵本シリーズ 石垣幸代∥文 秋野和子∥文 秋野亥左牟∥絵

さ



THE SHOES 　本格革靴の教科書 メンズファッションの教科書シリーズ

砂上 桜木紫乃

砂塵の掟　オッドアイ 渡辺裕之

佐助の牡丹 御宿かわせみ　２８ 平岩弓枝

佐助の牡丹 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

さすらいの孤児ラスムス リンドグレーン作品集 １１ リンドグレーン∥作 尾崎義∥訳

Ｔｈｅ西洋人形

運命　二十 鬼役 坂岡真

さちこちゃんたくやくん 新あかね幼年どうわ ５ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

the TEAM 井上夢人著

沙中の回廊 上 宮城谷昌光∥著

沙中の回廊 下 宮城谷昌光∥著

殺意 三宅彰∥〔著〕

殺意の北八ヶ岳 講談社文庫 太田蘭三著

殺意の北八ヶ岳 講談社文庫 太田蘭三著

サッカー Jスポーツシリーズ ラモス瑠偉著

サッカー 基本練習もテクニックもこれ１冊でＯＫ！ わくわくチャレンジブックス ３

サッカー選手の言葉から学ぶ成功の思考法 ＦｒｏｍＯｎｅ 岩本義弘

作家の四季 池波正太郎未刊行エッセイ集 ５ 池波正太郎∥著

作家の値うち 福田和也∥著

サツキ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １２ 赤羽勝∥著

殺気！ 雫井修介著

サツキマスのいた川 ふしぎなきっぷを手に、少年は過去の川へと旅

立った 写真でつづる自然と人の物語
田口茂男∥著

五月闇 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

ザッケローニの哲学 アルベルト・ザッケローニ著

サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉啓子∥作 垂石真子∥画

札沼線の愛と死　新十津川町を行く 西村　京太郎

殺人課刑事 アーサー・ヘイリー∥著 永井淳∥訳

殺人喜劇のモダン・シティ Ｇｏｌｄｅｎ　ｔｈｉｒｔｅｅｎ 芦辺拓∥著

殺人山行　恐山 KAPPA NOVELS 梓林太郎著

殺人者 深谷忠記著

殺人雪稜 太田蘭三

殺人展示室
HAYAKAWA POCKET MYSTERY

BOOKS No. 1766
P・D・ジェイムズ著

殺人ライセンス 角川文庫 今野敏

さ



殺人理想郷 北多摩純情派シリーズ 太田蘭三

ざっそう かがくのとも傑作集 １５ 甲斐信枝∥ぶん・え

雑草と楽しむ庭づくり ひきちガーデンサービス

雑草のくらし あき地の五年間 福音館の科学の本 甲斐信枝∥さく

ざっそうの名前 長尾玲子著

サッチャー回顧録 ダウニング街の日々 上 マーガレット・サッチャー∥著 石塚雅彦∥訳

サッチャー回顧録 ダウニング街の日々 下 マーガレット・サッチャー∥著 石塚雅彦∥訳

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち作

殺・風景 北多摩署純情派シリーズ 太田蘭三

雑文集 村上春樹著

札幌駅殺人事件 駅シリーズ 西村京太郎

札幌・小樽・富良野ゆとりの旅 熟年 ブルーガイド てくてく歩き

札幌・オホーツク逆転の殺人 カッパ・ノベルス 深谷忠記∥著

札幌源氏香殺人事件 ハルキ・ノベルス 木谷恭介∥著

札幌殺人事件　上 内田康夫

札幌殺人事件　下 内田康夫

札幌・富良野・函館 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ２ ブルーガイド編集部∥編集

サツマイモの絵本 そだててあそぼう ３ たけだひでゆき∥へん にしなさちこ∥え

警察回りの夏 集英社文庫 堂場瞬一

殺戮の罠 オッドアイ 渡辺裕之

サティン入江のなぞ フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

砂鉄とじしゃくのなぞ 科学の本 板倉聖宣∥著 辻村益朗∥画

砂鉄とじしゃくのなぞ 科学の本 板倉聖宣∥著 辻村益朗∥画

砂鉄とじしゃくのなぞ オリジナル入門シリーズ ２ 板倉聖宣∥著

砂糖と塩の実験 たのしい科学あそび 高梨賢英∥著 さとう智子∥絵

さとうねずみのケーキ
ジーン･ジオン文　マーガレット・ブロイ・グレアム絵　わたなべし

げお訳

砂糖の絵本 つくってあそぼう　１１ 杉本明編　笹尾俊一絵

砂糖の世界史 岩波ジュニア新書 ２７６ 川北稔∥著

砂糖のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥共著 佐々木和子∥共著

佐藤春夫 日本の詩 佐藤春夫∥〔著〕 村岡空∥編

佐渡ケ島殺人旅情 Ｂｉｇ　ｂｏｏｋｓ 中町信∥著

さと子の日記 鈴木聡子∥文 藤沢友一∥絵

佐渡伝説殺人事件 内田康夫∥〔著〕

里見八犬伝 ２１世紀版　少年少女古典文学館　２１ 栗本薫著

さ



里山ウォーキング　東京近郊 大人の遠足BOOK　東日本　６

里山を歩こう カラー版 岩波ジュニア新書 ４０２ 今森光彦∥著

里山資本主義 藻谷浩介

里山は自然の宝庫 科学で環境探検 八板美智夫∥著

さとるのじてんしゃ 創作幼年童話選 ７ 大石真∥さく 北田卓史∥え

真田三代　上 火坂雅志著

真田三代　下 火坂雅志

真田十勇士　猿飛佐助 世界の冒険文学　４ 後藤竜二

真田騒動 恩田木工 新潮文庫 池波正太郎∥著

真田太平記 ７ 家康東下 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ３ 上田攻め 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １４ 大坂夏の陣 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １２ 大坂入城 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １０ 紀州九度山 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １６ 雲の峰 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ４ 甲賀問答 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １３ 真田丸 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ９ 関ヶ原 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １ 天魔の夏 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １１ 二条城 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ５ 秀頼誕生 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ２ 秘密 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ６ 風雲 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 ８ 夜雨 真田太平記 池波正太郎

真田太平記 １５ 落城 真田太平記 池波正太郎

真田幸村 嵐の中の日本人シリーズ ４ 颯手達治∥著 成瀬数富∥絵

サバイバル家族 服部文祥

裁きのＪ
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１２４

－１０
スー・グラフトン∥著 嵯峨静江∥訳

砂漠 Ｊノベル・コレクション 伊坂幸太郎著

さばくにねむるミイラ とおい昔の謎をとく ９ たかしよいち∥文 小泉澄夫∥え

さばくのカエル 新日本動物植物えほん ２－９ 松井孝爾∥ぶん・え

砂漠の駅（ステーション） 森村誠一∥著

砂漠の世界　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１５ 片平孝著

砂漠の虫の水さがし たくさんのふしぎ傑作集 山口進∥写真・文

さ



砂漠の物語 郭雪波∥著 松瀬七織∥訳

鯖雲ノ城 居眠り磐音（二十一）決定版 佐伯泰英

サバの思いちがい 現代アジア児童文学選 ４ ユネスコ・アジア文化センター∥編 松岡享子∥監訳

Ｔｈｅ　Ｐｅａｒｌ Ｈｅｌｍｅ　Ｈｅｉｎｅ著

サバンナに生きる カラー版自然と科学 ３６ 神戸俊平∥著

ザビエルとその弟子 加賀乙彦著

さびしい犬 世界の子どもライブラリー フィリス＝レノルズ＝ネイラー∥作 斉藤健一∥訳 井江栄∥絵

寂しい写楽 小学館文庫 宇江佐真理著

さびしがりやのほたる エリック・カール

寂しさの極みの地 曾野綾子∥著

さびしさの授業 よりみちパン！セ　０４ 伏見憲明著

錆びた太陽 恩田陸

錆びる心 桐野夏生∥著

サファイア 湊かなえ著

死後結婚 岩井志麻子著

サブマリン 伊坂幸太郎著

Ｔｈｅ Bａｂｙ’ｓ Ｃａｔａｌｏｇｕｅ Ｊａｎｅｔ Aｈｌｂｅｒｇ， Aｌｌａｎ Aｈｌｂｅｒｇ〔共〕絵・文

ザ・ベストミステリーズ２０１３　推理小説年鑑 日本推理作家協会［編］

ザ・ベストミステリー２０１２　推理小説年鑑 日本推理作家協会［編］

サーベル警視庁 今野敏

サボテン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ５ 平尾博∥〔著〕

サボテンの花 安西水丸∥著

サボテンのふしぎ 科学のアルバム ４４ 埴沙萠∥著

SUMMER STORY　小川のほとりで
BRAMBLY HEDGE　のばらの村のもの

がたり
Ｊｉｌｌ Bａｒｋｌｅｍ絵・文

サマータイムソング つきあかりのにわで 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 アイリーン・ハース∥さく・え わたなべしげお∥やく

彷徨い人 天野節子著

さまよう刃 角川文庫 東野圭吾著

さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき

サマンサの学校が楽しい１年生のための服 ママもソーイング１年生 文化出版局ｍｏｏｋシリーズ

ザ・万歩計 万城目学著

五月雨の凶刃　やわら侍・竜巻誠十郎 小学館文庫 翔田寛著

サム、風をつかまえる　おめでたこぶた　その２ 世界傑作童話シリーズ アリソン・アトリー作　すがはらひろくに訳

さむがり王さまおばけの子 ちいさな王さまシリーズ ５ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

さむがりやのサンタ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 レイモンド・ブリッグス∥さく・え すがはらひろくに∥やく

さ



寒橋 山本周五郎名品館Ⅲ 山本周五郎

サム・ピッグおおそうどう チムとサムの本 Ａ・アトリー∥作 神宮輝夫∥訳 多田ヒロシ∥画

サム・ピッグだいかつやく アトリー著

侍 遠藤周作∥著

さむらい劇場 池波正太郎

さむらい博徒 はぐれ同心闇裁き１０ 喜安幸雄

鮫島の貌 新宿鮫短編集 大沢在昌

鮫島の貌　新宿鮫短編集 大沢在昌著

Ｔｈｅ　ｍｏｎｓｔｅｒ　ｂｅｄ Ｊｅａｎｎｅ　Ｗｉｌｌｉｓ文　Ｓｕｓａｎ　Ｖａｒｌｅｙ絵

狭山事件　石川一雄、四十一年目の真実 鎌田慧著

座右のゲーテ　壁に突き当たったとき開く本 光文社文庫 齋藤孝

さようならを告げるとき メリー・Ｍ・グールディング∥著 深沢道子∥訳

小夜しぐれ　みをつくし料理帖 時代小説文庫 髙田郁著

さよならをいう時間もない ジュディ＝ブルーム∥作 長田敏子∥訳

さよならをするために Ｃｏｂａｌｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 唯川恵∥著

さよなら風のまにまに号 あなぐまビルのぼうけん ６ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

さよなら神様 麻耶雄嵩著

さよなら、クーちゃん Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 貴志真理∥さく・え

さよなら渓谷 吉田修一著

さよなら、サイレント・ネイビー　地下鉄に乗った同級生 伊東乾著

さよなら　さんかく わかやまけん∥〔絵〕 森比左志∥〔文〕 わだよしおみ∥〔文〕

さよなら、そしてこんにちは 荻原浩著

さよなら、田中さん 鈴木るりか

さよならの儀式 宮部みゆき

さよならの先 講談社文庫 志村季世恵

さよならの白い煙黒い煙 童話のすけっちぶっく ３ 宮川ひろ∥作 長野ヒデ子∥絵

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ ４ 今関信子∥作 おぼまこと∥絵

さよならバースデｨ 荻原浩著

さよならバースディー 荻原浩

さよなら　ピーマン わたしと暮らしたキジの１２０日 舟崎靖子∥文 副島泰∥写真

さよならピンク・ピッグ 文学の扉 ３３ Ｃ・アドラー∥作 足沢良子∥訳 北川健次∥画

さよならピンコー 心の児童文学館シリーズ ３－４ コリン・シール∥作 金原瑞人∥訳

さよならぼくのトラマル こども童話館 ４８ 江崎雪子∥作 岡本順∥絵

さよならぽろ やぎのしずか ５ 田島征三∥作

さ



Ｓａｒａｈ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｔｏｎｅ　ｍａｎ Ｆｒａｎ　ｏｉｓｅ　Ｊｏｏｓ文　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｊｏｏｓ絵

さらさら流る 柚木麻子

更級日記 日本古典選 〔菅原孝標女∥原作〕 玉井幸助∥校註

サラダ記念日 俵万智歌集 俵万智∥著

サラダでげんき こどものとも傑作集 角野栄子作　長新太絵

サラダとまほうのおみせ
こどものとも傑作集 １１１ やなぎむら

のおはなし
カズコ・Ｇ・ストーン∥作

サラバ！　下 西加奈子著

サラバ！　上 西加奈子著

さらば、悲しみの性 高校生の性を考える 新版 集英社文庫 河野美代子∥著

さらば国分寺書店のオババ 新潮文庫 椎名誠∥著

さらば消毒とガーゼ　＜うるおい治療＞が傷を治す 夏井睦著

さらばスペインの日日 逢坂剛著

さらば長き眠り 原尞著

さらば長き眠り 原尞

さらば深川 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理∥著

さらば、ベルリン 上 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョゼフ・キャノン∥著 渋谷正子∥訳

さらば、ベルリン 下 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョゼフ・キャノン∥著 渋谷正子∥訳

サラリーマンは２度破産する 朝日新書　００５ 藤川太著

さらわれたデービッド 福音館古典童話シリーズ １０ Ｒ・Ｌ・スティーブンソン∥作 坂井晴彦∥訳 寺島竜一∥画

サランヘヨ 北の祖国よ 愛する 森村誠一著

ザリガニ カラー自然シリーズ ２３ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説

ざりがに 小学館こども文庫・科学シリーズ １ 太田一男∥指導 大塚高雄∥写真 稗田一俊∥写真

ザリガニ そだててみよう ３ 吉家世洋∥構成・文 池田達男∥絵

ざりがに かがくのとも傑作集 １６ 吉崎正巳∥ぶん・え

ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村葦子∥作 山野辺進∥画

ざりがにのおうさままっかちん おおともやすお∥さく

ザリガニのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ９ 小宮輝之∥文 浅井粂男∥絵

ざりがにマッカチン
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
高橋道子∥脚本 高橋透∥画

サリーとライオン クレア・ターレー・ニューベリー∥作 さくまゆみこ∥訳

サリーのこけももつみ 大型絵本 ロバート・マックロスキー∥文絵 石井桃子∥訳

茶寮かみくらの偽花嫁 あさばみゆき

サル王子の冒険 岩波少年文庫復刻版 デ・ラ・メア∥作 飯沢匡∥訳

サル学の現在 立花隆∥著

さるかにばなし むかしむかし絵本 １３ さいごうたけひこ∥ぶん ふくだしょうすけ∥え

さ



サルが山からおりてきた 屋久島のサルと人間のチエくらべ ポプラ社いきいきノンフィクション ８ 佐藤一美∥著

猿島六人殺し 多田文治郎推理帖 鳴神響一

百日紅の咲かない夏 三浦哲郎∥著

サルたちのおくりもの 児童図書館・文学の部屋 ウィルソン・ラウルズ∥作 堀川祥子モイネヘン∥訳

サルたちの国へ 写真動物記 江川正幸∥著

さるとかに 銀河社の創作絵本 神沢利子∥文 赤羽末吉∥絵

さるとかに
日本名作おとぎばなし むかしむかし

あったとさ
松谷みよこ∥脚本 西巻茅子∥画

サルトル
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３４
村上嘉隆∥著

サルのいる森 新日本動物植物えほん ２‐５ 菊間かおる∥ぶん 木村しゅうじ∥え

さるのオズワルド エゴン・マチーセン∥作 松岡享子∥訳

猿の見る夢 桐野夏生著

猿曳遁兵衛　重蔵始末　３ 講談社文庫 逢坂剛著

さる・るるる 五味太郎∥作・画

さる・るるる 五味太郎∥作

されど孤にあらず 丸山健二∥著

されど道なかば 羽太雄平∥著

さわってごらん、ぼくの顔 藤井輝明著

さわらびの譜 葉室麟著

燦　１ 風の刃 あさのあつこ

燦　２ 光の刃 あさのあつこ著

燦　３ 土の刃 あさのあつこ著

燦　４ 炎の刃 あさのあつこ著

燦　５ 氷の刃 あさのあつこ著

燦　６ 花の刃 あさのあつこ著

燦　７ 天の刃 あさのあつこ著

斬！　江戸の用心棒 佐々木裕一

山陰 改訂６版 ＪＴＢのポケットガイド

残穢 小野不由美著

残映 杉本章子∥著

讃歌 篠田節子著

山河あり 暴れ旗本八代目 井川　香四郎

算学奇人伝 永井義男∥著

算学武芸帳 金重明∥著

山河寂寥 ある女官の生涯 上 杉本苑子∥著

さ



山河寂寥 ある女官の生涯 下 杉本苑子∥著

三月の招待状 角田光代著

三月ひなのつき 創作童話シリーズ 石井桃子∥さく

三月は深き紅の淵を Ｍｅｐｈｉｓｔｏ　ｃｌｕｂ 恩田陸∥著

三月は深き紅の淵を 講談社文庫 恩田陸著

残花亭日暦 田辺聖子著

残花ノ庭 居眠り磐音　江戸双紙　１３ 佐伯泰英

斬奸一閃 隠目附江戸日記(十) 鳥羽亮

三鬼 三鬼三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき

三鬼の剣 ＰＨＰ文芸文庫 鳥羽亮

残虐記 桐野夏生著

残響 保坂和志∥著

残業税 小前亮

山峡の死角 冬の旅・飛騨路の殺人 津村秀介∥著

斬鬼嗤う 隠目付江戸日記(九) 鳥羽亮

参勤　百万石の留守居役　（八） 百万石の留守居役　（八） 上田秀人

三渓　原富太郎 白崎秀雄∥著

算月 級位者から高段者までの詰碁集 塚本恵一著

残月あそび 村松友視著

山月庵茶会記 葉室麟著

残月　みをつくし料理帖 時代小説文庫 高田郁著

散華の太刀 織江緋之介見参　四 上田秀人

散華 紫式部の生涯 上 杉本苑子∥著

散華 紫式部の生涯 下 杉本苑子∥著

三コ 日本傑作絵本シリーズ 斉藤隆介∥作 滝平二郎∥画

残光 東直己∥〔著〕

三国志　上 中国の古典文学 丹羽隼兵，守屋洋〔共〕訳

三国志　下 中国の古典文学 丹羽隼兵，守屋洋〔共〕訳

三国志 ４ 吉川英治歴史時代文庫 ３６ 吉川英治

三国志 ５ 吉川英治歴史時代文庫 ３７ 吉川英治

三国志 ６ 吉川英治歴史時代文庫 ３８ 吉川英治

三国志 ７ 吉川英治歴史時代文庫 ３９ 吉川英治

三国志 ８ 吉川英治歴史時代文庫 ４０ 吉川英治

三国志 ２ 吉川英治歴史時代文庫 ３４ 吉川英治

さ



三国志 １ 吉川英治歴史時代文庫 ３３ 吉川英治

三国志 ３ 吉川英治歴史時代文庫 ３５ 吉川英治

三国志 １１の巻 鬼宿の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 １３の巻 極北の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 ９の巻 軍市の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志事典 岩波ジュニア新書 ２４０ 立間祥介∥著 丹羽隼兵∥著

三国志 ７の巻 諸王の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 ６の巻 陣車の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 ８の巻 水府の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 １０の巻 帝座の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 ５の巻 八魁の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

三国志 １２の巻 霹靂の星 ハルキ文庫 時代小説文庫 北方謙三∥著

サンゴ礁軍団 現代アジア児童文学選 ３ ユネスコ・アジア文化センター∥編 松岡享子∥監訳

サンゴ礁の世界 科学のアルバム ４１ 白井祥平∥著

さんご礁のなぞをさぐって 生き物たちのたたかいと助け合い 文研科学の読み物 武田正倫∥著 大片忠明∥絵

サンゴしょうのひみつ ジョイ・カウリー∥作 百々佑利子∥訳

サンゴの海 森の新聞 １６ ジャック・モイヤー∥著

三歳までにこれだけは 赤ちゃんからの心理としつけ 改訂 品川孝子∥著

サンザシの木の下に 世界の子どもライブラリー マリータ＝コンロン＝マケーナ∥作 こだまともこ∥訳 中村悦子∥絵

さんざんまたせてごめんなさい スズキコージ∥〔作〕

斬死　オッドアイ 渡辺裕之

３時のアッコちゃん 柚木麻子著

３時のおやつ　ずっと作りつづけたい 講談社のお料理ＢＯＯＫ 川上文代著

三姉妹、さびしい入江の歌　三姉妹探偵団　２４ ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 赤川次郎著

三姉妹探偵団 １８ 恋の花咲く三姉妹 講談社ノベルス 赤川次郎∥著

三姉妹探偵団　２１　三姉妹、清く貧しく美しく 講談社ノベルス 赤川次郎著

三姉妹探偵団 １１ 死が小径をやってくる 講談社ノベルス 赤川次郎∥著

三姉妹と忘れじの面影　三姉妹探偵団２２ ＫＯＤＡＮＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 赤川次郎著

三姉妹、舞踏会への招待　三姉妹探偵団　２３ KODANSHA 　NOVELS 赤川次郎著

三十棺桶島 シリーズ怪盗ルパン 第１１巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

三州吉良殺人事件 内田康夫

三銃士　上 岩波少年文庫　３００６ アレクサンドル・デューマ作　生島遼一訳

三銃士　下 岩波少年文庫　３００７ アレクサンドル・デューマ作　生島遼一訳

三銃士 藤本ひとみ

さ



三十八人のおん柱祭り こども文学館 ４２ 宮川ひろ∥作 山中冬児∥絵

三十光年の星たち　上 宮本輝著

三十光年の星たち　下 宮本輝著

山椒魚・遥拝隊長 他七篇 改版 岩波文庫 井伏鱒二∥作

残照 神奈川の近代建築 朝日新聞横浜支局∥編

参上！ズッコケ忍者軍団 新・こども文学館 ３７ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

残照の辻 剣客旗本奮闘記 鳥羽亮

三四郎 岩波文庫 夏目漱石∥作

さんずいづくし 別役実∥著

さんすうゲーム さんすう文庫 １２ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

算数・数学パズルと手品 やさしい科学 Ｒ．Ｍ．シャープ∥共著 Ｓ．メッツナー∥共著 山崎直美∥訳

算数の呪い 世界の絵本コレクション ジョン・シェスカ∥文 レイン・スミス∥絵 青山南∥訳

算数病院事件 新日本少年少女の文学 ２ 後藤竜二∥著 田畑精一∥絵

三途の川で落しもの 西條奈加著

３００１年終局への旅 海外ＳＦノヴェルズ アーサー・Ｃ・クラーク∥著 伊藤典夫∥訳

三千世界の烏を殺し 高杉晋作と妻政子 竹田真砂子∥著

三千枚の金貨　上 宮本輝著

三千枚の金貨　下 宮本輝著

山賊のむすめローニャ リンドグレーン作品集 別巻７ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

山賊のむすめロー二ャ 岩波少年文庫０９２ アストリッﾄﾞ･リンドグレーン作　大塚勇三訳

３だいの機関車 汽車のえほん　１
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

サンタ・エクスプレス　季節風　冬 重松清著

燦　８鷹の刃 あさのあつこ著

サンタ・クルスへの長い旅 ミヒャエル・エンデ∥文 レギーナ・ケーン∥絵 ささきたづこ∥訳

サンタクロースっているんでしょうか？ 〔フランシス＝Ｐ＝チャーチ∥著〕 中村妙子∥訳 東逸子∥画

サンタクロースってほんとにいるの？ かがくのとも傑作集 ３７ てるおかいつこ∥文 すぎうらはんも∥絵

サンタクロースのおくりもの 世界の絵本ライブラリー Ｅ・クラーク∥作 Ｊ・オームロッド∥絵 戸田早紀∥訳

サンタクロースのせいにしよう 若竹七海∥著

サンタ＝クロースものがたり 世界の児童文学名作シリーズ Ｌ＝Ｆ＝ボーム∥著 内藤理恵子∥訳 伊藤悌夫∥絵

サンタクロースはめいたんてい めいたんていスーパーわん ５ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

サンタさんありがとう ちいさなクリスマスのものがたり 日本傑作絵本シリーズ 長尾玲子∥さく

簒奪 奥右筆秘帳 上田秀人

サンタのたのしいなつやすみ レイモンド・ブリッグズ∥さく・え こばやしただお∥やく

さんだらぼっち 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理∥著

さ



三段突破の攻合 囲碁 囲碁編集部

三ちょうめのおばけ事件 あたらしい創作童話 ３１ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

サンドイッチ　サンドイッチ 小西英子作

サンドイッチつくろう かがくのとも傑作集 わくわくにんげん さとうわきこ∥さく

サンドイッチノート　１６０ recipes of special sandwiches

山頭火と歩く とんぼの本 村上護∥著 吉岡功治∥著

商道（サンド） 上 崔仁浩∥〔著〕 青木謙介∥訳

商道（サンド） 下 崔仁浩∥〔著〕 青木謙介∥訳

三度目の殺人 是枝裕和　佐野晶

サンドレスとジャンパースカート 女の子の毎日の服　２ 文化出版局∥編

３にんぐみはめいたんてい フォックスウッドものがたり ５
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

三人暮らし 群ようこ著

３人子連れイタリア留学記 萱沼真利子著

三人姉妹殺人事件 KODANSHA　NOVELS 赤川次郎著

三人泣きばやし 創作童話シリーズ 山中恒∥文 井上洋介∥挿絵

三人のおまわりさん 新しい世界の童話シリーズ １２ ウィリアム・ペン・デュボア∥作 渡辺茂男∥訳 柳原良平∥画

三人の酒呑童子 赤かぶ検事の名推理 上 カッパ・ノベルス 和久峻三∥著

三人の酒呑童子 赤かぶ検事の名推理 下 カッパ・ノベルス 和久峻三∥著

３人のちいさな人魚 児童図書館・絵本の部屋 デニス・トレ∥えとぶん アレイン・トレ∥えとぶん 麻生九美∥やく

三人娘 手蹟指南所薫風堂 野口卓

三年一くみただいますききらい０ 創作童話シリーズ ２８ 中川陽子∥作 渡辺三郎∥画

三年一組ふたりは友だち 文研子どもランド 鈴木喜代春∥作 今井弓子∥絵

さんねんごい
こどものとも傑作集 ８６ のらっこの絵

本 １
菊池日出夫∥さく・え

三年坂火の夢 早瀬乱著

ざんねんないきもの事典 どうしてそうなった！？

三年二組の転校生 スピカの創作童話 ７ 木暮正夫∥作 福田岩緒∥絵

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村セツ子作

三ねんねたろう むかしむかし絵本 ８ おおかわえっせい∥ぶん わたなべさぶろう∥え

三年身籠る 唯野未歩子著

産廃コネクション 産廃Ｇメンが告発！不法投棄ビジネスの真相 石渡正佳∥著

サンパギータ　警視庁組対特捜Ｋ 鈴峯紅也

三匹の犬と眠る夜 落合恵子著

三匹のおっさん 文春文庫 有川浩著

三匹のおっさん　ふたたび 有川浩著

さ



３びきのかわいいオオカミ
絵　ヘレン・オクセンバリー　文　ユージーン・トリビザス

ーン

三びきのくま
レフ＝トルストイ∥さく ウラジミル＝レーベデフ∥絵 うちだりさこ∥

やく

３びきのくま 世界傑作絵本シリーズ トルストイ∥ぶん おがさわらとよき∥やく・え バスネツォフ∥え

三びきのこぐまとケーキ 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子∥原作 村山亜土∥脚本 村山知義∥絵

三びきのこぐまとひよこ 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子∥原作 村山亜土∥脚本 村山知義∥絵

三びきの子ぶた ブリッグズの世界名作童話集 １
ヴァージニア・ハヴィランド∥編 レイモンド・ブリッグズ∥絵 小林

忠夫∥訳

三びきのこぶた イギリス昔話 新版 こどものとも傑作集 瀬田貞二∥やく 山田三郎∥え

三びきのやぎのがらがらどん アスビョルンセンとモーの北欧民話 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マーシャ・ブラウン∥え せたていじ∥やく

三百年したら、きっと…… ティルマン・レーリヒ∥作 吉原高志∥訳 中川浩∥訳

３６５日節約おかずの知恵

３６５日のベッドタイム・ストーリー　世界の童話・神話･おとぎ話

から現代のちょっと変わったお話まで
クリスティーヌ・アリソン著　高橋啓訳

３６６日誕生花の本 滝井康勝∥著

三分の理 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

３分間の名スピーチ 今日からたちまち話術の達人 人の心をつかむ話

し方の実例
ベストセラーシリーズ〈ワニの本〉 江川ひろし∥著 西山幸江∥著

さんぽくまさん おやすみくまさんの絵本 １ ひらやまえいぞう∥さく

さんぽさんぽ 文研の創作えどうわ ３８ 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

散歩するネコ れんげ荘ものがたり 群　ようこ

散歩の気分で山歩き 平野恵理子∥著

散歩道　赤川次郎ショートショート王国 光文社文庫 赤川次郎著

三本の矢 上 榊東行∥著

三本の矢 下 榊東行∥著

さんまいのおふだ 新潟の昔話 こどものとも傑作集 ６９ 水沢謙一∥再話 梶山俊夫∥画

さんまマーチ 上条さなえ∥作 小林富紗子∥絵

さんまラプソディー 上条さなえ∥作 小林富紗子∥絵

残夢の骸 満州国演義　九 船戸　与一

残夢の骸　満州国演義　９ 船戸与一著

山野草カラー百科 食べる・薬になる・楽しむ 新版 主婦の友百科シリーズ

残留農薬データブック 植村振作∥〔ほか〕編著

三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 ５１ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

シアター！ ２ メディアワークス文庫 有川浩著

シアター！ メディアワークス文庫 有川浩著

しあわせいっぱい荘にやってきたワニ 世界傑作童話シリーズ アーシュラ・ウィリアムズ作　吉上恭太訳

しあわせいろのカメレオン 年少向けおひさまこんにちは ペッポ・ビアンケッシ∥脚本絵 野坂悦子∥訳

しあわせなふくろう オランダ民話
チェレスチーノ・ピヤッチ∥え ホイテーマ∥ぶん おおつかゆうぞう∥

やく

さ

し



しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトウ∥文 ルース・ロビンス∥絵 みらいなな∥訳

幸せになりたい 乃南アサ∥著

幸せになりたければねこと暮らしなさい 樺木　宏

幸せになる百通りの方法 荻原浩著

しあわせになろうよ　余命宣告６ｶ月を克服した私のがんサバイバル

５０の方法
関口哲平著

幸せの記憶 上 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

幸せの記憶 下 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

しあわせの子犬たち メアリー･ラバット著

幸せの条件 中公文庫 誉田哲也

しあわせのちいさなたまご ルース・クラウス文　クロケット・ジョンソン絵　覚和歌子訳

しあわせのテントウムシ アルフ・プリョイセン∥作 大塚勇三∥訳

しあわせハンス グリム童話 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
グリム∥〔原作〕 グリム∥〔原作〕 フェリクス・ホフマン∥え せた

ていじ∥やく

飼育栽培図鑑 はじめて育てる・自分で育てる 有沢重雄∥文 月本佳代美∥絵

飼育と観察 新訂版 学研の図鑑

飼育と観察 ニューワイド学研の図鑑

飼育と観察 小学館の図鑑NEO

じいさまときつね
日本民話かみしばい選 おばけがいっぱ

い
増田尚子∥脚本 二俣英五郎∥画

じいちゃんは引き揚げ少年だった 岩波ジュニア新書 ３２０ 坂本龍彦∥著

詩羽のいる街 山本弘著

死因 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

慈雨 柚月裕子著

慈雨 柚木裕子

慈雨の音 流転の海　第六部 宮本輝

ＪＲ上野駅公園口 柳美里

シェイクスピアとグローブ座 アリキ文・絵　小田島雄志訳

シェイクスピア名言集 岩波ジュニア新書 １０４ 小田島雄志∥著

シェイクスピア物語 改版 岩波少年文庫 ３０４５ ラム∥作 ラム∥作 野上弥生子∥訳

ジェイコブとフクロウ 世界のどうわ
エイダ・グレアム∥作 フランク・グレアム∥作 松野正子∥訳 フラン

ク・ストーク∥写真 ドロテア・ストーク∥写真

自衛隊　知られざる変容 朝日新聞「自衛隊５０年」取材班著

J－POPをつくる！　まねる、学ぶ、生み出す 川本聡胤著

ジェイン・エア　上 光文社古典新訳文庫 シャーロット・ブロンテ著　小尾芙佐訳

ジェイン・エア　下 光文社古典新訳文庫 シャーロット・ブロンテ著　小尾芙佐訳

ジェインのもうふ 世界のカラーどうわ ２３ アーサー＝ミラー∥作 アル＝パーカー∥絵 厨川圭子∥訳

Ｊ・Ｓ・ミル
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１８
菊川忠夫∥著

し



シェエラザード 上 浅田次郎∥著

シェエラザード 下 浅田次郎∥著

ジェシカがいちばん ケヴィン・ヘンクス∥さく こかぜさち∥やく

ジェシーと七つのねがいごと そばかすジェシー ２
ミリアム・プレスラー∥さく ギッテ・シュペー∥え ひらのきょうこ∥

やく

ジェシーとめがねじけん そばかすジェシー ３
ミリアム・プレスラー∥さく ギッテ・シュペー∥え ひらのきょうこ∥

やく

Ｊ・デューイ
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２３
山田英世∥著

ジェネラル･ルージュの凱旋　上 宝島社文庫 海堂尊著

ジェネラル･ルージュの凱旋　下 宝島社文庫 海堂尊著

ジェノサイド 高野和明著

シェパートン大佐の時計 岩波少年少女の本 １０ フィリップ・ターナー∥〔著〕 神宮輝夫∥訳

シェフィールドを発つ日 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ バーリー・ドハーティ∥作 中川千尋∥訳

ＧＭＯ 上 服部真澄∥著

ＧＭＯ 下 服部真澄∥著

ジェラルディンのきょうからおねえちゃん ホリー・ケラー∥作・絵 ｅｑＰｒｅｓｓ∥訳

ジェレミーと灰色のドラゴン アンゲラ・ゾマー・ボーデンブルグ著　石井寿子訳

ジェレミーのぼうけん しょうじきなうさぎのおはなし ジャン・カロン∥作 テリー・ワイドナー∥絵 三辺律子∥訳

ジェンダーというメガネ やさしい女性学 Ｆｅｒｒｉｓ　Bｏｏｋｓ ３ 諸橋泰樹∥著

ジェントルマン 山田詠美著

ジェントルマンジム レイモンド・ブリッグズ∥著 小林忠夫∥訳

ジェーンはまんなかさん
岩波少年文庫 ２１１２ モファットきょ

うだい物語 ２
エレナー・エスティス∥作 渡辺茂男∥訳

しお たのしいかがく ９
オーガスタ・ゴールディン∥ぶん ロバート・ガルスター∥え 松田道

郎∥やく

塩 海からきた宝石 科学のアルバム ６６ 片平孝∥著

塩　海からきた宝石　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１２ 片平孝著

潮騒 新潮文庫 三島由紀夫∥著

潮騒 少年少女日本文学館　２６ 三島由紀夫

潮騒 浄瑠璃長屋春秋記 藤原緋沙子

ジオジオのかんむり こどものとも傑作集 １９ 岸田衿子∥作 中谷千代子∥画

ジオジオのたんじょうび 岸田衿子∥作 中谷千代子∥絵

ジオジオのパンやさん あかね新作幼年童話 １５ 岸田衿子∥著 中谷千代子∥画

死を告げる絵
ミステリアス・プレス文庫 １００ ハヤ

カワ文庫
トマス・アドコック∥著 大谷豪見∥訳

塩壷の匙 車谷長吉∥著

塩の絵本 つくってあそぼう　１２ 高梨浩樹編　沢田としき絵

塩のおもしろ実験室 やさしい科学 高梨賢英∥共著 半田昌之∥共著

塩のはなし 人間の知恵 ２４ 半田昌之∥著

し



塩の街 有川浩著

塩の街 有川浩

塩の道 おれは一万石 千野隆司

潮の呼ぶ声 石牟礼道子∥著

死を見つめる仕事 猪瀬直樹∥著

死を看取る医学 ホスピスの現場から ＮＨＫライブラリー ６８ 柏木哲夫∥著

ジオラマ 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 桐野夏生∥著

しをんのしおり 新潮文庫 三浦しをん著

死顔 隠目付江戸日記(五) 鳥羽亮

鹿男あをによし 万城目学著

死がお待ちかね ベゴーニャ・ロペス∥著 竹野泰文∥訳

刺客　弐 鬼役 坂岡真

自覚　隠蔽捜査５．５ 今野敏著

刺客 用心棒日月抄 藤沢周平∥著

仕掛け蔵　日溜り勘兵衛極意帖 双葉文庫 藤井邦夫

志賀直哉 上 阿川弘之∥著

志賀直哉 下 阿川弘之∥著

志賀直哉宛書簡 志賀直哉

志賀直哉全集　第一巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第十巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第十三巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第九巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第十一巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第七巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第四巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第二巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第六巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第三巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第十二巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第十四巻 志賀直哉

志賀直哉全集　第五巻 志賀直哉

鹿の王　上　生き残った者 上橋菜穂子著

鹿の王　下　還って行く者 上橋菜穂子著

シカのくらし 科学のアルバム ６７ 増田戻樹∥著

し



しかのハインリッヒ 世界傑作絵本シリーズ 東ドイツの絵本 フレッド・ロドリアン∥作 ヴェルナー・クレムケ∥絵 上田真而子∥訳

私家版 創元推理文庫 ジャン＝ジャック・フィシュテル∥著 榊原晃三∥訳

私家本　椿説弓張月 平岩弓枝著

しがまっこ溶けた 詩人桜井哲夫との歳月 金正美∥著

鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢利子作　Ｇ・Ｄ・パヴリーシン絵

しかられた神さま 川崎洋少年詩集 詩の散歩道 川崎洋∥著 杉浦範茂∥絵

しかるねこ もじゃクッキー

時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンデｲ作

じかんがどんどん
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
ジェームズ・ダンバー∥さく せなあいこ∥やく

時間だよ、アンドルー メアリー・ダウニング・ハーン∥作 田中薫子∥訳

屍鬼 上巻 小野不由美∥著

屍鬼 下巻 小野不由美∥著

四季・亜紀子 上 五木寛之∥〔著〕

四季・亜紀子 下 五木寛之∥〔著〕

四季折々の絵手紙 木村襄之

四季鎌倉 原田寛写真集 原田寛∥著

指揮官たちの特攻 幸福は花びらのごとく 城山三郎∥著

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹著

指揮のおけいこ 岩城宏之∥著

四季のお天気かんさつ 科学のアルバム 別巻 塚本治弘∥文

四季のおりがみ百科 山口真著

四季のことば１００話 岩波ジュニア新書 ２３６ 米川千嘉子∥著

四季の摘み菜１２ヵ月 健康山野草の楽しみ方と料理法 平谷けいこ∥著

四季の花あるき　関東周辺 大人の遠足BOOK　東日本　９

四季の花を楽しむ１００山 関東近辺 ブルーガイドハイカー 石丸哲也∥〔ほか著〕

四季の野鳥かんさつ 科学のアルバム 別巻 菅原光二∥写真 山下宜信∥文

四季花日記 いけばな歳時記 第３巻 秋

四季花日記 いけばな歳時記 第４巻 正月　冬

四季花日記 いけばな歳時記 第２巻 夏

四季花日記 いけばな歳時記 第１巻 春

四季・波留子 上 五木寛之∥〔著〕

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〕

し



時給三○○円の死神 藤まる

自給自足の本 完全版 ジョン・シーモア∥著 宇土巻子∥訳 藤門弘∥訳

自彊術で若返る　１日たった１５分

自彊術 日本最初の健康体操 その真髄と医学的効用 近藤芳朗∥〔著〕

ジーキル博士とハイド氏 光文社古典新訳文庫 ロバート・ルイス・スティーヴァンスン著　村上博基訳

ジキル博士とハイド氏 ポプラポケット文庫 ロバート・ルイス・スティーブンソン作　百々佑利子訳

時空暴走気まぐれバス 集英社文庫 平井和正∥著

ジーク ２ ゴルドニア戦記 偕成社ワンダーランド ２５ 斉藤洋∥作 小沢摩純∥絵

しぐさでわかる愛犬の医学　病気丸わかり百科

縮尻（しくじり）鏡三郎 上 佐藤雅美∥著

縮尻（しくじり）鏡三郎 下 佐藤雅美∥著

ジーク 月のしずく日のしずく 偕成社ワンダーランド ５ 斉藤洋∥作 小沢摩純∥絵

ジークの魔法のハーモニカ ウィリアム・スタイグ∥作 木坂涼∥訳

シクラメン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３１ 平城好明∥著

時雨の記 中里恒子∥著

時雨みち 新潮文庫 藤沢周平

私刑 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

死刑執行 ＮＤ　ｂｏｏｋｓ 朝日新聞死刑制度取材班∥著

死刑囚永山則夫 佐木隆三∥著

自決こころの法廷 澤地久枝∥著

重籐の弓 澤田ふじ子

寺家の自然　よこはまふるさと村 中村一恵，高桑正敏［共］編

しげみむらおいしいむら こどものとも傑作集 カズコ・G・ストーン作

「事件」を見にゆく 吉岡忍∥著

時限捜査 堂場　瞬一

事件の痕跡　日本ベストミステリー選集 光文社文庫 日本推理作家協会[編]

時限病棟 知念　実希人

四国 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

四国宇和島殺人事件 宮之原警部シリーズ 木谷恭介

四国 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ２３

じごくけんぶつ
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
水谷章三∥脚本 藤田勝治∥画

地獄谷温泉殺人事件 講談社文庫 吉村達也∥〔著〕

じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 童心社の絵本 ３ 田島征彦∥作

四国八十八カ所めぐり ＪＴＢキャンブックス 社寺 宮崎建樹∥監修 岡崎禎広∥写真

し



四国八十八ヵ所ゆとりの旅 ブルーガイド てくてく歩き

地獄への近道 逢坂剛

四国　楽楽

しごとを応援する本 ことばの解説 フォーラム・ブックス

仕事・職業 ポプラディア情報館 渡辺三枝子［監］

仕事のなかの曖昧な不安　揺れる若年の現在 中公文庫 玄田有史著

紫紺のつばめ 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理∥著

自殺プロﾃﾞﾞｭｰｽ 山田悠介

子産 上 宮城谷昌光∥著

子産 下 宮城谷昌光∥著

子子家庭は大当り！ 新潮文庫 赤川次郎∥著

獅子吼 浅田次郎著

自治体クライシス　赤字第三セクターとの闘い 講談社ＢＩＺ 伯野卓彦

獅子の血戦　上 講談社文庫 ネルソン・デミル著　白石朗訳

獅子の血戦　下 講談社文庫 ネルソン・デミル著　白石朗訳

獅子の城塞 佐々木譲著

静寂（しじま）の声 下 文春文庫 渡辺淳一∥著

静寂（しじま）の声 上 文春文庫 渡辺淳一∥著

使社　百万石の留守居役　(六） 百万石の留守居役　(六） 上田秀人

磁石あそび ジュニア図鑑 ４６ 実野恒久∥著

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 発明発見物語全集 ３ 板倉聖宣∥編

磁石の工作 工作ランド 摺本好作∥著

じしゃくのふしぎ みつけようかがく フランクリンＭ．ブランリー作　トゥール　ケリー絵

試写室２５時 集英社文庫 赤川次郎著

死者たちの謝肉祭 六道ケ辻 栗本薫∥著

死者の鼓動 山田宗樹∥〔著〕

シジュウカラととりたち
福音館のかがくのほん つながりあうい

きもの
得田之久∥ぶん 薮内正幸∥え

四十きょろきょろ 出久根達郎∥著

四十九日のレシピ 伊吹有喜著

四十七人の刺客 新潮書下ろし時代小説 池宮彰一郎∥著

四十七人目の浪士 池宮彰一郎∥著

刺しゅう図案２５０ すぐに役立つ実物大図案と応用作品

刺繍する少女 小川洋子∥〔著〕

四十でがんになってから 岸本葉子

し



刺しゅうでマーク３２８ 子どものために

刺しゅうの基本ステッチ１０５

四十八人目の忠臣 諸田玲子著

四十八人目の忠臣 集英社文庫 諸田玲子

私小説 Ｆｒｏｍ　ｌｅｆｔ　ｔｏ　ｒｉｇｈｔ 日本近代文学 水村美苗∥著

詩城の旅びと 松本清張∥著

市塵 藤沢周平∥著

地震をしらべる 環境と人間 茅野一郎著

自信を持って話す日本語 声に出す日本語の技 田崎峯男∥著

屍人荘の殺人 今村昌弘

地震と火山 科学しかけ絵本・自然の世界
イメルダ・アップダグラフ∥作 ロバート・アップダグラフ∥作 中川

宏∥訳

地震と火山の島国 極北アイスランドで考えたこと 岩波ジュニア新書 ３６９ 島村英紀∥著

地震と横浜 横浜市立大学「地震と横浜」研究会編

地震・プレート・陸と海 地学入門 岩波ジュニア新書 ９２ 深尾良夫∥著

自炊する人のスピード料理
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ １２
ＮＨＫ出版∥編

自炊のマニュアル だれでも，確実に，おいしくできる 家庭科教育研究者連盟∥編

静岡県の民話 目ひとつ小僧ほか 県別ふるさとの民話 ９　静岡県 日本児童文学者協会∥編

しずかおめでとう やぎのしずか ３ 田島征三∥作

しずかでにぎやかなほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく レナード・ワイスガード∥え

谷川俊太郎∥やく

しずかとぽろ やぎのしずか ４ 田島征三∥作

静かな雨 宮下奈都

しずかなおはなし 世界傑作絵本シリーズ
サムイル・マルシャーク∥ぶん ウラジミル・レーベデフ∥え うちだ

りさこ∥やく

静かな木 藤沢周平∥著

静かな生活 大江健三郎∥著

静かなる日本侵略 佐々木類

しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン作　なかがわちひろ訳

しずかのけっこん やぎのしずか ２ 田島征三∥作

しずかのさんぽ やぎのしずか ７ 田島征三∥作

しずくの首飾り 岩波ものがたりの本 ２４
ジョーン・エイキン∥〔著〕 ヤン・ピアンコフスキー∥絵 猪熊葉子∥

訳

しずくのぼうけん
世界傑作絵本シリーズ ポーランドの絵

本

マリア・テルリコフスカ∥さく うちだりさこ∥やく ボフダン・ブテ

ンコ∥え

静けさを残して鳥たちは 片山恭一著

シズコさん 佐野洋子著

シズコズ・ドーター キョウコ・モリ∥著 池田真紀子∥訳

シーズザデイ 鈴木光司∥著

し



静人日記 天童荒太著

沈まぬ太陽　一　アフリカ篇　上 新潮文庫 山崎豊子著

沈まぬ太陽　二　アフリカ篇　下 新潮文庫 山崎豊子著

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　三　御巣鷹山篇 新潮文庫 山崎豊子著

沈まぬ太陽　四　会長室篇・上 新潮文庫 山崎豊子著

沈まぬ太陽　五　会長室篇・下 新潮文庫 山崎豊子著

沈める城 辻井喬∥著

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ∥作 末松氷海子∥訳 小泉るみ子∥絵

史跡と人物でつづる神奈川県の歴史 神奈川県小学校教育研究会社会科部会∥編著

自然遺産の迷路　屋久島発世界一周旅行へ 迷路シリーズ 香川元太郎作・絵

自然をつかむ７話 岩波ジュニア新書 ４３８ 木村龍治∥著

事前学習に役立つ　みんなの修学旅行　日光・鎌倉 山本博文[監］

事前学習に役立つ　みんなの修学旅行　奈良・大阪 山田邦和［監

事前学習に役立つ　みんなの修学旅行　京都 山田那和［監］

自然観察データブック 岩波ジュニア新書 １５２ 星沢一昭∥編著 百武充∥編著

自薦THEどんでん返し

自然図鑑 動物・植物を知るために さとうち藍∥文 松岡達英∥絵

自然 生物のくらし Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 １３ 柴田敏隆∥編著

自然と友だちになるには？ 子どものためのライフ・スタイル モリー・ライツ∥著 キム・ソルガ∥絵 福井伸子∥訳

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
発明発見物語全集 １１ 鈴木善次∥編

自然に生きて 小倉寛太郎

自然のかくし絵 矢島稔∥作

自然の研究 冬 ジュニア図鑑 ３４ 藤本一幸∥著

自然のなかの喜び 夏 東山魁夷∥著

自然のなかの喜び 秋 東山魁夷∥著

自然のなかの喜び 春 東山魁夷∥著

自然のなかの喜び 冬 東山魁夷∥著

自然保護と地球環境
図解日本の産業　詳しい！わかる！　１

０

自然流家庭菜園のつくり方 Ｇａｊｉｎ’ｓ　ｇａｒｄｅｎ　ｌｉｆｅ 徳野雅仁∥著

じぞうのふしぎなはさみ 民話こころのふるさとシリーズ 竹崎有斐∥さく 清水耕蔵∥え

始祖鳥記 飯嶋和一∥著

シーソーモンスター 伊坂幸太郎

し



死体島　オッドアイ 渡辺裕之

死体消失 女鑑識官　洋子シリーズ 草野唯雄

時代小説・十二人のヒーロー 時代小説の楽しみ 別巻 縄田一男∥編

死体農場 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

死体は切なく語る 上野正彦著

したきりすずめ むかしむかし絵本 １６ まつたにみよこ∥ぶん むらかみこういち∥え

したきりすずめ 日本傑作絵本シリーズ 石井桃子∥再話 赤羽末吉∥画

したきりすずめ 松谷みよ子民話珠玉選 松谷みよ子∥脚本 堀内誠一∥画

舌ながばあさん ちひろ美術館コレクション絵本 ５ 武建華∥絵 千葉幹夫∥文

下町ロケット 池井戸潤著

下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤

下町ロケット２　ガウディ計画 池井戸潤著

下町ロケットゴースト 池井戸潤

七十の手習ひ 阿川弘之∥著

七代目 竹田真砂子∥著

七人の鬼ごっこ 三津田信三著

七人の敵がいる 加納朋子著

シチリアへ行きたい とんぼの本 小森谷慶子，小森谷賢二 [共] 著

シチリアを征服したクマ王国の物語 福音館文庫 ディーノ･ブッツァーティ作　天沢退二郎，増山暁子 〔共〕 訳

シチリアの少年 岩波少年文庫復刻版 ルイジ・カプアーナ∥作 清水三郎治∥訳

失意ノ方 居眠り磐音江戸双紙　４７ 佐伯泰英

６（シックス）ステイン 福井晴敏著

疾駆する夢 佐々木譲∥著

じっくり編んで永く愛せるニットのふだん着 ｍｉｃｈｉｙｏ著

しつけと体罰 子どもの内なる力を育てる道すじ 森田ゆり∥著

「しつけ」はどこに消えた？ 中原英臣著

湿原 上 加賀乙彦∥著

湿原 下 加賀乙彦∥著

湿原を歩く 関東周辺 ブルーガイドハイカー 水尾一郎∥著

実験・自由研究 ニューワイド学研の図鑑

実験大好き！化学はおもしろい 岩波ジュニア新書 ４４２ 盛口襄∥著

疾走 東直己著

失踪症候群 貫井徳郎

失踪 私立探偵左文字進 文芸ポストＮＯＶＥＬＳ 西村京太郎∥著

し



失踪都市　所轄魂 所轄魂 笹本稜平

失踪都市　所轄魂 笹本稜平著

湿地 アーナウデュル・インドリダソン著　柳沢由実子訳

湿地帯 宮尾登美子著

知っていますか子どもたちの食卓 食生活からからだと心がみえる ＮＨＫスペシャル 足立己幸∥著 ＮＨＫ「子どもたちの食卓」プロジェクト∥著

知っているつもりで説明できないニュースのことば 池上彰著

知っておきたいキャンプの常識 楽しく過ごすためのコツ１０９ ＪＴＢキャンブックス

十手修羅 蛇蝎の捨蔵 永井義男

知ってトクする！　年金の疑問７１ 井戸美枝著

十手人 押川国秋∥著

知ってほしいアフガニスタン レシャード・カレッド

知ってるようで知らない日本語 〔１〕 ゴマブックス 柴田武∥著

知ってるようで知らない日本語 ２ ゴマブックス 柴田武∥著

知ってるようで知らない日本語 ４ ゴマブックス 井口樹生∥著

知ってるようで知らない日本語 ５ ゴマブックス 井口樹生∥著

嫉妬する人、される人 谷沢永一著

失敗しない観葉植物　決定版 今日から使えるシリーズ

失敗しない球根花 決定版 今日から使えるシリーズ

失敗しない花の寄せ植え　決定版 今日から使えるシリーズ

しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ作

シッピング・ニュース 集英社文庫 Ｅ．アニー・プルー∥〔著〕 上岡伸雄∥訳

疾風ガール 誉田哲也

疾風の義賊 疾風の義賊 辻堂魁

疾風ロンド 実業之日本社文庫 東野圭吾著

ジップくん宇宙へとびだす 改訂 世界のどうわ傑作選 ７ ジャンニ＝ロダーリ∥作 安藤美紀夫∥訳 鈴木義治∥絵

シップ船長とくじら 角野栄子作

シップ船長はいやとはいいません 幼年おはなしどうわ ８ 角野栄子∥作 浜田洋子∥絵

しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ∥作 ホリー・ミード∥絵 安井清子∥訳

七宝焼 続 佐野登志子∥著

七宝焼 手づくりのアクセサリー 佐野登志子∥著

しっぽちゃん 群ようこ著

しっぽなしさん 創作幼年どうわ ５ 山下明生∥さく 長新太∥え

しっぽのきらいなネコ 日本傑作絵本シリーズ 南部和也文　いまきみち絵

しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 １ 川田健∥ぶん 薮内正幸∥え

し



質問絵本 GOMI　TARO　WORKSHOP 五味太郎著

失楽園 上 渡辺淳一∥著

失楽園 下 渡辺淳一∥著

実例小さな家のアイデア収納３３０ １００家族が成功したワンラン

ク上の収納工夫

失恋カレンダー 林真理子

師弟 新剣客太平記　二 岡本さとる

シティ・マラソンズ 文春文庫 三浦しをん　あさのあつこ　近藤史恵［共］著

私的生活 田辺聖子著

私鉄特急 新・ニューパーフェクト ３ 真島満秀∥写真 松尾定行∥構成・文

じてんしゃにのりたい！ グレギー・ドゥ・マイヤー∥作・絵 野坂悦子∥訳

じてんしゃにのるひとまねこざる 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

じてんしゃにのるひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

じてんしゃにのろうよ
かがくのとも ３９１号 はじめてであう

科学絵本
横溝英一∥さく

事典和菓子の世界 中山圭子著

死という最後の未来 石原新太郎.曽野綾子

じどうしゃ はじめてのこぐまちゃん 若山憲∥〔作〕

自動車・化学製品 図解日本の産業　詳しい！わかる！　４

じどうしゃ博物館 みるずかん・かんじるずかん 銀の本 真田勇夫∥え 高島鎮雄∥ぶん

自動車・飛行機 ニューワイド学研の図鑑

自動車　船　飛行機 ポプラディア大図鑑　WONDA

持統天皇と藤原不比等 日本古代史を規定した盟約 中公新書 １１９２ 土橋寛∥著

児童文学を英語で読む 岩波ジュニア新書 ３１０ 百々佑利子∥著

児童文学の中の子ども ＮＨＫブックス ２２２ 神宮輝夫∥著

児童文学論 リリアンスミス∥著 石井桃子∥〔ほか〕編

痔と上手につきあう本 健康ライブラリー 岩垂純一∥著

シドニー！ 村上春樹∥著

シドニー行き７１４便 タンタンの冒険旅行　１９ エルジェ作　川口恵子訳

しなずのお六 創作民話絵本 ５ さねとうあきら∥文 いしくらきんじ∥絵

シナという名の女 森瑤子著

信濃絵ごよみ人ごよみ 窪島誠一郎∥著

信濃川殺人事件 ノン・ノベル 梓林太郎∥著

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 かわもとさ

ぶろう∥やく

信濃塩の道殺人事件 徳間文庫 木谷恭介∥著

「信濃の国」殺人事件 講談社文庫 内田康夫∥〔著〕

し



科野秘帖 風の市兵衛 辻堂魁

シナン　上 夢枕獏著

シナン　下 夢枕獏著

死神の精度 伊坂幸太郎著

死神の浮力 伊坂幸太郎著

死に支度 瀬戸内寂聴著

死にたもう母 出久根達郎∥著

死に花 太田蘭三∥著

死笛 隠目付江戸日記(一) 鳥羽亮

死にゆく海の生物たち 世界はいま… 自然環境編 ５ マイケル・ブライト∥著 小原秀雄∥監訳

死ぬことが人生の終わりではないインディアンの生きかた 扶桑社文庫 加藤諦三著

死ぬことと見つけたり 上巻 隆慶一郎∥著

死ぬことと見つけたり 下巻 隆慶一郎∥著

死ぬのによい日だ ベスト・エッセイ集　０９年版 日本エッセイスト・クラブ編

死ぬのもたいへんだ 曽野綾子

死ぬのは、こわい？ よりみちパン！セ　１９ 徳永進著

死ぬほど好き 林真理子

死ぬまでになすべきこと 続 式田和子∥著

死ぬまでになすべきこと 子供や配偶者はあてになりません 式田和子∥著

死ぬまでに見たい日本の花絶景旅 ブルーガイド・グラフィック 村田博之著

死ねばいいのに 京極夏彦著

死のある風景 吉村昭∥著

「死の医学」への日記 柳田邦男∥著

死の泉 ハヤカワ・ミステリワールド 皆川博子∥著

死の海をゆく 第五福竜丸物語 文研じゅべにーる 長谷川潮∥著

死の海からの生還 エストニア号沈没，そして物語はつくられた ケント・ハールステット∥著 中村みお∥訳

志野　織部 古瀬戸 黄瀬戸 瀬戸黒
シリーズ太陽 ５ 太陽やきものシリーズ

１９７６　春

死のかげの谷間
児童図書館・文学の部屋 ＳＯＳシリー

ズ ５
ロバート・Ｃ・オブライエン∥著 越智道雄∥訳

死の壁 新潮新書　０６１ 養老孟司著

死の記憶 文春文庫 トマス・Ｈ・クック∥著 佐藤和彦∥訳

死の国からのバトン 少年少女創作文学 松谷みよ子著

詩のこころを読む 岩波ジュニア新書 ９ 茨木のり子∥著

詩のすきなコウモリの話 ランダル・ジャレル∥作 モーリス・センダック∥絵 長田弘∥訳

死の蔵書
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　２０５

－１
ジョン・ダニング∥著 宮脇孝雄∥訳

し



しのだけむらのやぶがっこう こどものとも傑作集 カズコ・G・ストーン作

死のドレスを花婿に ピエール・ルメートル

ジーノのあした 福武文庫 ブルックナー∥著 山口四郎∥訳

東雲ノ空 居眠り磐音江戸双紙　３８ 佐伯泰英

東雲の途 あさのあつこ著

東雲の途 あさのあつこ

忍び狂乱　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

忍び崩れ　３ 江戸の御庭番 藤井邦夫

忍び恋 新・秋山久蔵御用控　（六） 藤井邦夫

忍び音 鈴木英治著

忍びの国 和田竜著

忍びの旗 新潮文庫 池波正太郎∥著

しのぶ梅 着物始末暦 中島要

死のフェニーチェ劇場 ドナ・Ｍ・レオン∥著 春野丈伸∥訳

Ｃの福音 楡周平∥著

死の舞い　新古着屋総兵衛　（十二） 新古着屋総兵衛　十二 佐伯泰英

芝居せんべい 村松友視∥著

死媒蝶 森村誠一

芝居ひとすじ 島田正吾∥著 秋山ちえ子∥聞き手

芝居巡り 浪花ふらふら謎草紙 岡篠名桜

自白　刑事･土門功太郎 乃南アサ著

司馬さんは夢の中 福田みどり著

しばてん 創作えほん ５ 田島征三∥文と絵

芝生（シバ） ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ４０ 青木孝一∥著 真行寺孝∥著

司馬遼太郎が描いた「新選組」の風景 とんぼの本 司馬遼太郎∥著

「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田道史

司馬遼太郎の風音 磯貝勝太郎∥著

ジパング島発見記 山本兼一著

死びとの座 鬼貫警部事件簿 光文社文庫 鮎川哲也コレクション 鮎川哲也∥著

じひびき
絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 ゾ

ウのかぞく
吉田遠志∥絵と文

シーフカ・ブールカまほうの馬 ロシアの昔話 世界傑作絵本シリーズ ロシアの絵本 Ｍ・ブラートフ∥再話 松谷さやか∥訳 Ｂ・ディオードロフ∥絵

じぶくり伝兵衛 重蔵始末　２ 逢坂剛∥著

渋沢栄一　人間の礎 渋沢栄一 童門冬二

シーフード料理 いか・たこ・えび・白身魚
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２０
ＮＨＫ出版∥編

し



ジブヤとひとくいドラ Ａ．ラマチャンドラン∥さく・え きざきまろい∥やく

自分色表現事典　あなたの“きれい”は配色で決まる ヨシタミチコ著

自分を好きになる本 パット・パルマー∥著 ｅｑＰｒｅｓｓ∥訳

自分をつたえる 岩波ジュニア新書 ３９５ 荒田洋治∥著

自分をまもる本 いじめ、もうがまんしない ローズマリー・ストーンズ∥著 小島希里∥訳

自分自身への審問 辺見庸著

自分でできる新・３分間指圧 実日新書 Ｃ‐８６ 浪越徳治郎∥著 浪越徹∥著

自分でできる住まいの修理
レタスクラブムック　新・生活便利シ

リーズ

自分でできる庭づくり 高槻香琉∥著 二葉昇司∥著 金田初代∥著

自分なりに輝いて生きる　新しい子育てへの提言 青木和雄著

自分の歌をさがす 西洋の音楽と日本の歌 Ｆｅｒｒｉｓ　Bｏｏｋｓ ４ 秋岡陽∥著

「自分の木」の下で 大江健三郎∥著 大江ゆかり∥画

自分のこと異性のこと 岩波ジュニア新書 １８０ 宮川桃子∥著

自分の始末 曽野綾子著

自分の人生に出会うための言葉 ローマ皇帝マルクス・アウレリウス

の人生訓
マーク・フォステイター∥著 池田雅之∥訳 高井清子∥訳

自分の服が縫える本 基礎縫い・ブラウス・スカート・ワンピース

自分の部屋があったら 世界の子どもライブラリー マリア＝グリーペ∥作 山内清子∥訳

自分流絵手紙の楽しみ方　まごころ伝える 大久保文夫著

紙幣肖像の歴史 東京美術選書 ５９ 植村峻∥著

地べたっこさま 理論社名作の愛蔵版 さねとうあきら∥作 井上洋介∥絵

シベリア鎮魂歌　香月泰男の世界 立花隆著

シベリアン・ドリーム 上 イリーナ・パンタエヴァ∥著 河野万里子∥訳

シベリアン・ドリーム 下 イリーナ・パンタエヴァ∥著 河野万里子∥訳

シベリウス アイノラ荘の音楽大使 作曲家の物語シリーズ １２ ひのまどか∥著

シー・ペリル号の冒険 フィリップ・ターナー∥作 神宮輝夫∥訳

事変の夜　満州国演義　２ 船戸与一著

死亡推定時刻 朔立木著

司法戦争 中嶋博行∥著

私本太平記 １ 吉川英治歴史時代文庫 ６３ 吉川英治

私本太平記 ２ 吉川英治歴史時代文庫 ６４ 吉川英治

私本太平記 ３ 吉川英治歴史時代文庫 ６５ 吉川英治

私本太平記 ４ 吉川英治歴史時代文庫 ６６ 吉川英治

私本太平記 ５ 吉川英治歴史時代文庫 ６７ 吉川英治

私本太平記 ６ 吉川英治歴史時代文庫 ６８ 吉川英治

し



私本太平記 ７ 吉川英治歴史時代文庫 ６９ 吉川英治

私本太平記 ８ 吉川英治歴史時代文庫 ７０ 吉川英治

姉妹の家　下 集英社文庫 シャルロッテ・リンク著

姉妹の家　上 集英社文庫 シャルロッテ・リンク著

仕舞屋侍 仕舞屋侍 辻堂魁

しまうまのさんぽ 日本傑作絵本シリーズ U．G．サトー作

しまうまのしゃっくり デーヴィッド・マッキー∥作 矢川澄子∥訳

島への旅 自然をみつける物語 ４ 小野有五∥著

島帰り　秋山久蔵御用控 文春文庫 藤井邦夫

島崎藤村 日本の詩 島崎藤村∥〔著〕 木原孝一∥編

しましまゼビーおうちにありがやってきた 大型絵本 ブライアン・パターソン作　ほむらひろし訳

しましまゼビーキャンプにいく 大型絵本 ブライアン・パターソン作　ほむらひろし訳

しましまゼビーのダイビング 大型絵本 ブライアン・パターソン作　ほむらひろし訳

しましまゼビーのたからさがし 大型絵本 ブライアン・パターソン作　ほむらひろし訳

島津奔る 上巻 池宮彰一郎∥著

島津奔る 下巻 池宮彰一郎∥著

始末屋 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

しまなみ海道追跡ルート Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎∥著

しまなみ幻想 内田康夫∥著

島抜け 吉村昭∥著

島抜けの女 鎌倉河岸捕物控　三十一の巻 佐伯泰英

島根県の民話 やまたのおろちほか 県別ふるさとの民話 ２７　島根県 日本児童文学者協会∥編

島の子守唄 姫は、三十一　５ 風野真知雄

島のたんじょう 福音館の科学の本
ミリセント・Ｅ・セルサム∥ぶん ウィニフレッド・ルーベル∥え 岩

田好宏∥やく

島ひきおに 創作大型えほん 梶山俊夫∥絵 山下明生∥文

島ひきおにとケンムン 山下明生∥文 梶山俊夫∥絵

しまふくろう かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 山本純郎∥ぶん 神沢利子∥ぶん 山本純郎∥写真

しまふくろうのみずうみ 手島圭三郎∥絵と文

島物語 ３ きみからとび出せ 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

島物語 ２ 今日をけとばせ 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

島物語 ５ とべ明日へ 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

島物語 １ はだしで走れ 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

島物語 ４ ほほ笑みへかけのぼれ 灰谷健次郎∥作 坪谷令子∥絵

しまりす えほん・生物のせかい 三原康明∥写真と文

し



シマリスの四季 写真絵本 久保敬親∥著

島はぼくらと 辻村深月著

四万十川 あつよしの夏 笹山久三∥著

汚点・春は夜汽車の窓から 少年少女日本文学館　２２ 井上ひさし　三浦哲夫

ジミーとジャネット、ふたりはふたご おはなしはらっぱ ５ Ｂ．クリアリー∥作 いといしげさと∥訳 やまわきゆりこ∥絵

市民と援助 いま何ができるか 岩波新書　新赤版 １３３ 松井やより∥著

市民の図書館 増補版 日本図書館協会∥編

ジム・ボタンと１３人の海賊 ジム・ボタンの冒険 ２ ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳

ジム・ボタンの機関車大旅行 ジム・ボタンの冒険 １ ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳

死命 薬丸岳著

自鳴琴からくり人形 江戸職人綺譚 佐江衆一∥著

使命と魂のリミット 角川文庫 東野圭吾著

自滅 柴田よしき著

じめんのうえとじめんのした かがくのほん 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 みるずかん・かんじるずかん 金の本 松岡達英∥え 大野正男∥ぶん

下北半島のサル カラー版自然と科学 １０ 江川正幸∥著

霜しずく 髪結い猫字屋繁盛記 今井絵美子

しもばしら かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 野坂勇作作

しもんスタンプでかいてみよう エンバリーおじさんの絵かきえほん エド・エンバリー∥さく

指紋捜査官 「１ｃｍ２の宇宙」を解き明かした男の１万日 堀ノ内雅一∥著

シモンとクリスマスねこ クリスマスまでの２４のおはなし 世界傑作童話シリーズ レギーネ・シントラー∥ぶん ジータ・ユッカー∥え 下田尾治郎∥やく

じゃあじゃあびりびり まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ作・絵

ジャイアント・ジョン アーノルド・ローベル作　福本友美子訳

シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイﾗｰ作

シャイロックの子供たち 文春文庫 池井戸潤著

釈迦 瀬戸内寂聴∥著

釈迦
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

４
副島正光∥著

社会主義の２０世紀 第５巻 カストロの選択　‐キューバ‐　南北統

一・１５年目の真実　‐ベトナム‐
ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ取材班∥ほか著

社会主義の２０世紀 第１巻 守護の壁・恥辱の壁　‐東ドイツ‐　反

革命か民衆蜂起か　‐ハンガリー‐
ＮＨＫスペシャル 永井清彦∥〔ほか〕著

社会主義の２０世紀 第６巻 証言で綴る２０世紀社会主義 ＮＨＫスペシャル 和田春樹∥〔ほか〕著

「社会主義の２０世紀」の真実 ＮＨＫスペシャル批判 日本共産党ブックレット １９ 〔日本共産党∥編〕

社会主義の２０世紀 第２巻 バルトの悲劇　‐ソ連‐　一党独裁の崩

壊　‐ソ連‐
ＮＨＫスペシャル 和田春樹∥〔ほか〕著

社会主義の２０世紀 第４巻 歴史の空白は埋まるか ソ連 ＮＨＫスペシャル 和田春樹∥〔ほか〕著

社会主義の２０世紀 第３巻 「連帯」１０年の軌跡　‐ポーランド‐

おしつぶされた改革　‐チェコスロヴァキア‐
ＮＨＫスペシャル 伊東孝之∥〔ほか〕著

し



社会的ひきこもり 終わらない思春期 ＰＨＰ新書 ０６５ 斎藤環∥著

ジャガイモ カラー自然シリーズ ５１ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

じゃがいもかあさん アニータ＝ローベル∥さく いまえよしとも∥やく

じゃがいもとさつまいも 飢饉をすくった食べもの 知識の絵本 ２ 遠藤一夫∥作 帆足次郎∥絵

ジャガイモの絵本 そだててあそぼう ４ よしだみのる∥へん さいとうやすひさ∥え

ジャガイモの花と実 科学の本 板倉聖宣∥著 楠原義一∥画

ジャガイモ畑の１年間 花と実とタネをもとめて 子ども科学図書館 おくやまひさし∥文と写真

釈迦と十大弟子 とんぼの本 西村公朝著

釈迦の女　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

ジャカランダの花さく村 南アフリカの物語 世界の子どもライブラリー シェイラ＝ゴードン∥作 唐沢則幸∥訳 村田収∥絵

写経のすすめ 岸本磯一∥著

寂庵説法 瀬戸内寂聴∥著

寂庵説法 瀬戸内寂聴

シャクシャイン物語 子ども世界の本 ２５冊の本 中野みち子∥著 山本良三∥絵

じゃぐちをあけると ふしぎなたねシリーズ しんぐうすすむ作

借地・借家の知識とQ＆A 西田穣著

若冲 澤田瞳子著

若冲への招待 辻惟雄[監]　岡田秀之[監]

寂聴般若心経 生きるとは 瀬戸内寂聴∥著

シャクナゲ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １５ 脇坂誠∥〔著〕

寂滅の剣 日向景一郎シリーズ　５ 北方謙三

シャクンタラー物語 インド古典劇より はらだあきこ∥さく

捨剣 夢想権之助 新潮書下ろし時代小説 佐江衆一∥著

遮光 中村文則著

社交主義でいこか 森毅∥著

ジャコのお菓子な学校 文研じゅべにーる ラッシェル・オスファテール著

シャコバサボテン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３７ 平城好明∥著

邪宗 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

写真が語る第一次世界大戦 「知」のビジュアル百科　１６ サイモン・アダムズ著　アンディ・クロフォード写真

写真が語る第二次世界大戦 「知」のビジュアル百科　１７ サイモン・アダムズ著　アンディ・クロフォード写真

写真集「明治の横浜・東京」　残されていたガラス乾板から

写真でたどる中国の文化と歴史 「知」のビジュアル百科　２３ アーサー・コットレル著

写真は心で撮ろう 岩波ジュニア新書 ３４０ 石川文洋∥著

ジャズの本 晶文社クラシックス ラングストン・ヒューズ∥著 木島始∥訳

し



ジャータカ物語 インド童話選 岩波少年文庫 １０１０ 辻直四郎∥共訳 渡辺照宏∥共訳

社長室の冬 堂場　瞬一

借金道場 雇われ師範　豊之助 千野隆司

ジャックと豆の木　イギリスの昔話 ジョン・シェリー再話・絵　小比賀優子訳

ジャックと豆のつる イギリス民話選 ジェイコブズ∥作 木下順二∥訳 瀬川康男∥絵

しゃっくり１かい１びょうかん　こどものためのじかんのほん
ヘイゼル・ハッチンス作　ケイディ・マクドナルド・デントン絵

はいじまかり訳

ジャックはいえをたてたとさ マザー・グースより ポール・ガルドン昔話シリーズ ３ ポール・ガルドン∥絵 大庭みな子∥訳

灼光 北方謙三∥著

シャッター・アイランド デニス・ルヘイン∥著 加賀山卓朗∥訳

シャドウ・ドクター 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

シャドウ・ストーカー ジェフリー・ディーヴァー著

シャドウ・ダイバー　深海に眠るUボートの謎を解き明かした男た

ち
ロバート・カーソン著　上野元美訳

シャトウルージュ 渡辺淳一∥著

蛇の湯温泉殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也∥著

しゃばけ 新潮文庫 畠中恵著

ジャパ・ガンズ 警察庁私設特務部隊　ＫＵＤＡＮ 神野オキナ

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

しゃべれどもしゃべれども 佐藤多佳子∥著

しゃぼん玉 乃南アサ著

しゃぼん玉の実験 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー∥著 山辺昭代∥訳

邪魅の雫 KODANSHA 　NOVELES 京極夏彦著

ジャムつきパンとフランシス フランシス絵本シリーズ
リリアン・ホーバン∥〔絵〕 ラッセル・ホーバン∥さく まつおか

きょうこ∥やく

ジャムねこさん 子ども図書館 松谷みよ子∥著

赦免花 蛇蠍の捨蔵 永井義男

軍鶏侍 軍鶏侍 野口卓

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ二 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ一 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ三 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ四 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ一 徳間文庫 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノニ 徳間文庫 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ三 徳間文庫 夢枕獏著

沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ四 徳間文庫 夢枕獏著

斜陽日記 小学館文庫 太田静子∥著

し



邪欲 徳間文庫 南英男著

写楽・考　蓮丈那智フィールドファイル　３ 新潮エンターテインメント倶楽部SS 北森鴻著

写楽　閉じた国の幻 島田荘司著

写楽百面相 新潮書下ろし時代小説 泡坂妻夫∥著

じゃらん　関東東北　２０１９０６

車輪のはなし 人間の知恵 ２ 小林卓二∥著

シャーロッキアンの冒険と回想 私の複眼人生術 河村幹夫∥著

シャーロック・ホームズ帰る コナン・ドイル　林　克己訳

シャーロック・ホウムズの回想 岩波少年文庫 ３０９６ コナン・ドイル∥作 林克己∥訳

シャーロック・ホウムズの冒険 改版 岩波少年文庫 ３０９５ コナン・ドイル∥作 林克己∥訳

シャーロック・ホームズクリスマスの依頼人
レジナルド・ヒル∥〔ほか〕著 ジョン・レレンバーグ∥編 日暮雅通∥

訳

シャーロック＝ホームズ全集 １１ シャーロック＝ホームズ．最後の

挨拶 上
コナン＝ドイル∥著 常盤新平∥〔ほか〕訳

シャーロック＝ホームズ全集 １２ シャーロック＝ホームズ最後の挨

拶 下
コナン＝ドイル∥著 各務三郎∥訳

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 大村美根子∥〔ほか〕訳

シャーロック＝ホームズ全集 ７ シャーロック＝ホームズの思い出

上
コナン＝ドイル∥著 沢田洋太郎∥訳 大村美根子∥訳

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 青木日出夫∥〔ほか〕訳

シャーロック＝ホームズ全集 １０ シャーロック＝ホームズの帰還

下
コナン＝ドイル∥著 中上守∥〔ほか〕訳

シャーロック＝ホームズ全集 １３ シャーロック＝ホームズの事件簿

上
コナン＝ドイル∥著 福島正実∥〔ほか〕訳

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 福島正実∥〔ほか〕訳

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 上 コナン＝ドイル∥著 中尾明∥訳 常盤新平∥訳

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 平賀悦子∥訳 各務三郎∥訳

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 各務三郎∥訳

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 中上守∥訳

シャーロック・ホームズ　トレビアの舞踏会 田中喜芳

シャーロック・ホームズの算数パズル やさしい科学 山崎直美∥著 河口峰子∥絵

シャーロック・ホームズの冒険 創元推理文庫 １０１‐１ コナン・ドイル∥著 阿部知二∥訳

シャーロック・ホームズの履歴書 講談社現代新書 ９４４ 河村幹夫∥著

シャーロック・ホームズの倫敦 写真集 求龍堂グラフィックス 小林司∥著 東山あかね∥著 植村正春∥写真

シャーロック・ホームズ　メアリ女王の個人秘書殺人事件 ケイレブ・カー著　山川美千枝訳

シャーロットとしろいうま
ルース・クラウス∥ぶん モーリス・センダック∥え こだまともこ∥や

く

シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト∥作 ガース・ウイリアムズ∥絵 さくまゆみこ∥訳

ジャン・ヴァルジャン物語　下 ユーゴー

ジャン・ヴァルジャン物語 上 岩波少年文庫 ３０１３ ユーゴー∥作 豊島与志雄∥訳

ジャン・クリストフ １ 新潮文庫 ロマン・ロラン∥著 新庄嘉章∥訳

し



ジャン・クリストフ ２ 新潮文庫 ロマン・ロラン∥著 新庄嘉章∥訳

ジャン・クリストフ ３ 新潮文庫 ロマン・ロラン∥著 新庄嘉章∥訳

ジャン・クリストフ ４ 新潮文庫 ロマン・ロラン∥著 新庄嘉章∥訳

シャングリラ病原体 上巻 新潮文庫 フリーマントル∥〔著〕 松本剛史∥訳

シャングリラ病原体 下巻 新潮文庫 フリーマントル∥〔著〕 松本剛史∥訳

ジャングル 絵本図鑑シリーズ １４ 松岡達英∥作

ジャングルにのこるみやこ とおい昔の謎をとく ８ たかしよいち∥文 小泉澄夫∥え

ジャングルのしあわせなムクドリ ヒューエット・どうぶつのお話 ８
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく マージェリー・ジル∥

え

ジャングルの少年 チボール・セケリ∥作 高杉一郎∥訳 松岡達英∥画

ジャングル・ブック 福音館古典童話シリーズ ２３ Ｒ・キップリング∥作 木島始∥訳 石川勇∥画

じゃんけんねこ あかね幼年どうわ ７ 佐藤さとる∥作 岩村和朗∥絵

上海 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

上海クライシス　上 集英社文庫 春江一也著

上海クライシス　下 集英社文庫 春江一也著

上海　蘇州　杭州 ブルーガイドわがまま歩き　３３

上海特急殺人事件 ジョイ・ノベルス 西村京太郎著

上海の長い夜 文革の嵐を耐え抜いた女性の物語 上 鄭念∥著 篠原成子∥訳 吉本晋一郎∥訳

上海の長い夜 文革の嵐を耐え抜いた女性の物語 下 鄭念∥著 篠原成子∥訳 吉本晋一郎∥訳

上海迷宮 内田康夫著

上海リリー 胡桃沢耕史∥著

上海歴史ガイドマップ 木之内誠∥編著

ジャンパースカート

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

５ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇ

ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

ジャンパースカート

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

５ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇ

ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

ジャンプ 佐藤正午∥著

朱印　古着屋総兵衛影始末　第六巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

自由 アウンサン・スーチー∥著 マイケル・アリス∥編 ヤンソン由実子∥訳

１１月そして１２月 樋口有介∥著

十一月の扉 高楼方子∥著

十一番目の戒律 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

１１ぴきのねこ 馬場のぼる∥著

１１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる∥著

１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる∥著

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる∥著

１１ぴきのねこどろんこ 馬場のぼる∥著

し



１１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる∥著

１１ぴきのねこマラソン大会 絵巻えほん 馬場のぼる∥著

驟雨ノ町 居眠り磐音　江戸双紙　１５ 佐伯泰英

自由への長い道 ネルソン・マンデラ自伝 上 ネルソン・マンデラ∥著 東江一紀∥訳

自由への長い道 ネルソン・マンデラ自伝 下 ネルソン・マンデラ∥著 東江一紀∥訳

修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産
知床、白神山地、日光の社寺、平泉、鎌

倉
本田純[等]著

修学旅行の本 １２ 伊豆・東海 修学旅行研究会∥編

修学旅行の本 ７ 奈良 修学旅行研究会∥編

修学旅行の本 ３ 日光 修学旅行研究会∥編

修学旅行の本　箱根･鎌倉　新版 修学旅行研究会［編］

修学旅行の本 ９　広島・山口 修学旅行研究会∥編

１０月はたそがれの国 創元推理文庫 ６１２‐２ レイ・ブラッドベリ∥著 宇野利泰∥訳

獣眼 大沢在昌著

周期表完全版　ゆかいな元素たち！ 科学キャラクター図鑑 エイドリアン・ティングル／ダン・グリーン

十九歳の葬式 笹沢左保∥著

１９世紀の鉄道駅 三省堂図解ライブラリー
フィオーナ・マクドナルド∥文 ジョン・ジェイムズ∥画 小池滋∥訳

和久田康雄∥訳

１９分２５秒 引間徹∥著

宗教時代 いま日本人のココロに起っていること 米山義男∥編

宗教なんかこわくない！ 橋本治∥〔著〕

習近平ＶＳ．トランプ　世界を制するのは誰か 遠藤誉

習近平はいったい何を考えているのか 丹羽宇一郎著

「従軍慰安婦」にされた少女たち 岩波ジュニア新書 ２２２ 石川逸子∥著

愁月記 三浦哲郎∥著

自由研究〈赤ちゃん〉 サラ・エリス∥作 坂崎麻子∥訳 堀川理万子∥絵

自由研究　観察と工作 小学館の学習百科図鑑　１４

自由研究図鑑 身近なふしぎを探検しよう 有沢重雄∥文 月本佳代美∥絵

祝言日和 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

銃口 上 三浦綾子∥著

銃口 下 三浦綾子∥著

周公旦 酒見賢一∥著

１５歳のナガサキ原爆 岩波ジュニア新書 ４１６ 渡辺浩∥著

十五少年漂流記 角川文庫 ヴェルヌ∥〔著〕 石川湧∥訳

十五少年漂流記 青い鳥文庫　１４６－１ ジュール・ベルヌ作　那須辰造訳

十五少年漂流記 　世界の冒険文学　１ 志水辰夫

し



１３階段 高野和明∥著

十三階の女 吉川英梨

１３～１７号すっきり見えるふくよかサイズの服 はじめての手作り　春夏秋冬 かんたんソーイング編

十三湖のばば 改訂 鈴木喜代春∥著 山口晴温∥絵

１３歳のシーズン 光文社文庫 あさのあつこ著

１３歳の進路 村上龍著

十三歳の仲人　御宿かわせみ 平岩弓枝著

１３歳のハローワーク 村上龍著

１３歳の黙示録 宗田理∥著

十三人の刺客 映画ノべライズ版 大石直紀

十三の冥府 内田康夫

十字架 重松清著

十字架の王女 特殊捜査班カルテット3 大沢在昌

十字軍物語　２ 塩野七生著

十字軍物語 １ 塩野七生著

十字軍物語　３ 塩野七生著

自由死刑 島田雅彦∥著

習字読本 いろはかるた

秋思ノ人 居眠り磐音江戸双紙　３９ 佐伯泰英

十字路の小さな町
世界傑作童話シリーズ クワイナー一家

の物語 ２

マリア・Ｄ．ウィルクス∥作 ダン・アンドレイアセン∥画 土屋京子∥

訳

囚人服のメロスたち　関東大震災と二十四時間の解放 坂本敏夫

秋声のうつろい 小伝馬町牢日誌 早見俊

秋声惑う 返り忠兵衛　江戸見聞 芝村涼也

終戦のローレライ 上 福井晴敏∥著

終戦のローレライ 下 福井晴敏∥著

秋霜 葉室麟著

重蔵始末 逢坂剛∥著

重蔵始末 講談社文庫 逢坂剛

重曹徹底使いこなしアイデア２１２ 双葉社スーパームック 重曹暮らし研究会［著］

秋霜の撃 勘定吟味役異聞　（三） 上田秀人

10代のうちに考えておくこと 岩波ジュニア新書　５０５ 香山リカ著

１０代の教養図書館 １２ 鯨と日本人のくらし 人びとは鯨とどうか

かわってきたか
秋道智弥∥著

１０代の教養図書館 １０ 討論や発表をたのしもう ディベート入門 渡部淳∥著

１０代の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 雨海弘美∥訳

し



１０代の真ん中で 岩波ジュニア新書 ３８９ 村瀬学∥著

じゅうたんはねこのもの わーいいっしょ １ ブライアン・ワイルドスミス∥原作画 石坂浩二∥翻案

終着駅 白川道著

柔道 改訂新版 講談社スポーツシリーズ 猪熊功∥著

柔道 Ｊスポーツシリーズ ５ 古賀稔彦∥著

姑の言い分　嫁の言い分 今井美沙子著

１７かいのおんなのこ おはなしの花たば 後藤竜二∥文 福田岩緒∥画

十七歳だった！ 原田宗典∥著

１７歳に贈る人生哲学 葉祥明著

１７歳のポケット 集英社文庫 山田かまち∥著

自由なれど孤独に 森雅裕∥著

１２か月のアップリケ図案集 田口雅子作

１２月の静けさ メアリー・ダウニング・ハーン∥著 金原瑞人∥訳

十二月のひまわり 白川道著

１２歳たちの伝説 風の文学館 ２－１ 後藤竜二∥作 鈴木びんこ∥絵

１２歳たちの伝説 ２ 風の文学館 ２－５ 後藤竜二∥作 鈴木びんこ∥絵

１２歳たちの伝説 ３ 風の文学館 ２－６ 後藤竜二∥作 鈴木びんこ∥絵

１２歳たちの伝説　４ 風の文学館　２-１０ 後藤竜二作

12歳たちの伝説　５ 風の文学館　２－１３ 後藤竜二著

１２歳、ぼくの夏 ジュニア文学館 ８ 江崎雪子∥作 いせひでこ∥絵

十二支のお節料理 川端誠∥作

十二人の手紙 井上　ひさし

１２の月たち スラブみんわ 児童図書館・絵本の部屋
サムエル・マルシャーク∥さいわ ダイアン・スタンレー∥え 松川真

弓∥やく

１２番目のカード ジェフリー・ディーヴァー著　池田真紀子訳

十二番目の天使 オグ・マンディーノ∥著 坂本貢一∥訳

１０人のきこり ラマチャンドラン作　田島伸二訳

自由の女神物語 メアリー＝シャピロ∥文 ハック＝スカーリー∥絵 近藤純夫∥訳

十八の夏 光原百合∥著

１８番目の大ピンチ あかね世界の文学シリーズ Ｂ．バイアーズ∥作 金原瑞人∥訳 古川タク∥画

十番斬り 剣客商売 池波正太郎∥著

十番勝負 剣客太平記 岡本さとる

銃・病原菌・鉄 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 上 ジャレド・ダイアモンド∥著 倉骨彰∥訳

銃・病原菌・鉄 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 下 ジャレド・ダイアモンド∥著 倉骨彰∥訳

自由・平等・清潔 入浴の社会史 ジュリア・クセルゴン∥著 鹿島茂∥訳

し



週末鉄道旅行 宝島社新書 ニッポン鉄道旅行研究会著

週末の鬱金香（チューリップ） 田辺聖子∥著

終末のフール 伊坂幸太郎著

十万石の誘い 公家武者松平信平　７ 佐々木裕一

十万分の一の偶然 文春文庫 松本清張著

十万本の矢 三国志絵本 大型絵本 唐亜明∥文 于大武∥絵

秋霧 大倉崇裕

襲名犯 竹吉優輔著

１４歳からの仕事道 よりみちパン！セ　０６ 玄田有史著

１４歳からの哲学 考えるための教科書 池田晶子∥著

１４歳とタウタウさん 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

１４歳－－Ｆｉｇｈｔ 現代の創作児童文学 ３８ 後藤竜二∥作 田中槙子∥画

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 いわむらかずお∥作

１４ひきのおつきみ いわむらかずお∥さく

１４ひきのおつきみ いわむらかずお作

14ひきのこもりうた いわむらかずお

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 いわむらかずお作

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∥作

１４ひきのもちつき いわむらかずお作

１４ひきのやまいも いわむらかずお∥さく

十楽の夢 岩井三四二著

重力の達人 橋、トンネル、くらしと土木技術 岩波ジュニア新書 ３０７ 田中輝彦∥著

重力ピエロ 伊坂幸太郎著

秋霖やまず 吉原裏同心抄（三） 佐伯泰英

１６歳の教科書　なぜ学び、なにを学ぶのか　ドラゴン桜公式副読

本
7人の特別講義プロジェクト＆モーニング編集部編著

十六年待って 髪ゆい猫字屋繁盛記 今井絵美子

十六の話 司馬遼太郎∥著

樹液をめぐる昆虫たち　わたしの昆虫記４ 矢島稔著

朱夏 上 集英社文庫 宮尾登美子∥著

朱夏 下 集英社文庫 宮尾登美子∥著

し



朱夏 警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏

修学院離宮

朱夏の涼嵐 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

樹下の想い 藤田宜永∥著

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 講談社＋α新書 ケントギルバード

宿痾 表御番医師診療禄　１０ 上田秀人

祝祭と予感 恩田陸

淑女失格 私の履歴書 佐藤愛子∥著

淑女の休日 柴田よしき∥著

しゅくだい えほんのマーチ　５ いもとようこ文･絵　宗正美子原案

宿題をしにきた宇宙船 新しい世界の童話シリーズ ８６ ルイス・スロボトキン∥作 河合三郎∥訳 菊池貞雄∥画

宿題オリジナル工作 カッコイイ工作がいっぱい 東正樹スーパークラフト軍団∥著

宿題ひきうけ株式会社 新版 新・名作の愛蔵版 古田足日∥作 長野ヒデ子∥絵

宿題ひきうけ株式会社 新版 古田足日∥作 久米宏一∥絵

宿題ひきうけ株式会社 フォア文庫 古田足日著

宿敵 小杉健治∥著

宿敵　鬼役　二十二 鬼役 坂岡真

宿命 講談社文庫 東野圭吾

宿命　国松警察庁長官を襲撃した男・捜査完結 原雄一

宿命　検事・沢木正夫 小杉健治著

主権者はきみだ 憲法のわかる５０話 新版 岩波ジュニア新書 ２８５ 森英樹∥著

ジュゴンはなぜ死ななければならなかったのか ノンフィクション知られざる世界 真鍋和子∥著

朱鞘安兵衛 津本陽∥著

樹上の銀 闇の戦い　４ 児童図書館・文学の部屋 スーザン・クーパー∥〔著〕 浅羽莢子∥訳

樹上のゆりかご 荻原規子∥作

主人公はいない　文学って何だろう Ferris　Books１４ 佐藤裕子著

受精 帚木蓬生∥著

呪詛の文 御広敷用人　大奥記録(十一) 上田秀人

十角館の殺人 講談社文庫 綾辻行人著

出署せず 新潮文庫 安東能明著

出星前夜 飯嶋和一著

出世花 時代小説文庫 高田郁著

しゅっぱつSL・トロッコ 乗りものパノラマシリーズ 真島満秀/写真　松尾定行/文

しゅっぱつ　しんこう！ のりものえほん １０ 三田村信行∥ぶん 柿本幸造∥え

し



しゅっぱつ　しんこう！ 福音館の幼児絵本 山本忠敬∥さく

しゅっぱつしんこう 日本の創作幼年童話 ２３ 渡辺茂男∥作 堀内誠一∥絵

出帆 忍び家族　１ 喜安幸夫

ジュディ・モード、医者になる！ ジュディ・モードとなかまたち　５ メーガン・マクドナルド作　宮坂宏美訳

ジュディ・モード、世界をまわる！ ジュディ・モードとなかまたち　７ メーガン・マクドナルド著　宮坂宏美訳

ジュディ・モード、大学にいく！ ジュディ・モードとなかまたち　８ メーガン・マクドナルド著　宮坂宏美訳

ジュディ・モード、地球を救う！ ジュディ・モードとなかまたち　３ メーガン・マクドナルド作　宮坂宏美訳

ジュディ・モードの独立宣言 ジュディ・モードとなかまたち　６ メーガン・マクドナルド作　宮坂宏美訳

ジュディ・モード、未来をうらなう！ ジュディ・モードとなかまたち　４ メーガン・マクドナルド著　宮坂宏美訳

ジュディ・モード、有名になる！ ジュディ・モードとなかまたち　２ メーガン・マクドナルド作　宮坂宏美訳

ジュディ・モードはごきげんななめ ジュディ・モードとなかまたち　１ メーガン・マクドナルド作　宮坂宏美訳

シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン∥作 こだまともこ∥訳 井江栄∥絵

ジュニア世界の国旗図鑑　新訂第３版

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ７ かわいいぬいぐるみ

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ４ クロスステッチ入門

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ５ たのしいアップリケ

ジュニアたのしい手づくりシリーズ １２ たのしいおべんとう

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ６ 小さなマスコット

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ９ パーティのごちそう

ジュニアたのしい手づくりシリーズ １１ パンとケーキ

ジュニアたのしい手づくりシリーズ ２ やさしいかぎ針あみ

ジュニアたのしい手づくりシリーズ １ やさしい棒針あみ

ジュニア手づくり教室 ２ すてきな小物とフラワー手芸 市川久美子∥執筆 佐藤マサコ∥執筆

ジュニア手づくり教室 ４ たのしいししゅうと織りもの 山梨幹子∥執筆 伊藤ちはる∥執筆

ジュニア手づくり教室 ６ はじめて作るエプロンとスモック 樋口トシ江∥執筆

ジュニア手づくり教室 ７ はじめて作るパジャマと部屋着 中屋典子∥執筆 中原五十鈴∥執筆

ジュニア手づくり教室 ８ はじめて作るベストとスカート 中屋典子∥執筆 伊沢政枝∥執筆

ジュニア手づくり教室 ５ べんりなふくろやバッグ 藤井あつ子∥執筆

ジュニア・ブラウンの惑星 ヴァジニア・ハミルトン∥作 掛川恭子∥訳

ジュニア料理教室 ９ パーティーとピクニックのごちそう 山梨幹子∥執筆

朱の丸御用船 吉村昭∥著

シュバイツアー
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３１
小牧治∥共著 泉谷周三郎∥共著

シュバイツァー 子どもの伝記全集 １９ 杉山勝栄∥〔著〕

樹縛 新潮ミステリー倶楽部 永井するみ∥著

し



呪縛 金融腐蝕列島　２ 上 高杉良∥著

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

朱房の鷹 宝引の辰捕者帳 泡坂妻夫∥著

シューベルト 子どもの伝記全集 ２２ 岡上鈴江∥〔著〕

シューマンの指 奥泉光著

趣味の折り紙　使う・飾る・贈る・祝う・楽しむ 小林一夫編著

寿命を縮める食品添加物 ベスト新書４４２ 渡辺雄二著

受命 帚木蓬生著

樹木図鑑 原色日本 北村四郎　岡本省吾

じゅもんは九九 さんすう文庫 ２ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

主よ、永遠の休息を 誉田　哲也

シューラおじさんの結婚 現代の創作児童文学 ２１ ジェレズニコフ∥作 宮川やすえ∥訳 岩淵慶造∥画

修羅坂の雪 旗本絵師描留め帳 小笠原　京

修羅走る　関が原 山本兼一著

ジュリエット 伊島りすと∥著

手話あいうえお 生活人新書 ００８ 丸山浩路∥著

殉愛 百田尚樹著

春画 椎名誠∥著

淳子のてっぺん 唯川惠

巡査の休日 佐々木譲著

春秋の檻 獄医立花登手控え（1） 藤沢周平

春秋の名君 宮城谷昌光∥著

春秋山伏記 角川文庫 藤沢周平∥〔著〕

ジュン先生がやってきた！ ３年１組ものがたり　１ 後藤竜二作

ジュンとひみつの友だち 岩波少年文庫 １０５４ 佐藤さとる∥作 村上勉∥画

淳和院正子 三枝和子∥著

旬の家庭料理をどうぞ！ 季節を楽しむ美味しいレシピ ホルトハウス房子∥著

旬の炊き込みご飯 別冊ＮＨＫきょうの料理

純白の証明 森村誠一著

純平、考え直せ 奥田英朗著

春雷 伊集院静∥著

春雷 葉室麟著

春雷抄 風の市兵衛 辻堂魁

し



春雷道中 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

春ラン・寒ラン ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２３ 黒崎陽人∥著

春朗合わせ鏡 高橋克彦著

女医 上 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

女医 下 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

女医彩子の華麗なる復讐 光文社文庫 志賀貢∥著

情愛の奸 御広敷用人　大奥記録(十) 上田秀人

攘夷 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

上越新幹線殺人事件 講談社文庫 西村京太郎∥〔著〕

障害者は、いま 岩波新書　新赤版 ３６ 大野智也∥著

小学五年生 重松清著

小学生のための　キャンプ入門 図解・キャンプのすべて はじめてシリーズ ６ 小菅知三∥文 落合恒夫∥絵

小学生のためのマイクロソフトワード　応用編 齊藤洋一著

小学生のためのマイクロソフトワード入門編　改訂版 齊藤洋一著

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

城郭と城下町 ９ 北九州 長崎・佐賀・福岡

城郭と城下町 ５ 近畿 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山

城郭と城下町 ７ 山陽 兵庫・岡山・広島

城郭と城下町 ８ 四国 愛媛・香川・徳島・高知

城郭と城下町 ３ 東海 静岡・愛知・岐阜・三重

城郭と城下町 ４ 北陸・甲信越 石川・福井・富山・新潟・長野・山

梨

城郭と城下町 １ 北海道・東北 北海道・青森・秋田・山形・岩手・

宮城・福島

城郭と城下町 １０ 南九州・沖縄 大分・宮崎・熊本・鹿児島・沖縄

小学校劇脚本選　初級 日本演劇教育連盟編

小学校劇脚本選　中級 日本演劇教育連盟編

小学校劇脚本選　上級 日本演劇教育連盟編

正月料理 ＮＨＫきょうの料理 土井勝∥著

しょうがパンぼうや ポール・ガルドン∥さく ただひろみ∥やく

召喚状 上 ジョン・グリシャム∥著 天馬竜行∥訳

召喚状 下 ジョン・グリシャム∥著 天馬竜行∥訳

蒸気機関車 日本編 国鉄形式を初の精密カラーイラストで解説 万有ガイド・シリーズ １２

上機嫌の作法 角川oneテーマ２１　B-65 齊藤孝著

将棋 詰めるための戦法を豊富な図版で再現　めざせ名人位！ わくわくチャレンジブックス ７

し



将棋とチェスの話 盤上ゲームの魅力 岩波ジュニア新書 ３４４ 松田道弘∥著

将棋の子 大崎善生∥著

商業･サービス業 くわしい!わかる!図解日本の産業７

賞金首始末 剣客相談人　１３ 森詠

将軍への道 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

将軍家の血筋　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

将軍の宴 公家武者松平信平　９ 佐々木裕一

将軍の首 公家武者松平信平　１４ 佐々木裕一

将軍の死 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

将軍の星 義輝異聞 宮本昌孝∥著

将軍の娘 上 文春文庫 ネルソン・デミル∥著 上田公子∥訳

将軍の娘 下 文春文庫 ネルソン・デミル∥著 上田公子∥訳

将監さまの細みち 山本周五郎名品館Ⅳ 山本周五郎

証拠
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１２‐

２３
ディック・フランシス∥著 菊池光∥訳

聖護院の仇討 足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子

小公子 改版 岩波少年文庫 ２０２６ バーネット∥作 吉田甲子太郎∥訳

小公女 岩波少年文庫 フランシス・ホジソン・バーネット作　脇明子訳

証拠死体 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

城塞 中巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

城塞 下巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

城塞 上巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

情事 志水辰夫∥著

正直そば 浅草料理捕物帖　三の巻 小杉健治

常識哲学　最後のメッセージ なだいなだ著

しょうじきなきこり 紙しばい名作選 イソップ∥原作 奈街三郎∥脚本 小坂茂∥画

生死長夜 瀬戸内寂聴∥著

消失グラデーション 長沢樹著

消失者　アナザーフェイス４ 文春文庫 堂場瞬一著

成就者たち 佐木隆三∥著

少女 双葉文庫 湊かなえ著

少女アンネ その足跡 偕成社文庫 ４０１３ エルンスト・シュナーベル∥著 久米穣∥訳

少女外道 皆川博子著

少女ソフィアの夏 トーベ・ヤンソン∥著 小野寺百合子∥訳

少女達がいた街 柴田よしき∥〔著〕

し



少女と風船爆弾 シリーズ人間の歌 日台愛子∥作 太田大八∥画

少女ポリアンナ 岩波少年文庫 １０２ エリナー・ポーター∥作 谷口由美子∥訳

焼身 宮内勝典著

精進百撰 水上勉∥著

じょう水場のしごと 小学生・社会科見学シリーズ １３ 野田一郎∥指導 笠原秀∥文 早川清∥写真

少数株主 牛島信

上手な金魚の飼い方 観賞魚 改訂版

上手な和食器選び 普段づかいからおもてなし用まで 別冊家庭画報

じょうずになろう　およぐこと じょうずになろうシリーズ １ 加古里子∥え 武藤芳照∥ぶん

じょうずになろう　けること じょうずになろうシリーズ ４ 加古里子∥え 武藤芳照∥ぶん 小田伸午∥ぶん

じょうずになろう　とぶこと じょうずになろうシリーズ ２ 加古里子∥え 武藤芳照∥ぶん 深代千之∥ぶん

じょうずになろう　なげること じょうずになろうシリーズ ３ 加古里子∥え 武藤芳照∥ぶん 平野裕一∥ぶん

じょうずになろう　はしること じょうずになろうシリーズ ５ 加古里子∥え 武藤芳照∥ぶん 八田秀雄∥ぶん

小説浅草案内 半村良∥著

小説上杉鷹山 上巻 童門冬二∥著

小説上杉鷹山 下巻 童門冬二∥著

小説巨大（ガリバー）証券 高杉良∥著

正雪記 新潮文庫 山本周五郎∥著

小説ザ・外資 高杉良∥著

小説始皇帝暗殺 荒俣宏∥著 陳凱歌∥原案 王培公∥原案

小説渋沢栄一　上　曖々たり 渋沢栄一 津本陽著

小説渋沢栄一　下　虹を見ていた 渋沢栄一 津本陽著

小説新巨大証券 下 徳間文庫 高杉良∥著

小説田中久重　明治維新を動かした天才技術者 童門冬二

小説・新島八重　会津おんな戦記 福本武久

小説二宮金次郎 上 童門冬二∥著

小説二宮金次郎 下 童門冬二∥著

正雪の埋蔵金　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

小説ヘッジファンド 講談社文庫 幸田真音著

正倉院の秘宝 梓沢要∥著

正倉院の宝物

上代歌謡集 日本古典選 高木市之助∥校註

冗談 ミラン・クンデラ∥〔著〕 関根日出男∥訳 中村猛∥訳

小･中学校の教科書にでる学習人物事典　改訂新版

し



小動物の飼い方 新版みつばちぶっくす ７ 実吉達郎∥〔著〕

小動物の飼い方と観察 理科の自由研究 理科の自由研究編集委員会∥編

聖徳太子 子どもの伝記全集 ４５ 小石房子∥著

聖徳太子はいなかった 新潮新書　０６２ 谷沢永一著

湘南・鎌倉・三浦半島 改訂５版 ＪＴＢのポケットガイド

小児科医が教える親子にやさしい自然育児 スーザン・マーケル著　望月索訳

しょうにゅうどう探検　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　８ 徳富一光著

娼年 集英社文庫 石田衣良著

「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

少年王ツタンカーメン わたしが歩いた古代エジプトへの道 大日本ジュニア・ノンフィクション たかしよいち∥著

少年記　オサム１４歳 森詠著

少年剣道入門 小学館入門百科シリーズ １１１ 坪井三郎∥著

少年時代 安野光雅著

少年時代・風立ちぬ 少年少女日本文学館　９ 室生犀星　佐藤春夫　堀辰雄

少年十字軍 皆川博子著

少年少女算数と数学の教室 １ 数と計算 東京教育大学算数教育研究会∥編

少年少女算数と数学の教室 ４ 数量の関係 東京教育大学算数教育研究会∥編

少年少女算数と数学の教室 ２ 量と測定 東京教育大学算数教育研究会∥編

少年少女シートン動物記 １ 改訂版 オオカミ王ロボ　赤えりウズラ

だく足の野生馬　エリンデールのキツネ　名犬ビンゴ　ぎざ耳ウサ

ギ

〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女シートン動物記 ５ 改訂版 銀ギツネ物語　町の雄スズメ

旗尾リスの冒険　子どもを愛したオオカミ　キルダー川のアライグ

マ

〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女シートン動物記 ６ 改訂版 タラク山の大グマ　アナグマと

少年　ウォスカと子オオカミ　いたずらザル物語　勇ましいブルテ

リヤ　ウィンディゴールのガン

〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女シートン動物記 ３ 改訂版 伝書バト・アルノー　野ブタの

冒険　裏町のすてネコ　愛犬ハンク　フランスのオオカミ王
〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女シートン動物記 ２ 改訂版 灰色グマの一生　サンドヒルの

雄ジカ　カラスの王・銀の星　ちびすけ軍馬　キツネ犬ワリー
〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女シートン動物記 ４ 改訂版 峰の王者クラッグ　子グマの

ジョニー　少年とヤマネコ　あばれ馬コーリベイ　かしこいコヨー

テの話

〔アーネスト・トムソン・シートン∥著〕 白木茂∥訳

少年少女の体育・スポーツ全集 ７ 水泳 松本格之祐∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 １ 体操 菊地昭一郎∥著 西順一∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 １０ 体力を高める 古屋三郎∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ２ 鉄棒・平均台 古屋三郎∥著 西順一∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ３ とび箱・マット運動 松本格之祐∥著 林恒明∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ５ ボールゲーム １ サッカー・テニ

ス・野球・ハンドボールなど
宮崎昇作∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ６ ボールゲーム ２ バレーボール・

バスケット・卓球
丹羽圭二∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ９ 野外活動 古屋三郎∥著

少年少女の体育・スポーツ全集 ４ 陸上運動・競技 山本俊彦∥著

少年少女のための日本名詩選集 １１ 金子光晴．小野十三郎．村野四

郎．北川冬彦
萩原昌好∥編 金子光晴∥〔ほか著〕

し



少年少女のための日本名詩選集 ２ 北原白秋 萩原昌好∥編 北原白秋∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １０ 草野心平 萩原昌好∥編 草野心平∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １ 島崎藤村 萩原昌好∥編 島崎藤村∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ３ 高村光太郎 萩原昌好∥編 高村光太郎∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １３ 中原中也 萩原昌好∥編 中原中也∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ５ 萩原朔太郎．佐藤春夫 萩原昌好∥編 萩原朔太郎∥〔著〕 佐藤春夫∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ７ 堀口大学．西脇順三郎 萩原昌好∥編 堀口大学∥〔著〕 西脇順三郎∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １５ 丸山薫．立原道造．伊東静雄 萩原昌好∥編 丸山薫∥〔ほか著〕

少年少女のための日本名詩選集 ８ 宮沢賢治 萩原昌好∥編 宮沢賢治∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １２ 三好達治 萩原昌好∥編 三好達治∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ６ 室生犀星 萩原昌好∥編 室生犀星∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 １４ 八木重吉 萩原昌好∥編 八木重吉∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ９ 山之口貘．田中冬二 萩原昌好∥編 山之口貘∥〔著〕 田中冬二∥〔著〕

少年少女のための日本名詩選集 ４ 山村暮鳥．千家元麿．百田宗治 萩原昌好∥編 山村暮鳥∥〔ほか〕著

少年少女ファーブル昆虫記 ５ 甲虫ものがたり アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女ファーブル昆虫記 ４ かみきりむしの生活 アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女ファーブル昆虫記 ２ かりゆうどばちの観察 アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女ファーブル昆虫記 ６ せみ　くも　さそりの観察 アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女ファーブル昆虫記 １ たまころがしの生活 アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女ファーブル昆虫記 ３ はえとはなばちのなかま アンリ・ファーブル∥〔著〕 古川晴男∥訳

少年少女名作絵画館 ９ ゴーギャン 楽園のまぼろし 〔ゴーギャン∥著〕 阿部信雄∥執筆

少年少女名作絵画館 ４ ゴヤ 魔の世界 〔ゴヤ∥著〕 雪山行二∥執筆

少年少女名作絵画館 ６ セザンヌ 自然を考える 〔セザンヌ∥著〕 長谷川三郎∥執筆

少年少女名作絵画館 １０ ピカソ 絵画の革命 〔ピカソ∥著〕 神吉敬三∥執筆

少年少女名作絵画館 ２ ミケランジェロ 神へのあこがれ 〔ミケランジェロ∥著〕 木島俊介∥執筆

少年少女名作絵画館 ５ モネ 素晴らしい眼 〔モネ∥著〕 中山公男∥執筆

少年少女名作絵画館 ７ ルノワール 生きるよろこび 〔ルノワール∥著〕 島田紀夫∥執筆

少年少女名作絵画館 １ レオナルド・ダ・ヴィンチ 万能のルネサン

ス人
〔レオナルド・ダ・ヴィンチ∥著〕 三神弘彦∥執筆

少年少女名作絵画館 ３ レンブラント 光と影のドラマ 〔レンブラント∥著〕 高橋裕子∥執筆

少年少女理科の実験と観察 １ 動物　植物　人体 東京教育大学初等理科教育研究会∥編

常念岳一ノ沢の死角 光文社文庫 梓林太郎

少年たちの夏
Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ

１７
横山充男∥作 村上豊∥絵

少年探偵 ９ 宇宙怪人 江戸川乱歩∥作 藤田新策∥画

少年探偵 ２６ 黄金の怪獣 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

し



少年探偵 １３ 黄金豹 江戸川乱歩∥作 藤田新策∥装丁・画

少年探偵 ８ 怪奇四十面相 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 １２ 海底の魔術師 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 ２２ 仮面の恐怖王 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 １８ 奇面城の秘密 江戸川乱歩∥作 藤田新策∥装丁・画

少年探偵 １５ サーカスの怪人 江戸川乱歩∥作 藤田新策∥装丁・画

少年探偵 ２ 少年探偵団 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 ５ 青銅の魔人 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 ２５ 空飛ぶ二十面相 江戸川乱歩∥作 藤田新策∥装丁・画

少年探偵 ４ 大金塊 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 ６ 地底の魔術王 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 ２１ 鉄人Ｑ 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 １０ 鉄塔王国の恐怖 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 ２３ 電人Ｍ 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 ２０ 塔上の奇術師 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 ７ 透明怪人 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 ２４ 二十面相の呪い 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 １１ 灰色の巨人 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 １６ 魔人ゴング 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 １４ 魔法博士 江戸川乱歩∥作 佐竹美保∥画

少年探偵 １９ 夜光人間 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年探偵 ３ 妖怪博士 江戸川乱歩∥作 佐藤道明∥画

少年と犬 馳　星周

しょうねんといぬとかえるとともだち かえるくんのほん ３ マーサー・メイヤー∥さく マリアンヌ・メイヤー∥さく

少年と黒魔女の淵 ジュニア・ライブラリー ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥画

少年と子だぬき 輝く文部厚生大臣賞シリーズ 佐々木たづ∥作 遠藤てるよ∥画

少年と白鳥 キャサリン・ストー∥作 定松正∥訳 かみやしん∥絵

少年の海 文研じゅべにーる 横山充男∥作 福田岩緒∥絵

少年の名はジルベール 竹宮惠子

少年の日々 偕成社の創作 丘修三∥著 かみやしん∥絵

少年弁護士セオの事件簿　３　消えた被告人 ジョン・グリシャム作　石崎洋司訳

少年弁護士セオの事件簿　４　正義の黒幕 ジョン・グリシャム著　石崎洋司訳

少年弁護士セオの事件簿　１　なぞの目撃者 ジョン・グリシャム作　石崎洋司訳

少年弁護士セオの事件簿　２　誘拐ゲーム ジョン・グリシャム作　石崎洋司訳

し



少年ルーカスの遠い旅 ヴィリ＝フェーアマン∥作 中村浩三∥訳 中村采女∥訳

少年は砂漠をこえる ハラ・エルチをたずねて ほるぷ創作文庫 斉藤洋∥作 飯野和好∥絵

少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン著　林田康一訳

少年は戦場から消えた 小学館の創作児童文学〈高学年以上〉 ルドルフ・フランク∥著 川西芙沙∥訳

状箱騒動 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

状箱騒動　酔いどれ小藤次(十九)決定版 佐伯泰英

勝負 剣客商売 池波正太郎∥著

じょうぶな頭とかしこい体になるために 五味太郎∥著

じょうぶな子どもをつくる基本食 しっかり食べてたくましく！ 日本

の伝統食が子どもを守る
幕内秀夫∥著

しょうぼう馬のマックス 大型絵本 サラ・ロンドン∥文 アン・アーノルド∥絵 江国香織∥訳

しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも傑作集 渡辺茂男作　山本忠敬絵

情報図鑑 博物館から大自然までのガイドブック 上田篤∥編著 さとうち藍∥編著 松岡達英∥絵

情報って何だろう 岩波ジュニア新書 ４５７ 春木良且∥著

しょうぼうていしゅつどうせよ こどものともコレクション ’６４～’７２ 渡辺茂男∥さく 柳原良平∥え

情報とくらし 産業のこころシリーズ ８ 横山隆治∥著

しょうぼうねこ エスター・アベリル∥作 藤田圭雄∥訳

消滅　VANISHING POINT 恩田陸著

縄文人の知恵にいどむ ちくま少年図書館 ３１ 歴史の本 楠本政助∥〔著〕

縄文のくらしを掘る 岩波ジュニア新書 ４１９ 阿部芳郎∥著

しょうゆをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ ２６ 及川徳弥∥指導 中山淳∥文 上条勝弘∥写真

しょうゆの絵本 つくってあそぼう　１３ 舘博編　高部晴市絵

上流階級のサルはなぜ娘を産むか オスから男、メスから女への進化

論
小原嘉明∥著

症例Ａ 多島斗志之∥著

松緑芸話 尾上松緑∥著

小論文トレーニング 岩波ジュニア新書 ４２６ 貝田桃子∥著

小論文に強くなる 岩波ジュニア新書 ３４６ 轡田隆史∥著

昭和が明るかった頃 関川夏央著

昭和史　１９２６ー１９４５ 平凡社ライブラリー 半藤一利著

昭和史　戦後篇　１９４５―１９８９ 平凡社ライブラリー 半藤一利著

昭和台所なつかし図鑑 コロナ・ブックス ３７ 小泉和子∥著

昭和天皇 上 ハーバート・ビックス∥著 吉田裕∥監修 岡部牧夫∥訳 川島高峰∥訳

昭和天皇 下
ハーバート・ビックス∥著 吉田裕∥監修 岡部牧夫∥訳 川島高峰∥訳

永井均∥訳

昭和天皇 岩波新書　新赤版　１１１１ 原武史著

昭和・遠い日近いひと 澤地久枝∥著

し



昭和二十年夏、僕は兵士だった 梯久美子著

昭和二十年夏、女たちの戦争 梯久美子著

昭和の犬 姫野カオルコ著

昭和の歌私の昭和 高井有一∥著

昭和の歌舞伎　名優列伝 石橋健一郎

昭和のくらし博物館 らんぷの本 小泉和子∥文

昭和の詩 １ 日本の詩 鶴岡善久∥編

昭和の詩 ２ 日本の詩 原崎孝∥編

女王 連城三紀彦著

女王アリ カラー自然シリーズ ６４ 小田英智∥構成・文 久保秀一∥写真

女王の鼻 児童図書館・文学の部屋 ディック・Ｋ＝スミス∥作 宮下嶺夫∥訳 ジル・ベネット∥絵

女王の百年密室
Ｇｅｎｔｏｓｈａ　ｎｏｖｅｌｓ 幻冬

舎推理叢書
森博嗣∥著

女王はかえらない 降田天著

書を捨てよ、町へ出よう 角川文庫 寺山修司∥〔著〕

書を楽しもう 岩波ジュニア新書 ４２０ 魚住和晃∥著

ｼﾞｮｰｶｰ･ｹﾞｰﾑ 柳広司著

所轄刑事・麻生龍太郎 柴田よしき著

諸葛孔明 上 陳舜臣∥著

諸葛孔明 下 陳舜臣∥著

所轄魂 笹本稜平著

初級囲碁読本　明解 石田芳夫・小川誠子著

食育のすすめ　新装版 服部幸應著

職業としての小説家 村上春樹著

職業別パリ風俗 鹿島茂∥著

贖罪　下 新潮文庫 イアン・マキューアン著　小山太一訳

贖罪　上 新潮文庫 イアン・マキューイン著　小山太一訳

贖罪 ミステリ・フロンティア 湊かなえ著

蝕罪 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場瞬一

食材図典 Ｆｏｏｄ’ｓ　ｆｏｏｄ ２

食材図典 Ｆｏｏｄ’ｓ　ｆｏｏｄ

贖罪の街　上 マイクル・コナリー

贖罪の街　下 マイクル・コナリー

食虫植物のひみつ 科学のアルバム １９ 清水清∥著

食堂かたつむり 小川糸著

し



職人 岩波新書　新赤版 ４６４ 永六輔∥著

職場がイヤになったとき読む本 鴨下一郎著

触発 警視庁捜査一課・碓氷弘一１ 今野敏

食費月1万円ラクうま献立　週2回まとめ買いでＯＫ！
ＧＡＫＫＥＮ　ＨＩＴ　ＭＯＯＫ,　おは

よう奥さん特別編集

食品汚染とわたしたちの食生活 世界はいま… 生活環境編 ティム・ロブスタイン∥著 五十嵐脩∥監訳

植物 ニューワイド　学研の図鑑

植物 小学館の図鑑

植物 小学館の図鑑NEO

植物あそび ながたはるみ∥さく

植物画の描き方 続 林炎星∥著

植物記 埴沙萠∥著

植物図鑑 幻冬舎文庫 有川浩著

植物図鑑　木本編　Ⅰ 原色日本 北村四郎

植物図鑑　木本編　Ⅱ 原色日本 北村四郎

植物図鑑　草本編　Ⅰ　合弁花類 原色日本 北村四郎　村田源　堀勝

植物図鑑　草本編　Ⅱ　離弁花類 原色日本 北村四郎　村田源

植物図鑑　草本編　Ⅲ　単子葉類 原色日本 北村四郎　村田源　小山鐵夫

植物たちの富士登山 植物の研究 清水清∥文・写真

植物の観察と栽培 自分で工夫するシリーズ 光瀬竜∥〔著〕

植物の観察と育て方 Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 ３３ 山田卓三∥共著 池田健蔵∥共著 遠藤純夫∥共著

植物の採集と観察 新版みつばちぶっくす ５ 矢野佐∥〔著〕

植物の私生活 デービッド・アッテンボロー∥著 手塚勲∥訳 小堀民惠∥訳

「植物の宝島」への旅 屋久杉の原生林をたずねて 子ども科学図書館 高橋喜平∥文と写真

植物は動いている 科学のアルバム ８２ 清水清∥著

植物は何を見ているか 岩波ジュニア新書 ４０８ 古谷雅樹∥著

食糧問題ときみたち 岩波ジュニア新書 ４６ 吉田武彦∥著

処刑室 ジョン・グリシャム∥〔著〕 白石朗∥訳

女系の総督 藤田宜永著

処刑までの十章 連城三紀彦著

ジョコンダ夫人の肖像 Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

書斎の死体
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－１

６
アガサ・クリスティー∥著 高橋豊∥訳

ジョシィ・スミスのおはなし 世界傑作童話シリーズ マグダレン・ナブ∥さく たていしめぐみ∥やく たるいしまこ∥え

女子栄養大学の５０からのいたわりレシピ 女子栄養大学[監］

書誌学の回廊 林望∥著

し



女子校育ち ちくまプリマー新書 辛酸なめ子

女子的生活 坂本　司

初心者のためのやきもの鑑賞入門 見かたが分かるやきものの基本 淡交ムック 谷晃∥監修

女性生き生き事典 かしこく生きる法律案内 渥美雅子∥編著

女性外来がよくわかる本 女医さんに診てほしいあなたへ 思春期から

更年期まで女性特有の悩みに答える！
対馬ルリ子∥監修

女性署長ハマー 上 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル∥〔著〕 矢沢聖子∥訳

女性署長ハマー 下 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル∥〔著〕 矢沢聖子∥訳

女性の権利 ハンドブック女性差別撤廃条約 岩波ジュニア新書 ３１２ 赤松良子∥監修 国際女性の地位協会∥編

女性のための素敵な手紙の書き方 手紙の基本マナーと文例＆返礼集 高祖常子∥著

女性の品格　装いから生き方まで PHP新書　４１８ 坂東眞理子著

じょせつしゃだいかつやく 福音館の幼児絵本 みねむらかつこ∥さく

しょっぱいドライブ 大道珠貴∥著

ショッピング・バスケット ジョン・バーニンガム∥作 青山南∥訳

ショーティーとねこ 日本傑作絵本シリーズ バーナディン・クック∥ぶん 小風さち∥やく 小笠原まき∥え

ジョディの旅 心の児童文学館シリーズ ４第４巻 コリン・シール∥作 沢登君恵∥訳

女難の二人 隠密廻り裏御用 喜安幸夫

ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

ジョニーのかたやきパン ロバート･マックロスキー絵　ルース･ソーヤー文

序の舞 上 朝日文庫 宮尾登美子∥著

序の舞 下 朝日文庫 宮尾登美子∥著

序盤の打ちかた３０手 初段を突破する武宮囲碁教室　３ 武宮正樹著

ショパン　わが心のポーランド 作曲家の物語シリーズ　１８ ひのまどか著

初歩からはじめる木彫 渡辺一生∥著 渡辺二笙∥著

女優 下 集英社文庫 渡辺淳一∥著

女優 上 集英社文庫 渡辺淳一∥著

女優Ｘ 伊沢蘭奢の生涯 夏樹静子∥著

女流作家 西村京太郎∥著

ジョルジュ大尉の手帳 ジャン・ルノワール∥著 野崎歓∥訳

ジョロウグモ カラー自然シリーズ ６０ 難波由城雄∥文・写真

絡新婦の理 KODANSHA　NOVELS 京極夏彦著

ジョンくんえほん １ ジョンのおでまし ボブ・グレアム∥文　絵 たにかわしゅんたろう∥訳

ジョンくんえほん ３ ジョンはおふろ ボブ・グレアム∥文　絵 たにかわしゅんたろう∥訳

ジョンくんえほん ２ テオはぺろぺろ ボブ・グレアム∥文　絵 たにかわしゅんたろう∥訳

ジョン・ダイアモンド 心の児童文学館シリーズ ３第３巻 レオン・ガーフィールド∥作 沢登君恵∥訳

し



ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂 マーギー・プロイス著　金原瑞人訳

ジョン･マン　青雲編 山本一力著

ジョン・マン　大洋編 山本一力著

ジョン・マン　波濤編 山本一力著

ジョン・マン　望郷編 山本一力著

ジョン・マン　５　立志編 山本一力著

自来也小町 宝引の辰捕者帳 泡坂妻夫∥著

白神山地殺人事件 ワンツーポケットノベルス 梓林太郎著

白川郷　濡髪家の殺人 KODANSYA　NOVELS 吉村 達也

白河夜船 吉本ばなな∥著

白菊 創元推理文庫 藤岡真著

しらさぎちょうじゃ むかしむかし絵本 ３０ かくのぶゆき∥ぶん おのきがく∥え

シラサギのくらし カラー版自然と科学 ２２ 国松俊英∥著 平嶋彰彦∥著

シラサギの森 科学のアルバム ２０ 田中徳太郎∥著

シーラス青い馬
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ９
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラス遺書
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ １２
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

白州次郎占領を背負った男 北康利著

シーラスセバスチャンの遺産
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ １０
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラス旅のオオカミ
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ １１
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスとウマガラス再会
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ６
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスと川の盗賊
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ １３
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスと黒い馬
児童図書館・文学の部屋 シーラス・シ

リーズ １
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスとビン・ゴーヂック
児童図書館・文学の部屋 シーラス・シ

リーズ ２
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスとマッティ出会い
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ７
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスと四頭立ての馬車
児童図書館・文学の部屋 シーラス・シ

リーズ ３
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラスの家作り
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ４
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

白州正子自伝 白州正子著

白洲正子と楽しむ旅 とんぼの本 白洲正子∥〔ほか〕著

シーラス安らぎの時
児童図書館・文学の部屋シーラスシリー

ズ１４
セシル・ボトカー著　橘要一郎訳

シーラス山の村の生活
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ８
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

シーラという子 虐待されたある少女の物語 トリイ・Ｌ・ヘイデン∥著 入江真佐子∥訳

知らないと恥をかく　世界の大問題 角川SSC新書０８１ 池上彰著

不知火海 内田康夫∥著

不知火の雪 暴れ旗本八代目 井川　香四郎

し



白萩屋敷の月 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 １０ 雨のふるしくみ 田中豊顕∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ５ 宇宙生命のなぞ 堀田進∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 １ 海のふしぎ 伊東正喜∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ３ 火山をさぐる 白尾元理∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ８ 気候のうつりかわり 能登正之∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ２ 地震はなぜおきる 大塚道男∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ９ 台風のエネルギー 村松照男∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ４ 地球のなかをさぐる 山科健一郎∥著 栗田敬∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ７ 天気図のはなし 小林典謙∥著 丸山健人∥著

調べて学ぶ〈地球と天気〉 ６ 天気の観測と記録 原嶋宏昌∥著

調べてみようエネルギーのいま・未来 岩波ジュニア新書 ４４４ 槌屋治紀∥著

調べてみようお金の動き 岩波ジュニア新書 ４３７ 泉美智子∥著

調べてみよう暮らしの水・社会の水 岩波ジュニア新書 ４３９ 岡崎稔∥著 鈴木宏明∥著

調べてみよう携帯電話の未来 岩波ジュニア新書 ４４９ 武藤佳恭∥著

白保 中村征夫∥著

白雪姫 グリム童話
〔グリム∥原作〕 〔グリム∥原作〕 バーナデット∥文と絵 佐々木田

鶴子∥訳

白ゆき姫殺人事件 湊かなえ著

白ゆき姫殺人事件 集英社文庫 湊かなえ著

白雪ひめと七人のこびと グリム童話より 児童図書館・絵本の部屋 スベン・オットー∥え 矢川澄子∥やく

白雪姫と七人の小人たち
グリム∥作 グリム∥作 ナンシー・エコーム・バーカート∥画 八木田

宜子∥訳

しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ∥再話・え うちだりさこ∥やく

知られざる傑作 他５篇 改版 岩波文庫 バルザック∥作 水野亮∥訳

知られざる皇室　伝統行事から宮内庁の仕事まで 久能靖著

しらんぷり 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

シリウスの道 藤原伊織著

尻啖え孫市　上　新装版 角川文庫 司馬遼太郎著

尻啖え孫市　下　新装版 角川文庫 司馬遼太郎著

シリコンスチーマーなら１０分で定番人気おかず 別冊すてきな奥さん

シリーズ・くらしと地方行政 ４ 市場

シリーズ・くらしと地方行政 １０ 警察署

シリーズ・くらしと地方行政 ７ 市役所

シリーズ・くらしと地方行政 ８ 上・下水道

シリーズ・くらしと地方行政 ２ 消防署

し



シリーズ・くらしと地方行政 １ 清掃工場

シリーズ・くらしと地方行政 １１ 総集編

シリーズ・くらしと地方行政 ３ 図書館・公民館

シリーズ・くらしと地方行政 ５ 保健所

シリーズ・くらしと地方行政 ６ 郵便局

シリーズ国連 ４ いのちを守る 半田博∥〔著〕

シリーズ国連 １ 国連のしくみとはたらき 半田博∥〔著〕 蔵元幸二∥〔著〕

シリーズ国連 ６ 子どもの権利条約 蔵元幸二∥〔著〕

シリーズ国連 ３ 人権へのとりくみ 久松英保∥〔ほか著〕

シリーズ国連 ２ 平和へのとりくみ 半田博∥〔著〕 蔵元幸二∥〔著〕

シリーズ世界のお祭り １ イースター ジュリアン・フォックス∥著 小野一郎∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ２ イスラム教のお祭り Ｍ．Ｍ．アフサン∥著 岡崎正孝∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ３ クリスマス アラン・ブラックウッド∥著 小野一郎∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ４ シク教のお祭り スクビル・シング・カプール∥著 溝上富夫∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ５ 収穫と感謝のお祭り ラルフ・ウィトロック∥著 井本英一∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ６ 新年のお祭り アラン・ブラックウッド∥著 井本英一∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ７ ハロウィン ロビン・メイ∥著 バーグランド・薫∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ８ ヒンズー教のお祭り スワスティー・ミッタル∥著 溝上富夫∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り ９ 仏教のお祭り ジョン・スネリング∥著 井本英一∥訳・解説

シリーズ世界のお祭り １０ ユダヤ教のお祭り ルーベン・ターナー∥著 高階美行∥訳・解説

シリーズ世界の宗教 １ イスラム教の人びと 河津千代∥訳 アブドゥル・ラティフ・アル・ホアッド∥著

シリーズ世界の宗教 ２ キリスト教の人びと 河津千代∥訳 ナンシー・マーティン∥著

シリーズ世界の宗教 ３ シーク教の人びと 河津千代∥訳 ランジート・アローラ∥著

シリーズ世界の宗教 ４ ヒンズー教の人びと 河津千代∥訳 ヘマント・カニッツカル∥著

シリーズ世界の宗教 ５ 仏教の人びと 河津千代∥訳 ジョン・スネリング∥著

シリーズ世界の宗教 ６ ユダヤ教の人びと 河津千代∥訳 マイヤー・ドムニッツ∥著

シリーズ世界の食生活 ９ アフリカ 横山美智子∥訳 マーチン・ギブリル∥著

シリーズ世界の食生活 ８ イギリス 横山美智子∥訳 アンナ・スプロウル∥著

シリーズ世界の食生活 ６ イタリア 横山美智子∥訳 エドウィーナ・ビウッチ∥著

シリーズ世界の食生活 ３ インド 横山美智子∥訳 Ｖ・Ｐ・（ヒーマント）・カーニットカー∥著

シリーズ世界の食生活 １２ オーストラリアとニュージーランド 横山美智子∥訳 クリスティーン・オズボーン∥著

シリーズ世界の食生活 １０ 北アメリカ 横山美智子∥訳 パム・ケアリー∥著

シリーズ世界の食生活 ５ ソビエト 横山美智子∥訳 バレンチナ・ラペンコバ∥著

シリーズ世界の食生活 １ 中国 横山美智子∥訳 エイミー・シュイ∥著

し



シリーズ世界の食生活 ４ 中東 横山美智子∥訳 クリスティーン・オズボーン∥著

シリーズ世界の食生活 ２ 東南アジア 横山美智子∥訳 クリスティーン・オズボーン∥著

シリーズ世界の食生活 ７ フランス 横山美智子∥訳 フラーンソワズ・ラファルグ∥著

シリーズ世界の食生活 １１ メキシコ 横山美智子∥訳 マニュエル・アルバラード∥著

シリーズ日本の伝統工芸 ８ 織物 西陣織

シリーズ日本の伝統工芸 ３ 金工品 南部鉄器

シリーズ日本の伝統工芸 ６ 墨・筆 鈴鹿墨・奈良筆

シリーズ日本の伝統工芸 １２ その他の工芸品 京扇子　江戸切子ほ

か

シリーズ日本の伝統工芸 ９ 染めもの 京友禅

シリーズ日本の伝統工芸 １０ 竹工品 都城和弓　駿河竹千筋細工

シリーズ日本の伝統工芸 ５ 人形 博多人形

シリーズ日本の伝統工芸 ２ ぬりもの 輪島塗

シリーズ日本の伝統工芸 ４ 木工品 春日部桐箪笥

シリーズ日本の伝統工芸 ７ やきもの 伊万里・有田焼

シリーズ日本の伝統工芸 １１ 和楽器 雅楽器・琴・三弦

シリーズ日本の伝統工芸 １ 和紙 越前和紙

しりたがりのこひつじ
エリック＝カール∥え アーノルド＝サンドガード∥ぶん くどうなお

こ∥やく

知りたがりやのガン患者 人間選書 １９６ 種村エイ子∥著

しりたがりやのこいぬとおひさま 偕成社新訳えほん １７
イバ・ヘルツィーコバー∥さく ズデネック・ミレル∥え ちのえいい

ち∥やく

しりたがりやのこいぬとみつばち 偕成社の新訳えほん １８
イバ・ヘルツィーコバー∥さく ズデネック・ミレル∥え ちのえいい

ち∥やく

しりたがりやのちいさな魚のお話 エルサ・ベスコフ∥作・絵 石井登志子∥訳

知りたがりやの猫 林真理子著

しりたがりやのふくろうぼうや 児童図書館・絵本の部屋 マイク・サラー∥さく デービッド・ビースナー∥え せなあいこ∥やく

自立する子どもになろう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ∥著 マーサ・ウェストン∥絵 永田美喜∥訳

自立する老後のために 高見澤たか子∥著

しりっぽおばけ ジョアンナ・ガルドン∥再話 ポール・ガルドン∥絵 代田昇∥訳

しりとりあそびえほん 石津ちひろ∥文 荒井良二∥絵

しりなりべら
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
渋谷勲∥脚本 福田庄助∥画

しりやのめいじん
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
望月新三郎∥脚本 金沢佑光∥画

資料が語る横浜の百年　幕末から昭和初期まで 横浜開港資料館編

シルクスクリーンハンドブック デザインハンドブックシリーズ 視覚デザイン研究所∥編

シルクロード幻想の旅 ２ 平山郁夫∥著

シルクロード幻想の旅 １ 平山郁夫∥著

シルクロードの大旅行家たち 岩波ジュニア新書 ３１７ 加藤九祚∥著

し



シルクロード波瀾万丈 長澤和俊∥著

糸綢の道（シルクロード）はるか 沢地久枝∥著 安野光雅∥著

シルバー川柳

シルバー川柳　誕生日ローソク吹いて立ちくらみ 社団法人全国有料老人ホーム協会　ポプラ社編集部［編］

シルバー・レイクの岸辺で
世界傑作童話シリーズ インガルス一家

の物語 ４

ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 恩地三保子∥訳 ガース・ウイ

リアムズ∥画

ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ∥〔著〕 たなべいすず∥やく

知床忍路殺人旅行 斎藤栄

知れば知るほど面白い「その後」の関が原 二木謙一

白赤だすき小〇（コマル）の旗風 児童文学創作シリーズ 後藤竜二∥著 岡野和∥絵

しろいいぬ？くろいいぬ？ ゆかいなゆかいなおはなし マリオン・ベルデン・クック∥〔著〕 光吉夏弥∥やく 池田竜雄∥え

白い犬とワルツを 新潮文庫 テリー・ケイ∥〔著〕 兼武進∥訳

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス　作

しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ∥ぶん・え まつおかきょうこ∥やく

白い馬をさがせ 子どもの文学・青い海シリーズ １１
ディック・キング＝スミス∥作 谷口由美子∥訳 ラリー・ウィルクス∥

絵

白いオオカミ ベヒシュタイン童話集 岩波少年文庫 １０４６ ベヒシュタイン∥作 上田真而子∥訳

しろいかみのサーカス 幼児絵本　ふしぎなたねシリーズ たにうちつねお作　いちかわかつひろ写真

白い鴉 新堂冬樹著

白い牙 世界の冒険文学　２０ 神宮輝夫

白い恐怖
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ　１７４７
フランシス・ビーディング著　山本俊子訳

白い巨塔　２ 山崎豊子

白い巨塔　３ 山崎豊子

白い巨塔　４ 山崎豊子

白い巨塔　５ 山崎豊子

白い巨塔　１ 山崎豊子

白い声 上巻 伊集院静∥著

白い声 下巻 伊集院静∥著

白いシカ ケート・セレディ∥作 瀬田貞二∥訳

しろいセーターのおとこの子 改訂版 新・創作えぶんこ 杉みき子∥作 村山陽∥絵

白いなみ白いなみイルカが行く 改訂 創作どうわライブラリー ６ 椋鳩十∥作 清水崑∥絵

白い花のさく木 新しいえほん 杉みき子∥さく 村山陽∥え

白い光の午後 高樹のぶ子∥著

しろいむすめマニ アマゾンのいものはじまり こどものとも世界昔ばなしの旅 １１ 稲村哲也∥再話 アントニオ・ポテイロ∥絵

しろいゆきあかるいゆき
アルビン・トレッセルト∥さく ロジャー・デュボアザン∥え えくに

かおり∥やく

白いりゅう黒いりゅう 中国のたのしいお話 岩波おはなしの本 ７ 賈芝∥編 孫剣冰∥編 君島久子∥訳 赤羽末吉∥絵

し



次郎と正子　娘が語る素顔の白州家 牧山桂子著

次郎物語 ４部 ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－３９ 下村湖人∥著

次郎物語 ２部 ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－３７ 下村湖人∥著

次郎物語 ３部 ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－３８ 下村湖人∥著

次郎物語 １部 ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－３６ 下村湖人∥著

次郎物語 ５部 ポプラ社文庫 日本の名作文庫 Ｊ－４０ 下村湖人∥著

次郎物語　１ 少年少女日本文学館　２５ 下村湖人

白き手の報復 新潮文庫 渡辺淳一著

白き嶺の男 谷甲州∥著

白桐ノ夢 居眠り磐音　（二十五） 佐伯泰英

しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール∥え ビル＝マーチン∥ぶん おおつきみずえ∥やく

シロクマ号となぞの鳥 アーサー・ランサム全集 １２ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

シロクマたちのダンス ウルフ・スタルク∥作 菱木晃子∥訳 堀川理万子∥絵

しろくまちゃんのほっとけーき こぐまちゃんえほん わかやまけん作

しろくまちゃんぱんかいに わかやまけん∥〔え〕 森比左志∥著 わだよしおみ∥著

しろくまちゃんぱんかいに こぐまちゃんえほん 若山憲絵　森比左志著　わだよしおみ著

しろくまのアンヨくん ［アイウエ動物園］シリーズ　３ 角野栄子文

白と黒が出会うとき 新堂冬樹著

ジローとぼく 大島妙子作・絵

シロナガスクジラより大きいものっているの？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
ロバート・Ｅ・ウェルズ∥さく せなあいこ∥やく

白に染まる 着物始末暦　(九 中島要

城 日本編 万有ガイド・シリーズ １６ 西ケ谷恭弘∥編著

じろはったん 児童文庫 森はな∥さく 梶山俊夫∥え

しろばらとべにばら 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ∥再話 かみじょうゆみこ∥やく やまうちふじえ∥え

しろばんば 偕成社文庫 ３２４６ 井上靖∥作

しろばんば 新潮文庫 井上靖∥著

しろばんば 少年少女日本文学館　１８ 井上靖

師走うさぎ お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

死は炎のごとく アジア・ノワール 梁石日∥著

死はわが隣人
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６６１
コリン・デクスター∥著 大庭忠男∥訳

新・歩いて見よう東京 岩波ジュニア新書 　４７０ 五百沢智也著

新・いきいき体調トレーニング 岩波ジュニア新書 ４５５ 正木健雄著

新・一年生のかん字 新・たのしい漢字教室 友野一∥著

新ウォーリーをさがせ！ マーティン・ハンドフォード作・絵　唐沢則幸訳

し



新ウォーリーのふしぎなたび マーティン・ハンドフォード

新ウｵーリーハリウッドへいく マーテｲン・ハンドフォード作　唐沢則幸訳

新・雨月　上　戊辰戦役朧夜話 船戸与一著

新・雨月　下　戊辰戦役朧夜話 船戸与一著

新うさぎと暮す式　マッサージ大事典 おくだひろこ

新エイズの基礎知識 岩波ジュニア新書 ３２８ 山本直樹∥著 山本美智子∥著

新・園芸クリニック ２ 山野草・ハーブ 別冊ＮＨＫ趣味の園芸

新・園芸クリニック ４ 庭木・花木・家庭果樹 別冊ＮＨＫ趣味の園芸

新・園芸クリニック ３ 鉢花・草花 別冊ＮＨＫ趣味の園芸

新・園芸クリニック １ 洋ラン・観葉植物・熱帯花木 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会∥編集

新おそうざいのヒント３６５日 朝日新聞学芸部∥編

新・御宿かわせみ 平岩弓枝著

新解さんの謎 赤瀬川原平∥著

深海のYrr 上 ハヤカワ文庫 フランク・シェッツィング著

深海のYrr　下 ハヤカワ文庫 フランク・シェッツィング著

深海のYrr　中 ハヤカワ文庫 フランク・シェッツィング著

深海の寓話 森村誠一

深海の夜景 森村誠一著

深海６０００メートルの謎にいどむ どんぐりブックス ２ 小林和男∥著

人格転移の殺人 講談社ノベルス 西澤保彦∥著

ジンガくんいちばへいく 日本傑作絵本シリーズ ふしはらのじこ∥さく・え

進化する強さ クルム伊達公子著

進化する電池の仕組み　乾電池から未来型太陽電池まで サイエンス・アイ新書　SIS-００８ 箕浦秀樹著

新家族 富岡多恵子自選短篇集 富岡多恵子∥著

新学期に間に合う通園・通学グッズ ぶきっちょママの手作りブック

神学校の死
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １７１９
Ｐ．Ｄ．ジェイムズ∥著 青木久惠∥訳

進化ってなんだろう ジョアンナ・コール∥文 アリキ∥絵 神鳥統夫∥訳

新火盗改鬼与力 御用聞き殺し 鳥羽亮

新火盗改鬼与力　隠し剣 火盗改鬼与力 鳥羽亮

進化とはなんだろうか 岩波ジュニア新書 ３２３ 長谷川眞理子∥著

新かながわ花の旅 かもめ文庫 ４７ 富岡畦草∥著

進化・人間はどこへ 科学者からの手紙 １４ 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 迷路シリーズ 香川元太郎作・絵

シンガポール 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

し



シンガポール　セントーサ島　ビンタン島　ジョホール・バル ワールドガイド　アジア　３

陣借り平助 宮本昌孝∥著

真贋 今野敏著

新感覚の狭小地の住まい Ｈｏｍｅ　ｌｉｆｅ 講談社∥編

新感覚の三階建て住宅 Ｈｏｍｅ　ｌｉｆｅ 講談社∥編

新感覚のバスルームプラン 改訂新版 Ｈｏｍｅ　ｌｉｆｅ 講談社∥編

新冠婚葬祭入門 いざというとき恥をかかないために カッパ・ホームス 塩月弥栄子∥著

新幹線 新・ニューパーフェクト １ 真島満秀∥写真 松尾定行∥構成・文

新幹線 新・ニューパーフェクト １ 真島満秀∥写真 松尾定行∥構成・文

新幹線をつくった男　島秀雄物語 高橋団吉著

新幹線　JR東日本・JR東海・JR西日本・JR九州 乗り物ワイドBOOK 真島満秀写真　松尾定行構成・文

しんかんせんでいこう 斉藤洋ののりものえほん 斉藤洋∥著

震撼の太刀 織江緋之介見参　六 上田秀人

真贋控帳 これからの松 澤田ふじ子

新技術とハイテク製品 図解日本の産業　詳しい！わかる！　５

新・恐竜たち 絵巻えほん 黒川みつひろ著

蜃気楼 内田康夫

深紅 野沢尚著

シングル家庭の子育て論 シリーズ・教育をひらく １４ 樋口恵子∥著

神君の遺品　目付鷹垣隼人正裏録一 目付鷹垣隼人正裏録 上田秀人

新月譚 貫井徳郎著

信玄公ご息女の事につき 新潮書下ろし時代小説 竹田真砂子∥著

新剣豪伝　巻の一 早乙女貢著

新検察捜査 中嶋博行著

人権宣言集 岩波版ほるぷ図書館文庫 高木八尺∥〔ほか〕編

人権読本 岩波ジュニア新書 ３８６ 鎌田慧∥編著

人口危機のゆくえ 岩波ジュニア新書 ２７８ 芦野由利子∥著 戸田清∥著

人口知能は人間を超えるか　ディープラー二ングの先にあるもの 角川ＥＰＵＢ選書 松尾豊著

新古今和歌集 日本古典選 小島吉雄∥校註

ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン∥作 渡邉了介∥訳 佐竹美保∥画

新・子どもの虐待 生きる力が侵されるとき 岩波ブックレット　６２５ 森田ゆり著

新・五年生の漢字 新・たのしい漢字教室 友野一∥著

新参　百万石の留守居役　（三） 百万石の留守居役　（三） 上田秀人

新・三年生の漢字 新・たのしい漢字教室 友野一∥著

し



新参者 新・秋山久蔵御用控　（五） 藤井邦夫

心室細動 結城五郎

真実の１０メートル手前 米澤穂信著

紳士の小道具 Ｓｈｏｔｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 板坂元∥著

秦氏の謎とユダヤ人渡来伝説 ＰＨＰ文庫 坂東誠著

紳士の文房具 Ｓｈｏｔｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 板坂元∥著

紳士の服装（ワードローブ） Ｓｈｏｔｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 林勝太郎∥著

新社会学辞典 森岡清美∥〔ほか〕編集

新釈にっぽん昔話 乃南アサ著

神社仏閣ものしりガイド 交通公社のガイドシリーズ 小池長之∥著

信州 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

新１３歳のハローワーク 村上龍著

心中しぐれ吉原 山本兼一著

信州　自然と学びのガイド　カラー版 岩波ジュニア新書　４８２ 増村征夫著

信州・善光寺殺人事件 梓林太郎

神州天馬侠 ３ 吉川英治文庫 １４３ 吉川英治

神州天馬侠 １ 吉川英治文庫 １４１ 吉川英治

神州天馬侠 ２ 吉川英治文庫 １４２ 吉川英治

深重の橋　上 澤田ふじ子

深重の橋　下 澤田富士子著

信州　楽楽

新宿鮫 光文社文庫 大沢在昌著

新宿鮫風化水脈 大沢在昌∥著

新宿鮫 無間人形 大沢在昌∥著

新宿遊牧民 椎名誠著

新十戒 シドニィ・シェルダン著

新ジュニアクッキング全集 ７ アウトドア・クッキング 君もあなた

もみんなシェフ！

新ジュニアクッキング全集 ２ オーブンなしのお菓子 だれでもカン

タン！

新ジュニアクッキング全集 ９ 正しいダイエット・クッキング 目指

せ！ナイスボディ

新ジュニアクッキング全集 ８ 伝統と郷土の料理 忘れたくない・

作ってほしい！

新ジュニアクッキング全集 １ はじめてのクッキング きっと料理が

好きになる！

新ジュニアクッキング全集 ６ パーティー・クッキング 料理を遊

べ！

新ジュニアクッキング全集 １０ バランス献立クッキング メニュー

に強くなる！

新ジュニアクッキング全集 ４ やさしい一品メニュー パスタ＆ライ

ス＆スナック

し



新酒番船 佐伯泰英

新春歌会 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

新書アフリカ史 講談社現代新書 １３６６ 宮本正興∥編 松田素二∥編

志ん生一代 上巻 結城昌治∥著

志ん生一代 下巻 結城昌治∥著

新章神様のカルテ 夏川草介

志ん生廓ばなし 志ん生文庫 １ 古今亭志ん生∥著

志ん生滑稽ばなし 志ん生文庫 ４ 古今亭志ん生∥著 小島貞二∥編

志ん生艶ばなし 志ん生文庫 ３ 古今亭志ん生∥著 小島貞二∥編

志ん生長屋ばなし 志ん生文庫 ２ 古今亭志ん生∥著 小島貞二∥編

志ん生人情ばなし 志ん生文庫 ５ 古今亭志ん生∥著 小島貞二∥編

侵蝕 奥右筆秘帳 上田秀人

侵食捜査 安東能明著

新植物をつくりだす 岩波ジュニア新書 ３６８ 岡田吉美∥著

新書太閤記 １ 吉川英治文庫 ６６ 吉川英治

新書太閤記 ２ 吉川英治文庫 ６７ 吉川英治

新書太閤記 ３ 吉川英治文庫 ６８ 吉川英治

新書太閤記 ４ 吉川英治文庫 ６９ 吉川英治

新書太閤記 ５ 吉川英治文庫 ７０ 吉川英治

新書太閤記 ６ 吉川英治文庫 ７１ 吉川英治

新書太閤記 ７ 吉川英治文庫 ７２ 吉川英治

新書太閤記 ８ 吉川英治文庫 ７３ 吉川英治

新書太閤記 ９ 吉川英治文庫 ７４ 吉川英治

新書太閤記 １０ 吉川英治文庫 ７５ 吉川英治

新書太閤記 １１ 吉川英治文庫 ７６ 吉川英治

新書百冊 新潮新書 ０１０ 坪内祐三∥著

信じる勇気が湧いてくる本 遠藤周作∥著

ぢん・ぢん・ぢん 花村萬月著

新々百人一首 丸谷才一∥著

新・水滸伝 １ 吉川英治歴史時代文庫 ７１ 吉川英治

新・水滸伝 ２ 吉川英治歴史時代文庫 ７２ 吉川英治

新・水滸伝 ３ 吉川英治歴史時代文庫 ７３ 吉川英治

新・水滸伝 ４ 吉川英治歴史時代文庫 ７４ 吉川英治

新住まい１００選 カラー・デラックス Ｎｏ．６ 和風 別冊新しい住まいの設計

し



人生への恋文 石原慎太郎，瀬戸内寂聴〔共〕著

人生を考える 中村元∥著

人生　ＯＨ！ＳＥＹ 若林正人

人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵著

人生激場 新潮文庫 三浦しをん著

人生に必要な荷物いらない荷物
ディック・Ｊ・ライダー∥共著 デイブ・Ａ・サピーロ∥共著 枝広淳

子∥訳

人生の黄金時間 大岡信∥著

人生の午後の時間のために イキイキと年輪を重ねて 高見沢潤子∥著

人生の終いじたく 中村メイコ著

人生の悲劇は「よい子」に始まる 見せかけの性格が抱える問題 加藤諦三∥著

人生の実りの言葉 中野孝次∥著

人生の落第坊主 ベスト・エッセイ集 ’０４年版 日本エッセイスト・クラブ編

人生は、いくつになっても素晴らしい ダフネ・セルフ

人生万歳 永六輔∥著 瀬戸内寂聴∥著

人生１００年時代への船出 樋口恵子著

「人生１００年」老年格差 詩想社新書 和田秀樹

人生勉強 群ようこ∥著

しんせかい 山下澄人

新世界より　下 講談社文庫 貴志祐介

新世界より　上 講談社文庫 貴志祐介

新世界より　中 講談社文庫 貴志祐介

親切キップだかぎばあさん あたらしい創作童話 ５５ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

しんせつなかかし ランドセルブックス ウェンディ・イートン作　おびかゆうこ訳　篠崎三朗絵

親切な建築家とつくった小さな家１３０選 Ｐｌｕｓ　１　ｈｏｕｓｉｎｇ

しんせつなともだち こどものとも傑作集 ３９ 方軼羣∥作 君島久子∥訳 村山知義∥画

深雪の剣 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

真説　毛沢東　下　誰も知らなかった実像 ユン・チアン　ジョン・ハリデイ

真説　毛沢東　上　誰も知らなかった実像 ユン・チアン　ジョン・ハリデイ

新撰組傑作選　誠の旗がゆく 集英社文庫 細谷正充[編]

心臓病の食事
ＮＨＫきょうの料理 成人病の食事シ

リーズ ６
広沢弘七郎∥〔ほか著〕 日本放送出版協会∥編

腎臓病の食事
ＮＨＫきょうの料理 成人病の食事シ

リーズ ４
上田泰∥〔ほか著〕 日本放送出版協会∥編

身体感覚を取り戻す 腰・ハラ文化の再生 ＮＨＫブックス ８９３ 斎藤孝∥著

寝台急行「利尻」殺人事件 集英社文庫 峰隆一郎∥著

身代喰い逃げ屋 見倒屋鬼助　事件控　６ 喜安幸夫

し



人体再生 立花隆∥著

新体操 講談社スポーツシリーズ 関田史保子∥著

人体 そのしくみと、はたらき
児童図書館・科学の部屋 シリーズ・世

界をひらく窓 ２
スティーブ・パーカー∥〔著〕

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 発明発見物語全集 ８ 道家達将∥編

寝台特急「ゆうづる」の女 十津川警部クラシックス 西村京太郎

寝台特急「サンライズﾞ出雲」の殺意 西村京太郎著

新太平記 １ 笠置山の巻 山岡荘八歴史文庫 ５ 山岡荘八

新太平記 ２ 鎌倉攻めの巻 山岡荘八歴史文庫 ６ 山岡荘八

新太平記 ３ 建武中興の巻 山岡荘八歴史文庫 ７ 山岡荘八

新太平記 ４ 湊川の巻 山岡荘八歴史文庫 ８ 山岡荘八

新太平記 ５ 義貞戦死の巻 山岡荘八歴史文庫 ９ 山岡荘八

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・地下鉄ものがたり 種村直樹∥著

新地橋 深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子著

新ちゃんがないた！ 文研じゅべにーる 佐藤州男∥作 長谷川集平∥絵

伸ちゃんのさんりんしゃ 絵本・こどものひろば 児玉辰春∥作 おぼまこと∥絵

しんちゃんのはなび 絵本・こどものひろば 新沢としひこ∥文 あべ弘士∥絵

身長別男の子のセーター ９０ｃｍ～１２０ｃｍ ２

身長別女の子のセーター ９０ｃｍ～１２０ｃｍ ２

死んでいない者 滝口悠生著

シンデレラ・ティース 坂木司

シンデレラが語る　シンデレラ １人称童話シリーズ 絵　柴田ケイコ　文　クゲユウジ

シンデレラ ちいさいガラスのくつのはなし マーシャ・ブラウン∥ぶん・え まつのまさこ∥さく

シンデレラの宝石店 河合　ゆうみ

シンデレラ または、小さなガラスのくつ ペロー∥童話 エロール・ル・カイン∥絵 中川千尋∥訳

新唐詩選 〔正〕 岩波新書　青版 吉川幸次郎∥著 三好達治∥著

震度０ 横山秀夫著

新とはずがたり 杉本苑子

シンドバッドと怪物の島 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文・絵 脇明子∥訳

シンドバッドのさいごの航海 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文・絵 脇明子∥訳

シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン∥文・絵 脇明子∥訳

シンドラーに救われた少年 課題図書 レオン・レイソン著

シンドローム　上 ハゲタカ５ 真山仁

シンドローム　下 ハゲタカ５ 真山仁

し



新・日本各地のくらし １ あたたかい土地のくらし 沖縄県・玉城村

写真と作文でつづる南国沖縄の人々の生活
次山信男∥監修 吉田忠正∥文・写真

新・日本各地のくらし ８ 海辺のくらし 岩手県・田老町 写真と作文

でつづる漁業にかける人々の生活
次山信男∥監修 吉田忠正∥文・写真

新・日本各地のくらし １０ くらべよう各地のくらし 写真でくらべ

る日本各地の四季のくらし
次山信男∥監修 渡辺一夫∥文・写真

新・日本各地のくらし ６ 高原のくらし 長野県・南牧村野辺山原 写

真と作文でつづる高原の農家の生活
次山信男∥監修 渡辺一夫∥文・写真

新・日本各地のくらし ２ 寒い土地のくらし 北海道・別海町 写真と

作文でつづるきびしい冬のくらし
次山信男∥監修 渡辺一夫∥文・写真

新・日本各地のくらし ５ 山地のくらし 和歌山県・竜神村 写真と作

文でつづる林業に生きる人々の生活
次山信男∥監修 吉田忠正∥文・写真

新・日本各地のくらし ７ 島のくらし 東京都・利島村 写真と作文で

つづる海にかこまれた小さな島の生活
次山信男∥監修 福生武∥文 早坂卓∥写真

新・日本各地のくらし ９ 台地のくらし 鹿児島県・串良町笠野原台

地 写真と作文でつづる開たくの歴史と生活
次山信男∥監修 渡辺一夫∥文・写真

新・日本各地のくらし ４ 低地のくらし 岐阜県・海津町 写真と作文

でつづる輪中のまちの水とのたたかい
次山信男∥監修 福生武∥文 早坂卓∥写真

新・日本各地のくらし ３ 雪国のくらし 新潟県・十日町市 写真と作

文でつづる豪雪地帯の人々の生活
次山信男∥監修 福生武∥文 早坂卓∥写真

新・日本のお天気１２か月 清水教高∥著 時田正康∥著

侵入者 一時間文庫 小林信彦∥著

新任巡査　上 古野まほろ

新任巡査　下 古野まほろ

新・値段の明治大正昭和風俗史 週刊朝日∥編

人の魔法陣 集英社文庫 斎藤栄∥著

新・花の百名山 ＪＴＢのＭｏｏｋ 田中澄江∥〔著〕

審判 深谷忠記著

新版ナガサキ　１９４５年８月９日 岩波ジュニア新書２６０ 長崎総合科学大学長崎平和文化研究所［編］著

真犯人 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

神秘 白石一文著

シンビジューム ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ７ 江尻光一∥〔著〕

神秘島物語 　世界の冒険文学　５ 佐藤まさる

神秘の島 上 福音館古典童話シリーズ ２１ Ｊ・ベルヌ∥作 清水正和∥訳 Ｊ・フェラ∥画

神秘の島 下 福音館古典童話シリーズ ２２ Ｊ・ベルヌ∥作 清水正和∥訳 Ｊ・フェラ∥画

神秘の大河に遠征だ！ メコン クストー隊の世界探検 ５ ジャック＝イヴ・クストー∥著 山県直子∥訳

神秘の短剣 ライラの冒険シリーズ ２ フィリップ・プルマン∥著 大久保寛∥訳

新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

新ビルマからの手紙　１９９７～１９９８/２０１１ アウンサンスーチー著

シンプル刺しゅう

シンプル節約生活の正解 暮らしの正解ｼﾘｰｽﾞ

シンプルでやさしい服 西村玲子わたしの手づくりブック 西村玲子∥著

新・寝台特急（ブルートレイン）殺人事件 カッパ・ノベルス 西村京太郎∥著

シンプルに生きる　変哲のないものに喜びをみつけ、味わう ドミニック･ﾛｰホー著　原秋子訳

し



シンプルメンズニット　Ｍ・Ｌ・ＬＬサイズで編める lets knit Series

新聞をつくろう さ・え・ら図書館／国語 大沢和子∥〔ほか〕著 高橋規子∥絵

新聞をどう読むか 講談社現代新書 ８０９ 現代新書編集部∥編

新聞が面白くない理由 岩瀬達哉∥著

新聞が戦争にのみ込まれる時 発祥地神奈川の新聞興亡史 山室清∥著

新聞記者 望月衣塑子

新聞記者の仕事 岩波ジュニア新書 ２８４ 坂本龍彦∥著 生井久美子∥著

しんぶんしでつくろう かがくのとも傑作集 １１ よしだきみまろ∥さく

新聞紙の実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 田島董美∥絵

新聞社も知りたい日本語の謎 ベスト新書 橋本五郎[監］

じんぺいの絵日記 ゆうたくんちのいばりいぬ　別巻 きたやまようこ作

晋平の矢立 山本一力著

新編　悪魔の辞典 ビアス∥〔著〕 西川正身∥編訳

神変　役小角絵巻 山本兼一著

新編　折々のうた 大岡信∥著

身辺怪記 坂東眞砂子∥著

新編こもんせんす抄 江藤淳∥著

新編差別用語の基礎知識 何が差別語・差別表現か？ 高木正幸∥著

新編　西洋史辞典 京大西洋史辞典編纂会∥編

新編忠臣蔵 １ 吉川英治歴史時代文庫 補１ 吉川英治

新編忠臣蔵 ２ 吉川英治歴史時代文庫 補２ 吉川英治

新編とうがらしの夢 集英社文庫 黒岩重吾∥著

新編　東洋史辞典 京大東洋史辞典編纂会∥編

新編日本史辞典 京大日本史辞典編纂会∥編

新編　俳句歳時記 秋 清崎敏郎∥編

新編　俳句歳時記 新年 森澄雄∥編

新編　俳句歳時記 夏 草間時彦∥編

新編　俳句歳時記 春 鷹羽狩行∥編

新編　俳句歳時記 冬 野沢節子∥編

新棒針あみ セーター作りの基礎の基礎 ヴォーグ基礎シリーズ

心星ひとつ　みをつくし料理帖 時代小説文庫 髙田郁著

新まろほし銀次捕物帳 鳥羽亮

新まろほし銀次捕物帳 鬼の隠れ蓑 鳥羽亮

新三河物語　上巻 宮城谷昌光著

し



新三河物語　中巻 宮城谷昌光著

新三河物語　下巻 宮城谷昌光著

人名の世界地図 文春新書 １５４ ２１世紀研究会∥編

シンメトリー 誉田　哲也

シンメトリーな男 竹内久美子∥著

人面瘡 金田一耕助ファイル ６ 横溝正史∥〔著〕

審問 上 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

審問 下 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

新約聖書入門 心の糧を求める人へ カッパハード 名著愛蔵 三浦綾子∥著

新訳南総里見八犬伝 紀行と史実・史料に拠る 平島進∥訳著

新やさしい車いじり １巻 改訂新版 車はどうして動くのか

新やさしい車いじり ４巻 改訂新版 自分でできる故障の診断と手当

て

新やさしい車いじり ３巻 改訂新版 洗車・補修とクリナップ

新やさしい車いじり ２巻 改訂新版 点検とせいび

深夜特急 第１便 黄金宮殿 沢木耕太郎∥著

深夜特急 第３便 飛光よ、飛光よ 沢木耕太郎∥著

深夜特急 第２便 ペルシャの風 沢木耕太郎∥著

深夜のヒマ人 ベスト・オブ・女の長風呂 ２ 田辺聖子∥著

深夜の法廷 土屋隆夫∥著

真友 鏑木蓮

新友禅の謎 鎌倉河岸捕物控　二十五の巻 佐伯泰英

新・四年生の漢字 新・たのしい漢字教室 友野一∥著

深夜廻 黒史郎

親鸞 １ 吉川英治歴史時代文庫 １１ 吉川英治

親鸞 ２ 吉川英治歴史時代文庫 １２ 吉川英治

親鸞 ３ 吉川英治歴史時代文庫 １３ 吉川英治

親鸞　上 五木寛之著

親鸞　下 五木寛之著

親鸞　完結篇　上 五木寛之著

親鸞　完結篇　下 五木寛之著

親鸞　激動篇　上 五木寛之著

親鸞　激動篇　下 五木寛之著

新リア王　上 髙村薫著

新リア王　下 髙村薫著

し



心理学ってどんなもの 岩波ジュニア新書 ４２７ 海保博之∥著

人力で動く乗り物 やさしい科学 ロジャー・イェプセン∥著 松岡淳一∥訳

侵略に気づいていない日本人 ペマ・ギャルポ

新・竜の柩 上 高橋克彦∥著

新・竜の柩 下 高橋克彦∥著

新緑の風にゆられて 常盤新平∥著

森林はなぜ必要か 環境と人間 ２ 只木良也∥著

人類VS感染症 岩波ジュニア新書　４９１ 岡田晴恵著

人類の勝利
児童図書館・科学の部屋 人間はどこか

らきたか？ ４
ドゥニス・プラーシュ∥絵と文 小林陽子∥訳

人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで やさしい科学 別巻２ キム・マーシャル∥著 藤田千枝∥訳

人類発祥の地アフリカ
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１５
関野吉晴著

心霊探偵八雲１　赤い瞳は知っている 角川文庫 神永学著

心霊探偵八雲１１　魂の代償 神永学

心霊探偵八雲２　魂をつなぐもの 神永学

人狼 徳間文庫 今野敏著

新・六年生の漢字 新・たのしい漢字教室 友野一∥著

ジーン・ワルツ 海堂尊著

水域 椎名誠∥著

水泳 Ｊスポーツシリーズ ９ 糸井統∥著

水泳らくらく入門 岩波ジュニア新書 ２４１ 川口智久∥著

すいかのたね
こどものとも傑作集 ７７ ばばばあちゃ

んのおはなし
さとうわきこ∥さく・え

水滸伝 上 岩波少年文庫 ３０８２ 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳

水滸伝 中 岩波少年文庫 ３０８３ 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳

水滸伝 下 岩波少年文庫 ３０８４ 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳

水滸伝　上 中国の古典文学 杉本達夫，中村愿〔共〕訳

水滸伝　下 中国の古典文学 杉本達夫，中村愿〔共〕訳

水滸伝 世界の冒険文学　１１ 嵐山光三郎

水彩アート花を描く 入門シリーズ フォーラム１１∥編

水彩画 水＋絵具　透明・不透明＋紙 材料と表現

水彩で花を描く Ｃ・リード∥著 ＩＢＲ∥訳

水産物・畜産物・林産物 図解日本の産業　詳しい！わかる！　３

水車館の殺人　新装改訂版 講談社文庫 綾辻行人著

水晶玉と伝説の剣 ヴィクトリア・ハンリー∥作 多賀京子∥訳

水上庭園 シリーズ〈物語の誕生〉 富岡多恵子∥著

し

す



水神　上 帚木蓬生著

水神　下 帚木蓬生著

スイス 改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

スイス ヨーロッパ読本 森田安一，　踊共二 [共] 著

スイス・アルプスひとり歩き 池田光雅

スイスアルプス旅事典 とんぼの本 小川清美著

スイス鉄道ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇俊三∥文 黒岩保美∥絵

スイス時計の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第７弾 有栖川有栖∥著

スイスの谷 安野光雅∥著

スイス・フラワートレイルの旅 とんぼの本 秋本和彦∥著 土田勝義∥著

水生昆虫のひみつ 科学のアルバム ９５ 増田戻樹∥著

彗星の住人 島田雅彦∥著

水仙月の四月 宮沢賢治著

水族館は海への扉 岩波ジュニア新書 １６４ 杉浦宏∥編著

水中洞窟を偵察だ！ ドナウ川 クストー隊の世界探検 ７ ジャック＝イヴ・クストー∥著 Ｍｕｓｅ∥訳

水滴 目取真俊∥著

水道のはなし 人間の知恵 ２６ 佐々木和子∥著

スイート川の日々 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ルース・ホワイト∥作 ホゥゴー政子∥訳

ずいとんさん　日本の昔話 こどものとも傑作集 日野十成再話　斉藤隆夫絵

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹文　長谷川義史絵

水平線がきらっきらっ さすらいのキャンパー探偵 香納諒一

水平線上にて 中沢けい∥著

水墨画の描き方 付立の技法 藁谷耕人∥著

水墨画ノート 花鳥 みみずく・アートシリーズ 視覚デザイン研究所∥編

水墨画ノート 基礎 みみずく・アートシリーズ 視覚デザイン研究所∥編

水墨画ノート 山水 みみずく・アートシリーズ 視覚デザイン研究所∥編

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

水脈 高樹のぶ子∥著

水曜の朝、午前三時 新潮文庫 蓮見圭一著

水妖日にご用心　薬師寺涼子の怪奇事件簿 NON　NOVEL 田中芳樹著

水曜日の凱歌 乃南アサ著

水曜日のジゴロ 伊集院大介の探究 栗本薫∥著

水雷屯 信太郎人情始末帖 杉本章子∥著

推理小説代表作選集 推理小説年鑑 １９９５ 日本推理作家協会∥編

す



推理小説代表作選集 推理小説年鑑 １９９６ 日本推理作家協会∥編

推理小説代表作選集 推理小説年鑑 １９９７ 日本推理作家協会∥編

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

スイングアウト・ブラザース 石田衣良著

スウィート・ヒアアフター よしもとばなな著

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 ささめやゆき∥画

スウェーデン館の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第２弾 有栖川有栖∥著

スヴェンさんの橋 アニタ・ローベル∥文と絵 松井るり子∥訳

数学が生まれる物語 第５週 関数とグラフ 志賀浩二∥著

数学が生まれる物語 第４週 座標とグラフ 志賀浩二∥著

数学が生まれる物語 第３週 式と方程式 志賀浩二∥著

数学が生まれる物語 第２週 数の世界 志賀浩二∥著

数学が生まれる物語 第１週 数の誕生 志賀浩二∥著

数学が生まれる物語 第６週 図形 志賀浩二∥著

数学公式徹底入門 岩波ジュニア新書 ２０２ 片山孝次∥著 大槻真∥著

数学とっておきの１２話 岩波ジュニア新書 ４１７ 片山孝次∥著

数学の小事典 岩波ジュニア新書 ３５８ 事典シリーズ 片山孝次∥著 大槻真∥著 神長幾子∥著

すうじの絵本 五味太郎∥作・絵

すうじの本 ぼくのさんすう・わたしのりか ５ まついのりこ∥〔著〕

裔を継ぐ者 たつみや章∥作 東逸子∥絵

すえずえ 畠中恵著

すえっこＯちゃん
エディス＝ウンネルスタッド∥作 石井桃子∥訳 ルイス＝スロボドキ

ン∥画

すえっこねこのルウ スピカのおはなしえほん １２ さとうわきこ∥作・絵

すえっ子のルーファス 岩波少年文庫 ２１１３ エレナー・エスティス∥作 渡辺茂男∥訳

すえっこメリーメリー 子どもの本 ジョーン・ロビンソン∥作・絵 松野正子∥訳

図解音楽の世界 ３ 金管楽器 アラン・シップトン∥著 入江礼子∥訳

図解音楽の世界 １ 鍵盤楽器 アラン・シップトン∥著 大坪奈保美∥訳

図解音楽の世界 ５ 打楽器 アラン・シップトン∥著 岡本さゆり∥訳

図解音楽の世界 ６ たのしい音楽 アラン・シップトン∥著 西田紀子∥訳

図解音楽の世界 ４ 木管楽器 アラン・シップトン∥著 日高真由美∥訳

スカイ・クロラ 森　博嗣

図解地震のことがわかる本 大地震は突然やってくるのか？

地震の正体を探り、大地震を検証する！ 火山・津波との関係から地

震予知・対策まで

饒村曜∥著

図解新東京探訪コース 岩波ジュニア新書 １３９ 五百沢智也∥著

す



スカイ・メモリーズ 母と見上げた空 あかね・ブックライブラリー １ パット・ブリッソン∥作 ウェンデル・マイナー∥絵 谷口由美子∥訳

図解よくわかる外形標準課税 ＣＫ　ｂｏｏｋｓ 太田達也∥著

スカウト・デイズ 本城雅人著

素顔の昭和天皇 吉岡専造∥撮影

清掻　吉原裏同心　(四) 吉原裏同心　四 佐伯泰英

スカート

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

１ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇ

ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

スカート ２

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

１６ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

スカート ア・ラ・カルト 茅木真知子著

スカート作り入門 詳しい作り方のプロセス写真解説付 レディブティックシリーズ １９４９

スカーフ･ストール･マフラーの結び方　えりの形にあわせて着こな

し上手

スカラブ号の夏休み アーサー・ランサム全集 １１ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

スカラムーシュ・ムーン 海堂尊著

スカーレット アレクサンドラ・リプリー∥〔著〕 森瑶子∥訳

スカンクプイプイ 舟崎克彦∥作 舟崎靖子∥作 舟崎克彦∥絵

図鑑こどもの季節 １月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ２月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ３月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ４月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ５月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ６月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ７月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ８月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 ９月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 １０月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 １１月 七尾純∥構成・文

図鑑こどもの季節 １２月 七尾純∥構成・文

過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき著

過ぎ去りし日々の光 上 ハヤカワ文庫　ＳＦ １３３８
アーサー・Ｃ．クラーク∥著 スティーヴン・バクスター∥著 冬川亘∥

訳

過ぎ去りし日々の光 下 ハヤカワ文庫　ＳＦ １３３９
アーサー・Ｃ．クラーク∥著 スティーヴン・バクスター∥著 冬川亘∥

訳

すきすきおりがみ　おりがみあそび 山田勝久著

スキー・スケート スポーツ全集 １７ 今村源吉∥共著 伊東明∥共著

スキップ 北村薫∥著

すきですゴリラ あかねせかいの本 １２ アントニー・ブラウン∥作　絵 山下明生∥訳

過ぎてゆく光景 短篇集 辻井喬∥著

す



杉　日本の材木 絵本＜気になる日本の木＞ｼﾘｰｽﾞ ゆのきようこ文　阿部伸二絵

杉原千畝物語 命のビザをありがとう 杉原幸子∥著 杉原弘樹∥著

数寄者日記 無作法御免の茶道入門！ 小林恭二∥著

杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう かがくのとも傑作集 わいわいあそび 杉山弘之∥文と構成 杉山輝行∥文と構成

杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう かがくのとも傑作集 わいわいあそび 杉山弘之∥文と構成 杉山輝行∥文と構成

スキン・コレクター 　 ジェフリー・ディーヴァー著　池田真紀子訳

スクウィーズ 徳本栄一郎∥著

すぐうまくなるなわとび 図解・なわとび上達法 はじめてシリーズ ５ 西村義行∥文 境木康雄∥絵

すぐ書けるお礼の手紙・はがきの手帳 早わかりガイド

すくすく赤ちゃんのニット ０～３６ヵ月 とびないえいこ∥著

すぐそばの彼方 白石一文∥著

スクーターでジャンプ！ ジョイ・ストリート ベラ・Ｂ・ウィリアムズ∥作絵 斎藤倫子∥訳

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

すぐに打てる！超カンタン囲碁入門 武宮正樹∥著

すぐに使えるカット事典 ３ カットあいうえお事典 使いたいカット

があいうえお順にならんでるカット集
現代デザイン研究所∥編

すぐに使えるカット事典 １ くらしのカット３６５日 各月の行事と

風物・季節の草花・スポーツ・風景……
現代デザイン研究所∥編

すぐに使えるカット事典 ２ こどものカット１２か月 学校行事・授

業風景・季節のカット・植物・学用品……
現代デザイン研究所∥編

すぐに使えるカット事典 ５ 賞状・カード・表紙絵集 そのままプリ

ントできる賞状・がんばりカード・表紙用大カット
現代デザイン研究所∥編

すぐに使えるカット事典 ４ 植物・動物・風景・乗り物集 レイアウ

トにべんり、大・中・小ぴったりサイズのカット集
現代デザイン研究所∥編

すぐに使えるカット事典 ６ 見出し・吹き出し・飾り罫集 使用頻度

の高い見出し・べんりな吹き出し・かわいい飾り罫
現代デザイン研究所∥編

スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介著

スクランブル・マインド 時空の扉 マインド・スパイラル １
キャロル・マタス∥作 ペリー・ノーデルマン∥作 金原瑞人∥訳 代田

亜香子∥訳

スクルッル谷のニッセ オーヴェ・ロスバック∥作 シェル・Ｅ・ミットゥン∥絵 山内清子∥訳

スクール・デイズ ロバート・Ｂ・パーカー著　加賀山卓朗訳

スクールバスの子ねこ スクールバスのなかまたち １
マージョリー・シャーマット∥作 アンドリュー・シャーマット∥作

乾侑美子∥訳 はたこうしろう∥絵

スケアクロウ　下 講談社文庫 マイクル・コナリー　吉沢嘉通訳

スケアクロウ　上 講談社文庫 マイクル・コナリー著　吉沢嘉通訳

図形 上 わけのわかる算数のはなし 小和田正∥共著 田島信夫∥共著

図形 下 わけのわかる算数のはなし 小和田正∥共著 田島信夫∥共著

図形がおどる さんすう文庫 １０ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

助太刀 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

スケープゴート 幸田真音著

スケルトン・キー 道尾秀介

スゴイ！！　工場見学　首都圏決定版

す



すごいぞ電車特急 乗りものパノラマシリーズ 真島満秀/写真　松尾定行/文

すこくら幽斎診療記　梅雨の雷 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　秋暮るる 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　きっと忘れない 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　青き踏む 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　親鳥子鳥 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　寒さ橋 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　泣くにはよい日和 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　禊川 双葉文庫 今井絵美子

すこくろ幽斎診療記　麦笛 すこくろ幽斎診療記 今井絵美子

少しだけ欠けた月　季節風　秋 重松清著

少しのお金で優雅に生きる方法 双葉文庫 吉村葉子著

少しの毛糸で色あそび　実用百科 了戒かずこ著

すこしはきれいに
講談社の幼児えほん えほん・はじめの

いっぽ ２
いとうひろし∥作・絵

スコーレNo.4 光文社文庫 宮下奈都著

朱雀の巻　恋娘 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

朱雀村の惨劇 新・惨劇の村　2  TOKUMA　NOVELS 吉村達也著

スザンナのお人形 フランスのおはなし ビロードうさぎ 岩波の子どもの本
石井桃子∥訳 高野三三男∥え マージェリイ・ビアンコ∥文 石井桃子∥

訳 高野三三男∥え

スージーをさがして 日本傑作絵本シリーズ バーナディン・クック∥ぶん まさきるりこ∥やく 降矢なな∥え

すしとご飯物
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ５
ＮＨＫ出版∥編

すしの絵本 つくってあそぼう［２１］ 日比野光敏［編］

図詳エリア教科事典 １６ 新訂版 英語

図詳エリア教科事典　〔２０〕　新訂版　エリア・サミングスタ

ディ（小学４・５・６年／学習のまとめ）

図詳エリア教科事典 １１ 新訂版 化学

図詳エリア教科事典　〔１９〕　新訂版　学習ガイド

図詳エリア教科事典 １７ 新訂版 活用事典 ア～セ

図詳エリア教科事典 １８ 新訂版 活用事典 ソ～ワ

図詳エリア教科事典　〔２１〕　新訂版　教科書対応ブック(中学

校・高等学校)

図詳エリア教科事典 １５ 新訂版 国語・文学

図詳エリア教科事典 ５ 新訂版 資源・産業

図詳エリア教科事典 ８ 新訂版 植物

図詳エリア教科事典 １３ 新訂版 数学

図詳エリア教科事典 ６ 新訂版 政治・経済・現代社会

図詳エリア教科事典 １０ 新訂版 生命・人体

す



図詳エリア教科事典 ４ 新訂版 世界地理

図詳エリア教科事典 ３ 新訂版 世界歴史

図詳エリア教科事典 ７ 新訂版 地球・宇宙

図詳エリア教科事典 ９ 新訂版 動物

図詳エリア教科事典 ２ 新訂版 日本地理

図詳エリア教科事典 １ 新訂版 日本歴史

図詳エリア教科事典 １４ 新訂版 美術・音楽

図詳エリア教科事典 １２ 新訂版 物理

スズちゃんとネコとぼく 幼年おはなしどうわ 舟崎靖子∥さく 西川おさむ∥え

すずちゃんのぼうし ともだちだいすき 福田岩緒脚本・絵

スズナ沼の大ナマズ 小さなスズナ姫 富安陽子∥作 飯野和好∥絵

鈴の神様 知野みさき

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘∥著

スズの兵隊 大型絵本 アンデルセン∥〔作〕 マーシャ・ブラウン∥絵 光吉夏弥∥訳

煤払い 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

涼み菓子　料理人季蔵捕物控 時代小説文庫 和田はつ子著

スズムシ そだててみよう ８ 吉家世洋∥構成・文 松崎康生∥絵

スズムシ なくむしのなかまたち カラー自然シリーズ ８ 七尾純∥構成・文 小田英智∥解説 佐藤有恒∥写真

スズメ カラー自然シリーズ ２６ 七尾純∥構成 小林清之介∥文・解説 菅原光二∥写真

すずめのおくりもの どうわがいっぱい ３５ 安房直子∥作 菊池恭子∥絵

すずめのくつした ゆかいなゆかいなおはなし ジョージ・セルデン∥ぶん 光吉郁子∥やく ピーター・リップマン∥え

スズメの大研究　人間にいちばん近い鳥のひみつ
ノンフィクション未知へのとびらシリー

ズ
国松俊英著

雀蜂 角川ホラー文庫 貴志祐介著

スズメバチ ぞうき林の名ハンター ジュニア写真動物記 ２９ 松浦誠∥著

スズメバチのしゅうげき ハチの社会と人間のくらし 子ども科学図書館 中村雅雄∥著

スズメバチの巣 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

スズメ，ハト，カラス… どこでもできるバードウォッチング やさしい科学 谷口高司∥絵と文

すすめろめんでんしゃ こどものとも　年少版　２０１７・０８ のさかゆうさく

鈴蘭 東直己著

図説学習日本の地理 ６ 改訂新版 関東地方 旺文社∥編

図説学習日本の地理 ２ 改訂新版 九州地方 旺文社∥編

図説学習日本の地理 ４ 改訂新版 近畿地方 旺文社∥編

図説学習日本の地理 ３ 改訂新版 中国四国地方 旺文社∥編

図説学習日本の地理 ５ 改訂新版 中部地方 旺文社∥編

す



図説学習日本の地理 ７ 改訂新版 東北地方 旺文社∥編

図説学習日本の地理 １ 改訂新版 日本の自然と産業 旺文社∥編

図説学習日本の地理 ８ 改訂新版 北海道地方 旺文社∥編

図説学習日本の歴史 ２ 改訂新版 貴族の世の中 奈良‐平安時代 旺文社∥編

図説学習日本の歴史 １ 改訂新版 古代国家の成り立ち 原始‐大和時

代
旺文社∥編

図説学習日本の歴史 ４ 改訂新版 町人の進出 安土桃山‐江戸時代 旺文社∥編

図説学習日本の歴史 ８ 改訂新版 文化のながれ 総合年表・関連さく

いん
旺文社∥編

図説学習日本の歴史 ６ 改訂新版 ものがたり人物事典 上 古代‐安土

桃山時代
旺文社∥編

図説学習日本の歴史 ７ 改訂新版 ものがたり人物事典 下 江戸時代‐

現代
旺文社∥編

図説神奈川県の歴史 上 原始古代中世近世

図説神奈川県の歴史 下 近代現代

図説世界の歴史 １０ 新たなる世界秩序を求めて Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 立花隆∥監修 東真理子∥訳 高橋宏∥訳

図説世界の歴史 ７ 革命の時代 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 見市雅俊∥監修 東真理子∥訳

図説世界の歴史 ６ 近代ヨーロッパ文明の成立 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 鈴木董∥監修 金原由紀子∥訳

図説世界の歴史 ２ 古代ギリシアとアジアの文明 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 桜井万里子∥監修 月森左知∥訳

図説世界の歴史 ３ 古代ローマとキリスト教 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 本村凌二∥監修 東真理子∥訳

図説世界の歴史 ９ 第二次世界大戦と戦後の世界 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 五百旗頭真∥監修 月森左知∥訳

図説世界の歴史 ８ 帝国の時代 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 福井憲彦∥監修 東真理子∥訳

図説世界の歴史 ５ 東アジアと中世ヨーロッパ Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 池上俊一∥監修 月森左知∥訳 高橋宏∥訳

図説世界の歴史 ４ ビザンツ帝国とイスラーム文明 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 後藤明∥監修 月森左知∥訳

図説世界の歴史 １ 「歴史の始まり」と古代文明 Ｊ．Ｍ．ロバーツ∥著 青柳正規∥監修 東真理子∥訳

図説・動物の世界 動物学入門
ドナルド　Ｍ．シルバー∥文 パトリシア　Ｊ．ウィン∥絵 金子明石∥

訳

図説・日本の技術と社会 〔１７〕 宇宙の開発 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔４〕 ＬＳＩとコンピュータ 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１５〕 開発と土木 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１９〕 海洋と漁業 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔２０〕 暮らしと鉄 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１１〕 健康と医療 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔６〕 交通と自動車 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１３〕 これからの新素材 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔３〕 撮影とカメラ・ビデオ 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔８〕 自転車とバイク 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１４〕 社会とエネルギー 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔５〕 通信とニューメディア 旺文社∥編

す



図説・日本の技術と社会 〔１〕 テレビと放送局 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔７〕 電車と新幹線 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１８〕 発展する農業・畜産 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１０〕 飛行機と飛行場 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔９〕 ビルと建築 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１６〕 貿易と船・タンカー 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔１２〕 未来とロボット 旺文社∥編

図説・日本の技術と社会 〔２〕 録音とオーディオ 旺文社∥編

図説・日本の政治と省庁のすがた 調べ学習に役立つ １ 政治のしく

み・内閣府・総務省
北俊夫∥監修

図説・日本の政治と省庁のすがた 調べ学習に役立つ ２ 農林水産

省・経済産業省・外務省・財務省・法務省
北俊夫∥監修

図説・日本の政治と省庁のすがた 調べ学習に役立つ ３ 文部科学

省・厚生労働省・国土交通省・環境省
北俊夫∥監修

図説　民俗探訪事典 大島暁雄∥〔ほか〕著

図説･横浜の歴史 「図説・横浜の歴史」編集委員会編

図説・私たちと環境 ９ 美しい自然 旺文社∥編

図説・私たちと環境 １１ 快適な環境づくり 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ６ 化学物質と環境 旺文社∥編

図説・私たちと環境 １２ 環境を守る人びと 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ５ くらしのなかの公害 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ７ 森林と緑 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ２ 大気の汚染 旺文社∥編

図説・私たちと環境 １ 地球の環境 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ４ 土の汚染と地盤沈下 旺文社∥編

図説・私たちと環境 １０ 人間社会と環境 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ３ 水のよごれと海洋の汚染 旺文社∥編

図説・私たちと環境 ８ 野生の動植物 旺文社∥編

巣立ち　お鳥見女房 諸田玲子著

スタディ・ツアーのすすめ 岩波ジュニア新書 ４６１ 市原芳夫著

スタンド・バイ・ミー 恐怖の四季　秋冬編 新潮文庫 スティーヴン・キング∥〔著〕 山田順子∥訳

スーチーさんのいる国 ビルマと日本の接点 母と子でみる ３１ 早乙女勝元∥編

すーちゃんとねこ さのようこ∥　おはなし・え

スチュアートの大ぼうけん Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著 ガース・ウイリアムズ∥絵 さくまゆみこ∥訳

スッキリ見える大人の手作り服 デザインと着こなし方で印象が変わ

る！

レディブティックシリーズ　no．３３８

０

スーツケースの半分は 近藤史恵

ズッコケ愛の動物記 新・こども文学館 ４２ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

す



ズッコケ愛のプレゼント計画 新・こども文学館　５９ 那須正幹著

ズッコケ宇宙大旅行 こども文学館 ５８ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ海底大陸の秘密 新・こども文学館 ４９
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ怪盗Ｘ最後の戦い 新・こども文学館 ５４
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ怪盗Ｘの再挑戦（リターンマッチ） 新・こども文学館 ４８ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ脅威の大震災 新・こども文学館 ４７ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ芸能界情報 新・こども文学館 ５３
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ財宝調査隊 こども文学館 ４３ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ山賊修業中 こども文学館 ５０ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 新・こども文学館 ３２ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ三人組の神様体験 新・こども文学館 ４３ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ三人組の卒業式　花山第二小学校六年一組 新・こども文学館　６０ 那須正幹著

ズッコケ三人組の大運動会 新・こども文学館 ３６ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ三人組のダイエット講座 新・こども文学館 ４６ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ三人組の地底王国 新・こども文学館 ５６
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ三人組のバック・トゥ・ザ・フューチャー 新・こども文学館 ５０
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ三人組のミステリーツアー 新・こども文学館 ３８ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ三人組の未来報告 新・こども文学館 ２９ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ三人組ハワイに行く 新・こども文学館 ４５ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ時間漂流記 こども文学館 ２８ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ熟年三人組 那須正幹著

ズッコケ情報公開　ファイル 新・こども文学館 ５５
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ心霊学入門 こども文学館 ２３ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ中年三人組 那須正幹著

ズッコケ発明狂時代 新・こども文学館 ４１ 那須正幹∥作 前川かずお∥原画 高橋信也∥作画

ズッコケ文化祭事件 新・こども文学館 ２ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ魔の異郷伝説 新・こども文学館 ５７
那須正幹∥作 前川かずお∥原画 前川澄枝∥キャラクター監修 高橋信

也∥作画

ズッコケ　大作戦 こども文学館 １３ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

ズッコケ妖怪大図鑑 新・こども文学館 ２４ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

すってはいてよいくうき かこさとし・からだの本 ９ かこさとし∥〔作〕

すってんころりん ０．１．２．えほん なかのひろたか∥さく

ずっとあなたが好きでした 歌野晶午著

ずーっとずっとだいすきだよ 児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム∥えとぶん 久山太市∥やく

すてきなあなたに　よりぬき集 暮らしの手帖編集部著

す



すてきなごちそう！　おかずいろいろ
かんたんでおいしい！　魔法のクッキン

グBOOK　３
枝元ほなみ著

すてきな子どもたち
アリス・マクレラン∥ぶん バーバラ・クーニー∥え きたむらたろう∥

やく

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー

素敵な死にじたく いつか夫も子供も去っていく……その後の生き方

アドバイス
井上治代∥著

すてきな手作りガーデン　週末園芸と日曜大工でできる 主婦の友生活シリーズ

素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野圭吾

すてきな花作り 四季の花鉢１２３の育て方・場所別の飾り方・楽し

み方実例
主婦の友生活シリーズ

すてきなルーちゃん たかどのほうこ∥さく

すてきにハンドメイド　２０２０１２ ありがとう！を手作りで

すてきに・たのしく・ステンシル 西浦幸子∥著

すてきにハンドメイド　２０２０１１ 編むって楽しい！

すてきにハンドメイド　２０２１　０６ シンプルワンピース

すてきにハンドメイド　２０２１・０９ 手作りで出会う新しい秋

すてきにハンドメイド　２０２１　１２ ウールコート　みんなのニット帽

すてきにハンドメイド　２０２０・０４ 手作りをはじめよう！

すてきにハンドメイド　２０２０・０６ 今から始める夏じたく！

すてきにハンドメイド　２０２０・０５ 手縫い大好き！

すてきにハンドメイド　２０２００８ 天然素材で夏を楽しむ

すてきにハンドメイド　２０２０・０９ おしゃれを作る秋時間

すてきにハンドメイド　２０２０・１０ 私の秋色定番アイテム

すてきにハンドメイド　２０２１　０２　２ ひと足お先に春色へ！

すてきにハンドメイド　２０２１０３ 気持ちはずむ手作り

すてきにハンドメイド　２０２１年０４月号 春、手作りライフ始めます

すてきにハンドメイド　２０２１　０７ 手縫いのゆったりチュニック

すてきにハンドメイド　２０２１・０８ 手作りで遊ぶ夏

すてきにハンドメイド　２０２１・１０ 手作りでおしゃれ自由自在

すてきにハンドメイド２０２１．０５ 手作り、新緑、いい気分

すてきにハンドメイド　２０２１０１ 手作りで楽しむおうち時間

すてきにハンドメイド　２０２００７

ステッセルのピアノ 五木寛之∥著

ステップ 重松清著

ステップファザー・ステップ 講談社文庫 宮部みゆき∥〔著〕

ステップファザー・ステップ 講談社文庫 宮部みゆき著

す



すててこ 寄席品川清洲亭　二 奥山景布子

捨て童子・松平忠輝 １ 隆慶一郎∥著

捨て童子・松平忠輝 ２ 隆慶一郎∥著

捨て童子・松平忠輝 ３ 隆慶一郎∥著

すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ作　木村由利子訳

捨雛ノ川 居眠り磐音　江戸双紙　１８ 佐伯泰英

捨てられない日 黒井千次∥著

「捨てる！」技術 宝島社新書 辰巳渚∥著

捨てる旅 精神科医の〈蒸発〉ノートから 中沢正夫∥著

崇徳伝説殺人事件 内田康夫∥〔著〕

ストックホルムの密使 新潮ミステリー倶楽部 佐々木譲∥著

光草（ストラリスコ） Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ ロベルト・ピウミーニ∥作 長野徹∥訳

ストーリー・セラー 有川浩著

ストリートチルドレン メキシコシティの路上に生きる 岩波ジュニア新書 ４３５ 工藤律子∥著

ストレスから子どもを守る本 富田富士也∥著

ストレスゼロでラクして働く６２のテクニック 成美文庫 内藤誼人

ストレッチング 講談社スポーツシリーズ 小林義雄∥著 竹内伸也∥著

ストレートスラッシュキルトの世界 黒羽志寿子のキルトテクニック 黒羽志寿子∥著

ストローでカラクリ工作 芳賀哲∥著

ストローで調べる強いかたち やさしい科学 １８ ベルニー・ズボルフスキー∥著 斉藤敏∥訳

ストローの実験 たのしい科学あそび 馬場勝良∥著 さとう智子∥絵

ストロベリーナイト 誉田哲也著

ストﾛベリー･フィールｽﾞ 小池真理子著

ストロベリーライフ 荻原浩

ストロボ 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 真保裕一∥著

スナックちどり よしもとばなな著

砂に泳ぐ彼女 飛鳥井　千砂

砂の器 上巻 改版 新潮文庫 松本清張∥著

砂の器 下巻 改版 新潮文庫 松本清張∥著

砂の王宮 楡周平著

砂の王国　上 荻原浩著

砂の王国　下 荻原浩著

砂の王国　上 講談社文庫 荻原浩

砂の王国　下 講談社文庫 荻原浩

す



砂の街路図 佐々木譲著

砂の狩人 上 大沢在昌∥著

砂の狩人 下 大沢在昌∥著

砂のクロニクル 船戸与一∥著

砂の守り 風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治著

砂の妖精 福音館古典童話シリーズ ２９ Ｅ・ネズビット∥作 石井桃子∥訳 Ｈ・Ｒ・ミラー∥画

砂の妖精 新訂版 講談社青い鳥文庫 ７２－１
イーディス＝ネズビット∥作 八木田宜子∥訳 ハロルド＝ロバート＝

ミラー∥絵

砂場の少年 新潮文庫 灰谷健次郎∥著

すなばのだいぼうけん えほんとなかよし ２０ いとうひろし∥さく・え

砂はまのカニたち やさしい科学 武田正倫∥著

砂冥宮 内田康夫著

砂冥宮 内田康夫

すにっぴいとすなっぴい 岩波の子どもの本 １０６ ワンダ・ガーグ∥文・絵 わたなべしげお∥訳

スノウ・グッピー 五條瑛∥著

頭脳明晰、特技殺人 講談社文庫 ミステリー傑作選 ２４ 日本推理作家協会∥編

酢の絵本 つくってあそぼう　１４ 柳田藤治編　山福朱実絵

白雁物語（スノー・グース） 偕成社文庫 ４０６８ ギャリコ∥作 古沢安二郎∥訳

酢の物・あえ物・おひたし
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ １８
ＮＨＫ出版∥編

スパイク・リーの軌跡 スパイク・リー∥著 田中アリサ∥訳

スパイに死を　県警外事課クルス機関 柏木伸介

スパイになりたいハリエットのいじめ解決法 世界の子どもライブラリー ルイーズ＝フィッツヒュー∥作絵 鴻巣友季子∥訳

スパイの妻 行成薫

スパイよさらば 新潮文庫 フリーマントル∥〔著〕 池央耿∥訳

スパゲッティがたべたいよう
ポプラ社の小さな童話 ６ 角野栄子の小

さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

すばこ キム・ファン

スーパー・ゼロ 集英社文庫 鳴海章∥著

スーパーとかち殺人事件 徳間文庫 西村京太郎∥著

スーパーのレジぶくろでつくるほねなしカイト かがくのとも傑作集 わいわいあそび 石森愛彦∥文・絵

すばらしい季節 タシャ・チューダー∥作 末盛千枝子∥訳

すばらしい新世界 池沢夏樹∥著

すばらしい世界の自然 〔３〕 アマゾン 松岡達英∥絵と文

すばらしい世界の自然 〔４〕 アラスカ 松岡達英∥絵と文

すばらしい世界の自然 〔２〕 オーストラリア 松岡達英∥絵と文

すばらしい世界の自然 〔１〕 ニューギニア 松岡達英∥絵と文

す



すばらしい世界の自然 〔５〕 メキシコ 松岡達英∥絵と文

すばらしいとき 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ロバート・マックロスキー∥ぶんとえ わたなべしげお∥やく

すばらしいとき 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ロバート・マックロスキー∥ぶんとえ わたなべしげお∥やく

すばらしい人間のからだ １１ 私たちは感覚器です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ １２ 私たちは内分泌腺です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ３ 私は胃です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ９ 私は運動器官です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ５ 私は肝臓です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ １０ 私は神経組織です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ １ 私は心臓です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ８ 私は腎臓です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ６ 私は膵臓です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ４ 私は腸です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ２ 私は肺です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしい人間のからだ ７ 私は脾臓です アレッサンドロ・パチーニ∥絵 アリオ・ズイッリ∥文 稲垣洋子∥訳

すばらしいフェルディナンド
ルドウィク・Ｊ・ケルン∥作 内田莉莎子∥訳 カジミェシュ・ミクル

スキ∥絵

すばる望遠鏡 岩波ジュニア新書 ４２２ 家正則∥著

スピーチ・あいさつ実例百科 そのまま使える Ａｉ　ｂｏｏｋｓ 日本文芸社∥編

スピーチ・あいさつ全書

ＳＰＥＥＤ Ｔｈｅ　Ｚｏｍｂｉｅｓ　Ｓｅｒｉｅｓ 金城一紀著

スピード しくみがわかる！ひみつがわかる！ クロスセクション図鑑
クリス・グリッグ∥絵 キース・ハーマー∥絵 モイラ・バターフィー

ルド∥文 片岡みい子∥訳

スピリット島の少女　オジブウェー族の一家の物語 世界傑作童話シリーズ ルイーズ・アードリック著　宮木陽子訳

スピリットベアにふれた島
鈴木出版の海外児童文学　この地球を生

きる子どもたち
ベン・マイケルセン作　原田勝訳

スープ ロバート・ニュートン・ペック∥作 久米穣∥訳 松原健治∥画

スープを会長に！ 恋の選挙戦 ロバート・ニュートン・ペック∥作 久米穣∥訳 松原健治∥画

スープ・オペラ 阿川佐和子著

スプートニクの恋人 村上春樹∥著

スプーンおばさんちいさくなる
アルフ・プリョイセン∥さく ビョーン・ベルイ∥え おおつかゆうぞ

う∥やく

スプーンおばさんのクリスマス
アルフ・プリョイセン∥さく ビョーン・ベルイ∥え おおつかゆうぞ

う∥やく

スプーンおばさんのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ ３６ アルフ＝プリョイセン∥作 大塚勇三∥訳 ビョールン＝ベルイ∥画

スプーンおばさんのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ ３６ アルフ＝プリョイセン∥作 大塚勇三∥訳 ビョールン＝ベルイ∥画

スプーンおばさんのゆかいな旅 新しい世界の童話シリーズ ９１ アルフ・プリョイセン∥作 ビョールン・ベルイ∥画 大塚勇三∥訳

スプーンおばさんのゆかいな旅 新しい世界の童話シリーズ ９１ アルフ・プリョイセン∥作 ビョールン・ベルイ∥画 大塚勇三∥訳

すぷーんをもてば
講談社の幼児えほん えほん・はじめの

いっぽ ３
いとうひろし∥作・絵

す



スプーンぼし（ほくとしちせい）とおっぱいぼし（カシオペア座）
かがくのとも ２７６号 はじめてであう

科学絵本
八板康麿∥写真と文 杉浦範茂∥絵と構成

スペアーズ マイケル・マーシャル・スミス∥著 嶋田洋一∥訳

スペイン 改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

スペインを読む事典 中丸明∥著

スペイン街道物語 中山瞭∥文・写真

スペイン宮廷画物語 王女マルガリータへの旅 西川和子∥著

スペイン語　ひとり歩きの会話集 黒澤明夫［編］

スペインゴヤへの旅 中丸明∥著

スペインのむかし話 真実の鳥ほか
大人と子どものための世界のむかし話

７
三原幸久∥編訳

スペイン　マドリッド　バルセロナ　アンダルシア　コスタ・デ

ル・ソル　巡礼の道
ワールドガイド　ヨーロッパ　７

スペインは味な国 とんぼの本 東理夫∥著 菅原千代志∥著

スペース・シャトル宇宙へ サリー・ライド∥文 スーザン・オーキー∥文 上田悦子∥訳

すべてがFになる 森　博嗣

すべてが別のように 文学の扉 １２
イレーナ・ユルギエレビチ∥作 内田莉莎子∥訳 小原いせ子∥訳 田中

槙子∥画

すべて辛抱 上 半村良∥著

すべて辛抱 下 半村良∥著

すべて真夜中の恋人たち 川上未映子著

スペードの３ 朝井リョウ著

すべるぞ　すべるぞ　どこまでも カトリオナ・スミス∥さく レイ・スミス∥さく いまえよしとも∥やく

スポック博士の育児書 最新版
ベンジャミン・スポック∥共著 マイケル・ローゼンバーグ∥共著 暮

しの手帖翻訳グループ∥訳

スポック博士の性教育 ティーンエイジャーのために ベンジャミン・スポック∥著 暮しの手帖翻訳グループ∥訳

スポーツマッサージ 記録の向上と障害防止のために 講談社スポーツシリーズ 芹沢勝助∥著 星虎男∥著

スーホの白い馬 モンゴル民話 日本傑作絵本シリーズ 大塚勇三∥再話 赤羽末吉∥画

ずぼらでもやせるおからごはん

ズボン船長さんの話 新版 角野栄子∥作 鴨沢祐仁∥画

ズボンとスカート たくさんのふしぎ傑作集 松本敏子∥文・写真 西山晶∥絵

ズボンのクリスマス クリスマスの三つのおくりもの 林明子∥さく

住まいＱ＆Ａダニ・カビ・結露 吉川翠∥〔ほか〕著

「住まい」手入れのコツとアイデア ＮＨＫくらしの電話相談 石川松太郎∥著

住まいの新しいカビ・ダニ退治法 だれでも簡単にできるテクニック

を大公開
市川幸充∥著 吉川翠∥著

住まいの補修と手入れ　建具まわり篇 暮しの手帖ブックス

住まいの補修と手入れ　水まわり篇 暮しの手帖ブックス

スマホを落としただけなのに 志駕晃

すみ鬼にげた 岩城範枝作

す



すみかを失う動物たち 世界はいま… 自然環境編 ４ ノエル・シモン∥著 小原秀雄∥監訳

墨染の桜 六道ケ辻 栗本薫∥著

墨染めの鎧　下 火坂雅志著

墨染めの鎧　上 火坂雅志著

隅田川 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

隅田川殺人事件 内田康夫

隅田川小景 増田みず子∥〔著〕

炭と墨の実験 たのしい科学あそび 馬場勝良∥著 田島董美∥絵

住みよい間取りの小さな家 実例間取りとアイデア２４０

すみれとあり かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 矢間芳子∥さく 森田竜義∥監修

スミレのせんそう 下嶋哲朗∥文 ヘンリー杉本∥絵

すみれほいくえん 世界傑作童話シリーズ 鄭春華∥さく 中由美子∥やく 蔡皋∥え

スメタナ　音楽はチェコ人の命！ 作曲家の物語シリーズ　１７ ひのまどか著

相撲のひみつ 新田一郎著

すももの夏 ルーマー・ゴッデン∥作 野口絵美∥訳

スモールさんののうじょう 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー∥ぶん・え わたなべしげお∥やく

スモールさんののうじょう 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ロイス・レンスキー文･絵　わたなべしげお訳

スモールさんはおとうさん 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ロイス・レンスキー∥ぶん・え わたなべしげお∥やく

Ｓｌｙ 吉本ばなな∥著

ズラータの日記 サラエボからのメッセージ ズラータ・フィリポヴィッチ∥著 相原真理子∥訳

掏摸 中村文則著

スリー・アゲーツ 三つの瑪瑙 五條瑛∥著

スリジエセンター１９９１ 海堂尊著

スリーパー 楡周平著

スリーピング・ドール ジェフリー・ディーヴァー著　池田真紀子訳

スリーピング・マーダー
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐８

５
アガサ・クリスティー∥著 綾川梓∥訳

すれ違う背中を 新潮文庫 乃南アサ著

スローグッドバイ 石田衣良∥著

スローワルツの川 ロバート・ジェームズ・ウォラー∥著 村松潔∥訳

諏訪の妖狐　はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著

スワン 呉　勝浩

スワンの怒り 二見文庫 ザ・ミステリ・コレクション アイリス・ジョハンセン∥著 池田真紀子∥訳

すんだことはすんだこと または家のしごとがしたくなったおやじさ

んのお話
ワンダ・ガアグ∥再話・え 佐々木マキ∥やく

聖悪女 土屋隆夫∥著

す

せ



聖域侵犯 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

せいいっぱい 土井たか子半自伝 土井たか子∥著

青雲の門出 やったる侍涼之進奮闘剣 早見俊

青雲はるかに 上 宮城谷昌光∥著

青雲はるかに 下 宮城谷昌光∥著

青雲遥かに　大内俊助の生涯 佐藤雅美著

精鋭 今野敏著

生を踏んで恐れず 高橋是清の生涯 津本陽∥著

聖骸布血盟　上 ランダムハウス講談社文庫 フリア・ナバロ著　白川貴子訳

聖骸布血盟　下 ランダムハウス講談社文庫 フリア・ナバロ著　白川貴子訳

聖家族のランチ 林真理子∥著

生活安全課０係　ヘッドゲーム 祥伝社文庫 富樫倫太郎

生活習慣病の食事 症状別メニューでよい食習慣を覚えよう！ 糖尿

病・高血圧・高脂血症・骨粗鬆症・大腸がん・貧血
別冊ＮＨＫきょうの料理 中村丁次∥監修 本多京子∥料理制作 森野真由美∥料理制作

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 発明発見物語全集 １６ 藤田千枝∥編

生還 石原慎太郎∥著

青函連絡船 写真集 金丸大作∥著

青函連絡船ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇俊三∥文 黒岩保美∥絵

正義をふりかざす君へ 真保裕一著

世紀の殺人 創元クライム・クラブ 辻真先∥著

正義の証明　下 森村誠一著

正義の証明　上 森村誠一著

正義のセ　２　史上最低の三十歳！ 　 阿川佐和子

正義のセ　３　名誉挽回の大勝負！ 　 阿川佐和子

正義のセ　負けっぱなしで終わるもんか！ 阿川佐和子

正義のセ　４　負けっぱなしで終わるもんか！ 阿川佐和子

正義のセ　ユウズウキカンテンで何が悪い！ 阿川佐和子

世紀末鯨鯢記 久間十義∥著

棲月 隠蔽捜査７ 今野敏

棲月 今野敏

政権交代と日本の未来　政権交代で何が変わったのか？日本は本当

に良くなるのか？
池上彰著

星座をさがそう　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　６ 藤井旭著

星座を見つけよう 科学の本 Ｈ・Ａ・レイ∥文・絵 草下英明∥訳

星座１２か月 子ども天文教室 前川光∥著

せ



星座１２カ月 新版 岩波ジュニア新書 ２６５ 富田弘一郎∥著

星座の話 改訂版 野尻抱影∥著

政治コラム『日本を読み解く５５章」 西川孝純著

政治のキホン１００ 岩波ジュニア新書 吉田文和著

生死不明 新津きよみ∥著

姓氏紋章お国めぐり 西国編 丹羽基二∥著

星宿海への道 宮本輝∥著

青春 林京子∥著

青春英語キーワード 岩波ジュニア新書 ２７７ アン・マクドナルド∥著

青春の雄嵐 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

青春のかたみ 芥川三兄弟 芥川瑠璃子∥著

青春の十字架 Ｃ　ＮＯＶＥＬＳ 森村誠一著

青春の条件　下 森村誠一著

青春の条件　上 森村誠一著

青春俳句をよむ 岩波ジュニア新書 ４４７ 復本一郎∥著

青春ロボコン 「理数系の甲子園」を映画にする 岩波ジュニア新書 ４５８ 古厩智之∥著

星条旗の聞こえない部屋 リービ英雄∥著

聖書小事典 岩波ジュニア新書 ２１５ 山形孝夫∥著

聖書 新共同訳

聖女の救済 東野圭吾著

聖女の塔　建築探偵桜井京介の事件簿 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 篠田真由美著

聖書物語 Ｆ．ホフマン∥絵 Ｐ．エーリスマン∥文 小塩節∥訳

精神科医はいらない 下田治美∥著

聖水 青来有一∥著

正々堂々がんばらない介護 野原すみれ著

生存者 上 ディーン・クーンツ∥作 天馬竜行∥訳

生存者 下 ディーン・クーンツ∥作 天馬竜行∥訳

生存者ゼロ 宝島社文庫 安生正著

ぜいたくに滅ぼされる動物 世界はいま… 自然環境編 １ マイケル・ブライト∥著 小原秀雄∥監訳

贅沢の探求 ピーター・メイル∥著 小梨直∥訳

贅沢貧乏のマリア 群ようこ∥著

静電気のふしぎ やさしい科学 小林卓二∥著 君島美智子∥絵

晴天の剣 真・八州廻り浪人奉行 稲葉稔

晴天の迷いクジラ 窪美澄著

せ



青銅の弓 Ｅ．Ｇ．スピア∥作 渡辺茂男∥訳

生と死の幻想 鈴木光司∥著

生と死のことば　中国の名言を読む 川合康三

聖なる黒夜 柴田よしき∥著

聖なる黒夜　上 角川文庫 柴田よしき著

聖なる黒夜　下 角川文庫 柴田よしき著

聖なる怠け者の冒険 森見登美彦著

聖なる春 久世光彦∥著

青年社長 若き起業家の熱き夢と挑戦 上 高杉良∥著

青年社長 若き起業家の熱き夢と挑戦 下 高杉良∥著

性の絵本 ５ 生きていくから聞きたいこと 木原千春∥画 安達倭雅子∥文

性の絵本 １ 生きるってどういうこと？ 木原千春∥画 山本直英∥文

性の絵本 ３ 女と男ともに生きる 木原千春∥画 山本直英∥文

性の絵本 ２ 子どもからおとなへ生きる 木原千春∥画 高柳美知子∥文

性の絵本 ４ なぜ、こんなことして生きているの？ 木原千春∥画 高柳美知子∥文

税のしくみ 政治・経済を理解するために 岩波ジュニア新書 ２０６ 宮島洋∥著

「性」の大切さを子どもらに 心とからだをつなぐもの 神奈川県教育委員会∥編著

成敗　七 鬼役 坂岡真

聖灰の暗号　上 帚木蓬生

聖灰の暗号　下 帚木蓬生

清貧の思想 中野孝次∥著

西風号の遭難 クリス・ヴァン・オールズバーグ∥絵と文 村上春樹∥訳

制服捜査 佐々木譲著

生物おもしろ３３話
ＮＩＡＳアグリバイオサイエンスシリー

ズ　№５
竹田敏　新野孝男［編］

生物学小辞典 太田次郎∥編著 長野敬∥編著

生物時計のふしぎ 科学者からの手紙 ９ 宇尾淳子∥文 細田雅亮∥絵

生物の消えた島 福音館の科学の本 田川日出夫∥文 松岡達英∥絵

生物の小事典 岩波ジュニア新書 ３６７ 事典シリーズ 石浦章一∥著 小林秀明∥著 塚谷裕一∥著

生物の発明発見物語 家畜から人工生命まで 発明発見物語全集 ９ 道家達将∥編

生物は生き残れるか？ 地球の健康診断 ４ 大島泰郎∥著

聖母 秋吉理香子著

聖母の鏡 原田康子∥著

精密イラスト船ができるまで 豪華客船〈ふじ丸〉 谷井建三∥イラスト 池田良穂∥文

清明 隠蔽捜査　８ 今野敏

せ



生命進化７つのなぞ 岩波ジュニア新書 １７５ 中村運∥著

生命とは何だろう？ 長沼毅著

生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 ピーター・シス文・絵　原田勝訳

せいめいのれきし 大型絵本 １ バージニア・リー・バートン∥文・え いしいももこ∥やく

生命４０億年はるかな旅 ＮＨＫサイエンススペシャル １ 海からの

創世
ＮＨＫ取材班∥著

生命４０億年はるかな旅 ＮＨＫサイエンススペシャル ４ 奇跡のシ

ステム“性”　昆虫たちの情報戦略
ＮＨＫ取材班∥著

生命４０億年はるかな旅 ＮＨＫサイエンススペシャル ２ 進化の不

思議な大爆発　魚たちの上陸作戦
ＮＨＫ取材班∥著

生命４０億年はるかな旅 ＮＨＫサイエンススペシャル ３ 花に追わ

れた恐竜　大空への挑戦者
ＮＨＫ取材班∥著

生命４０億年はるかな旅 ＮＨＫサイエンススペシャル ５ ヒトがサ

ルと別れた日　ヒトは何処へいくのか
ＮＨＫ取材班∥著

聖夜 佐藤多佳子

誓約 薬丸岳著

西洋の見える港町横浜 中野孝次∥著 沢田重隆∥絵

西洋美術 岩波小辞典 村田潔∥編

西洋美術辞典 今泉篤男∥編 山田智三郎∥編

青嵐の馬 宮本昌孝∥著

青龍村の惨劇
Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 新・惨劇

の村 １
吉村達也著

精霊探偵 梶尾真治著

精霊の木 上橋菜穂子作

精霊の守り人 偕成社ワンダーランド １５ 上橋菜穂子∥作 二木真希子∥絵

清冽 五坪道場一手指南 牧秀彦

青狼が斬る 刀根又四郎・無頼浪人必殺剣 峰隆一郎

星籠の海　下 島田荘司著

星籠の海　上 島田荘司著

セイロン亭の謎 平岩弓枝∥著

７　ｄａｙｓ　ｉｎ　Ｂａｌｉ 田口ランディ∥著

背負い富士 山本一力著

世界あちこちゆかいな家めぐり たくさんのふしぎ傑作集 小松義夫文・写真

世界遺産 かけがえのない自然と文化の宝物 Ｎａｔａｓｃｈａ　Ａｌｂｕｓ∥〔ほか〕執筆 那須忍∥日本語訳

世界遺産･知床がわかる本 岩波ジュニア新書 中川元著

世界遺産ふしぎ探検大図鑑　ＷＯＮＤＥＲ－ＰＡＬ

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち ４０ 小林豊∥作・絵

せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち　５５ 小林豊作・絵

せかい１おいしいスープ あるむかしばなし マーシャ・ブラウン∥さいわえ わたなべしげお∥やく

せかいいち大きな女の子のものがたり ポール　Ｏ．ゼリンスキー∥絵 アン・アイザックス∥文 落合恵子∥訳

せ



せかい一大きなケーキ 紙芝居ベストセレクション 第２集 古田足日∥作 田畑精一∥画

世界一かっこいい男の子の服 スカートよりパンツがすきな女の子に

も
石川真由美∥著

せかいいちのあかちゃん ケヴィン・ヘンクス∥作 小風さち∥訳

世界一のあきらめない心 江橋よしのり

世界一ばかなわたしのネコ ジル・バシュレ著

せかい一わるいかいじゅう パット＝ハッチンス∥さく 乾侑美子∥やく

世界一周クルーズ殺人事件 木谷恭介∥〔著〕

世界を動かした塩の物語 マーク･カーランスキー文　S．Ｄ．シンドラー絵  遠藤育枝訳

世界をおそうテロ活動 世界はいま… ４ クリストファー・コーカー∥著 轡田隆史∥監訳

世界をささえる一本の木 ブラジル・インディオの神話と伝説 ヴァルデ＝マール∥再話・絵 永田銀子∥訳

世界を救う国際組織 ４ アムネスティ マーシャ・ブロンソン∥著 依田和子∥訳

世界を救う国際組織 ３ 国際赤十字 マイケル・ポラード∥著 沢田洋太郎∥訳

世界を救う国際組織 １ 国際連合 マイケル・ポラード∥著 日暮雅通∥訳

世界を救う国際組織 ２ 国連難民高等弁務官事務所 ジーン・トリア∥著 茅野美ど里∥訳

世界を救う国際組織 ５ 世界自然保護基金 ピーター・デントン∥著 乾侑美子∥訳

世界がステージ！ 国を越えて仕事するということ 岩波ジュニア新書 ４１１ 岩波書店編集部∥編

世界がまだ若かったころ
ユルク・シュービガー∥作 ロートラウト・ズザンネ・ベルナー∥絵

松島富美代∥訳

世界がみえる地図の絵本 ブライアン・デルフ作　吉田秀樹編訳

世界がもし１００人の村だったら 池田香代子∥再話 Ｃ．ダグラス・ラミス∥対訳

世界がもし１００人の村だったら 池田　香代子再話　訳Ｃ.ダグラス・らミス

世界から絶賛される日本人　日本人だけが知らない 黄文雄著

世界から猫がきえたなら 川村元気著

世界観 佐藤優

世界警察Ⅰ　叛逆のカージナルレッド 沢村鐵

世界ことわざ辞典 和漢洋対照 梶山健∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ４ イ

ギリス・中央ヨーロッパ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ２ 北

アフリカ・アラビア半島
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ８ 北

アメリカ・中央アメリカ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ６ 中

部・南部アフリカ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ７ 東

南アジア・オセアニア
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ５ 西

アジア・中央アジア
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める １０

東アジア・日本
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める １ フ

ランス・南ヨーロッパ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ３ 南

アメリカ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

せ



世界再発見 人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める ９ ロ

シア・北／東ヨーロッパ
ビジュアルシリーズ ベルテルスマン社∥編 ミッチェル・ビーズリー社∥編

世界史映画教室 岩波ジュニア新書 ２９０ 家長知史∥著

世界史で読み解く現代ニュース ポプラ新書 池上彰　益田ユリヤ［共］著

世界史で読み解く現代ニュース　宗教編 ポプラ新書 池上彰　益田ユリヤ［共]著

世界史年表 歴史学研究会∥編

世界中が雨だったら 市川拓司著

世界人名辞典 西洋編 新版　増補版 河部利夫∥編 保坂栄一∥編

世界人名辞典 東洋編 新版　増補版 河部利夫∥編 中村義∥編

世界人名辞典 日本編 新版　増補版 佐藤直助∥編 平田耿二∥編

世界全地図 ライブアトラス

世界大百科事典 １ 〔１９８１年版〕 ア－アン

世界大百科事典 ２ 〔１９８１年版〕 イ－イン

世界大百科事典 ３ 〔１９８１年版〕 ウ－エホ

世界大百科事典 ４ 〔１９８１年版〕 エマ－オン

世界大百科事典 ５ 〔１９８１年版〕 カ－カタ

世界大百科事典 ６ 〔１９８１年版〕 カチ－カン

世界大百科事典 ７ 〔１９８１年版〕 キ－キヨ

世界大百科事典 ８ 〔１９８１年版〕 キラ－クン

世界大百科事典 ９ 〔１９８１年版〕 ケ－ケン

世界大百科事典 １０ 〔１９８１年版〕 コ－コオ

世界大百科事典 １１ 〔１９８１年版〕 コカ－コン

世界大百科事典 １２ 〔１９８１年版〕 サ－シウ

世界大百科事典 １３ 〔１９８１年版〕 シエ－シモ

世界大百科事典 １４ 〔１９８１年版〕 シヤ－シユ

世界大百科事典 １５ 〔１９８１年版〕 シヨ－シワ

世界大百科事典 １６ 〔１９８１年版〕 シン－スン

世界大百科事典 １７ 〔１９８１年版〕 セ－セワ

世界大百科事典 １８ 〔１９８１年版〕 セン－ソン

世界大百科事典 １９ 〔１９８１年版〕 タ－タン

世界大百科事典 ２０ 〔１９８１年版〕 チ－チン

世界大百科事典 ２１ 〔１９８１年版〕 ツ－テン

世界大百科事典 ２２ 〔１９８１年版〕 ト－トン

世界大百科事典 ２３ 〔１９８１年版〕 ナ－ヌン

世界大百科事典 ２４ 〔１９８１年版〕 ネ－ハト

せ



世界大百科事典 ２５ 〔１９８１年版〕 ハナ－ヒモ

世界大百科事典 ２６ 〔１９８１年版〕 ヒヤ－フヨ

世界大百科事典 ２７ 〔１９８１年版〕 フラ－ヘワ

世界大百科事典 ２８ 〔１９８１年版〕 ヘン－ホン

世界大百科事典 ２９ 〔１９８１年版〕 マ－ムチ

世界大百科事典 ３０ 〔１９８１年版〕 ムツ－ユサ

世界大百科事典 ３１ 〔１９８１年版〕 ユシ－リヨ

世界大百科事典 ３２ 〔１９８１年版〕 リラ－ワン

世界大百科事典 ３３ １９８１年版 索引・便覧

世界大百科事典 ３４ １９８１年版 ア－ワ　現代

世界大百科事典 〔３５〕 地図

世界地図の下書き 朝井リョウ著

世界でいちばん熱い島 小林信彦∥著

世界で一番おもしろい地図帳 おもしろ地理学会

世界でいちばんすてきなところ 文研ブックランド アン・キャメロン∥作 上田理子∥訳 田中槙子∥絵

世界で一番贅沢な旅 戸井十月∥著

世界でいちばん長い手紙 文研じゅべにーる
ニコル・シュニーガン∥作 末松氷海子∥訳 クリスティーヌ・ルーソ∥

絵

世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン∥作 松岡享子∥訳 太田大八∥絵

せかいにパーレただひとり
イェンス＝シースゴール∥さく アルネ＝ウンガーマン∥え やまのべ

いすず∥やく

世界のあいさつ みるずかん・かんじるずかん 銀の本 長新太∥さく

世界の宇宙開発
ケネス・ガトランド∥〔ほか著〕 サラマンダー・ブックス・リミ

テッド∥編

世界の絵本ポスター 青木久子∥編

世界の終わり、あるいは始まり 歌野晶午∥著

世界のカブトムシ　Wide　Color 小学館の学習百科図鑑　４０ 阪口浩平編･著

世界のガラス器 日本で買える３２ブランドカタログ
ＪＴＢのＭＯＯＫ リビングアート・シ

リーズ ２

世界の環境都市を行く 岩波ジュニア新書 ４０６ 井上智彦∥編 須田昭久∥編

世界の気象総めぐり 岩波ジュニア新書 ３７０ 土屋愛寿∥著

世界の国ぐにの歴史 １６ アフリカ 秋葉幹人∥著

世界の国ぐにの歴史 ９ アメリカ 槐一男∥著

世界の国ぐにの歴史 １ イギリス 依田好照∥著

世界の国ぐにの歴史 ２ イタリア 石出法太∥著

世界の国ぐにの歴史 １５ イラン 宮崎静一∥著

世界の国ぐにの歴史 ７ インド 鳥山孟郎∥著

世界の国ぐにの歴史 １３ インドネシア 木村宏一郎∥著

せ



世界の国ぐにの歴史 ５ エジプト 河合美喜夫∥著 川原崎剛雄∥著

世界の国ぐにの歴史 ３ 北ヨーロッパ 滝尾紀子∥著

世界の国ぐにの歴史 ２０ スペイン 石出みどり∥著

世界の国ぐにの歴史 ４ ソビエト連邦 小島一仁∥著

世界の国ぐにの歴史 １２ 太平洋諸国 槐一男∥著

世界の国ぐにの歴史 １４ 中国 鈴木亮∥〔ほか〕著

世界の国ぐにの歴史 ６ チュニジア　アルジェリア　モロッコ 林槙子∥著

世界の国ぐにの歴史 ８ 朝鮮・韓国 岡百合子∥著

世界の国ぐにの歴史 １７ ドイツ 石出法太∥著

世界の国ぐにの歴史 １１ ブラジル 中山義昭∥著 依田好照∥著

世界の国ぐにの歴史 １８ フランス 梅津通郎∥著

世界の国ぐにの歴史 １９ ポーランド 河合美喜夫∥著 高木潔∥著

世界の国ぐにの歴史 １０ メキシコ 中山義昭∥著

世界の豪華客船 中村庸夫∥著

世界の国立公園 ４ アジア 講談社∥編著

世界の国立公園 ６ アフリカ 講談社∥編著

世界の国立公園 １ 北アメリカ 講談社∥編著

世界の国立公園 ３ 大洋州 講談社∥編著

世界の国立公園 ２ 南アメリカ 講談社∥編著

世界の国立公園 ５ ヨーロッパ 講談社∥編著

世界の国旗 新訂 森重民造∥著

世界のことばえほん　こんにちは

世界の子どもたち ３０ アメリカ合衆国 デービッドはニューヨーク

が大好き
Ｓ．オリスタグリオ∥写真・文 Ｊ．ウィルソン∥文 今村厚子∥文

世界の子どもたち ２８ イギリス 小さな紳士ベン 加藤節雄∥写真・文

世界の子どもたち ２１ イタリア 花の町のヴァニーナ ラウラ・ドリギ∥写真 山田まり子∥文

世界の子どもたち ２３ インド ライオンの子ビク 内山澄夫∥写真・文

世界の子どもたち ８ インドネシア 線路をはしるドニの夢 戸塚貴子∥写真・文

世界の子どもたち ３３ エジプト ナイルの子アフマド 小松義夫∥写真・文

世界の子どもたち １８ オーストラリア 動物の森のスコット 柳木昭信∥写真・文

世界の子どもたち ４ 韓国 小さな巨人チョンホ 窪田誠∥写真 高田ゆみ子∥文

世界の子どもたち １４ ギリシア 風の島のカテリーナ 広河隆一∥写真・文

世界の子どもたち ６ スウェーデン イサベルのふたつの家族 ビヤネール多美子∥写真・文

世界の子どもたち １１ スペイン 太陽の妖精フェリサ 横山正美∥写真・文

世界の子どもたち 世界をむすぶぼくの声わたしの声 バーナバス・キンダスリー∥編 アナベル・キンダスリー∥編

せ



世界の子どもたち ３１ ソビエト連邦 カチューシャの唄 宮嶋康彦∥写真・文

世界の子どもたち ２４ タイ マナと緑の大地 折原恵∥写真・文

世界の子どもたち ２５ タンザニア サバンナの小さな王様ラジャブ 中村晴子∥写真・文

世界の子どもたち ２０ チェコ 小さな芸術家オンドラ 改訂版 Ｌ．ネボル∥写真 Ｖ．チハーコーヴァー∥文

世界の子どもたち １９ 中国 ひとりっ子春子 宮嶋康彦∥写真・文

世界の子どもたち ２６ トルコ 岩の森のヌルダン 戸塚貴子∥写真・文

世界の子どもたち ２７ 西ドイツ サッカー少年クリスチャン 神保照史∥写真・文

世界の子どもたち ２ ニュージーランド 羊がともだちヘイミッシュ 柳木昭信∥写真・文

世界の子どもたち １０ ネパール モヒタの夢の旅 渡辺眸∥写真・文

世界の子どもたち ３ パレスチナ 難民キャンプの子メルバット 広河隆一∥写真・文

世界の子どもたち ３４ ハンガリー 歴史の街のバラーシュ Ｌ．ネボル∥写真 Ｖ．チハーコーヴァー∥文

世界の子どもたち １２ ビルマ 少年僧になったテッ＝ウェー 森枝卓士∥写真・文

世界の子どもたち ５ フィリピン 漁師の子エルバート ビヤネール多美子∥写真・文

世界の子どもたち １３ フィンランド サンタの町のトオマス ビヤネール多美子∥写真・文

世界の子どもたち ７ ブータン 竜の子ティンレイ 小松義夫∥写真・文

世界の子どもたち １５ ブラジル カミーレとアンドレのカーニバル 生原良幸∥写真・文

世界の子どもたち ２９ フランス りんごの花カリーヌ Ｐ．ピエール∥写真 Ｍ．マエノ∥文

世界の子どもたち ３２ ブルキナファソ マリアムのサバンナ日記 Ｐ．ピエール∥写真 Ｍ．マエノ∥文

世界の子どもたち １７ ボリビア ポルフィリオの葦舟 生原良幸∥写真・文

世界の子どもたち １ マレーシア ウィティの南の島通信 押原譲∥写真・文

世界の子どもたち ９ メキシコ みんなアミーゴ　マリア＝エレナ 生原良幸∥写真・文

世界の子どもたち ２２ ユーゴスラビア オリーブの村のペロ 横谷孝子∥写真・文

世界の子どもたち １６ ヨルダン アリの歴史への旅 広河隆一∥写真・文

世界の昆虫 学研の図鑑 ３５

世界のすべての七月 ティム・オブライエン著　村上春樹訳

世界のだっことおんぶの絵本　だっこされて育つ赤ちゃんの一日 エメリー＆ドゥルガ・バーナード文・絵　仁志田博司/園田正世監訳

世界のたね 真理を追いもとめる科学の物語 アイリック・ニュート∥著 猪苗代英徳∥訳

世界の特急 新・ニューパーフェクト １２ 南正時∥写真 松尾定行∥構成・文

世界の特急 新・ニューパーフェクト １２ 南正時∥写真 松尾定行∥構成・文

世界の鳥の巣の本 絵本図鑑シリーズ ２２ 鈴木まもる∥著

世界の日本人ジョーク集 中公新書ラクレ　２０２ 早坂隆著

せかいのはてってどこですか？
アルビン・トゥレッセルト∥さく ロジャー・デュボアザン∥え 三木

卓∥やく

世界の果てのこどもたち 中脇初枝著

世界の果ての庭 ショート・ストーリーズ 西崎憲著

せ



せかいのひとびと 児童図書館・えほんの部屋 ピーター・スピアー∥えとぶん 松川真弓∥やく

世界の文学 ５３ イギリス名作集　アメリカ名作集 朱牟田夏雄∥〔ほか〕訳

世界の文学 ２２ イプセン　ウンセット イプセン∥〔著〕 ウンセット∥〔著〕 山室静∥訳 矢崎源九郎∥訳

世界の文学 ４５ Ａ・トルストイ Ａ・トルストイ∥〔著〕 金子幸彦∥訳

世界の文学 ４６ Ａ．トルストイ Ａ．トルストイ∥〔著〕 金子幸彦∥訳

世界の文学 ６ オースティン オースティン∥〔著〕 阿部知二∥訳

世界の文学 ３９ カフカ カフカ∥〔著〕 辻　∥訳

世界の文学 ３８ カロッサ カロッサ∥〔著〕 手塚富雄∥〔ほか〕訳

世界の文学 ５０ グリーン　ダレル グリーン∥〔著〕 ダレル∥〔著〕 田中西二郎∥訳 河野一郎∥訳

世界の文学 １４ ケラー　シュティフター ケラー∥〔著〕 シュティフター∥〔著〕 道家忠道∥〔ほか〕訳

世界の文学 ２８ ゴーリキイ　バーベリ ゴーリキイ∥〔著〕 バーベリ∥〔著〕 神西清∥訳 木村彰一∥訳

世界の文学 ４９ サルトル　ビュトール サルトル∥〔著〕 ビュトール∥〔著〕 白井浩司∥訳 清水徹∥訳

世界の文学 １ シェイクスピア シェイクスピア∥〔著〕 福田恒存∥訳

世界の文学 ３３ ジード　モーリアック ジード∥〔著〕 モーリアック∥〔著〕 渡辺一民∥〔ほか〕訳

世界の文学 ２５ ジュール・ヴァレース ジュール・ヴァレース∥〔著〕 谷長茂∥訳

世界の文学 ４ スウィフト　フィールディング
スウィフト∥〔著〕 フィールディング∥〔著〕 中野好夫∥訳 朱牟田

夏雄∥訳

世界の文学 ８ スタンダール スタンダール∥〔著〕 富永明夫∥訳

世界の文学 ９ スタンダール スタンダール∥〔著〕 大岡昇平∥訳

世界の文学 ４２ セリーヌ セリーヌ∥〔著〕 生田耕作∥訳 大槻鉄男∥訳

世界の文学 ２ セルバンテス セルバンテス∥〔著〕 会田由∥訳

世界の文学 ２３ ゾラ ゾラ∥〔著〕 河内清∥訳

世界の文学 ２７ チェーホフ チェーホフ∥〔著〕 神西清∥〔ほか〕訳

世界の文学 １３ ディケンズ ディケンズ∥〔著〕 日高八郎∥訳

世界の文学 ５４ ドイツ名作集 斎藤栄治∥〔ほか〕訳

世界の文学 １６ ドストエフスキイ ドストエフスキイ∥〔著〕 池田健太郎∥訳

世界の文学 １７ ドストエフスキイ ドストエフスキイ∥〔著〕 池田健太郎∥訳

世界の文学 １８ ドストエフスキイ ドストエフスキイ∥〔著〕 池田健太郎∥訳

世界の文学 ３５ トーマス・マン トーマス・マン∥〔著〕 高橋義孝∥〔ほか〕訳

世界の文学 １９ トルストイ トルストイ∥〔著〕 原卓也∥訳

世界の文学 ２０ トルストイ トルストイ∥〔著〕 原卓也∥訳

世界の文学 ２１ トルストイ トルストイ∥〔著〕 原卓也∥訳

世界の文学 １０ バルザック バルザック∥〔著〕 田村俶∥訳 寺田透∥訳

世界の文学 ４３ フォークナー フォークナー∥〔著〕 西川正身∥訳

世界の文学 １１ プーシキン　ゴーゴリ　ツルゲーネフ プーシキン∥〔ほか著〕 金子幸彦∥訳 木村彰一∥訳

せ



世界の文学 ５２ フランス名作集 渡辺一夫∥〔ほか〕訳

世界の文学 ３２ プルースト プルースト∥〔著〕 鈴木道彦∥訳

世界の文学 １５ フロベール フロベール∥〔著〕 山田　∥訳 山田稔∥訳

世界の文学 ３７ ヘッセ ヘッセ∥〔著〕 辻　∥〔ほか〕訳

世界の文学 ４４ ヘミングウェイ ヘミングウェイ∥〔著〕 大橋健三郎∥〔ほか〕訳

世界の文学 ５１ ベロー　ウェルティ ベロー∥〔著〕 ウェルティ∥〔著〕 佐伯彰一∥訳 丸谷才一∥訳

世界の文学 ２６ ヘンリー・ジェイムズ ヘンリー・ジェイムズ∥〔著〕 谷口陸男∥訳

世界の文学 ４１ マルロー マルロー∥〔著〕 沢田閏∥〔ほか〕訳

世界の文学 ４８ ムージル　ブロッホ ムージル∥〔著〕 ブロッホ∥〔著〕 吉田正己∥訳 菊盛英夫∥訳

世界の文学 ２４ モーパッサン モーパッサン∥〔著〕 小佐井伸二∥訳 宮原信∥訳

世界の文学 ４０ モーム モーム∥〔著〕 中野好夫∥訳 上田勤∥訳

世界の文学 ７ ユゴー　デュマ ユゴー∥〔著〕 デュマ∥〔著〕 島田尚一∥訳 松下和則∥訳

世界の文学 ３ ラファイエット夫人　ラクロ ラファイエット∥〔著〕 ラクロ∥〔著〕 二宮フサ∥訳 伊吹武彦∥訳

世界の文学 ３６ リルケ リルケ∥〔著〕 杉浦博∥〔ほか〕訳

世界の文学 ４７ 魯迅 魯迅∥〔著〕 高橋和巳∥訳

世界の文学 ２９ ロマン・ロラン ロマン・ロラン∥〔著〕 宮本正清∥訳

世界の文学 ３０ ロマン・ロラン ロマン・ロラン∥〔著〕 宮本正清∥訳

世界の文学 ３１ ロマン・ロラン ロマン・ロラン∥〔著〕 宮本正清∥訳

世界の文学 ３４ ロレンス ロレンス∥〔著〕 伊藤礼∥訳 伊藤整∥訳

世界の本格腕時計大鑑 Ｗａｔｃｈ　ｓｐｅｃｉａｌ ２０００～２０

０１
Ｔｏｗｎ　ｍｏｏｋ

世界のマーク　由来や意味がわかる３４３点

世界の祭りと子ども ４ 世界編 １－３月 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ３ 世界編 １０－１２月 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども １ 世界編 ４－６月 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ２ 世界編 ７－９月 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ７ 日本編 秋 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ６ 日本編 夏 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ５ 日本編 春 西田敬∥写真・文

世界の祭りと子ども ８ 日本編 冬 西田敬∥写真・文

世界のむかしばなし 瀬田貞二∥訳 太田大八∥絵

世界の文字 世界おもしろ図鑑

世界の野菜を旅する 講談社現代新書　２０５５ 玉村豊男著

世界の洋食器
ＪＴＢのＭＯＯＫ リビングアート・シ

リーズ　１

世界乗り物いろいろ事典 とんぼの本 櫻井寛著

せ



世界の歴史　１９　アジア・アフリカ独立の時代 集英社版・学習漫画 相良匡俊〔監］

世界の歴史　１２ アヘン戦争とシパーヒーの反乱 集英社版・学習漫画 並木頼寿[監]

世界の歴史　２　アレクサンドロス大王とカエサル 集英社版・学習漫画 本村凌二［監］

世界の歴史　1　エジプトとメソポタミアの繁栄 集英社版・学習漫画 本村凌二［監］

世界の歴史　６　カール大帝と十字軍の遠征 集英社版・学習漫画 河原温［監］

世界の歴史　８　玄奘法師とマルコ=ポーロ 集英社版・学習漫画 鈴木恒之［監］

世界の歴史　１３ 産業革命と自由主義 集英社版・学習漫画 近藤和彦[監]

世界の歴史　４　三国志の英雄と隋・唐のかがやき 集英社版・学習漫画 平勢隆郎［監］

世界の歴史　１１ 市民革命とナポレオン 集英社版・学習漫画 近藤和彦[監]

世界の歴史　人物事典 集英社版・学習漫画 鈴木恒之［監〕

世界の歴史　１６　第一次世界大戦 集英社版・学習漫画 柴宣弘[監]たかや健二[漫画]

世界の歴史　１８　第二次世界大戦 集英社版・学習漫画 相良匡俊［監〕

世界の歴史　７　チンギス=ハンと李舜臣 集英社版・学習漫画 斯波義信［監］

世界の歴史　できごと事典 集英社版・学習漫画 鈴木恒之〔監］

世界の歴史　１５　ビスマルクと列強のアフリカ侵略 集英社版・学習漫画 石井規衛[監]

世界の歴史　３　ブッダと秦の始皇帝 集英社版・学習漫画 平勢隆郎［監］

世界の歴史　９　ミケランジェロとエリザベス女王 集英社版・学習漫画 河原温［監］

世界の歴史　２０　未来へ踏み出す世界の国々 集英社版・学習漫画 相良匡俊［監〕

世界の歴史　５　ムハンマドとイスラム世界の広がり 集英社版・学習漫画 後藤明［監］

世界の歴史　１０　ルイ１４世とマリア=テレジア 集英社版・学習漫画 近藤和彦［監］

世界の歴史　１７　レーニンと毛沢東 集英社版・学習漫画 石井規衛［監〕

世界の歴史はウソばかり 倉山満

世界の歴史　１４　ワシントンとリンカン 集英社版・学習漫画 遠藤泰生[監]

世界漂流 五木寛之∥著

世界ふくそうの歴史 ５ 科学が服を変えた ２０世紀 川口和正∥文 高橋晴子∥監修 フルタヤスコ∥イラスト

世界ふくそうの歴史 ４ 社会が服を変えた １８世紀～１９世紀 川口和正∥文 高橋晴子∥監修 フルタヤスコ∥イラスト

世界ふくそうの歴史 ３ ファッションのはじまり １５世紀～１７世

紀
川口和正∥文 高橋晴子∥監修 フルタヤスコ∥イラスト

世界ふくそうの歴史 ２ 服で身分がわかる ６世紀～１４世紀 川口和正∥文 高橋晴子∥監修 フルタヤスコ∥イラスト

世界ふくそうの歴史 １ 服のはじまり 紀元前３世紀～５世紀ごろ 川口和正∥文 高橋晴子∥監修 フルタヤスコ∥イラスト

世界文学の名作と主人公総解説 知りたい・読みたい・話題の作品の

全展望 改訂版

世界名画の旅 ３ 朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班∥著

世界名画の旅 ５ 朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班∥著

世界はいまどう動いているか 岩波ジュニア新書 ４４５ 毎日新聞外信部∥編著

世界は終わりそうにない 角田光代著

せ



せかいはなにでできているの？　こたい、えきたい、きたいのはな

し
みつけようかがく

キャスリーン・ウェドナー・ゾイフェルド作　ポール・マイゼル絵

長野宇規訳

セカンド・サイト 中野順一∥著

セカンドスプリング 幻冬舎文庫 川渕圭一

関所抜け江戸の女たちの冒険 金森敦子∥著

関所破り 下っ引夏兵衛捕物控 鈴木英治

関所破り定次郎目籠のお練り　八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美著

セキセイインコのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん １２ 小宮輝之∥文 大野彰子∥絵 大野弘子∥絵

せきたんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本
フィービ・ウォージントン∥さく・え セルビ・ウォージントン∥さ

く・え いしいももこ∥やく

関の戸 中里恒子∥著

惜別　五 鬼役 坂岡真

惜別の賦 創元推理文庫 ロバート・ゴダード∥著 越前敏弥∥訳

石油の世紀 支配者たちの興亡 上 ダニエル・ヤーギン∥著 日高義樹∥共訳 持田直武∥共訳

石油の世紀 支配者たちの興亡 下 ダニエル・ヤーギン∥著 日高義樹∥共訳 持田直武∥共訳

寂寥郊野 吉目木晴彦∥著

脊梁山脈 乙川優三郎著

セクシュアル・ハラスメント 性的いやがらせ・おびやかし 女たちの

告発
宮淑子∥著

世間知らずの高枕 新潮文庫 山本夏彦∥著

女衒の供養　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

世間の辻　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

背筋が冷たくなる話 集英社文庫 谷甲州∥著

セゾン 季節のなかで 葉祥明メルヘン画集 葉祥明∥著

絶影の剣 日向景一郎シリーズ　３ 北方謙三

雪炎 馳星周著

切開 表御番医師診療禄　１ 上田秀人

絶海にあらず　下 北方謙三著

絶海にあらず　上 北方謙三著

雪華ノ里 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

雪華燃ゆ 上絵師　律の似面絵帖 知野みさき

接近 古処誠二著

せっけんつけてぶくぶくぷわー 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子∥文 山脇百合子∥絵

勢津子おばあさんの元気に暮らす魔法の杖 西川勢津子∥著

雪舟 子どもの伝記全集 ３５ 松本巌∥〔著〕

絶唱 湊かなえ著

接触 講談社文庫 Ｐ．コーンウェル∥〔著〕 相原真理子∥訳

せ



舌戦 百万石の留守居役　十三 上田　秀人

絶対音感 最相葉月∥著

ぜったいがっこうにはいかないからね チャーリーとローラのおはなし ローレン・チャイルド作　木坂涼訳

ぜったいたべないからね チャーリーとローラのおはなし ローレン・チャイルド∥作 木坂涼∥訳

絶対に失敗しない高齢者住宅の選び方

ぜったいねないからね チャーリーとローラのおはなし ローレン・チャイルド∥作 木坂涼∥訳

接着剤のはなし 人間の知恵 ２２ 本山卓彦∥著

接着の科学 くっつく仕組みから新しい接着剤まで ブルーバックス Ｂ－１１９１ 竹本喜一∥著 三刀基郷∥著

接着のひみつ やさしい科学 本山卓彦∥著

Ｚの悲劇 創元推理文庫 エラリー・クイーン著　鮎川信夫訳

絶品・土鍋ごはんの炊き方　野崎洋光さんがプロの技を指南 小西雅子著

切腹　十二 鬼役 坂岡真

切腹考 伊藤比呂美

絶望するには早すぎる いじめの出口を求めて ちくまプリマーブックス １５０ 宇都宮直子∥著

絶望の歌を唄え 堂場瞬一

絶望ノート 幻冬舎文庫 歌野晶午著

ゼツメツ少年 重松清著

絶滅の危機にたつ動物 世界はいま… 自然環境編 ６ ジョン・バートン∥著 小原秀雄∥監訳

節約生活のススメ 山崎えり子∥著

節約のカリスマ・若松美穂のお金をかけない暮しハッピー・テク サンキュ！BOOKS 若松美穂著

せとうちたいこさん　わらべうたうたうタイ 長野ヒデコ

せとうちたいこさんデパートいきタイ 絵本・ちいさななかまたち 長野ヒデ子∥さく

せとうちたいこさんパーティーいきタイ せとうちたいこさんシリーズ 長野ヒデ子作

瀬戸内ー道後殺人事件 ＪＯＹ　ＮＯＶＥＬＳ 吉村達也著

瀬戸大橋殺人海峡 ケイブンシャノベルス 木谷恭介∥著

せどり男爵数奇譚 梶山季之

背中の蜘蛛 誉田　哲也

背中の髑髏　公事宿事件書留帳　５ 澤田ふじ子著

銭売り賽蔵 山本一力著

錢金について 車谷長吉著

銭とり橋 高瀬川女船歌 澤田ふじ子∥著

背の目　下 幻冬舎文庫 道尾秀介

背の目　上 幻冬舎文庫 道尾秀介

ゼバスチアンからの電話 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イリーナ・コルシュノフ∥作 石川素子∥共訳 吉原高志∥共訳

せ



セバスチャンのトランペット 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 いまいみこ∥作

セバスチャン山のシーラス
児童図書館・文学の部屋 シーラスシ

リーズ ５
セシル・ボトカー∥作 橘要一郎∥訳

背表紙は歌う 創元推理文庫 大崎梢著

背広の下の衝動 新堂冬樹著

ゼフィラム 楡周平著

狭き門 岩波文庫 アンドレ・ジイド∥著 川口篤∥訳

狭さをいかす庭づくり 別冊NHK趣味の園芸

蝉しぐれ 藤沢周平∥著

蝉しぐれ 藤沢周平

せみとくまのこ 紙芝居ベストセレクション 第２集 鶴見正夫∥作 いわむらかずお∥画

せみとりめいじん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん かみやしん∥作 奥本大三郎∥監修

セミの一生 科学のアルバム １６ 佐藤有恒∥写真 橋本洽二∥文

セミの生活を調べよう やさしい科学 １２ 林正美∥著 佐藤有恒∥写真

セミの追憶 古山高麗雄∥著

せめてあのとき一言でも いじめ自殺した子どもの親は訴える 鎌田慧∥著

瀬谷区郷土史　原始より現代へ　写真集　改版 古川甫著

瀬谷区の歴史　宗教編 瀬谷区の歴史を知る会編

瀬谷区の歴史　生活資料編　１ 瀬谷区の歴史を知る会編

ゼラニウムの庭 大島真寿美著

ゼラニューム・ペラルゴニューム ＮＨＫ趣味の園芸作業１２か月 １３ 柳宗民∥〔著〕

ゼラルダと人喰い鬼 ウンゲラートミー

セリヌンティウスの舟 KAPPA NOVELS 石持浅海著

セリの熱い夏 メルヘン共和国 森下ヒバリ∥作 伊藤重夫∥画

ゼリー本 清水康司

セルコ ウクライナの昔話 世界傑作絵本シリーズ 内田莉莎子∥文 ワレンチン・ゴルディチューク∥絵

ゼルマの詩集 強制収容所で死んだユダヤ人少女 岩波ジュニア新書 １１９ ゼルマ・Ｍ＝アイジンガー∥〔著〕 秋山宏∥訳・解説

セレスティーヌ アーネストとの出会い ガブリエル・バンサン∥作 もりひさし∥訳

セレスティーヌとプラム くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

セレスティーヌのおいたち くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

セレスティーヌのきまぐれ くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

セレスティーヌのクリスマス
ブック・ローン出版のえほん くまの

アーネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

ＺＥＲＯ 上 麻生幾∥著

ＺＥＲＯ 下 麻生幾∥著

０から１００までの数 山崎直美∥著

せ



ゼロくんのかち 岩波の子どもの本 ジャンニ・ロダーリ文　エレナ・デル・ヴェント絵　関口英子訳

ゼロと呼ばれた男 集英社文庫 鳴海章∥著

ゼロトレ　羽が生えたように軽くなる 石村友見

ゼロの焦点 改版 新潮文庫 松本清張∥著

セロひきのゴーシュ 創作童話シリーズ 宮沢賢治∥作 茂田井武∥画

セロひきのゴーシュ かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 堀尾青史∥脚本 池田仙三郎∥画

ゼロ計画（プラン）を阻止せよ 新版 徳間文庫 左文字進探偵事務所 西村京太郎∥著

Ｚｅｒｏより愛をこめて 安野光雅∥著

戦火のなかの子どもたち 創作絵本 １４ 岩崎ちひろ∥作

戦艦大和発見 悲劇の航跡を追って 三井俊二∥著

戦鬼たちの海 織田水軍の将・九鬼嘉隆 白石一郎∥著

１９４１年１２月８日 アジア太平洋戦争はなぜ起こったか 岩波ジュニア新書 １９８ 江口圭一∥著

一九四五年の少女 私の「昭和」 澤地久枝

１９４５年８月６日 ヒロシマは語りつづける 新版 岩波ジュニア新書 １５６ 伊東壮∥著

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

戦国英雄伝 時代小説の楽しみ ８ 新田次郎∥〔ほか〕著

戦国奇譚首 伊東潤著

センゴク兄弟 東郷隆著

戦国時代のサバイバル 歴史漫画サバイバルシリーズ　８

戦国時代の村の生活 和泉国いりやまだ村の一年 歴史を旅する絵本 勝俣鎮夫∥文 宮下実∥絵

全国「芝居小屋」巡り Ｓｈｏｔｏｒ　ｔｒａｖｅｌ 『サライ』編集部∥編 明石和美∥編

千石先生の動物ウォッチング カラー版 ガラパゴスとマダガスカル 岩波ジュニア新書 ４２４ 千石正一∥著

全国トロッコ列車 ファミリーで楽しむ愉快なレイルウェイたち ＪＴＢキャンブックス 鉄道 ２３ 笹田昌宏∥著 岸由一郎∥著

戦国女人抄おんなのみち 佐藤雅美著

千石の夢 公家武者松平信平　５ 佐々木裕一

戦国はるかなれど　下　堀尾吉晴の生涯 中村彰彦著

戦国はるかなれど　上　堀尾吉晴の生涯 中村彰彦著

全国ビジネスホテルガイド 改訂版 ブルーガイドニッポンα 宿泊 ブルーガイド編集部∥編集

全国ペットと泊まれる宿 ブルーガイドニッポンα　１１８

全国保存鉄道 ２ ＪＴＢキャンブックス 白川淳∥著

全国保存鉄道 鉄路を駆けた名優たち ＪＴＢキャンブックス 白川淳∥著

全国保存鉄道 ４ 西日本編 追憶の鉄路を走った車両たち ＪＴＢキャンブックス 白川淳∥著

全国保存鉄道 ３ 東日本編 鉄道史を飾った栄光の車両たち ＪＴＢキャンブックス 白川淳∥著

全国民宿オールガイド 第２改訂版 ブルーガイドニッポンα

せ



全国やきもの市めぐり 好きな器を探す旅ガイド 講談社∥編

全国路線バス大百科　バスマガジンＳｐｅｃｉａｌ 別冊ベストカー

戦後５０年 毎日ムック

戦時下に生きる 第二次大戦と横浜 有隣新書 １８ 伊豆利彦∥著

千思万考　歴史で遊ぶ３９のメッセージ 黒鉄ヒロシ著

千社札　二代目銭屋又兵衛コレクション ビジュアル文庫

先住民族シリーズ ７ アマゾンのインディオ マリオン・モリスン∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ６ アンデスのインディオ マリオン・モリスン∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ４ オーストラリアのアボリジニー ロビン・ホルダー∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ９ カラハリ砂漠のブッシュマン Ｈ．Ｐ．シュタイン∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ２ 北アメリカの平原インディアン ロビン・メイ∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ １１ 砂漠の遊牧民ベドウィン ムハンマド・アロタイビ∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ８ 中部アフリカのピグミー スカイラー・ジョーンズ∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ３ ニュージーランドのマオリ族 グレアム・ウィレム∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ １ 北極地方のエスキモー Ｊ．Ｈ．グレッグ・スミス∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ １０ 南アフリカのズールー族 ハリエット・ングバネ∥著 河津千代∥訳

先住民族シリーズ ５ 南太平洋諸島の人びと
ヴィルソニ・ヘレニコ∥共著 パトリシア・ヘレニコ∥共著 河津千代∥

訳

先住民族シリーズ １２ ラプランドのラップ人 アラン・ジェイムズ∥著 河津千代∥訳

占術家入門報告 中沢けい∥著

戦場　トランプ・フォース 今野敏

戦場で死んだ兄をたずねて フィリピンと日本 岩波ジュニア新書 １４０ 長部日出雄∥著

戦場の聖歌 森村誠一著

戦場のニーﾅ なかにし礼著

全身落語家読本 新潮選書 立川志らく∥著

潜水海賊キャプテン・グック 創作児童文学館 ２ 斉藤洋∥作 飯野和好∥絵

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 かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 大場牧夫∥ぶん 長新太∥え

せんせい 新潮文庫 重松清著

せんせいけらいになれ 理論社名作の愛蔵版 灰谷健次郎∥著 坪谷令子∥絵

せんせい　だいすき がんばれおっくん１ねんせい 東君平∥著

先生のおとおりだい！ どうわの本棚 中野みち子∥作 長谷川知子∥え

先生のお庭番 朝井まかて著

先生、ひいきひいき こども童話館 ７７ 宮川ひろ∥作 梅田俊作∥絵

先生は魔法つかい？ 新・世界の子どもの本 ６ オトフリート＝プロイスラー∥作 中村浩三∥著 伊東寛∥絵

せ



全線全駅鉄道の旅 ３ 奥羽・羽越ＪＲ私鉄１８００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 別巻２ 大阪・神戸・京都・福岡の私鉄 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ４ 関東ＪＲ私鉄２１００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 １０ 九州ＪＲ私鉄２５００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ８ 近畿ＪＲ私鉄１３００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ９ 山陽・四国ＪＲ私鉄３３００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ６ 中央・上信越ＪＲ私鉄２２００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ５ 東海道ＪＲ私鉄１９００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 別巻１ 東京・横浜・千葉・名古屋の私鉄 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ２ 東北ＪＲ私鉄３０００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 ７ 北陸・山陰ＪＲ私鉄２３００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

全線全駅鉄道の旅 １ 北海道ＪＲ私鉄２８００キロ 宮脇俊三∥〔ほか〕編集

前線　捜査官ガラーノ 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル著　相原真理子訳

戦争遺跡から学ぶ 岩波ジュニア新書 ４３６ 戦争遺跡保存全国ネットワーク∥編

戦争ゲーム マイケル・フォアマン∥著 ゆあさふみえ∥訳

戦争と沖縄 岩波ジュニア新書 １９ 池宮城秀意∥著

戦争と美術 岩波新書　新赤版 ２３７ 司修∥著

戦争と仏教　思うままに 梅原猛著

戦争の悲しみ バオ・ニン∥著 井川一久∥訳

戦争のなかの青年 岩波ジュニア新書 １０３ 大島孝一∥著

戦争の冬 現代の創作児童文学 １７ ヤン・テルラウ∥作 横山和子∥訳 小林与志∥画

戦争のほんとうの恐さを知る　財界人の直言 品川正治

ぜんそくで命を落とさないための本 救命救急センター医からの警鐘 刑部義美∥著

せんたくかあちゃん こどものとも傑作集 ５４ さとうわきこ∥さく・え

洗濯上手こつのコツ 婦人之友社編集部∥編

せんたくのはなし 人間の知恵 ５ 津田妍子∥著

禅的生活 ちくま新書　４４５ 玄侑宗久著

セントポーリア ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３０ 平城好明∥著 青木孝一∥著

千日のマリア 小池真理子著

１２００キロカロリーの献立 ＮＨＫきょうの料理 成人病のメニュー 宗像伸子∥著

潜入捜査 実業之日本社文庫 今野敏著

善人長屋 西條奈加著

仙人になる方法 赤い鳥文庫 ４ 舟崎克彦∥作 太田大八∥絵

千年鬼 西条奈加著

せ



千年鬼 西條奈加

千年樹 荻原浩著

千年旅人（たびと） 辻仁成∥著

千の扉 柴崎友香

千のプライド 桐生典子∥著

千びきのうさぎと牧童 岩波おはなしの本 １１ ポラジンスカ∥文 内田莉莎子∥訳 Ｍ・ブィリーナ∥絵

旋風 泡坂妻夫∥著

潜伏 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

ぜんぶわかる人体解剖図 成美堂出版の健康図書 坂井建雄　橋本尚詞

潜謀の影 お髷番承り候　一 上田秀人

千本雨傘　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

全盲の弁護士竹下義樹 小林照幸著

専門医が治す！ひざの痛み 星川吉光

前夜祭 連城三紀彦∥著

１４００キロカロリーの献立 ＮＨＫきょうの料理 成人病のメニュー 竹内富貴子∥著

千里眼 松岡圭祐∥著

千里眼／運命の暗示 松岡圭祐∥著

千里眼　完全版　クラシックシリーズ　１ 角川文庫 松岡圭祐著

千里眼／洗脳試験 松岡圭祐∥著

千里眼トランス・オブ・ウォー 松岡圭祐著

千里眼の瞳 松岡圭祐∥著

千里眼岬美由紀 小学館文庫 松岡圭祐∥著

千里眼／ミドリの猿 松岡圭祐∥著

千里眼　ミドリの猿　完全版　クラシックシリーズ　２ 角川文庫 松岡圭祐著

前立腺の病気　改訂新版 専門のお医者さんが語るQ＆A　３１ 杉村芳樹著

川柳でんでん太鼓 田辺聖子∥著

川柳の作り方・味わい方 神田忙人∥著

千両かんばん 山本一力著

千両かんばん 山本一力

占領の傷跡 第二次大戦と横浜 有隣新書 ２０ 服部一馬∥著 斉藤秀夫∥著

千両箱 般若同心と変化小僧(四) 小杉健治

戦力外通告 藤田宜永著

１６００キロカロリーの献立 ＮＨＫきょうの料理 成人病のメニュー 小川久恵∥著

せんろはつづくよ 岩波の子どもの本 ３９ Ｍ．Ｗ．ブラウン∥文 Ｊ．シャロー∥絵 与田準一∥訳

せ



そいつの名前はエイリアン ジョイ・ストリート 上野瞭∥著 杉浦範茂∥絵

そいつの名前はエメラルド 竹下文子著

そいつの名前ははっぱっぱ きみとぼくの本 上野瞭∥作 杉浦範茂∥絵

ぞうをください 新・創作えぶんこ 鶴見正夫∥作 二俣英五郎∥絵

象が歩いた ベスト・エッセイ集 ’０２年版 日本エッセイスト・クラブ∥編

造花の蜜 連城三紀彦著

そうか、もう君はいないのか 城山三郎著

臓器提供者 ドナー 米山公啓∥著

「葬儀」という仕事 平凡社新書 小林和登著

雑木林の虫の飼いかた カブトムシ・クワガタ・オオムラサキほか 虫の飼いかた・観察のしかた ５ 海野和男∥〔ほか〕文・写真

ぞうくんのあめふりさんぽ こどものとも傑作集 なかのひろたか作･絵

ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集 １３ なかのひろたか∥さく・え なかのまさたか∥レタリング

ぞうくんはどっちを向いている？ 楽しい絵本学 Ｆｅｒｒｉｓ　Bｏｏｋｓ １ 藤本朝巳∥著

ぞうくんは　むかし　あかんぼでしたか 岸田衿子∥文 中谷千代子∥絵

草原からの使者　沙髙樓綺譚 浅田次郎著

草原と砂漠のモンゴル
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１２
関野吉晴∥著

草原に雨は降る 心の児童文学館シリーズ ３－１０ シェイラ・ゴードン∥作 犬飼和雄∥訳

草原にさけぶ 新日本創作少年少女文学 ８ 浜野卓也∥著 金野新一∥画

草原の椅子 上 宮本輝∥著

草原の椅子 下 宮本輝∥著

草原の風　上 宮城谷昌光著

草原の風　下 宮城谷昌光著

草原の風　中 宮城谷昌光著

草原の記 司馬遼太郎∥著

草原のサラ パトリシア・マクラクラン∥作 こだまともこ∥訳 中村悦子∥絵

蒼煌 黒川博行著

総合百科事典ポプラディア １ あいう

総合百科事典ポプラディア ２ えおかよ

総合百科事典ポプラディア ３ からきくけ

総合百科事典ポプラディア ４ こさ

総合百科事典ポプラディア ５ し

総合百科事典ポプラディア ６ すせそた

総合百科事典ポプラディア ７ ちつてとな

総合百科事典ポプラディア ８ にぬねのはひ

そ



総合百科事典ポプラディア ９ ふへほまみ

総合百科事典ポプラディア １０ むめもやゆよらりるれろわん

総合百科事典ポプラディア １２ 学習資料集

総合百科事典ポプラディア １１ 索引

総合百科事典ポプラディア　プラス１[2005補遺]

相剋の渦 勘定吟味役異聞　（四） 上田秀人

そうざいスープ ワタナベマキ著

捜査官ガラーノ 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル著　相原真理子訳

創作デコパージュ 吉村典子∥著

捜査組曲　東京湾臨海署安積班 今野敏著

ぞうさんとねずみくん 絵本のひろば ３６ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ぞうさんのはな 新日本動物植物えほん ２‐１ 増井光子∥ぶん 滝波明生∥え

ぞうさんまってよー！ 年少向けおひさまこんにちは 夏目尚吾∥作・絵

ぞうさんレレブム 岩波の子どもの本 ３７ ビネッテ・シュレーダー∥文・絵 矢川澄子∥訳

荘子 人と思想
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３８
鈴木修次∥著

草紙屋薬楽堂ふしぎ始末 だいわ文庫 平谷美樹

草紙屋薬楽堂ふしぎ始末 だいわ文庫 平谷美樹

早春 その他 藤沢周平∥著

早春の少年 伊集院大介の誕生 栗本薫∥著

騒擾の発 お髷番承り候　八 上田秀人

「そうじ力」でミラクルモーニング！　朝１５分を変えれば運命が

どんどん好転する
舛田光洋著

創世の守護神 上 グラハム・ハンコック∥著 ロバート・ボーヴァル∥著 大地舜∥訳

創世の守護神 下 グラハム・ハンコック∥著 ロバート・ボーヴァル∥著 大地舜∥訳

漱石先生ぞな、もし 半藤一利∥著

漱石先生ぞな、もし 続 半藤一利∥著

漱石の白くない白百合 塚谷裕一∥著

漱石の妻 鳥越碧著

漱石の夏やすみ 房総紀行『木屑録』 高島俊男∥著

漱石の孫 夏目房之介∥著

葬送 第１部 平野啓一郎∥著

葬送 第２部 平野啓一郎∥著

曹操 魏の曹一族 上 陳舜臣∥著

曹操 魏の曹一族 下 陳舜臣∥著

想像ラジオ いとうせいこう著

そ



そうだったのか！現代史 池上彰∥著

そうだったのか！現代史 パート２ 池上彰∥著

そうだったのか！中国 池上彰著

そうだったのか！日本現代史 池上彰∥著

そうちゃんはおこってるんだもん 日本傑作絵本シリーズ 筒井頼子文　渡辺洋二絵

双蝶 透谷の自殺 永畑道子∥著

ぞうって、こまっちゃう クリス・リデル∥作・絵 たなかかおるこ∥訳

相鉄線物語 サトウマコト∥編・著

蒼天の坂 剣客旗本奮闘記 鳥羽亮

騒動 百万石の留守居役　（十一） 上田秀人

双頭の悪魔 Ｇｏｌｄｅｎ　ｔｈｉｒｔｅｅｎ 有栖川有栖∥著

双頭の鷲 佐藤賢一∥著

総督と呼ばれた男 佐々木譲∥著

象と二人の大脱走 評論社の児童図書館・文学の部屋 ジリアン・クロス∥作 中村妙子∥訳

遭難者 不帰に消える　不帰ノ嶮、再び 折原一著

ゾウになった赤ちゃん　―アーミテージ一家のお話３ 岩波少年文庫 ジョーン・エイキン作　猪熊葉子訳

ゾウの歩んできた道 岩波ジュニア新書 ４１２ 小原秀雄∥著

象のいた湖 野尻湖発掘ものがたり 増補版 新日本新書 ４５４ 野尻湖発掘調査団∥著

ぞうのエルマー ぞうのエルマー １ デビッド・マッキー∥ぶんとえ きたむらさとし∥やく

ぞうのオリバー シド・ホフ著　三原泉訳

宋の検屍官 中国法医学事件簿 川田弥一郎∥著

ぞうの子ラウルとなかまたち 大型絵本 かがくとなかよし キャサリン・ペイン∥作 水原洋城∥訳

象の背中 秋元康著

ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ １ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

ぞうのたまごのたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村輝夫∥作 長新太∥画

象の墓場 楡周平著

ぞうのババール こどものころのおはなし
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル １
ジャン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ぞうのホートンたまごをかえす 改訂２版 ドクター＝スースの絵本 ドクター＝スース∥さく・え しらきしげる∥やく

ぞうのホートンひとだすけ ドクター＝スースの絵本 ドクター＝スース∥さく・え わたなべしげお∥やく

ゾウの本
Ａｎｉｍａｌ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｂｏ

ｏｋ
カー・ウータン博士∥著 カナヨ・スギヤマ∥絵

ゾウの森とポテトチップス そうえん社　写真のえほん 横塚眞己人写真・文

そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじまゆきひこ∥作

ゾウムシ カラー自然シリーズ ４７ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

総門谷 上 高橋克彦∥著

そ



総門谷Ｒ 阿黒篇 高橋克彦∥著

総門谷Ｒ 小町変妖篇 高橋克彦∥著

総門谷Ｒ 鵺篇 高橋克彦∥著

総門谷Ｒ 白骨篇 高橋克彦∥著

総理にされた男 中山七里

蒼竜 山本一力∥著

双竜伝説 若さま同心　徳川竜之助 風野真知雄

総力　聡四郎巡検譚　六 聡四郎巡検譚　六 上田秀人

ソウルケイジ 光文社文庫 誉田哲也著

ソウル･コレクター ジェフリー・ディーヴァー

ソウルの市場全案内 とんぼの本 木村昭平∥〔ほか〕著

ソウルの位牌 集英社文庫 飯尾憲士∥著

ソウルメイト 馳星周著

葬列 Ｄｅａｒ　ｌｏｓｅｒ 小川勝己∥著

蒼路の旅人 ワンダーランド ３１ 上橋菜穂子著

ゾウはぼくの友だちだ 心の児童文学館シリーズ ４第６巻 キャロリン・スローン∥作 安藤紀子∥訳

曽おばさんの海 班忠義∥著

楚漢名臣列伝 宮城谷昌光著

続　江戸職人騎譚 佐江衆一

続　驚異のスパイラルテープ療法

続アメリカインディアンの教え　あなたの幸せがここにある 加藤諦三

続Ａ型自分の説明書 JamaisJamais

続ざんねんないきもの事典 ざんねんすぎて愛おしい

側室顛末 妾屋昼兵衛女帳面 上田秀人

続々ざんねんないきもの事典 みんなちがうから、いい

族長の秋 ラテンアメリカの文学 １３ ガルシア＝マルケス∥〔著〕 鼓直∥訳

則天武后 上 津本陽∥著

則天武后 下 津本陽∥著

ソーグのひと夏
福音館日曜日文庫 オリヴィエ少年の物

語 ３
ロベール・サバティエ∥作 堀内紅子∥訳

続明暗 水村美苗∥著

ソクラテス
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３
中野幸次∥著

ソクラテスの弁明　クリトン 岩波版ほるぷ図書館文庫 プラトン∥著 久保勉∥訳

素行調査官 笹本陵平

そこへ行くな 井上荒野著

そ



「そこそこ」でいきましょう 岸本葉子著

そこなしもりのまんなかで おはなしパレード １０ いとうひろし∥さく

そこにある木たち 新日本子ども図書館 ３ 杉みき子∥作 村山陽∥絵

そこにいるのはだれ？ 福音館の幼児絵本 得田之久∥さく

そこに僕はいた 新潮文庫 辻仁成∥著

組織犯罪 読売新聞社会部治安取材班著

そしたらそしたら 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎文　柚木沙弥郎絵

そして、カエルはとぶ！ 広瀬寿子∥作 渡辺洋二∥絵

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

そして今日も川は流れる 心にのこる文学 ２３ 生源寺美子∥作 藤本四郎∥絵

そして、こうなった 我が老後 佐藤愛子∥著

そして殺人者は野に放たれる 日垣隆著

そして誰かいなくなった 夏樹静子∥著

そして、トンキーもしんだ たなべまもる∥ぶん かじあゆた∥え

そして奔流　新・病葉流れて 白川道著

そしてミランダを殺す ピーター・スワンソン

粗食のすすめ 秋のレシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめお弁当レシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめ 夏のレシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめ 夏のレシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめ 春のレシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめ 冬のレシピ 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

粗食のすすめレシピ集 幕内秀夫∥著 検見崎聡美∥料理

そだて！！タカのあかちゃん はじめて人工受精に成功 ポプラ・ノンフィクション ５４ 高橋進∥文 高橋冷子∥文 松永悳三∥写真

育てて、発見！「ゴーヤー」 真木文絵文　石倉ヒロユキ写真・文

育てて、発見！「トマト」 真木文絵文　石倉ヒロユキ写真・絵

「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木正美著

粗茶を一服　損料屋喜八郎始末控え 山本一力著

卒業 重松清著

卒業 雪月花殺人ゲーム 講談社文庫 東野圭吾∥〔著〕

卒業の夏 福武文庫 ペイトン∥著 久保田輝男∥訳

ソックス 売られていった子ネコ 文研じゅべにーる Ｂ・クリアリー∥作 黒沢浩∥訳 Ｂ・ダーウィン∥絵

そっくり王さま　大さわぎ ちいさな王さまシリーズ ２ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

そっと耳を澄ませば 三宮麻由子∥著

そ



外房線６０秒の罠 ＪＯＹ　ＮＯＶＥＬＳ 西村京太郎著

備えて安心！わが家の防災読本 保存版

其の一日 諸田玲子∥著

その女アレックス 文春文庫 ピエール・ルメートル著　橘明美訳

その鏡は嘘をつく 薬丸岳著

その先の道に消える 中村文則

その手をにぎりたい 柚木麻子

その時までサヨウナラ 山田悠介

その時歴史が動いた　冒険・挑戦編 三堂司　小だまたけし　虎影誠　大林かおる　沖隆次　大和虹一

その日　信太郎人情始末帖 文春文庫 杉本章子著

その日東京駅五時二十五分発 西川美和著

その人、独身？ 酒井順子著

その女の名は魔女　怪異名所巡り  2 ＳUZUME　BUS 赤川次郎著

その日のまえに 重松清著

その微笑の中に 阿部光子∥著

その街の今は 柴崎友香著

其の逝く処を知らず 阿片王・里見甫の生涯 西木正明∥著

そばかすイェシ ミリヤム・プレスラー∥作 斎藤尚子∥訳 山西ゲンイチ∥絵

そばかす先生のふしぎな学校　改訂新版 ヤン・ブジェフバ作　内田莉莎子訳

そばにおいてね！ほのぼのぬいぐるみ

ソバの絵本 そだててあそぼう ８ またのとしこ∥へん ひらのえりこ∥え

ソビエトのむかし話 イワンのでたらめ話ほか
大人と子どものための世界のむかし話

１９
田中泰子∥編訳

ソフィアの歌 五木寛之∥著

ソフィーとカタツムリ 児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス作　石随じゅん訳

ソフィーとガッシー マージョリー・ワインマン・シャーマット文　三原泉訳

ソフィーと黒ネコ 評論社の児童図書館・文学の部屋 ディック･ｷﾝｸﾞ＝スミス作　石随じゅん訳

ソフィーのさくせん 評論社の児童図書館･文学の部屋 ディック・キング＝スミス著　石随じゅん訳

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

ソフィのねがい 評論社の児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス著　石随じゅん訳

ソフィーのねがいごと ウェンディー・オルー∥文 ゆあさふみえ∥訳 むかいながまさ∥絵

ソフィーは子犬もすき 児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス作　石随じゅん訳

ソフィーは乗馬がとくい 評論社の児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス著　石随じゅん訳

ソフィーはとってもおこったの！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 モリー・バング∥さく おがわひとみ∥やく

祖父たちの零戦 講談社文庫 神立尚紀

そ



ソフトボール 改訂新版 講談社スポーツシリーズ 鈴木征∥著

祖父パーマー 横浜・近代水道の創設者 有隣新書 ５６ 樋口次郎∥著

祖母・母・娘の時代 岩波ジュニア新書 ９６ 鹿野政直∥著 堀場清子∥著

叛き者 疾風の義賊　二 辻堂魁

ソムリエ世界一の秘密 田崎真也物語 重金敦之∥著

ソメコとオニ 岩崎創作絵本 １１ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

染めと織りの旅
交通公社のＭＯＯＫ 別冊るるぶ愛蔵版

２０

そもそもこの世を生きるとは　佐藤愛子の箴言集２ 佐藤愛子著

そよ風ときにはつむじ風 池部良∥著

そよ風ときにはつむじ風 続 池部良∥著

そよ風ときにはつむじ風 続続 池部良∥著

そよ風とわたし おはなし名作絵本 ２３ 今江祥智∥文 上野紀子∥絵

そよ風の手紙　自閉症児りょうまとシングルファーザーの１８年 新保浩著

そよかぜ姫の冒険 千年の眠りからさめた竜 わくわくライブラリー 宮野素美子∥作 山内ふじ江∥絵

空色の小鳥 大崎梢著

そらいろのたね 改訂版 こどものとも傑作集 ２５ なかがわりえこ∥文 おおむらゆりこ∥絵

空色勾玉 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 荻原規子∥作

空をとぶ小人たち 岩波少年文庫 ２０４５ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

空をとぶ小人たち 小人の冒険シリーズ ４ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

空をとんだおんぼろ校舎 世界の傑作童話 ６ ルイス＝ソーヤー∥著 ヒュー＝トロイ∥画 山田なほみ∥訳

そらをとんだ　けいこのあやとり 福音館創作童話シリーズ やまわきゆりこ∥さく・え

空が落ちてくる 横浜大空襲 上坂高生∥作 藤沢友一∥画

空が落ちる 上 シドニィ・シェルダン∥著 天馬竜行∥訳

空が落ちる 下 シドニィ・シェルダン∥著 天馬竜行∥訳

空からおちてきた王子 メルヘン・ロマン

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

Ｃ・ネストリンガー∥作 Ｆ・Ｋ・ヴェヒター∥絵 佐々木田鶴子∥訳

空からおちてきたドラゴン 世界こどもの文学 ジャニス・エリオット∥作 熊谷鉱司∥訳 二本柳泉∥絵

空から来るもの 増田みず子∥著

空からの花束 太田治子∥著

空が割れる 藤田宜永著

空とぶ家 新しい世界の童話シリーズ ７ ウォルター・ホッジス∥著 渡辺茂男∥訳

空飛ぶ岩 若さま同心　徳川竜之助 風野真知雄

空飛ぶ虚ろ舟 古川薫∥著

空とぶかいぞくせん かいぞくポケット ２ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

そらとぶカカシ 福音館創作童話シリーズ スズキコージ∥著

そ



空飛ぶ寄生虫 藤田紘一郎∥著

空飛ぶ広報室 幻冬舎文庫 有川浩著

空飛ぶタイヤ 池井戸潤著

空飛ぶタイヤ　上 講談社文庫 池井戸潤

空飛ぶタイヤ　下 講談社文庫 池井戸潤

空とぶベッドと魔法のほうき 岩波少年文庫 ０７６ メアリー・ノートン∥作 猪熊葉子∥訳

空にうかんだ大きなケーキ
イタリアからのおくりもの　５つの小さ

なファンタジア
ジャンニ・ロダーリ作　よしとみあや訳

空にうかんだお城 フランス民話 山口智子∥訳 堀内誠一∥絵

そら、にげろ 赤羽末吉∥作

空にむかってともだち宣言 茂木ちあき

空の上で本当にあった心温まる物語 三枝理枝子著

空のうえにはなにがある？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい

マイク・マニング∥さく ブライタ・グランストローム∥さく せなあ

いこ∥やく

空の拳 角田光代著

空の散歩にさよなら Ｗ．Ｊ．Ｍ．ウィッパースベルク∥作 高橋洋子∥訳 花之内雅吉∥絵

空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ作

空のない星 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ レオニー・オソウスキー∥作 吉原高志∥訳

空の中 角川文庫 有川浩著

空のひしゃく北斗七星 大型絵本 かがくとなかよし Ｅ．Ｃ．クラップ∥文 ロビン・レクター・クラップ∥絵 藤田千枝∥訳

そらはだかんぼ！ 改訂版 はじめてよむ絵本 ５ 五味太郎∥作

そらはだかんぼ！ 改訂版 はじめてよむ絵本 ５ 五味太郎∥作

そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ作・絵

そらまめくんとめだかのこ こどものとも傑作集 なかやみわ∥さく

そらまめくんのあたらしいベット なかやみわさく

そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかやみわ作・絵

ソラマメばあさんをおいかけろ たかどのほうこ∥作

空ゆく舟 文学の森 沖井千代子∥作 石倉欣二∥絵

空より高く 重松清著

そりあそび
こどものとも傑作集 １０２ ばばばあ

ちゃんのおはなし
さとうわきこ∥さく・え

ソリちゃんのチュソク イオクベ∥絵と文 みせけい∥訳

素粒子・この小さな宇宙 科学者からの手紙 ７ 佐治晴夫∥文 風間史朗∥絵

それいけ！あかいきかんしゃ
アンドリュー・マクリーン∥作絵 ジャネット・マクリーン∥作絵 千

葉茂樹∥訳

それいけズッコケ三人組 こども文学館 ３ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

それいけ　ちびっこ作戦 ポプラ社の世界こどもの本 １０ フィリパ・ピアス∥作 百々佑利子∥訳 相沢るつ子∥画

それ行けミステリーズ 赤瀬川隼∥著

そ



それから… まどみちお∥詩

それぞれのかいだん 評論社の児童図書館・文学の部屋 アン・ファイン∥作 灰島かり∥訳

それぞれの世界へ 世界の子どもライブラリー マリア＝グリーペ∥作 山内清子∥訳

それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子著

それでも脳は学習する 山田規畝子著

それでもやっぱりがんばらない 鎌田實著

それにつけても今朝の骨肉 工藤美代子著

それほんとう？ 創作童話シリーズ 松岡享子∥さく 長新太∥え

それまでの明日 原寮

それゆけはしごしゃせいのびくん のりものえほん ７ 杉山径一∥ぶん 高橋透∥え

それは、あらしの夜だった ジャネット・アルバーグ∥作 アラン・アルバーグ∥作 佐野洋子∥訳

それはないよ！？　クレメンタイン クレメンタイン　３ サラ・ペニーパッカー作　前沢明枝訳

それは秘密の 乃南アサ著

ソ連が満洲に侵攻した夏 半藤一利∥著

そろそろ旅に 松井今朝子著

算盤が恋を語る話 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

ソロモン王の洞窟 世界の冒険文学　１０ 横田順彌

ソロモンの犬 道尾秀介著

ソロモンの偽証　第Ⅱ部　決意 宮部みゆき著

ソロモンの偽証　第Ⅰ部　事件 宮部みゆき著

ソロモンの偽証　第Ⅲ部　法廷 宮部みゆき著

ソロモンの指環 動物行動学入門 改訂版 コンラート・ローレンツ∥著 日高敏隆∥訳

そは何者 東郷隆∥著

孫悟空大あばれ 唐澄∥文 厳定憲∥〔ほか〕絵

存在の美しい哀しみ 小池真理子著

忖度 百万石の留守居役　（十） 上田秀人

そんなとき　どうする？ 岩波の子どもの本 セシル・ジョスリン文　モーリス・センダック絵　こみやゆう訳

そんなとき　なんていう？ 岩波の子どもの本 １０５
セシル・ジョスリン∥文 モーリス・センダック∥絵 たにかわしゅん

たろう∥訳

そんなのずるいや！ 児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ハーパー∥ぶん スーザン・ヘラルド∥え 小川仁央∥やく

そんなバカな！ 遺伝子と神について 竹内久美子∥著

孫文
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２７
横山英∥共著 中山義弘∥共著

孫文の女 西木正明著

だあれもいない？ わくわくライブラリー あまんきみこ∥作 渡辺洋二∥絵

だあれもいない？ 子どもの文学傑作選 あまんきみこ∥著 渡辺洋二∥絵

そ

た



たあんきぽおんきたんころりん　特製版 こどものともセレクション 長谷川摂子作　降矢なな絵

ダイアモンドヘッドの虹 夏樹静子∥著

タイ　アンコールワット 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き ２０

大暗室 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

第一級殺人弁護 中嶋博行∥著

ダイイング・アイ 東野圭吾著

ダイエットってなんだろう おとなになること ４ 宮淑子∥著 小泉るみ子∥絵

ダイエットに強くなる 岩波ジュニア新書 ２０９ 奥田拓道∥著

大往生 岩波新書　新赤版 ３２９ 永六輔∥著

体温を上げると健康になる 斎藤真嗣

大学活用法 岩波ジュニア新書 ３５７ 岩波書店編集部∥編

大学生になるきみへ　知的空間入門 岩波ジュニア新書 ４５２ 中山茂著

大合併 小説第一勧業銀行 高杉良∥著

タイガーと呼ばれた子 愛に飢えたある少女の物語 トリイ・ヘイデン∥著 入江真佐子∥訳

大河の一滴 五木寛之∥著

代がわり　鎌倉河岸捕物控　十一の巻き 鎌倉河岸捕物控え 佐伯泰英

対岸の彼女 角田光代著

代官山コールドｹｰｽ 佐々木譲著

大義　九 鬼役 坂岡真

大義賊 もんなか紋三捕物帳 井川香四郎

第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳

大吸血時代 デイヴｲッド・ソズノウスキ著　金原瑞人，大谷真弓[共]訳

対極 鬼田　隆治

太極拳 ＮＨＫやさしい健康体操 楊名時∥著 徳山勝子∥著

タイキルとジョッコ まいえかずお∥作 スズキコージ∥画

大空襲５月２９日 第二次大戦と横浜 新版 有隣新書 １９ 今井清一∥著

退屈な迷宮 「北朝鮮」とは何だったのか 関川夏央∥著

退屈のすすめ 五木寛之著

退屈姫君海を渡る 米村圭伍著

退屈姫君これでおしまい 新潮文庫 米村圭伍著

だいくとおにろく こどものとも傑作集 ３６ 松居直∥再話 赤羽末吉∥画

第九の日　The Tragedy oｆ Joy 瀬名秀明著

代行返上 幸田真音著

太公望 上 宮城谷昌光∥著

た



太公望 中 宮城谷昌光∥著

太公望 下 宮城谷昌光∥著

大国の掟 ＮＨＫ出版新書 佐藤優著

大黒柱の孤独 自讃ユーモア短篇集　２ 集英社文庫 佐藤愛子∥著

大黒屋光太夫 上 吉村昭∥著

大黒屋光太夫 下 吉村昭∥著

太鼓たたいて笛ふいて 井上ひさし∥著

太古の血脈 藤木稟著

醍醐の桜 水上勉∥著

第五番　無痛Ⅱ 幻冬舎文庫 久坂部羊著

だいこん 山本一力著

大根足 居酒屋お夏　四 岡本さとる

大西郷という虚像 原田伊織著

第三の嘘 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ アゴタ・クリストフ∥著 堀茂樹∥訳

第三の女 集英社文庫 夏樹静子∥著

第三の女
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐２

５
アガサ・クリスティー∥著 小尾芙佐∥訳

第三の時効 横山秀夫∥著

大地震 生と死 佐瀬稔∥著

大事なことはみーんな猫に教わった スージー・ベッカー∥著 谷川俊太郎∥訳

だいじなとどけもの
世界傑作童話シリーズ はじめてよむど

うわ ４

モーリス・センダック∥え Ｅ．Ｈ．ミナリック∥ぶん まつおかきょ

うこ∥やく

だいじなはこをとりかえせ めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく マーク・シマント∥え 神宮

輝夫∥やく

体脂肪を落とす正しい歩き方（ウォーキング） 朝の１０分でこんな

にトクする

Ｓｅｉｓｈｕｎ　ｓｕｐｅｒ　ｂｏｏｋ

ｓ
青木純一郎∥監修

体脂肪計タニタの社員食堂　５００ｋｃaｌのまんぷく定食 タニタ著

第十の予言 ジェームズ・レッドフィールド著　山川紘矢，山川亜希子 ［共］ 訳

代償 角川文庫 伊岡瞬

隊商 キャラバン 岩波少年文庫 ２０８１ ハウフ∥作 高橋健二∥訳

大正天皇 朝日選書 ６６３ 原武史∥著

大正美人伝　林きむ子の生涯 森まゆみ著

だいじょうぶだいじょうぶ りとる １３ いとうひろし∥作・絵

大小便のはなし 人間の知恵 ３０ 藤田千枝∥著

退職勧告 江波戸哲夫∥著

耐震技術のはなし 永井達也∥編著

大森林の少年 キャスリン・ラスキー∥作 ケビン・ホークス∥絵 灰島かり∥訳

ダイスをころがせ！ 真保裕一∥著

た



大図解九竜城 九竜城探検隊∥写真・文

大好き！スクラップﾌﾞｯｷﾝｸﾞ　思い出の写真で、すてきなアルバムを 久米英美子著

だいすきだよ、ハッチさん
アイリーン・スピネリ∥文 ポール・ヤロウィッツ∥絵 こみやまみの

り∥訳

だいすきっていいたくて
カール・ノラック∥ぶん クロード・Ｋ・デュボワ∥え 河野万里子∥や

く

大好きな家具と暮らす スタイルのある家具＆インテリアＢＯＯＫ 主婦の友生活シリーズ

大好きな韓国 四方田犬彦∥著

ダイズ・大豆 やさしい科学 末松茂孝∥著

大豆、豆腐、みそ、納豆が効くレシピ１０１ 世界中で注目される大

豆パワーの秘密を公開！

マイライフシリーズ特別版 お料理塾シ

リーズ ３１
落合敏∥監修 今泉久美∥料理

ダイズの絵本 そだててあそぼう ９ こくぶんまきえ∥へん うえのなおひろ∥え

たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく レナード・ワイスガード∥え

うちだややこ∥やく

大切なひとへ生きることば 瀬戸内　寂聴

体操競技 男子編 改訂版 講談社スポーツシリーズ 金子明友∥著

大草原の小さな家
世界傑作童話シリーズ インガルス一家

の物語 ２

ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 恩地三保子∥訳 ガース・ウイ

リアムズ∥画

大草原の『小さな家の料理の本』 ローラ・インガルス一家の物語か

ら

バーバラ・Ｍ・ウォーカー∥文 ガース・ウィリアムズ∥絵 本間千枝

子∥共訳 こだまともこ∥共訳

大草原の小さな家 ローラのふるさとを訪ねて 求龍堂グラフィックス
ウィリアム・Ｔ・アンダーソン∥文 谷口由美子∥構成・訳・文 レス

リー・Ａ・ケリー∥写真

大草原の小さな町 改版 岩波少年文庫 ３０３２ ローラ物語 ３ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

大造じいさんとガン 新版 子ども図書館 椋鳩十∥作 井口文秀∥画

大・大往生 鎌田實著

大脱走　裏切りの姫 中公文庫 鈴木英治著

大地 １ 新潮文庫 パール・バック∥〔著〕 新居格∥訳 中野好夫∥補訳

大地 ２ 新潮文庫 パール・バック∥〔著〕 新居格∥訳 中野好夫∥補訳

大地 ３ 新潮文庫 パール・バック∥〔著〕 新居格∥訳 中野好夫∥補訳

大地 ４ 新潮文庫 パール・バック∥〔著〕 新居格∥訳 中野好夫∥補訳

大地に歌は消えない 大日本ジュニアブックス・フィクション ウィリアム・Ｈ・アームストロング∥作 清水真砂子∥訳

大地の動きをさぐる 岩波科学の本 ８ 杉村新∥〔著〕

大地の牙　満州国演義６ 船戸与一著

大地の子 上 山崎豊子∥著

大地の子 中 山崎豊子∥著

大地の子 下 山崎豊子∥著

『大地の子』と私 山崎豊子∥著

大地の躍動を見る 新しい地震・火山像 岩波ジュニア新書 ３５９ 山下輝夫∥編著

だいちゃんとうみ こどものとも傑作集 ３８ 太田大八∥さく・え

隊中さま 城野隆著

大地は荒れはてるか？ 地球の健康診断 ３ 小森長生∥著

た



大転換 長谷川慶太郎の大局を読む　緊急版 長谷川慶太郎

大東亜戦争　本土空襲全史

大導寺一族の滅亡 六道ケ辻 栗本薫∥著

大導寺竜介の青春 六道ケ辻 栗本薫∥著

大盗の夜 土御門家・陰陽事件簿 澤田ふじ子

台所昆虫記 やさしい科学 佐藤有恒∥著

台所でみつけた宝石 塩の結晶をしらべる 子ども科学図書館 田中実∥文 浅野利治∥絵

台所のおと 幸田　文

台所のはなし 人間の知恵 １４ 佐々木和子∥著

台所のマリアさま 児童図書館・文学の部屋 ルーマー・ゴッデン∥〔作〕 猪熊葉子∥訳

ダイドーと父ちゃん ジョーン・エイキン著　こだまともこ訳

第二次大戦の潜水艦 三省堂図解ライブラリー リチャード・ハンブル∥文 マーク・バーギン∥画 江畑謙介∥訳

タイニーストーリーズ 山田詠美著

第Ⅱ捜査官 安東能明

タイニー･タイニー･ハッピー 角川文庫 飛鳥井千砂著

大熱血闘病記 永倉万治∥著

タイの田舎から日本が見える 人間選書 １９７ 山下惣一∥著

タイのお茶、アジアのお茶 森下ヒバリ著

たいのしま 野村たかあき∥作・絵

タイのむかし話 ストン王子とマノーラー姫ほか
大人と子どものための世界のむかし話

１０
吉川利治∥編訳

第八森の子どもたち 世界傑作童話シリーズ
エルス・ペルフロム∥作 ペーター・ファン・ストラーテン∥絵 野坂

悦子∥訳

タイ　バンコク　アユタヤ　プーケット　チェンマイ ワールドガイド　アジア　２

大帆船 国際帆船レース カラーアルバム ４ 安藤聡雄∥写真と文

大帆船 輪切り図鑑 トラファルガーの海戦をたたかったイギリスの軍

艦の内部を見る
Ｓ・ビースティー∥画 Ｒ・プラット∥文 北森俊行∥訳

大悲の海に覚鑁上人伝 新潮文庫 津本陽∥著

代表作時代小説 平成６年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成４年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成５年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成７年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成８年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成９年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成１０年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成１１年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成１２年度 日本文芸家協会∥編

た



代表作時代小説 平成１５年度 日本文芸家協会∥編

代表作時代小説 平成１６年度 日本文芸家協会編

代表作時代小説 平成１3年度 日本文芸家協会編

代表作時代小説 平成１4年度 日本文芸家協会編

代表作時代小説 平成17年度 日本文芸家協会編

代表作時代小説　平成21年度　男と女秘めた想いを 日本文藝家協会編

代表作時代小説　平成二十六年度　時を超える熱き思い、絆と志 日本文藝家協会編

代表作時代小説　平成１８年度　長屋のさざめき、荒城の夢 日本文藝家協会編

代表作時代小説　平成１９年度　人情と艶、想い溢れて 日本文藝家協会編

代表作時代小説　平成二十五年度　生きざまに熱き思いを重ね合わ

せ
日本文芸家協会[編]

代表作時代小説　平成二十三年度　想い想われ、情けが沁みる 日本文芸家協会[編］

代表作時代小説　平成二十二年度　凛とした生きざま、惚れ惚れと 日本文藝家協会編

代表作時代小説　平成二十四年度　重なる心、触れ合う身体、ただ

温かく
日本文芸家協会[編］

代表作時代小説　平成２０年度　町屋の情け、宿場のえにし 日本文藝家協会編

台風にのる フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

だいふくもち こどものとも傑作集 ５５ 田島征三∥さく・え

大富豪同心 八巻卯之吉　放蕩記 幡大介

太平記 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１４ 平岩弓枝著

大平原にかける夢 少年トムの１，５００日 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ウォルター・Ｄ・エドモンズ∥作 斉藤健一∥訳

太平天国戦記 柘植久慶著

たいへんたいへん イギリス昔話 こどものともコレクション ’６４～’７２ 渡辺茂男∥やく 長新太∥え

「大変」な時代 常識破壊と大競争 堺屋太一∥著

たいへんはがないの
エイミー・マクドナルド文　マージョリー・プライスマン絵　角野

栄子訳

大望遠鏡「すばる」誕生物語 星空にかけた夢 ノンフィクション知られざる世界 小平桂一∥著

大暴落　ガラ 内閣総理大臣・三崎皓子 幸田　真音

大名倒産　上 浅田　次郎

大名倒産　下 浅田　次郎

大名盗賊 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

大名火消し ケンカ十番勝負！ 土橋章宏

タイム 深谷忠記∥著

タイムフライズ ときをとびぬけて エリック・ローマン∥作

タイムマシン フォア文庫 ウェルズ著　塩谷太郎著

タイムマシン 世界の冒険文学　２ 眉村卓

タイム屋文庫 朝倉　かすみ

た



タイムライン 上 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

タイムライン 下 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

大迷走 逢坂剛著

ダイヤの館の冒険 ミス・ビアンカシリーズ ２ マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

ダイヤモンドダスト 南木佳士∥著

ダイヤモンドの都　シェーラひめのぼうけん　３ フォア文庫 村山早紀著

ダイヤモンドより平和がほしい　子ども兵士・ムリアの告白 後藤健二著

たいよう たのしいかがく
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん ヘレン・ボーテン∥え 林親仙∥

やく

太陽 宇宙たんけんたい　１ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

太陽へとぶ矢 インディアンにつたわるおはなし ジェラルド・マクダーモット∥さく じんぐうてるお∥やく

太陽を曳く馬　上 高村薫著

太陽を曳く馬　下 高村薫著

太陽系のおいたち カラー版自然と科学 ４１ 小森長生∥著

太陽系の惑星 宇宙たんけんたい　３ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

太陽黒点 広済堂文庫 山田風太郎傑作大全 ２４ 山田風太郎∥著

たいようとうちゅうのほし 幼児の科学 ４ 北田卓史∥〔絵〕 鈴木三枝子∥文

太陽と月になった兄弟 ボリビア民話 日本傑作絵本シリーズ 秋野靭子∥再話・絵

太陽の馬 上 落合信彦∥著

太陽の馬 下 落合信彦∥著

たいようのおなら 子どもの詩集 灰谷健次郎∥〔ほか〕編 長新太∥絵

太陽の木の枝 ジプシーのむかしばなし １ フィツォフスキ∥再話 内田莉莎子∥訳 堀内誠一∥画

太陽の木の枝 ジプシーのむかしばなし　１ フィツォフスキ再話　内田莉莎子訳

太陽の子 てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷健次郎∥作 田畑精一∥絵

太陽の子と氷の魔女 カラー版 子ども図書館 ジャンナ・Ａ・ウィテンゾン∥著 田中かな子∥訳

たいようのこども、ワイラ エウセビオ・トポーコ∥作・絵 やなぎやけいこ∥訳

太陽の神殿 タンタンの冒険旅行 ７ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

太陽の座る場所 文春文庫 辻村深月著

太陽の戦士
ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 チャールズ・キーピング∥

絵

太陽の棘 文春文庫 原田マハ著

太陽のパスタ、豆のスープ 集英社文庫 宮下奈都著

太陽の東月の西 改版 岩波少年文庫 ２０６４ アスビョルンセン∥編 佐藤俊彦∥訳

太陽のふしぎ　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　５ 藤井旭著

たいようのぼうや 新しい世界の幼年童話 １４
ズデニェク＝カ＝スラビー∥さく うちだりさこ∥やく せがわやすお∥

え

太陽の村 朱川湊人著

た



第四解剖室 新潮文庫 スティーヴン・キング著　白石朗〔等〕訳

第四権力　スキャンダラス・テレビジョン 高杉良著

平将門 嵐の中の日本人シリーズ ９ 颯手達治∥著 中沢正人∥絵

大陸はうごいている 地球の話 自然科学シリーズ ２４ 大竹政和∥著

タイル 柳美里∥著

「対話」劣等生の眠たい日本人 クライン孝子∥著

台湾 改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

台湾　台北　台中　高雄　台南　花蓮 ワールドガイド　アジア　９

ダーウィン 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 八杉竜一∥訳

ダ・ヴィンチ・コード　下 ダン・ブラウン著　越前敏弥訳

ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン著　越前敏弥訳

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー著　斉藤倫子訳

ダーウィンの世界一周 科学の本
ミリセント・Ｅ・セルサム∥著 アンソニー・ラビエリ∥画 瀬田貞二∥

訳

ダーウィンのミミズの研究 たくさんのふしぎ傑作集 新妻昭夫∥文 杉田比呂美∥絵

ダウン症児の育児学 藤田弘子∥編著

タオ・チーの夏休み日記 岩波少年文庫復刻版 シエピンシン∥作 倉石武四郎∥訳

タオルでつくるぬいぐるみ ハンドクラフトシリーズ １３２ 佐藤昌彦∥〔著〕

斃れし者に水を 渡辺容子∥著

高い音ひくい音 たのしいかがく
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん ポール・ガルドーン∥え 松田

道郎∥やく

たかいたかいらいおん らいおんえほん ３ 八木田宜子∥文 長新太∥絵

高城順子の果実酒・ジャム・ピクルス ナチュラル派の作りおき ＮＨＫきょうの料理シリーズ 高城順子∥著

高く手を振る日 黒井千次著

高砂　なくて七癖あって四十八癖 宇江佐真理著

高杉晋作 上 池宮彰一郎∥著

高杉晋作 下 池宮彰一郎∥著

高杉晋作 嵐の中の日本人シリーズ １２ 松永義弘∥著 成瀬数富∥絵

高杉晋作 ２ 山岡荘八歴史文庫 ７８ 山岡荘八

高杉晋作 ３ 山岡荘八歴史文庫 ７９ 山岡荘八

高杉晋作　１ 山岡荘八歴史文庫 山岡荘八

高瀬川女船歌 澤田ふじ子

たかたか山のたかちゃん 中川李枝子∥さく 中川画太∥え

高嶺の花殺人事件 講談社文庫 太田蘭三著

鷹の巻　安囲いの女 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

高橋竹山に聴く 津軽から世界へ 集英社新書 ００４６ 佐藤貞樹∥著

た



鷹姫さま　お鳥見女房 諸田玲子著

高松宮と海軍 阿川弘之∥著

高峰秀子の捨てられない荷物 斎藤明美∥著

高村光太郎 日本の詩 高村光太郎∥〔著〕 岡庭昇∥編

高村光太郎詩集 岩波文庫 高村光太郎∥著

タガメはなぜ卵をこわすのか？ 水生昆虫の〈子殺し行動〉の発見 わたしの研究 ７ 市川憲平∥文 今井桂三∥絵

高山右近 加賀乙彦∥著

高山・飛騨 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

だから、あなたも生きぬいて 大平光代∥著

だからオペラは面白い 舞台裏の本当の話 佐々木忠次∥著

高らかな挽歌 高井有一∥著

だからこうなるの 我が老後 佐藤愛子∥著

だから荒野 桐野夏生著

だから荒野 文春文庫 桐野夏生著

たからさがし こどものとも傑作集 ９９ なかがわりえこ∥〔作〕 おおむらゆりこ∥〔絵〕

たからさがし 市川里美∥作・絵

宝さがしの子どもたち 福音館古典童話シリーズ １２ Ｅ・ネズビット∥作 吉田新一∥訳 スーザン・アインツィヒ∥画

宝島 福音館古典童話シリーズ １８ スティーブンソン∥作 坂井晴彦∥訳 寺島竜一∥画

宝島 岩波少年文庫 ３００１ スティーブンスン∥作 阿部知二∥訳

宝島 宗田理

だからそっとおやすみなさい
講談社の翻訳絵本　クラシックセレク

ション

マーガレット・ワイズ・ブラウン文　ガース・ウィリアムズ絵　木

本栄訳

宝船まつり 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

だから、僕は学校へ行く！ 乙武洋匡著

だから、ぼくは強いクマなんだ 世界のどうわ イリーナ・コルシュノウ∥作 虎頭恵美子∥訳 ペーター・レップ∥絵

たからものくらべ 杉山亮∥作 中西恵子∥絵

たからものとんだ あかね幼年どうわ ４５ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

たからもの　深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子著

焚火の終わり 上 宮本輝∥著

焚火の終わり 下 宮本輝∥著

ダーク 桐野夏生∥著

抱く女 桐野夏生著

たくさんのお月さま
ジェームズ・サーバー∥文 ルイス・スロボドキン∥絵 なかがわちひ

ろ∥訳

ダーク ゾーン 貴志祐介著

だくちるだくちる はじめてのうた 日本傑作絵本シリーズ 阪田寛夫∥文 長新太∥絵

た



啄木が殺した女 ノン・ノベル 日下圭介∥著

啄木歌集 岩波文庫 石川啄木∥著

たくましい子に育てよう　スポーツで育てる心・技・体 佐藤泰正著

濁流 高杉良∥著

濁流資金 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

たけくらべ・山椒大夫 少年少女日本文学館　１ 樋口一葉　森鴎外　小泉八雲

竹細工の絵本 つくってあそぼう［１７］ 内村悦三･近藤幸男［編］　土橋とし子絵

タケ・ササ ＮＨＫ趣味の園芸：作業１２か月 １６ 室井綽∥著

竹田出雲集 日本古典選 〔竹田出雲∥原作〕 鶴見誠∥校註

武田信玄 嵐の中の日本人シリーズ １５ 童門冬二∥著 成瀬数富∥絵

ターゲット 楡周平∥著

竹取物語 伊勢物語 日本古典選 南波浩∥校註 南波浩∥校註

竹取物語 伊勢物語 岩波版ほるぷ図書館文庫 阪倉篤義∥校訂 大津有一∥校注

竹取物語　伊勢物語 ２１世紀版　少年少女古典文学館　２ 北杜夫　俵万智[共］著

竹人形殺人事件 内田康夫

タケの絵本 そだててあそぼう　６９ 内村悦三編　石井聖岳絵

竹ノ御所鞠子 杉本苑子∥著

竹久夢二子どもの四季 絵本名画館 別冊太陽 竹久夢二∥著

竹久夢二殺人の記 講談社ノベルス 西村京太郎∥著

竹屋ノ渡 居眠り磐音江戸双紙　５０ 佐伯泰英

駄犬道中おかげ参り 土橋章宏

凧 茂出木雅章∥文 日本の凧の会∥監修

たこをあげるひとまねこざる 改版 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ∥文 Ｈ．Ａ．レイ∥絵 光吉夏弥∥訳

たこをあげるひとまねこざる 大型絵本 マーガレット・レイ∥文 Ｈ．Ａ．レイ∥絵 光吉夏弥∥訳

凧をみる武士 宝引の辰捕者帳 泡坂妻夫∥著

たこたこあがれ 園の生活１２か月 １０　１月のお話 長崎源之助∥さく 長野ヒデ子∥え

だごだごころころ 日本傑作絵本シリーズ 石黒　子∥再話 梶山俊夫∥再話 梶山俊夫∥絵

たこなんかじゃないよ こどものとも傑作集 秋野和子文　秋野亥左牟絵

タコボー おはなしパレード 井上洋介∥作

田崎真也のフランスワイン＆シャンパーニュ事典 日経ムック

他殺の効用 内田康夫

ダーシェンカ カレル・チャペック∥〔著〕 伴田良輔∥監訳

たしかめてみよう たのしいかがくあそび かがくのほん
ローズ・ワイラー∥ぶん ジェラルド・エイムズ∥ぶん タリバルジ

ス・スチュービス∥え 吉村証子∥やく

たしかめてみよう たのしいかがくあそび かがくのほん
ローズ・ワイラー∥ぶん ジェラルド・エイムズ∥ぶん タリバルジ

ス・スチュービス∥え 吉村証子∥やく

た



たしざんの本 ぼくのさんすう・わたしのりか １１ 銀林浩∥〔著〕 山下正人∥え

ターシャ・テューダーのガーデン
トーヴァ・マーティン∥著 リチャード・Ｗ・ブラウン∥写真 相原真

理子∥訳

タスキメシ 課題図書 額賀澪著

たすけ鍼 山本一力著

尋ね人の時間 新井満∥著

たす　ひく　なあに？ ぼくのさんすう・わたしのりか １ 相原昭∥〔著〕 桑原伸之∥え

黄昏 新剣客太平記　六 岡本さとる

たそがれ歌麿　新古着屋総兵衛　（九） 新古着屋総兵衛　九 佐伯泰英

黄昏国 銀色夏生∥著

誰そ彼（が）れ心中 諸田玲子∥著

たそがれ清兵衛 藤沢周平∥著

黄昏に歌え なかにし礼著

黄昏に眠る秋 ハヤカワ・ミステリー ヨハﾝ・テオリン著

黄昏のストーム・シーディング 大岡玲∥著

黄昏のダンディズム 村松友視∥著

黄昏の百合の骨 恩田陸著

ただいまお仕事中 大きくなったらどんな仕事をしてみたい？ おちとよこ∥文 秋山とも子∥絵

ただいま！マラング村　タンザニアの男の子のお話 課題図書 ハンナ・ショット作　佐々木田鶴子訳

戦いすんで日が暮れて 講談社文庫 佐藤愛子著

叩かれる父 勝目梓著

たたかわないダイエット 正しく食べて、しっかり痩せよう！ 丸元淑生∥著

正しい暮し方読本 五味太郎∥作

正しい保健体育 よりみちパン！セ　０５ みうらじゅん著

正しいか？誤りか？それは問題じゃない　話しことばのフィールド

ワーク
Ferris　Books　１３ 斎藤孝滋著

だだずんじゃん 川崎洋∥詩 和田誠∥絵

「ただの人」の人生 関川夏央∥著

たたみのはなし 人間の知恵 ２１ 山口泰子∥著

たたんでむすんでぬのあそび かがくのとも傑作集 平野恵理子作

立原正秋 高井有一∥著

立原道造 日本の詩 立原道造∥〔著〕 馬渡憲三郎∥編

タチ はるかなるモンゴルをめざして 児童図書館・文学の部屋 ジェイムズ・オールドリッジ∥作 中村妙子∥訳

立ち向かう者たち 東直己著

ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン∥さく さいおんじさちこ∥やく

ターちゃんとルルちゃんのはなし このまえのにちようび １ たかどのほうこ∥作・絵

た



ダチョウのくびはなぜながい？ アフリカのむかしばなし
ヴァーナ・アーダマ∥文 マーシャ・ブラウン∥絵 まつおかきょうこ∥

訳

タッカーのいなか 児童図書館・文学の部屋 ジョージ・セルデン∥作 吉田新一∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

卓球 Ｊスポーツシリーズ ８ 松下浩二∥著

卓球 正しい基本技術を学ぼう 講談社スポーツシリーズ 長谷川信彦∥著

ダックとディーゼル機関車 汽車のえほん　１３
ウィルバート･オードリー作　ジョン・ケニー絵　桑原三郎･清水周

裕訳

だっこして にしまきかやこあかちゃんの本 にしまきかやこ∥作

だっこしていいこいいこ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フィリス・ルート∥ぶん ジル・バートン∥え まつかわまゆみ∥やく

だっこだっこだーいすき ０・１・２・えほん かみじょうゆみこ文　１００％ORANGE絵

獺祭 軍鶏侍　② 野口卓

たった、それだけ 双葉文庫 宮下奈都

たった１分で人生が変わる　片づけの習慣 小松易

たった５分で体が変わる　すごい熱刺激 井本邦昭著

たった一人の再挑戦 早期退職者５５人行動ファイル 加藤仁∥著

韃靼疾風録 上巻 司馬遼太郎∥著

韃靼疾風録 下巻 司馬遼太郎∥著

韃靼の馬 辻原登著

たっちゃんといなり大明神 創作童話シリーズ ２４ 筒井敬介∥作 井上洋介∥画

たっちゃんとトムとチム 新版 子ども図書館 大石真∥作 長野ヒデ子∥画

だってだってのおばあさん フレーベルのえほん ３ さのようこ∥作・絵

たつのおとしご ロバート・モリス∥文 アーノルド・ローベル∥絵 杉浦宏∥訳

たつのおとしご 新日本動物植物えほん ２‐２ 武田正倫∥ぶん 渡辺可久∥え

タツノオトシゴ　ひっそりくらすなぞの魚 児童図書館・絵本の部屋 クリス・バターワース文　ジョン・ローレンス絵

龍の子太郎 新版 児童文学創作シリーズ 松谷みよ子∥著 田代三善∥絵

龍の子太郎 子どもの文学傑作選 松谷みよ子∥著 田代三善∥絵

竜飛岬殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 山村美紗∥著

たつまきの夜 アイビ・ラックマン著　夏目道子訳

辰巳八景 山本一力著

タティングレースの素敵なこもの レディブティックシリーズ

建具職人の千太郎 岩崎京子著

たてとよこ ぼくのさんすう・わたしのりか １５ 関沢正躬∥〔著〕 桑原伸之∥え

伊達政宗 嵐の中の日本人シリーズ １４ 松永義弘∥著 成瀬数富∥絵

たてもの野外博物館探見 明治村から江戸東京たてもの園まで全国３

５館
ＪＴＢキャンブックス 歴史 ５ 広岡祐∥著

刺青（タトゥー）白書 樋口有介∥著

多読術 ちくまプリマー新書 松岡正剛

た



田中角栄　１００の言葉 別冊宝島編集部　[編]

田中正造 岩波ジュニア新書 ２３１ 佐江衆一∥著

たなばた こどものとも傑作集 ４９ 君島久子∥再話 初山滋∥画

たなばた にほんむかしばなし 岩崎京子∥文 鈴木まもる∥絵

たなばたものがたり たなばたシリーズ 北田伸∥脚本 三谷靭彦∥画

田辺写真館が見た“昭和’ 田辺聖子著

田辺聖子の小倉百人一首 続 田辺聖子∥著 岡田嘉夫∥絵 田辺勝世∥書

田辺聖子の小倉百人一首 〔正〕 田辺聖子∥著 岡田嘉夫∥絵 田辺勝世∥書

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ･マクリントック著　福本友美子訳

谷川流　攻めの手筋 将棋 谷川浩司

多肉植物の楽しみがわかる本　実例とショップの多彩なアレンジア

イディアが魅力！
学研インテリアムック

谷は眠っていた 富良野塾の記録 倉本聡∥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

他人を見下す若者たち 講談社現代新書 速水敏彦著

タヌキ カラー自然シリーズ ７２ 富士元寿彦∥文・解説・写真

たぬき学校 日本の子ども文庫 １ 今井誉次郎∥〔作〕

たぬき学校 紙しばい名作選 今井誉次郎∥作 和田義三∥画

タヌキの丘 森の新聞 １２ 小川智彦∥著

タヌキのきょうしつ 課題図書 山下明生

たぬきの子 新日本動物植物えほん １７ 増井光子∥ぶん 滝波明生∥え

狸の幸福 夜明けの新聞の匂い 曽野綾子∥著

タヌキまるごと図鑑 子ども科学図書館 盛口満∥作

たぬきむかし むかしむかし絵本 ２３ よしざわかずお∥ぶん ふくだしょうすけ∥え

田沼の置文　乾蔵人隠密秘録（二） 光文社文庫 藤井邦夫

種をまく人 ポール・フライシュマン∥著 片岡しのぶ∥訳

たねがとぶ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 甲斐信枝∥さく

たねがとぶ かがくのとも絵本 甲斐信枝さく

たねからめがでて 新版 かこ・さとしかがくの本 ３ かこさとし∥著 若山憲∥絵

たねそだててみよう みつけようかがく
ヘレン　J．ジョルダン作　ロレッタ　クルピンスキ絵　佐藤洋一郎

訳

種と芽ばえ カラー版自然と科学 ７ 浅野明∥著

たねのずかん とぶ・はじける・くっつく みるずかん・かんじるずかん 金の本 高森登志夫∥え 古矢一穂∥ぶん

たねのゆくえ 科学のアルバム ６２ 埴沙萠∥著

たねのりょこう かがくのほん アーマ　Ｅ．ウェバー∥ぶん・え 滝沢海南子∥やく

たのきゅう
日本民話かみしばい選 おばけがいっぱ

い
渋谷勲∥脚本 藤田勝治∥画

た



たのしいいちにち はじめてのこぐまちゃん 若山憲∥〔作〕

たのしい絵の教室 新版みつばちぶっくす １０ 武内和夫∥〔著〕

たのしいおやつ 小林カツ代∥さく 尾崎曜子∥え

たのしいおりがみ おりがみえほん ２ 川並知子∥著

たのしい化石採集 井尻正二∥著 石井良治∥著

たのしいカットワーク 岡村安子∥著

たのしい川べ ヒキガエルの冒険 岩波の愛蔵版 １７ ケネス・グレーアム∥作 石井桃子∥訳

楽しい鉱物図鑑 堀秀道∥著

楽しい鉱物図鑑 ２ 堀秀道∥著

楽しい昆虫採集 奥本大三郎∥著 岡田朝雄∥著

楽しい集団集会ゲーム 保育のアイデアシリーズ ５ 今井弘雄∥著

たのしい図画工作 ８ 組み紙 羽場徳蔵∥著

楽しいスケート遠足 ヒンダ・ファン・ストックム作　ふなとよし子訳

楽しいスモック刺しゅう 簡単なテクニックで作るなつかしく新しい

ＧＯＯＤＳ
松本良子∥著

楽しい創作入門 岩波ジュニア新書 ２８６ 三浦正雄∥著

たのしいゾウの大パーティー パウル・ビーヘル∥作 大塚勇三∥訳

たのしいたしざんしっかりひきざん かこ・さとしのえほんでべんきょう ２ かこさとし∥著

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

たのしいトランプ・ゲームハンドブック

たのしいなサファリバス 乗りものパノラマシリーズ 小賀野実　写真・文

たのしいなつ ロイス・レンスキー作　さくまゆみこ訳

たのしいはりえ ペーパーランド ２ 寺門保夫∥作

たのしいビーズ屋さん マスコット・アクセサリー・プロミスリング

たのしいふゆごもり 日本傑作絵本シリーズ 片山令子∥作 片山健∥絵

楽しい盆栽入門 高柳良夫著

楽しい街のピアノ教室 おかあさんと教師と子供の生き生き音楽体験 平岡あや子∥著

たのしいムーミン一家 講談社青い鳥文庫 ０２１‐１ トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

たのしいムーミン一家 講談社文庫 ヤンソン著

楽しい！もりあがる！レクリエーション・ゲーム集１０７

楽しき熱帯 奥本大三郎∥著

たのしく読めるアメリカ文学 作品ガイド１５０ シリーズ文学ガイド ２ 高田賢一∥〔ほか〕編著

たのしく読める英米女性作家 作品ガイド１２０ シリーズ文学ガイド ５ 久守和子∥〔ほか〕編著

たのしむ数学１０話 岩波ジュニア新書 １４２ 足立恒雄∥著

楽しむ四字熟語 岩波ジュニア新書 １９９ 奥平卓∥著 和田武司∥著

た



頼みある仲の酒宴かな　縮尻鏡三郎 佐藤雅美著

たば風　蝦夷拾遺 宇江佐真理著

タバコってなんだろう おとなになること １ 北沢杏子∥著 井上正治∥絵

タバコとわたしたちの環境 世界はいま… 生活環境編 ジュディス・コンドン∥著 藤生良博∥監訳

旅、あきらめない　高齢でも、障害があっても 鎌田實著

旅うなぎ 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

旅芸人の世界 朝日文庫 朝日新聞社∥編

旅路の果て モンゴメリーの庭で メアリー・フランシス・コーディ∥作 田中奈津子∥訳

旅仕舞 新・酔いどれ小籐次　十四 佐伯泰英

旅するアンデルセン デンマーク紀行 求龍堂グラフィックス 木村由利子∥著 西森聡∥著

旅する力　深夜特急ノート 沢木耕太郎著

旅するベッド ジョン・バーニンガム∥作 長田弘∥訳

たびだち
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

旅発 聡四郎巡検譚 上田秀人

旅立ノ朝 居眠り磐音江戸双紙　５１ 佐伯泰英

旅で覚えた　アジア的シンプル生活術 向山昌子

旅とスケッチ・鎌倉　思い出を一枚の絵に あるすぶっくす　３６

旅に出たい 池内紀∥著

旅猫リポート 有川浩著

旅のいろ 北方謙三著

旅の絵本 ２ 安野光雅∥〔著〕

旅の絵本 ３ 安野光雅∥〔著〕

旅の絵本 〔１〕 安野光雅∥〔著〕

旅の絵本 ４ 安野光雅∥〔著〕

旅の絵本 ５ 安野光雅∥〔著〕

旅の絵本 ６ 安野光雅∥〔著〕

旅の幻灯 五木寛之∥著

旅の手帖　２０２０・０４ 花咲く千年桜

旅の手帖　２０２０・０６ 花の高原トレッキング

旅の手帖　２０２００８ 映画の舞台を旅する

旅の手帖　２０２００９ クールな温泉へ

旅の手帖　２０２０１１ 紅葉狩りの温泉宿

旅の手帖　２０２０１２ 郷土の酒を地の味で

旅の手帖　２０２１０１ もう一度行きたい温泉宿

た



旅の手帖　２０２０・０７ 青春１８きっぷの旅　２０２０

旅の手帖　２０２０１０ むかし町を歩く

旅の手帖　２０２１０２ 金沢　ハフハフわが町のおでん

旅の手帖　２０２１年０４月号 近場で晴のひとり旅

旅の手帖　２０２１０５ 一人で泊まれる絶景露天風呂の宿

旅の手帖　２０２１　０６ 海外旅行気分をニッポンで

旅の手帖　202107 日帰り青春１８きっぷの旅

旅の手帳　２０２１０８ 気軽に島旅

旅の手帖　２０２２　１ 神社仏閣ひとり旅

旅の手帖　２０２１・０９ 廃線跡ハイキング

旅の手帖　２０２１０３ 路面電車で町遊び

旅の半空（なかぞら） 森本哲郎∥著

旅涯ての地 坂東眞砂子著

旅人岬 笹倉明∥著

旅屋おかえり 集英社文庫 原田マハ著

だぶだぶ こどものともコレクション ’６４～’７２ なかのひろたか∥さく・え

だぶだぶうわぎの男の子
ジェニー・ウィリス∥ぶん スーザン・バーレイ∥え いまえよしとも∥

やく

ダブル・ジョーカー 柳広司著

ダブル・ファンタジー 村山由佳著

ダブルフェイス 久間十義∥著

ダブルミッション 上 門田泰明∥著

ダブルミッション 下 門田泰明∥著

たぶん最後の御挨拶 東野圭吾著

たぶんねこ 畠中恵著

たべたのはだれ？ 薮内正幸作

たべもの 幼児絵本シリーズ 中江俊夫∥ぶん 伊藤秀男∥え

食べ物 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 家村珠代∥訳

たべもの 幼児絵本シリーズ 中江俊夫ことば　伊藤秀男絵

食べもの記 森枝卓士∥著

食べものとくらし 料理のはじまり 日本の科学・技術史ものがたり 大竹三郎∥著

たべもののたび かこさとし・からだの本 ２ かこさとし∥〔作〕

食べものの発明発見物語 縄文人の食卓から宇宙食まで 発明発見物語全集 １３ 遠藤一夫∥著

たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 森谷憲∥ぶん 寺島竜一∥え

たべることはつながること　しょくもつれんさの　はなし みつけようかがく
パトリシア・ローバーさく　ホリー・ケラーえ　ほそやあおい　く

らたたかしやく

た



たまうら　～玉占～ 小学館文庫 星乃あかり

ｔａｍａｏの刺繍　ぬりえ感覚でかんたん刺繍 沼田真央著

玉川児童百科大辞典　[22] 活用の手引

玉川児童百科大辞典 ５ 改訂第６版 宇宙・科学史 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １４ 改訂第６版 音楽・演劇 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ３ 改訂第６版 化学 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ４ 改訂第６版 科学技術 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ２０ 改訂第６版 家庭 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １１ 改訂第６版 国語 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １９ 改訂第６版 社会 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ７ 改訂第６版 植物 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １ 改訂第６版 数学 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ２１ 改訂第６版 世界人名辞典・総索引 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １８ 改訂第６版 世界地理 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １６ 改訂第６版 世界歴史 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ６ 改訂第６版 地球 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １０ 改訂第６版 道徳・哲学・宗教 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ８ 改訂第６版 動物 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １７ 改訂第６版 日本地理 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １５ 改訂第６版 日本歴史 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １３ 改訂第６版 美術 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ２ 改訂第６版 物理 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 １２ 改訂第６版 文学 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

玉川児童百科大辞典 ９ 改訂第６版 保健・体育 小原哲郎∥編集総括 玉川大学出版部∥編集

たまげた録 原田宗典著

卵洗い 立松和平∥著

たまごをどうぞ 五味太郎∥作・絵

たまごが　ひとつ　おだんご　ふたつ あそびえかきうた　続伝承編 よしだていいち∥へん しのはらよしたか∥え

たまごだいすき 知識の絵本 ２０ 高田勲∥作絵

たまごとひよこ かがくのほん ミリセント・Ｅ・セルサム∥ぶん 竹山博∥え 松田道郎∥やく

卵の緒 新潮文庫 瀬尾まいこ著

卵のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

たまごのひみつ 科学のアルバム ４５ 清水清∥著

卵のふわふわ　八丁堀喰い物草紙・江戸前でもなし 宇江佐真理著

た



多摩湖畔殺人事件
<日本の旅情×傑作トリック>セレク

ション
内田康夫

たまごはいくつ？ ロジャー・デュボアザン∥作 ゆりよう子∥訳

だまされたトッケビ 韓国の昔話 世界傑作童話シリーズ 神谷丹路∥編・訳 チョンスンガク∥絵

魂の切影 森村誠一著

だましゑ歌麿 高橋克彦∥著

騙し絵の牙 塩田武士

タマネギの絵本 そだててあそぼう　６１ 川崎重治編　田沢千草絵

玉ねぎの皮をむきながら ギュンター・グラス著　依岡隆児訳

玉虫と十一の掌篇小説 小池真理子著

玉村警部補の災難 海堂尊著

魂萌え！ 桐野夏生著

たまゆらに 山本一力著

たまゆらの愛 藤田宜永著

たまゆらの道 正倉院からペルシャへ 志村ふくみ∥著 志村洋子∥著

タマリンドの木 池沢夏樹∥著

民王 池井戸潤著

田村はまだか 朝倉かすみ著

ため息の時間 連城三紀彦∥著

為吉　北町奉行所ものがたり 宇江佐真理著

ダメな子　ビリの子　まけない子 あすなろ小学生文庫 鈴木喜代春∥作 水沢研∥絵

だめよ、デイビッド！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン∥さく 小川仁央∥やく

ダライ・ラマ自伝 ダライ・ラマ∥著 山際素男∥訳

タランの白鳥 福音館書店創作童話シリーズ 神沢利子∥作 大島哲以∥画

他力 大乱世を生きる一〇〇のヒント 五木寛之∥著

だりや荘 井上荒野著

他流試合 兜太・せいこうの新俳句鑑賞 金子兜太∥著 いとうせいこう∥著

樽 創元推理文庫 １０６‐１ フリーマン・ウイルス・クロフツ∥著 大久保康雄∥訳

タルト・タタンの夢 近藤史恵

だるまさんの かがくいひろし

だるまちゃんとかまどちゃん かこさとし

だるまちゃんとかみなりちゃん こどものとも傑作集 ２８ 加古里子∥さくえ

だるまちゃんとだいこくちゃん こどものとも傑作集 加古里子∥さく

だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも傑作集 ２７ 加古里子∥さく・え

だるまちゃんとてんじんちゃん こどものとも傑作集 加古里子作

た



だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 ７３ 加古里子∥さく　え

だるまちゃんとやまんめちゃん こどものとも絵本 加古里子作・絵

誰か 文春文庫 宮部みゆき著

誰がカインを殺したか　桜井京介ｒｅｔｕｒｎｓ ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 篠田真由美著

誰かが足りない 宮下奈都著

だれかがぱいをたべにきた こどものともコレクション ’６４～’７２ 神沢利子∥作 井上洋介∥画

だれかがよんだ 日本傑作絵本シリーズ せがわやすお∥〔作〕

だれが君を殺したのか Ｉ．コルシュノウ∥作 上田真而子∥訳

だれが原子をみたか 岩波科学の本 １７ 江沢洋∥〔著〕

だれがサダムを育てたか アメリカ兵器密売の１０年 アラン・フリードマン∥著 笹野洋子∥訳

だれかしら
ミセスこどもの本 どうぶつあれあれえ

ほん
多田ヒロシ∥さく

誰がツタンカーメンを殺したか ボブ・ブライアー∥著 東真理子∥訳

だれかな？だれかな？ ０．１．２．えほん なかやみわ∥さく

だれかののぞむもの こそあどの森の物語７ 岡田淳作

だれが、ぼくの犬を殺したか 児童図書館・文学の部屋 ロビー・ブランスカム∥作 小旗英次∥訳 高田勲∥絵

垂込み 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

だれだかわかるかい？ むしのかお かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 今森光彦∥ぶん・写真

誰だって、部屋（インテリア）のセンスを磨ける本 Ｓｅｎｓｅ　ｕｐ　ｓｅｒｉｅｓ １

だれでもできる最新切り絵教室 成田一徹∥著

誰でもない男の裁判 晶文社ミステリ A・H・Z・カー著　田中融二〔等〕訳

だれでも利用できる全国公共宿舎ガイド ブルーガイドニッポンα　宿泊 ブルーガイド編集部編

だれとだれかとおもったら 幼児絵本シリーズ 東君平∥さく

だれにもわかる遺伝子組み換え食品Ｑ＆Ａ 渡辺雄二∥著

誰のために愛するか 続 角川文庫 曽野綾子∥著

誰のために愛するか 〔正〕 角川文庫 曽野綾子∥著

だれのなきごえかな？ ブルーナーの絵本 ディック・ﾌﾞﾙｰﾅぶん・え　まつおかきょうこ訳

誰も教えてくれなかった整理・収納１０８のヒント 飯田久恵∥著

だれも　しらない 灰谷健次郎∥作 長谷川集平∥絵

だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ作　三辺律子訳

だれも知らない小さな国 コロボックル物語　１ 佐藤さとる著

誰も知らない防衛庁 女性キャリアが駆け抜けた、輝ける歯車の日々 角川ｏｎｅテーマ２１ Ａ－１３ 佐島直子∥〔著〕

ダレン・シャン　１２　運命の息子 Darren　Shan作　橋本恵訳

ダレン・シャン　外伝 Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン･シャン　奇怪なサーカス Darren　Shan著　橋本恵訳

た



ダレン・シャン　１０　精霊の湖 Darren　Shan作　橋本恵訳

ダレン・シャン　７　黄昏のハンター Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン・シャン ３ バンパイア・クリスマス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著 橋本恵∥訳

ダレン・シャン　６　バンパイアの運命 Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン・シャン　５　バンパイアの試練 Drren　Shan著　橋本恵訳

ダレン・シャン　４　バンパイア・マウンテン Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン・シャン　８　真夜中の同志 Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン・シャン　１１　闇の帝王 Darren　Shan作　橋本恵訳

ダレン・シャン　９　夜明けの覇者 Darren　Shan著　橋本恵訳

ダレン･シャン　２　若きバンパイア Darren　Shan著　橋本恵訳

太郎冠者を生きる 野村万作∥著

太郎コオロギ 創作幼年童話 今西祐行∥著 中尾彰∥え

たろうのおでかけ こどものとも傑作集 ２４ 村山桂子∥作 堀内誠一∥画

たろうのともだち こどものとも傑作集 ３７ 村山桂子∥さく 堀内誠一∥え

たろとなーちゃん こぐまのたろの絵本 ３ きたむらえり∥さく・え

たろのえりまき こぐまのたろの絵本 ２ きたむらえり∥さく・え

俵屋の不思議 村松友視∥著

ターン 北村薫∥著

檀 沢木耕太郎∥著

単位と比 わけのわかる算数のはなし 芹沢正三∥著

単位の小事典 新版 岩波ジュニア新書 ２６２ 高木仁三郎∥著

団塊の秋 堺屋太一著

短歌を楽しむ 岩波ジュニア新書 ３４２ 栗木京子∥著

短歌・俳句　季語辞典 ポプラディア情報館 中村幸弘　藤井圀彦［監］

タンギー 「今」を生きてきた子どもの物語 ミッシェル・デル・カスティーヨ∥作 平岡敦∥訳

ダンクトンの森 下 文学の部屋 ウィリアム・ホーウッド∥〔著〕 中村妙子∥訳

ダンクトンの森 中 文学の部屋 ウィリアム・ホーウッド∥〔著〕 中村妙子∥訳

ダンクトンの森 上 文学の部屋 ウィリアム・ホーウッド∥〔著〕 中村妙子∥訳

短劇 坂木司

タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山健∥〔作〕

たんけんたいと消防たい 寺村輝夫の王さまシリーズ ７ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

談合の病理 共同通信社社会部∥編

だんごをなくしたおばあさん ゆかいなゆかいなおはなし 小泉八雲∥さく 光吉夏弥∥やく 平山英三∥え

だんごだんごどこいった 太田大八∥え 大江ちさと∥ぶん

た



だんご　どっこいしょ 子どもがはじめてであう民話 １ 大川悦生∥作 長谷川知子∥絵

だんご博士の観察記 松岡達英著

ダンゴムシ やあ！出会えたね １ 今森光彦∥文・写真

だんごむしうみへいく 松岡達英∥〔作〕

だんごむしと恐竜のレプトぼうや 松岡達英∥〔作〕

タンザニアのむかし話 ザンジバル島につたわる話
大人と子どものための世界のむかし話

１３
宮本正興∥編訳

丹沢湖 かながわの水 神奈川新聞編集局著

丹沢・箱根日帰りハイキング ブルーガイドハイカー 水尾一郎∥著

丹沢夜話 続 ハンス・シュトルテ∥著

丹沢夜話 ハンス・シュトルテ∥著

男子高生のための文章図鑑 金井景子∥〔ほか〕編

男子の本懐 城山三郎∥著

誕生の瞬間 このすばらしい奇跡 ミダス・デッケルス∥著 岡田朝雄∥訳

たんじょうパーティは大さわぎ マシュー・マーチン物語 １ ポーラ・ダンジガー∥作 海都洋子∥訳

たんじょうび 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本 ハンス・フィッシャー∥ぶん，え おおつかゆうぞう∥やく

誕生日を知らない女の子　虐待ーその後の子どもたち 黒川祥子著

たんじょうび　おめでとう わかやまけん∥〔絵〕 森比左志∥〔文〕 わだよしおみ∥〔文〕

たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫の王さまシリーズ ４ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

男女雇用均等法の早わかり 募集・採用から退職までの対応の仕方 労務管理シリーズ 荻原勝∥著

だんじり母ちゃんとあかんたれヒロコ デザイナー三姉妹と母の物語 コシノヒロコ著

ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ かこさとし大自然のふしぎえほん ４ かこさとし∥作

ダンスを始める人のために 篠田学∥著

ダンス・ダンス・ダンス 上 村上春樹∥著

ダンス・ダンス・ダンス 下 村上春樹∥著

ダンスのおけいこ はじめてのえほん １ ヘレン・オクセンバリー∥さく　え なかむらくみこ∥やく

箪笥のなか 長野まゆみ著

男性論　ECCE HOMO ヤマザキ　マリ

断絶 堂場瞬一著

たんたのたんけん 新しい日本の幼年童話 １ 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

たんたのたんてい 新しい日本の幼年童話 ８ 中川李枝子∥著 山脇百合子∥え

だんだら山のバク博士 理論社ライブラリー 富安陽子作

タンタンアメリカへ タンタンの冒険旅行 ２０ エルジェ作　川口恵子訳

タンタンソビエトへ タンタンの冒険旅行 ２１ エルジェ作　川口恵子訳

たんたんタグボート 改訂版 のりものストーリー ６ 谷真介∥作 水木連∥絵

た



タンタン　チベットをゆく タンタンの冒険旅行 ５ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

タンタンとアルファアート タンタンの冒険旅行　２４ ｴルジェ作

タンタンとピカロたち タンタンの冒険旅行　２３ エルジェ作　川口恵子訳

タンタンのコンゴ探検 タンタンの冒険旅行　２２ エルジェ作　川口恵子訳

タンタンのしろくまくん いわむらかずお∥作

タンタンのずぼん いわむらかずお∥作

タンタンのハンカチ いわむらかずお∥作

タンタンのぼうし いわむらかずお∥作

たんたんぼうや ０．１．２．えほん かんざわとしこ∥ぶん やぎゅうげんいちろう∥え

だんだんやまのそりすべり 日本傑作絵本シリーズ あまんきみこ∥作 西村繁男∥絵

団地ぜんぶがぼくのいえ 新日本おはなしの本だな ３－８ ばんひろこ∥作 長谷川知子∥絵

タンチョウ すばらしき動物 ７ 正富宏之∥文 木村しゅうじ∥絵

タンチョウ 湿原にはばたけ！ ジュニア写真動物記 ８ 林田恒夫∥著

タンチョウ 湿原にはばたけ！ ジュニア写真動物記 ８ 林田恒夫∥著

タンチョウの四季 科学のアルバム ２１ 林田恒夫∥著

探偵ガリレオ 東野圭吾∥著

探偵ガリレオ 文春文庫 東野圭吾著

探偵倶楽部 東野圭吾

探偵は今夜も憂鬱 樋口有介∥著

探偵はバーにいる　ススキノ探偵シリーズ ハヤカワ文庫 東直己著

探偵はひとりぼっち ハヤカワ・ミステリワールド 東直己∥著

ダンテ・クラブ マシュー・パール著　鈴木恵訳

ダンデライオン 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ドン・フリーマン作　アーサー・ビナード訳

旦那背信 妾屋昼兵衛女帳面　三 上田秀人

歎異抄入門 この乱世を生き抜くための知恵 カッパハード 名著愛蔵 本多顕彰∥著

探梅ノ家 居眠り磐音　江戸双紙　１２ 佐伯泰英

断筆宣言への軌跡 カッパ・ホームス 筒井康隆∥著

ダンプえんちょうやっつけた 絵本ぼくたちこどもだ ２ ふるたたるひ∥作 たばたせいいち∥画

ダンプえんちょうやっつけた 絵本ぼくたちこどもだ ２ ふるたたるひ∥作 たばたせいいち∥画

短編工場
浅田次郎　伊坂幸太郎　石田衣良　荻原浩　奥田英朗　乙一　熊谷

達也　桜木紫乃　桜庭一樹　道尾秀介　宮部みゆき　村山由佳

たんぽぽ かがくのとも傑作集 １４ 平山和子∥ぶん・え

タンポポ カラー自然シリーズ １０ 七尾純∥構成・文 小田英智∥解説 七尾企画∥写真

タンポポ カラー版自然と科学 ４３ 平野隆久∥著

たんぽぽ　さいた 新日本動物植物えほん ２ 小川潔∥ぶん 加藤新∥え

た



蒲公英草紙　常野物語 恩田陸著

たんぽぽ団地 重松清著

タンポポの研究 常識より科学へ ６ 山本正∥著

タンポポのわたげ 花のたね・木の実のちえ　１ ネイチャー・プロ編集室編著

たんぽぽヘリコプター まど・みちお詩のえほん １ まどみちお∥詩 南塚直子∥絵

ダンボールクラフト 原寸図面つき 恐竜編 工作ランド 内藤英治∥著

ダンボールクラフト 原寸図面つき 動物編 工作ランド 内藤英治∥著

ダンボールクラフト 原寸図面つき 乗物編 工作ランド 内藤英治∥著

ダンボールで（お面）を作る 原寸図面つき ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（古代動物）を作る 原寸図面つき ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（魚）を作る ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（建物）を作る ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（鳥）を作る ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（花）を作る ペーパーランド 内藤英治∥著

ダンボールで（虫）を作る ペーパーランド 内藤英治∥著

だんまりこおろぎ エリック・カール

だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ∥作 木村由利子∥訳 本庄ひさ子∥絵

男流文学論 上野千鶴子∥〔ほか〕著

檀林皇后私譜 上巻 中公文庫 杉本苑子∥著

檀林皇后私譜 下巻 中公文庫 杉本苑子∥著

チア男子！！ 朝井リョウ著

ちいさいアカネちゃん
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんの本 ４
松谷みよ子∥著 菊池貞雄∥絵

小さい牛追い 改版 岩波少年文庫 １０５０ マリー・ハムズン∥作 石井桃子∥訳

ちいさいえりちゃん あかねおはなし図書館 ２０ 村山早紀∥作 飯野和好∥絵

ちいさいおうち 改版 岩波の子どもの本 バージニア・リー・バートン∥文・絵 石井桃子∥訳

ちいさいおうち 大型絵本 ３ 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 中島京子著

ちいさいおおきな女の子
講談社の翻訳絵本 ピュア・セレクショ

ン
ウーリー・オルレブ∥文 ジャッキー・グライヒ∥絵 もたいなつう∥訳

ちいさいおしろ 新しい世界の幼年童話 ４
サムイル＝マルシャーク∥さく さいごうたけひこ∥やく たきだいら

じろう∥え

ちいさいオーちゃん
エディス・ウンネルシュタード∥文 マイ・ファーゲルベリィ∥絵 溝

口真実∥訳

小さいおばけ 新しい世界の童話シリーズ ９０ オトフリート・プロイスラー∥著 大塚勇三∥訳 Ｆ＝Ｊ＝トリップ∥画

小さいかいじゅう 新しい世界の童話シリーズ ミラ・ローベ∥作 塩谷太郎∥訳 ズージ＝ワイゲル∥画

ちいさいきかんしゃ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ロイス・レンスキー∥ぶん・え わたなべしげお∥やく

小さいきょうだい 四つの物語 リンドグレーン作品集 別巻２ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

ち

た



ちいさいケーブルカーのメーベル
バージニア・リー・バートン∥さく かつらゆうこ∥やく いしいもも

こ∥やく

小さいことにくよくよするな！ ２ まず、家族からはじめよう リチャード・カールソン∥著 小沢瑞穂∥訳

ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー文･絵　わたなべしげお訳

ちいさいタネ エリック＝カール∥さく ゆあさふみえ∥やく

小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子∥著

ちいさいひこうき 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ロイス・レンスキー文･絵　渡辺茂男訳

小さい魔女 新しい世界の童話シリーズ ３
オトフリート＝プロイスラー∥著 大塚勇三∥訳 ウィニー＝ガイラー∥

画

小さい魔女 新しい世界の童話シリーズ ３
オトフリート＝プロイスラー∥著 大塚勇三∥訳 ウィニー＝ガイラー∥

画

小さい水の精
オトフリート・プロイスラー∥作 ウィニー・ガイラー∥絵 はたさわ

ゆうこ∥訳

ちいさいみちこちゃん　特製版 こどものともセレクション なかがわりえこ作　やまわきゆりこ絵

ちいさいモモちゃん 〔改訂版〕
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんのほん １
松谷みよ子∥著 菊池貞雄∥絵

ちいさいモモちゃん 講談社文庫 松谷みよ子著

ちいさいモモちゃん　うみとモモちゃん ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　おいしいもののすきなくまさん ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　おんにょろにょろ ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん ３ あめこんこん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん １ おばけとモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん ２ ルウのおうち 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　ぽんぽのいたいくまさん ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　モモちゃんとこや ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　モモちゃんのおいのり ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　モモちゃんのおくりもの ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　よるですよう ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

ちいさいモモちゃん　ルウのおうち ちいさいモモちゃん 松谷みよ子∥文 中谷千代子∥絵

小さい勇士のものがたり 岩波ものがたりの本 １９ マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

ちいさいヨット 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ロイス・レンスキー文・絵　渡辺茂男訳

ちいさいロッタちゃん 改訂版 世界のどうわ傑作選 ２
アストリッド＝リンドグレーン∥さく イロン＝ヴィークランド∥え

山室静∥やく

小さき花々 河出文庫 吉屋信子著

小さき者へ 重松清∥著

小さき者へ・生まれ出づる悩み 改版 新潮文庫 有島武郎∥著

小さくても間取りのいい家 成功実例＆間取りプラン集 別冊美しい部屋

ちいさくなったおにいちゃん ウィリアム・スタイグ∥作 木坂涼∥訳

ちいさこべ・山月記 少年少女日本文学館　１７ 山本周五郎　中島敦

小さな青いきかんしゃ 子ども図書館 アーシュラ・フリハン∥著 八木田宜子∥訳

ち



ちいさな赤いとうだい ヒルデガード・H・スウィフト文　リンド・ウォード絵　掛川恭子訳

ちいさなアルベルト アッペンツェルのある男の子のお話 アルベルト・マンゼル∥絵・文 田中安男∥訳

ちいさないえがありました 世界の絵本コレクション
エヴァ・エリクソン∥絵 バールブロー・リンドグレン∥文 ひしきあ

きらこ∥訳

ちいさないきもの くらしとかいかた 改訂版

ちいさな１ アン・ランド∥作 ポール・ランド∥作 谷川俊太郎∥訳

小さな異邦人 連城三紀彦著

小さな王国・海神丸 少年少女日本文学館　４ 谷崎潤一郎　鈴木三重吉　野上弥生子

ちいさなオキクルミ 幼児みんわ絵本 １７ 松谷みよ子∥ぶん 西山三郎∥え

ちいさなおともだち 手作り絵本 のばらの村のものがたり スウ・ドルマン∥人形製作 米山京子∥訳 米山マリ∥訳

ちいさなおんどり ウィル∥さく ニコラス∥さく はるみこうへい∥やく

ちいさな　かえるくん ふしぎなたねシリーズ 甲斐信枝

ちいさなき ふしぎなたねシリーズ 神沢利子ぶん　高森登志夫え

ちいさなきいろいかさ にしまきかやこ∥絵 森比左志∥作

小さなきかんしゃ グレアム・グリーンの乗りもの絵本
グレアム・グリーン∥文 エドワード・アーディゾーニ∥絵 阿川弘之∥

訳

ちいさなきかんしゃレッドごう ダイアナ・ロス∥作 レスリー・ウッド∥絵 みはらいずみ∥訳

ちいさな騎士 新しい世界の幼年童話 １８
エリザベス＝ジョンソン∥さく まつのまさこ∥やく ロニ＝ソルバー

ト∥え

ちいさなきしゃ えほん・ドリームランド １７ 五味太郎∥作・絵

ちいさなキルト　増補新版 レッスンシリーズ

ちいさなくし 幼児絵本シリーズ M.ポプルトン原作　掛川恭子文　佐野洋子絵

小さな国のつづきの話 コロボックル物語　５ 佐藤さとる著

ちいさなくまのカムイのおはなし すずきりゅういち作

小さな図案のクロス・ステッチ

小さな魚 改訂新版 エリック・Ｃ・ホガード∥作 犬飼和雄∥訳

ちいさなさかな 子どもがはじめてであう絵本 ８ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

小さなしょうぼうしゃ グレアム・グリーンの乗りもの絵本
グレアム・グリーン∥文 エドワード・アーディゾーニ∥絵 阿川弘之∥

訳

小さなジョセフィーン 北国の虹ものがたり １ マリア・グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

ちいさなしろくまくんのおはなし ドロシー・シェリル∥作 湯沢朱実∥訳

小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズ １０ アルフ・プリョイセン∥著 大塚勇三∥訳

小さな戦士マッティメオ レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス∥作 ゲリー・チョーク∥挿絵 西郷容子∥訳

小さな船長の大ぼうけん あかね世界の児童文学 ２２ Ｐ．ビーゲル∥作 上野瞭∥訳 Ｃ．ホランダー∥画

小さな造花 飯田深雪∥著 飯田倫子∥著

小さなソフィーとのっぽのパタパタ エルス・ペルフロム∥作 テー・チョン・キン∥絵 野坂悦子∥訳

ちいさなたいこ こどものともコレクション２０１１ 松岡享子作　秋野不矩絵

ちいさなちいさな駅長さんの話 新日本出版社の絵本 いぬいとみこ∥・ぶん 津田櫓冬∥絵

ち



ちいさなちいさな王様
アクセル・ハッケ∥作 ミヒャエル・ゾーヴァ∥絵 那須田淳∥共訳 木

本栄∥共訳

ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ∥作 いしいとしこ∥訳

ちいさなちいさな　めにみえないびせいぶつのせかい 課題図書 ニコラ・デイビス文　エミリー・サットン絵　越智典子訳

ちいさなとりよ 岩波の子どもの本 １０４ Ｍ．Ｗ．ブラウン∥文 Ｒ．シャーリップ∥絵 与田準一∥訳

ちいさななかよしさん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ジェラーム∥さく 小川仁央∥やく

ちいさなねこ こどものとも傑作集 ３３ 石井桃子∥さく 横内襄∥え

小さな乗合い馬車 グレアム・グリーンの乗りもの絵本
グレアム・グリーン∥文 エドワード・アーディゾーニ∥絵 阿川弘之∥

訳

小さなバイキング 少年少女・新しい世界の文学 １ ルーネル＝ヨンソン∥著 大塚勇三∥訳

小さな花束の本　「作る、飾る、贈る」ためのカンタン、おしゃれ

な手法を集めました。
小野木彩香著

小さな花の押し花 ＮＨＫ婦人百科 大沢節子∥著

小さな花の押し花 Ｐａｒｔ　２ 思い出づくりのデザイン集 ＮＨＫ婦人百科 大沢節子∥著

小さなハヤブサの飛ぶ街 都市で繁殖するチョウゲンボウ 子ども科学図書館 石部久∥文と写真

ちいさなひつじフリスカ ロブ・ルイス∥さく かねはらみずひと∥やく

ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン∥さく うちだりさこ∥やく

小さな人のむかしの話 コロボックル物語別卷 佐藤さとる著

ちいさなふなのりのぼうけん ブルーナのおはなし文庫 １５ ディック＝ブルーナ∥さく ふなざきやすこ∥やく

小さなふるい機関車 汽車のえほん　１４
ウィルバート･オードリー作　ジョン・ケニー絵　桑原三郎･清水周

裕訳

ちいさなふるいじどうしゃ マリー・ホール・エッツ∥作 たなべいすず∥やく

ちいさな魔女リトラ 日本傑作絵本シリーズ 広野多珂子∥作・絵

小さな町の風景 偕成社の創作文学 ４４ 杉みき子∥著 佐藤忠良∥絵

小さな町の風景 偕成社文庫 杉みき子作

ちいさなミリーとイルカ 大型絵本
トルヴァル・ステーン∥文 マルゴルザータ・ピオトロヴスカ∥絵 や

まのうちきよこ∥訳

ちいさなミリーととり 大型絵本
トルヴァル・ステーン∥文 マルゴルザータ・ピオトロヴスカ∥絵 や

まのうちきよこ∥訳

ちいさなミリーとにじ 大型絵本
トルヴァル・ステーン∥文 マルゴルザータ・ピオトロヴスカ∥絵 や

まのうちきよこ∥訳

小さな村の大きな郵便事件 ジュニア・ライブラリー クラウス・コルドン∥作 虎頭恵美子∥訳 マルギット・パウル∥画

ちいさなもみの木 くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

ちいさなもみのき 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく バーバラ・クーニー∥え か

みじょうゆみこ∥やく

小さな山神スズナ姫 小さなスズナ姫 富安陽子∥作 飯野和好∥絵

小さな郵便車 Ｋａｄｏｋａｗａ　ｂｏｏｋｓ 三浦綾子∥著

小さな雪の町の物語 若い人の絵本 杉みき子著

小さなゆめのカプセル 昆虫のたまご 写真動物記 松山史郎∥著 小川宏∥著

ちいさなリスのだいりょこう ピートの絵本シリーズ ７ ビル・ピート∥作絵 山下明生∥訳

ちいさなりょうしタギカーク アジア・エスキモーの昔話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ９
Ｖ．グロツェル∥再話 Ｇ．スネギリョフ∥再話 松谷さやか∥文 高頭

祥八∥画

ちいさな労働者 写真家ルイス・ハインの目がとらえた子どもたち ラッセル・フリードマン∥著 千葉茂樹∥訳

ち



ちいさなロッテ ブルーナのおはなし文庫 ２１ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ちいさなろば こどものとも傑作集 ルース・エインズワース∥作 石井桃子∥訳 酒井信義∥画

小さなローラー グレアム・グリーンの乗りもの絵本
グレアム・グリーン∥文 エドワード・アーディゾーニ∥絵 阿川弘之∥

訳

ちいちゃんとおみこし ちいちゃんえほん ９ しみずみちを∥作

ちいちゃんとかくれんぼ ちいちゃんえほん ２ しみずみちを∥作

ちいちゃんとかわあそび ちいちゃんえほん ４ しみずみちを∥作

ちいちゃんときのぼり ちいちゃんえほん ５ しみずみちを∥作

ちいちゃんとこどもぶんこ ちいちゃんえほん ７ しみずみちを∥作

ちいちゃんとさんりんしゃ ちいちゃんえほん ３ しみずみちを∥作

ちいちゃんとじゅうごや ちいちゃんえほん ８ しみずみちを∥作

ちいちゃんとまめまき ちいちゃんえほん １２ しみずみちを∥作

ちいちゃんとゆきだるま ちいちゃんえほん １０ しみずみちを∥作

ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん １１ あまんきみこ∥作 上野紀子∥絵

ちいちゃんのさんぽ ちいちゃんえほん １ しみずみちを∥作

ちいちゃんのたんじょうび ちいちゃんえほん １１ しみずみちを∥作

ちいちゃんのはいしゃさん ちいちゃんえほん ６ しみずみちを∥作

ちいろば先生物語 上 集英社文庫 三浦綾子∥著

ちいろば先生物語 下 集英社文庫 三浦綾子∥著

中央公論　２０２０・０８ 特集コロナで見えた知事の虚と実

Ｃ．Ｈ．Ｅ． 井上尚登∥著

智恵子飛ぶ 津村節子∥著

チェコ・ハンガリー・ポーランド  プラハ・ブダペスト・ワルシャワ ワールドガイド　ヨーロッパ　１４

チェスの楽しみ 松田道弘あそびの本 ６ 松田道弘∥著

ちえのあつまり　くふうのちから 新版 かこ・さとしかがくの本 １０ かこさとし∥著 滝平二郎∥絵

チェルシー・テラスへの道 上巻 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

チェルシー・テラスへの道 下巻 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

チェルノブイリからの風 本橋成一∥著

チェルノブイリから広島へ 岩波ジュニア新書 ２５１ 広河隆一∥著

チェルノブイリと地球 広河隆一∥著

地をはう風のように 高橋秀雄著

地を這う虫 高村薫∥著

地下街の雨 宮部みゆき

近ごろ好きな言葉 曾野綾子∥著

地下室からのふしぎな旅 子どもの文学傑作選 柏葉幸子∥著 タケカワこう∥絵

ち



ちかづくとほら いのうえようすけのちいさなエホン いのうえようすけ∥さく

ちかちか　ぴかり
ジョアン・B、グレアムことば　ナンシー・デイビスえ　ふじたちえ

訳

ちかちゃんのはじめてだらけ わくわくライブラリー 薫くみこ∥作 井上洋介∥絵

地下鉄で行く江戸・東京　ぶらり歴史散歩 東京歴史研究会［編］

地下鉄のできるまで みるずかん・かんじるずかん 銀の本 加古里子∥さく

地下の洞穴の冒険 岩波少年少女の本 １４ Ｒ・チャーチ∥作 大塚勇三∥訳

地下の洞穴の冒険 岩波少年文庫 ３１４０ リチャード・チャーチ∥作 大塚勇三∥訳

地下の湖の冒険 ミス・ビアンカシリーズ ４ マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

近松名作集 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１８ 富岡多恵子著

近松門左衛門集 上 日本古典選 近松門左衛門∥〔著〕 高野正巳∥校註

近松門左衛門集 下 日本古典選 近松門左衛門∥〔著〕 高野正巳∥校註

地下脈系 マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳

ちからたろう むかしむかし絵本 ５ いまえよしとも∥ぶん たしませいぞう∥え

地球 改訂版 学研の図鑑

地球 小学館の図鑑　NEO

地球 ポプラディア大図鑑　WONDA

地球へのピクニック ジュニア・ポエム双書 １４ 谷川俊太郎∥詩 長新太∥絵

地球をこわさない生き方の本 岩波ジュニア新書 １７９ 槌田劭∥編著

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひでさく

地球から消えた生物 講談社パノラマ図鑑 ３３ 猪又敏男∥文

地球からのメッセージ　天文・環境と地球史をさぐる 月光天文台［監］

地球がわかる５０話 岩波ジュニア新書 ２４２ 島村英紀∥著

地球環境 学研の図鑑

地球・気象 ニューワイド学研の図鑑

地球気象探険 写真で見る大気の惑星 マイケル・アラビー∥文 小葉竹由美∥訳

地球儀のスライス ＫＯＵＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 森博嗣著

地球　自然と気象 小学館の学習百科図鑑　９

地球人記 Ｌｉｆｅ　ｏｎ　ｅａｒｔｈ 小松義夫∥著

地球人として生きる 市民による海外協力 岩波ジュニア新書 １６６ 岩崎駿介∥編著

地球生活記 世界ぐるりと家めぐり 小松義夫∥著

地球 その中をさぐろう かがくのほん 加古里子∥ぶん・え

地球大百科　生きている森 １０ 未来の森 森があぶない 生きている森編集委員会∥編

地球・月・太陽 子ども天文教室 前川光∥著

地球ってほんとにまあるいの？ オリジナル入門シリーズ １ 板倉聖宣∥著 松本キミ子∥画

ち



地球の声に耳をすませて　地震の正体を知り、命を守る くもんジュニアサイエンス 大木聖子著

地球のてっぺんに立つ！エベレスト 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ∥作 佐藤見果夢∥訳

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎夏海∥作 篠崎三朗∥絵

地球のふしぎ 講談社パノラマ図鑑 １３ 伊藤久雄∥文

地球のまんなか フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

地球／母なる星 宇宙飛行士が見た地球の荘厳と宇宙の神秘 ケヴィン・Ｗ・ケリー∥企画・編集

地球・人・出会い旅 ちくまライブラリー ６９ 田沼武能∥著

地球は暖かくなるか？ 地球の健康診断 ２ 木村竜治∥著

ちきゅうはいきてうごいている 幼児の科学 ５ 富永秀夫∥〔絵〕 鈴木三枝子∥〔文〕

地球はえらい みぢかなかがく 城雄二∥案 香原知志∥文 松岡達英∥絵

地球は火山がつくった　地球科学入門 岩波ジュニア新書 　４６７ 鎌田浩毅著

ちぎり屋 蜂谷涼∥著

ちぎれ雲の朝 はぐれ文吾人情事件帖 小杉健治

チキン いとうみく

チキン・サンデー パトリシア・ポラッコ∥作 福本友美子∥訳

チキンスープ・ライスいり １２のつきのほん モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

ちくたくてくはみつごのぶただ 与田凖一∥作 太田大八∥作

千曲川殺人悲歌 小諸・東京＋－の交差 講談社ノベルス 深谷忠記∥著

地検特捜部 向谷進∥著

ちさとじいたん 阪田寛夫∥詩 織茂恭子∥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，マーイケ・シーガル [共] 作　ディック・

ブルーナ絵　野坂悦子訳

地磁気逆転Ｘ年 岩波ジュニア新書 ３９７ 綱川秀夫∥著

千々にくだけて リービ英雄著

地上の楽園を発見 パプアニューギニア クストー隊の世界探検 ６ ジャック＝イヴ・クストー∥著 三田克也∥訳

地図をたのしもう 地図の研究 渡辺一夫∥文・写真

地図を作った人びと 古代から現代にいたる地図製作の偉大な物語 ジョン・ノーブル・ウィルフォード∥著 鈴木主税∥訳

地図をつくろう フレーベル館のかんさつシリーズ １８ 遠藤豊吉∥文 福与篤∥絵

地図男 真藤順丈著

地図がたのしくわかる本 １ たのしい地図入門 清水靖夫∥文 渡辺一夫∥文

地図がたのしくわかる本 ４ だれでも書ける地図 清水靖夫∥文 渡辺一夫∥文

地図がたのしくわかる本 ５ 地図の歴史 清水靖夫∥文 渡辺一夫∥文

地図がたのしくわかる本 ２ 町の地図と記号 清水靖夫∥文 渡辺一夫∥文

地図がたのしくわかる本 ３ 山の地図と記号 清水靖夫∥文 渡辺一夫∥文

チーズ図鑑 文芸春秋∥編

ち



地図なんでも入門 小学館入門百科シリーズ １２８ 堀淳一∥著

地図の遊び方 今尾恵介∥著

チーズの絵本 つくってあそぼう[７] 河口理編

地図のけんきゅう 算数と理科の本 ２９ 堀淳一∥文 村田道紀∥絵

地図のワンダーランド 地図の不思議探検 堀淳一∥著

チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン∥著 門田美鈴∥訳

地層を調べる たのしいフィールドワーク やさしい科学 馬場勝良∥著 岩永昭子∥絵

地層をのぞいてみよう やさしい科学 １５ 塚本治弘∥著 高田勲∥絵

地層捜査 佐々木譲著

チータカ・スーイ 日本傑作絵本シリーズ 西村繁男作

知多半島殺人事件 文春文庫 西村京太郎∥著

チーターよりはやくはしるのはだあれ？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
ロバート・Ｅ・ウェルズ∥さく せなあいこ∥やく

父 小林恭二∥著

父親だからできること 威張らない、媚びない、子育ての秘訣 毛利子来∥著

父親になる、父親をする　家族心理学の視点から 岩波ブックレット８１１ 柏木惠子著

父親は息子に何を伝えられるか。 偉人たちの手紙 鈴木博雄∥著

父開高健から学んだこと 開高道子∥著

チチカカ湖めざして
グレートジャーニー人類５万キロの旅

２
関野吉晴∥著

父が子におくる１億人の昭和史 別巻 人名事典

父が子におくる１億人の昭和史 ２ １９３０年代の世界と日本

父が子におくる１億人の昭和史 １ 第一次世界大戦と世界恐慌

父が子におくる１億人の昭和史 ３ 太平洋戦争と国民生活

父が子におくる１億人の昭和史 ５ 調和ある未来をもとめて

父が子におくる１億人の昭和史 ４ 廃墟から再建への道程

父からの手紙 小杉健治

父・金正日と私　金正男独占告白 五味洋治

父逍遥の背中 飯塚くに∥著 小西聖一∥編

父　その死 幸田文著

父という病 ポプラ新書 岡田尊司著

父　中野好夫のこと 中野利子∥著

父・丹羽文雄介護の日々 本田桂子∥著

父の遺産 フィリップ・ロス∥著 柴田元幸∥訳

父のいる光景 森村桂∥著

父の肖像 辻井喬著

ち



父の肖像 芸術・文学に生きた「父」たちの素顔 野々上慶一∥編 伊藤玄二郎∥編

父の帽子 沙柚∥著

父の目１０００日赤ちゃん新発見 カメラとペンで綴ったわが子の３

年間
Ｇｏｍａｌａｄｙｓ 田沼武能∥著

父のようにはなりたくない 講談社文庫 阿部夏丸著

父の詫び状 文春文庫 ２７７‐１ 向田邦子∥著

父・藤沢周平との暮し 遠藤展子著

父未明とわたし 岡上鈴江∥著

父よ母よ 一行詩往信 吉村英夫∥撰著

父は子に何を教えるか 品川不二郎∥〔ほか〕編

チックタックチックタック レーナ・アンデション∥作・絵 長下日々∥訳

ちっちゃいかわいいちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ジェラーム∥さく 小川仁央∥やく

ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズのイギリス昔話集よ

り
日本傑作絵本シリーズ ジェイコブズ∥再話 瀬田貞二∥訳 瀬川康男∥絵

ちっちゃなねずみくん ねずみくんの絵本　32 なかえよしを作　上野紀子絵

チップス先生さようなら 改版 新潮文庫 ヒルトン∥〔著〕 菊池重三郎∥訳

地底旅行 偕成社文庫 ３１９９ ジュール＝ヴェルヌ∥作 石川湧∥訳 石川布美∥訳

千鳥舞う 葉室麟著

地に消える少年鼓手 ウィリアム・メイン∥作 林克己∥訳

地に巣くう あさのあつこ著

地に巣くう あさのあつこ

血の味 沢木耕太郎∥著

血の扇 御広敷用人　大奥記録(五) 上田秀人

地の業火 勘定吟味役異聞　（五） 上田秀人

地の底のヤマ 西村健著

地のはてから　下 乃南アサ著

地のはてから　上 乃南アサ著

血の話 自然科学シリーズ １８ 中川宏∥著

ちのはなし かがくのとも傑作集 ３６ 堀内誠一∥ぶんとえ

地の日天の海　下 内田康夫著

地の日天の海　上 内田康夫著

地の星 流転の海　第二部 宮本輝

千葉県の民話 証誠寺のタヌキばやしほか 県別ふるさとの民話 ２１　千葉県 日本児童文学者協会∥編

千春の婚礼　新・御宿かわせみ 平岩弓枝著

ちびくまくんの森のぼうけん どうぶつ幼年童話
イングリート＝ユーベ∥さく ささきたづこ∥やく ヘルガ＝シュピー

ス∥え

ちびくまくんの夜のぼうけん どうぶつ幼年童話
イングリート＝ユーベ∥さく ささきたづこ∥やく ヘルガ＝シュピー

ス∥え

ち



ちびくまちゃんのおねんね
サンドール・ストダード∥さく リン・マンシンガー∥え さとうひで

み∥やく

ちびくまのかくれんぼ ジェイン＝ヒッセイ∥さく ちばみか∥やく

ちびくろおじさん 新しい世界の幼年童話 １１
レナート＝ラシェル∥さく あんどうみきお∥やく エンニオ＝ディ＝

マーヨ∥え

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン文　フランク・ドビアス絵

ちびくろ・さんぼ　２ ヘレン・バンナーマン文　岡部冬彦絵

ちびくろ・さんぼ　３ こじまよしみ文　かもなおき絵

チビ君 ある子どもの話 岩波少年文庫復刻版 ドーデー∥作 内藤濯∥訳

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン∥さく いわたみみ∥やく

チビ台風アントンがやってきた
新・世界の子どもの本 １０ いたずらア

ントン １
エバ・ベクセル∥作 カーリン・Ｓ・レーデル∥絵 石井登志子∥訳

ちびっこカムのぼうけん 新・名作の愛蔵版 神沢利子∥作 山田三郎∥絵

ちびっこカムのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢利子∥作 山田三郎∥絵

ちびっこ機関車パーシー 汽車のえほん　１１
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

ちびっこ吸血鬼とアドベンチャー休暇 ちびっこ吸血鬼シリーズ ７
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼とおんぼろ屋敷のなぞ ちびっこ吸血鬼シリーズ １２
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のあぶない変身旅行 ちびっこ吸血鬼シリーズ ３
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のかいぶつ農場 ちびっこ吸血鬼シリーズ ４
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のカーニバルはおどる ちびっこ吸血鬼シリーズ １０
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のきけんがいっぱい ちびっこ吸血鬼シリーズ ６
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼の暗くなるまでまって ちびっこ吸血鬼シリーズ ９
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のクリスマスはどきどき気分 ちびっこ吸血鬼シリーズ １５
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼の婚約指輪はおあずけ！？ ちびっこ吸血鬼シリーズ １３
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のひっこしそうどう ちびっこ吸血鬼シリーズ ２
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のひみつの診察室 ちびっこ吸血鬼シリーズ １１
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のぶきみな廃墟の夜 ちびっこ吸血鬼シリーズ ８
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼のようこそ！吸血鬼のふるさとへ ちびっこ吸血鬼シリーズ １６
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼の林間学校は恋のときめき ちびっこ吸血鬼シリーズ １４
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥著 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼はミステリーがおすき ちびっこ吸血鬼シリーズ １
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこ吸血鬼はロマンスなお年ごろ ちびっこ吸血鬼シリーズ ５
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥作 川西芙沙∥訳 ひらいたか

こ∥絵

ちびっこスチュアート Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著 鈴木哲子∥訳 Ｇ．ウイリアムス∥さし絵

ちびっこタグボート　改訂新版 グラマトキーののりものどうわ　１ ハーディー･グラマトキー作　渡辺茂男訳

ちびっこ太郎 改訂 松谷みよ子∥作 織茂恭子∥絵

ちびっこたんていとイヌどろぼう 新しい世界の童話シリーズ バーバラ＝ブレンナー∥作 岡本浜江∥訳

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

ちびっこパンダは人気もの 新しい世界の童話シリーズ ケイス＝チャトフィールド∥作 武内孝夫∥訳 高橋信也∥画

ち



ちびっこパンダは魔法つかい 新しい世界の童話シリーズ ケイス＝チャトフィールド∥作 武内孝夫∥訳 高橋信也∥画

ちびっこひぐま ジョン・ショーエンヘール∥作 くどうなおこ∥訳

チビトガリネズミより小さいものなあんだ？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
ロバート・Ｅ・ウェルズ∥さく せなあいこ∥やく

ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ∥作 酒寄進一∥訳 伊東寛∥絵

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ∥さく 古川博巳∥やく 黒沢優子∥やく 大社玲子∥え

ちびねこコビとおともだち 新あかね幼年どうわ １０ 角野栄子∥作 垂石真子∥絵

ちびねこチョビ 新あかね幼年どうわ １ 角野栄子∥作 垂石真子∥絵

ちびねこのちょび 福音館のペーパーバック絵本 こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

ちびのハイイロガン のろまなちびくんのお話 世界の子どもライブラリー ハンナ＝ヨハンセン∥作 ささきたづこ∥訳 ケティ＝ベント∥絵

ちびのめんどり 講談社の幼年創作童話 ３ 神沢利子∥作 佐野洋子∥絵

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 角野栄子∥やく

チピヤクカムイ 神々の物語 四宅ヤエ∥語り 藤村久和∥文 手島圭三郎∥絵

ちひろのひきだし 母の絵を語る いわさきちひろ∥絵 松本猛∥文

地平線にむかって 新こみね創作児童文学 三輪裕子∥作 佐竹美保∥絵

ちへいせんのみえるところ 長新太∥作

チベットの聖なる山へ
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１３
関野吉晴著

チベットのものいう鳥 岩波の愛蔵版 ４３ 田海燕∥編 君島久子∥訳

痴呆を生きるということ 岩波新書　新赤版 ８４７ 小澤勲∥著

痴呆の世界 理解して対処するために 佐藤啓二∥著

地方別　方言語源辞典 真田信治　友定賢治[共]著

チポリーノの冒険 岩波少年文庫 ２０５０ ジャンニ・ロダーリ∥作 杉浦明平∥訳

チポリーノのぼうけん 後編 童心社紙芝居傑作選 ジャンニ・ロダーリ∥原作 木村次郎∥脚本 岡本武紫∥画

チポリーノのぼうけん 前編 童心社紙芝居傑作選 ジャンニ・ロダーリ∥原作 木村次郎∥脚本 岡本武紫∥画

チマチマ記 長野まゆみ著

チーム 堂場瞬一著

チムききいっぱつ チムシリーズ　５ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムさいごのこうかい チムシリーズ　１０ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チム、ジンジャーをたすける チムシリーズ　３ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムとうだいをまもる チムシリーズ　９ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムとシャーロット チムシリーズ　４ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムとゆうかんなせんちょうさん チムシリーズ　１ 新版 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく せたていじ∥やく

チムとルーシーとかいぞく チムシリーズ　２ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムニーズ館の秘密
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐１

２
クリスティー∥著 高橋豊∥訳

チムのいぬタウザー チムシリーズ　７ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

ち



チーム･バチスタの栄光　上 宝島社文庫 海堂尊著

チーム･バチスタの栄光　下 宝島社文庫 海堂尊著

チーム・バチスタの栄光 海堂尊著

チムひとりぼっち チムシリーズ　６ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チムひょうりゅうする チムシリーズ　８ 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 エドワード・アーディゾーニ∥さく なかがわちひろ∥やく

チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野万里子作

チム・ラビットのおともだち チムとサムの本 アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳 中川宗弥∥画

チム・ラビットのぼうけん チムとサムの本 アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳 中川宗弥∥画

地名苗字読み解き事典 丹羽基二∥著

チャイコフスキー・コンクール ピアニストが聴く現代 中村紘子∥著

中華街殺人旅情 斎藤　栄

チャイルド４４　下 新潮文庫 トム・ロブ・スミス著　田口俊樹訳

チャイルド４４　上 新潮文庫 トム・ロブ・スミス著　田口俊樹訳

ちゃいろおばさんのたんじょうび
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

ちゃいろのこぐまくん １ あさごはん 世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本 ダニエル・ブール∥さく・え 山脇百合子∥やく

ちゃいろのこぐまくん ３ ちいさないす 世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本 ダニエル・ブール∥さく・え 山脇百合子∥やく

ちゃいろのこぐまくん ２ ゆきあそび 世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本 ダニエル・ブール∥さく・え 山脇百合子∥やく

茶会の乱 御広敷用人　大奥記録　六 上田秀人

着実に育てる方法 お子さんの成長に不安のあるお母さんへ 立川勲∥著

チャーシューの月 村中李衣著

ちゃっくりがきぃふ らくご絵本 日本傑作絵本シリーズ 桂文我∥話 梶山俊夫∥絵

チャップリン 岩波ジュニア新書 ２５０ 江藤文夫∥著

茶と琉球人 武井弘一

チャの絵本 そだててあそぼう ４４ ふちのうえひろこ∥へん いいのかずよし∥え

茶の絵本 つくってあそぼう［２５］ 増澤武雄［編］

茶の湯歳事記 決定版 茶の美術館・もてなしの工夫から季節の点前ま

で 秋
淡交ムック

茶の湯歳事記 決定版 茶の美術館・もてなしの工夫から季節の点前ま

で 夏
淡交ムック

茶の湯歳事記 決定版 茶の美術館・もてなしの工夫から季節の点前ま

で 春
淡交ムック

茶の湯歳事記 決定版 茶の美術館・もてなしの工夫から季節の点前ま

で 冬
淡交ムック

茶の湯の旅
交通公社のＭＯＯＫ 別冊るるぶ愛蔵版

１

茶葉　交代寄合伊那衆異聞　１９ 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

茶畑のジャヤ 課題図書 中川なをみ著

チャボのオッカサン 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ボブ・グラハム∥さく まつかわまゆみ∥やく

チャボ物語 いわむらかずお∥著

ち



チャマコとみつあみのうま メキシコ・ミステカ族のお話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ５ 竹田鎮三郎∥え 清水たま子∥ぶん

チャーメインと魔法の家　ハウルの動く城　３ ダイアナ・ウｲン・ジョーンズ作　市田泉訳

チャーリーとタイラー海辺のだいぼうけん ヘレン・クレイグ∥絵と文 清水奈緒子∥訳

チャーリー・ムーン大かつやく 子どもの文学・青い海シリーズ ６ シャーリー・ヒューズ∥作・絵 岡本浜江∥訳

チャールズのおはなし 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース∥さく 上条由美子∥やく 菊池恭子∥え

チャレンジミッケ！　８　おもちゃとっきゅう ウォルター･ウィック作　糸井重里訳

チャレンジミッケ！１　　おもちゃばこ
こどもも　おとなも　あそべる　かくれ

んぼ絵本
ウォルター・ウイック作　糸井重里訳

チャレンジミッケ！３　コレクション
みんなで　いつまでも　あそべる　かく

れんぼ絵本
ウォルター・ウィック作　糸井重里訳

チャレンジミッケ！９　タイムトラベル
おとなも　こどもも　いっしょにあそべ

る　かくれんぼ絵本
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
おとなも　こどもも　いっしょにあそべ

る　かくれんぼ絵本
ウォルター・ウィック作　糸井重里訳

チャレンジミッケ！５　むかしむかし
おとなも　こどもも　いっしょにあそべ

る　かくれんぼ絵本
ウォルター・ウィック作　糸井重里訳

ちゃんちゃら 朝井まかて著

チャンティクリアときつね
ジェフリー・チョーサー∥原作 バーバラ・クーニー∥ぶん・え ひら

のけいいち∥やく

ちゃんと「がまん」のできる子に 愛とけじめのしつけ講座 ＮＭＳ研究会∥著

チューインガム一つ 灰谷健次郎∥文 坪谷令子∥絵

中陰の花 玄侑宗久∥著

中央アメリカをかける
グレートジャーニー人類５万キロの旅

５
関野吉晴∥著

中央構造帯 内田康夫∥著

中央公論　２０２０・０７ コロナ・文明・日本

中央公論 指導者たちの失敗の本質

中央公論 公務員「少国」ニッポン

中央公論　２０２０・０６ 脱・コロナ恐慌

中央公論　２０２０・０５ コロナ直撃　世界激変

中央公論　２０２０・０４ ２１世紀の危機

中央公論　２０２０・１１ 日米政変　国策リニアにもの申す

中央公論　２０２０１２ 特集　スガノミクスを占う

中央公論　２０２１・１ 子供のいない国

中央公論　２０２１・０２ これでいいのか？　日本の大学

中央公論　２０２１　０３ 環境革命の虚実

中央公論　２０２１　０４ 非常時のリーダー学

中央公論　２０２１．０５ 陰謀論が世界を蝕む

中央公論　２０２１　０６ 東京の憂鬱　艱難辛苦　五輪への道

中央公論　２０２１　０７ 孤独と怒りに社会は軋む

中央公論　２０２１・０８ 教養と自己啓発の深い溝

ち



中央公論　２０２１・０９ 昭和の戦争、令和の視点

中央公論　２０２１　１１ 一人で老い、一人で死ぬ社会

中央公論　２０２１・１２ 土地と家と日本人

宙返り 上 大江健三郎∥著

宙返り 下 大江健三郎∥著

中学生の心とからだ 思春期の危機をさぐる 新版 子どもと教育 村瀬孝雄∥著

中学生のための理科の自由研究ガイド テーマと進め方 １ 岩崎幸敏∥著

中学生のための理科の自由研究ガイド テーマと進め方 ２ 岩崎幸敏∥著

中華人民生活百貨遊覧 とんぼの本 島尾伸三∥共著 潮田登久子∥共著

中原の虹　第２巻 浅田次郎著

中原の虹　第1巻 浅田次郎著

中原の虹　第３巻 浅田次郎著

中原の虹　第４巻 浅田次郎著

中高年からの田舎暮らし 緑と静けさと安らぎのある新しい人生を求

めて。
湯川豊彦∥著

中高年の自殺を防ぐ本 高橋祥友∥著

中高年の山登り学 安心と健康のためのアドバイス Ｙａｍａ　ｂｏｏｋｓ 森田秀巳∥文 久保田鉄∥絵

中国 改訂初版 ブルーガイドわがまま歩き　１９

中国経済の正体 講談社現代新書　２０４７ 門倉貴史著

中国・四国地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

中国人と日本人 邱永漢∥著

中国に残された子どもたち 祖国よ父母よ弟妹よ 岩波ジュニア新書 １１０ 古世古和子∥著

中国の旅、食もまた楽し 邱永漢∥著

駐在刑事 講談社文庫 笹本稜平著

中世の食卓から 石井美樹子∥著

中世の城 三省堂図解ライブラリー フィオーナ・マクドナルド∥文 マーク・バーギン∥画 桐敷真次郎∥訳

中世の大聖堂 三省堂図解ライブラリー フィオーナ・マクドナルド∥文 ジョン・ジェイムズ∥画 福田晴虔∥訳

中世の武家と農民 日本の歴史　２ ちくま少年図書館 ６９ 歴史の本 北山茂夫∥著

ちゅうちゅう大こうしん マーティン・ワデル∥作 フィリップ・デュパスキエ∥絵

中長距離走 講談社スポーツシリーズ 高橋進∥著 帖佐寛章∥著

偸盗の夜　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著

チュウとチイのあおいやねのひみつきち 日本傑作絵本シリーズ 高尾裕子

中年以後 曽野綾子∥著

中年心得帳 林真理子著

中年シングル生活 関川夏央∥著

ち



「中年」突入！ 林真理子

中部地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

注文の多い料理店 宮沢賢治どうわえほん　１ 宮沢賢治著　池田浩彰絵

注文の多い料理店 新版 子ども図書館 宮沢賢治∥作 佐藤国男∥画

ちゅうりっぷふじさん あかね幼年どうわ １１ 生源寺美子∥作 武市加代∥絵

チューチューこいぬ 長新太∥さく

チューブ生姜適量ではなくて１ｃｍがいい人の理系の料理 五藤隆介著

チューリップ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３５ 国重正昭∥著

ちょいな人々 荻原浩著

ちょう みるずかん・かんじるずかん 金の本 大島進一∥さく

長安牡丹花異聞 森福都∥著

「超」英語法 野口悠紀雄著

腸をきれいにする特効法１０１　腸内細菌のバランスが全身の健康

を左右する！

チョウが消えた！？ 昆虫の研究 原聖樹∥著 青山潤三∥著

超カンタン！！きれいに暮らすゾ家事便利帳 考えもつかないアノ手

コノ手４７４項

Ｓｅｉｓｈｕｎ　ｓｕｐｅｒ　ｂｏｏｋ

ｓ
ホームライフセミナー∥編

寵姫裏表 妾屋昼兵衛女帳面　五 上田秀人

釣魚大全 完訳 角川選書 ７２ アイザック・ウォルトン∥〔著〕 森秀人∥訳・解説

彫金 手づくりのアクセサリー 望月正子∥著

長江 加藤幸子∥著

超高層ビルと未来都市 高さへの挑戦 どんぐりブックス ２９ 尾島俊雄∥著

彫刻家の娘 トーベ・ヤンソン∥作 富原真弓∥訳

超・殺人事件 東野圭吾

重耳 上 宮城谷昌光∥著

重耳 中 宮城谷昌光∥著

重耳 下 宮城谷昌光∥著

調子っぱずれのデュエット バルト・ムイヤールト∥作 西村由美∥訳

停止　古着屋総兵衛影始末　第四巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

長勝院の萩 上 講談社文庫 杉本苑子∥〔著〕

長勝院の萩 中 講談社文庫 杉本苑子∥著

長勝院の萩 下 講談社文庫 杉本苑子∥〔著〕

超常現象　科学者たちの挑戦 ＮＨＫスペシャル取材班

長女たち 篠田節子著

寵臣　鬼役　二十三 鬼役 坂岡真

鳥人計画 新潮ミステリー倶楽部 東野圭吾∥著

ち



超人 十八か国語に通じた南方熊楠と妻 阿井景子∥著

寵臣の真 お髷番承り候　五 上田秀人

長助の女房 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

「超」整理法 続 時間編 タイム・マネジメントの新技法 中公新書 １２２２ 野口悠紀雄∥著

「超」整理法 情報検索と発想の新システム 中公新書 １１５９ 野口悠紀雄∥著

「超」整理法 ３ とりあえず捨てる技術 中公新書 １４８２ 野口悠紀雄∥著

挑戦つきることなし 高杉良∥著

町長選挙 奥田英朗著

ちょうちょはやくこないかな 福音館の幼児絵本 甲斐信枝∥さく

ちょうちんまつり 世界傑作絵本シリーズ 唐亜明∥文 徐楽楽∥絵

ちょうちん屋のままッ子 理論社名作の愛蔵版 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

朝廷 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

チョウとアリ ふしぎな約束 ジュニア写真動物記 １６ 今森光彦∥著

超特急便ガール！！ メディアワークス文庫 美奈川護

長男の出家 三浦清宏∥著

チョウのくらし カラー自然シリーズ １１ 七尾純∥構成・文 七尾企画∥写真

チョウの庭 森の新聞 １７ 石井実∥著

ちょうのフウ やまとしじみのくらし 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

蝶のゆくえ 橋本治著

超バカの壁 新潮新書　１４９ 養老孟司著

挑発　越境捜査２ 笹本稜平著

「超」発想法 野口悠紀雄∥著

丁半国境 西木正明∥著

「超」文章法 伝えたいことをどう書くか 中公新書 １６６２ 野口悠紀雄∥著

長兵衛天眼帳 山本一力

「超」勉強法 野口悠紀雄∥著

眺望絶佳 中島京子著

潮流　東京湾臨海署安積班 今野敏著

長流の畔 流転の海　第八部 宮本輝

「超」旅行法 野口悠紀雄∥著

鳥類学者のファンタジア 奥泉光∥著

鳥類図鑑 原色日本 小林桂助

チョウはなぜ飛ぶか 岩波科学の本 １６ 日高敏隆∥〔著〕

腸を変えれば体質が変わる 藤田紘一郎

ち



チョ・カムヨンの食べたい作りたい朝鮮料理 ＮＨＫきょうの料理シリーズ チョカムヨン∥著

直線の死角 山田宗樹著

チョコレート王と黒い手のカイ
ヴォルフ・ドゥリアン∥作 シャーロッテ・パノフスキー∥挿絵 石川

素子∥訳

チョコレート革命 俵万智∥著

チョコレートゲーム 講談社文庫 岡嶋二人著

チョコレート工場の秘密 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 田村隆一∥訳

チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 大石真∥作 北田卓史∥絵

チョコレートと青い空 課題図書 堀米薫作

著作権が明解になる１０章 吉田大輔∥著

ちょちょら 畠中恵著

ちょっとだけ こどものとも絵本 瀧村有子さく　鈴木永子え

ちょっとだけまいご クリス・ホートン作　木坂涼訳

ちょっとまって、きつねさん！ ｶﾄﾘｰﾝ・ｼｪｰﾗｰ作

ちょっとまってて！ 児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ハーパー∥ぶん スーザン・ヘラルド∥え 小川仁央∥やく

ちょっとよそ行き 中野ユカリ

ちょっと和風の焼き菓子レシピ　やさしい気持ちでつくりたい 稲田多佳子著

ちよのさんの森のさんぽ おはなしランドくじらの部屋 ４ 久米直子∥作 西巻茅子∥絵

ちよの負けん気、実の父親　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著

ちょぼ　加賀百万石を照らす月 諸田　玲子

ちょろりんととっけー こどものとも傑作集 降矢なな∥作

清算（チョンサン） アジア・ノワール 森詠∥著

ちょんまげ手まり歌 理論社名作の愛蔵版 上野瞭∥作 井上洋介∥絵

散りいそぐ花の哀しみは ガン告知に耐えて 渡辺みよ子∥著

散りぎわの花 小沢昭一∥著

散り椿 葉室麟著

ちりめん細工 伝承の布遊び ちりめん細工

知略　古着屋総兵衛影始末　第八巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

散るぞ悲しき　硫黄島総指揮官・栗林忠道 梯久美子著

チルドレン 講談社文庫 伊坂幸太郎著

チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー ４ 河原潤子∥作 本庄ひさ子∥絵

チロと星空 イヌの天文台長 ポプラ・ノンフィクション ３０ 藤井旭∥著

チロヌップのきつね たかはしひろゆき∥文・絵

血は欲の色　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

チワンのにしき 中国民話 おはなし創作えほん ２１ 君島久子∥文 赤羽末吉∥絵

ち



チンギス・ハーンの一族 ４ 斜陽万里 陳舜臣∥著

チンギス・ハーンの一族 ３ 滄海への道 陳舜臣∥著

チンギス・ハーンの一族 １ 草原の覇者 陳舜臣∥著

チンギス・ハーンの一族 ２ 中原を征く 陳舜臣∥著

陳建一のうま辛でごはんがおいしい四川料理 ＮＨＫきょうの料理シリーズ 陳建一∥著

ちんじゅの森のなぞをさぐる 文研科学の読み物 浜島繁隆∥共著 鈴木達夫∥共著 林正巳∥絵

チンチン電車始末記 横浜を走った７０年 依田幸一∥著

チンチンでんしゃのはしるまち かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 横溝英一∥さく

ちんちん電車　ハマッ子の足７０年 横浜市交通局編

沈底魚 曽根圭介著

チンパンジー 大自然の動物ファミリー １ ジェーン・グドール∥著 松沢哲郎∥日本語版監修・訳

チンパンジーの世界 カラー版自然と科学 １７ 上原重男∥著

チンパンジーはちんぱんじん アイとアフリカのなかまたち 岩波ジュニア新書 ２５８ 松沢哲郎∥著

珍妃の井戸 浅田次郎∥著

ちんぷんかん 畠中恵著

沈黙 遠藤周作∥著

沈黙の王 宮城谷昌光∥著

沈黙の春 レイチェル・カーソン∥〔著〕 青樹簗一∥訳

沈黙のパレード 東野圭吾

沈黙のパレード 東野圭吾

沈黙のひと 小池真理子著

沈黙のファイル 共同通信社社会部∥編

沈黙の町で 奥田英朗

沈黙の森 馳星周著

沈黙博物館 小川洋子∥著

沈黙は猛毒、お喋りは百薬の長 河出書房新社 石川恭三

沈黙法廷 佐々木譲著

沈黙野 米山公啓∥著

追憶のかけら 貫井徳郎著

追伸 真保裕一著

追跡 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

ツイーゼルちゃん 岩波少年文庫復刻版 ベルゲングリューン∥作 植田敏郎∥訳

追悼の達人 嵐山光三郎∥著

終の住処 磯崎憲一郎著

ち
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終の棲み家に翔べない理由 俵萠子著

「終の住みか」のつくり方 高見澤たか子著

墜落遺体　御巣鷹山の日航機１２３便 講談社＋α文庫 飯塚訓

ツイン・シティに死す
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６４２
デイヴィッド・ハウスライト∥著 川副智子∥訳

通園通学小物２００点 ママのオリジナルブランド！！ レディブティックシリーズ １６４６

通園、通学バッグと洋服 ママのはじめての手作り 寺西恵里子∥著

痛風に克つ 健康ライブラリー 内田詔爾∥著

使い切りカメラの実験 たのしい科学あそび 相場博明∥著 藤田ひおこ∥絵

つかってあそぼう ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子∥著

つかまったのはだれ？ ことばのからくり 大津由紀雄∥文 藤枝リュウジ∥絵

つかまらないつかまらない うさぎのモコのおはなし １ 神沢利子∥さく 渡辺洋二∥え

津軽百年食堂 小学館文庫 森沢明夫

憑かれ薬師のあやかし噺 Mikura

疲れやすい人のスタミナメニュー
ＮＨＫきょうの料理 家族のヘルシー食

卓 ２
宗像伸子∥著

月 宇宙たんけんたい　２ フランクリン・Ｍ・ブランリー著

月明かり　慶次郎縁側日記 北原亞以子著

月凍える 人情江戸彩時記 藤原緋沙子

月へミルクをとりにいったねこ 日本傑作絵本シリーズ
アルフレッド・スメードベルイ∥作 たるいしまこ∥絵 ひしきあきら

こ∥訳

月を吐く 諸田玲子∥著

月をみよう　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１ 藤井旭著

月影に消ゆ 剣客相談人２１ 森詠

憑神 浅田次郎著

月からきたトウヤーヤ 肖甘牛作　君島久子訳

月からのシグナル ちくまプリマーブックス ９１ 根本順吉∥著

ツキコの月 伊集院静著

築地魚河岸ことばの話　読んで味わう「粋」と「意気」 生田與克　冨岡一成[共］著

月島慕情 浅田次郎著

月と蟹 道尾秀介著

月と詐欺師 赤井三尋著

つぎ、とまります 幼児絵本シリーズ 村田エミコ作

月とよしきり 津本陽著

月と六ペンス 新潮文庫 サマセット・モーム∥著 中野好夫∥訳

月と六ペンス 岩波文庫 サマセット・モーム∥著 阿部知二∥訳

月に願いを 姫は、三十一　７ 風野真知雄

つ



月の上の観覧車 荻原浩

月のうさぎ 世界みんわ絵本 インド 前田式子∥文 司修∥絵

月の裏側 Ｗ．コーレット∥作 越智道雄∥訳

月の裏側 幻冬舎文庫 恩田陸著

月ノ浦惣庄公事置書 岩井三四二∥著

月のえくぼ(クレーター）を見た男麻田剛立 鹿毛敏夫著

突きの鬼一　赤蜻 鈴木　英治

突きの鬼一　岩燕 鈴木　英治

突きの鬼一　饗宴 突きの鬼一 鈴木英治

突きの鬼一　雪崩 鈴木　英治

月の狩人 アマゾンでみたわたしだけの夢 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ジクリト・ホイク∥作 酒寄進一∥訳

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

月のしずく 浅田次郎∥著

つきのせかい たのしいかがく ２
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん ブラディミール・ボブリ∥え

山田大介∥やく

月の鉢　九十九字ふしぎ屋商い中 九十九字ふしぎ屋商い中 霜島けい

月の船でゆく 長野まゆみ∥著

つきのぼうや
世界傑作絵本シリーズ デンマークの絵

本
イブ・スパング・オルセン∥さく・え やまのうちきよこ∥やく

月の魔法陣 斎藤栄∥著

月の魔法陣 集英社文庫 斎藤栄∥著

月の水鏡 ベスト時代文庫 井川香四郎

月の満ち欠け 佐藤正午

月の輪草子 瀬戸内寂聴著

月人石　乾千恵の書の絵本 こどものとも傑作集 乾千恵書　谷川俊太郎文　川島敏生写真

つきよ スピカのおはなしえほん １３ 長新太∥さく

月夜駕篭 新潮文庫 風車の浜吉・捕物綴 伊藤桂一∥著

月夜行 風の市兵衛　４ 辻堂魁

つきよのおんがくかい 日本傑作絵本シリーズ 山下洋輔∥文 柚木沙弥郎∥絵

つきよのかいじゅう 長新太∥さく

月夜のキノコ トガリ山のぼうけん ３ いわむらかずお∥文・絵

月夜のこどもたち 講談社の翻訳絵本シリーズ
ジャニス＝メイ＝アドレー∥文 モーリス＝センダック∥絵 岸田衿子∥

訳

月夜のじどうしゃ
講談社の創作絵本 Ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅ

ｃｔｉｏｎ
渡辺茂男∥文 井上洋介∥絵

つきよのぼうけん フォックスウッドものがたり ２
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

つきよのぼうけん
エインゲルダ・アーディゾーニ文　エドワード・アーディゾーニ絵

なかがわちひろ訳

月は怒らない 垣根涼介著

つ



「次」はこうなる 堺屋太一∥著

月は誰のもの　髪結い伊三次捕物余話 文春文庫 宇江佐真理著

月はぼくらの宇宙港 佐伯和人

津久井湖誕生 かながわの水 神奈川新聞編集局著

つくし かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 甲斐信枝∥さく

ツクシのかんさつ 科学のアルバム ５４ 鈴木公治∥著

佃島ふたり書房 出久根達郎∥著

つくってあそぶ １ 親子であそぶつくりかた絵本 つじむらますろう∥編・絵

つくってあそぶ ２ 親子であそぶつくりかた絵本 つじむらますろう∥編・絵

つくってあそぶ ３ 親子であそぶつくりかた絵本 つじむらますろう∥編・絵

作って遊べるマジック デイブ・ブラウン，ポール･リーブ［共］著

つくってあそぼうよ！ ２ えんげいかになろう ヘレン・バーデン∥作 ペニー・ダン∥絵 竹下文子∥訳

作って贈るリースの本

つくって楽しいスーパー紙ブーメランワンダーランド 山口理編著

つくってみよう！ おうちにある材料で、楽しくつくる工作の本 浦嶋洋子∥著

作ってみよう！電子工作２５ カンタンにできる小学生・中学生の自

由工作
樫野清一∥監修・製作

償い 幻冬舎文庫 矢口敦子著

つぐみ 吉本ばなな∥著

つぐみひげの王さま グリム童話 バーナデット・ワッツ∥絵 ささきたづこ∥訳

つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵著

つくもがみ貸します 畠中恵著

つくも神さん、お茶ください 畠中恵

月夜見 増田みず子∥著

つくりおき　週末まとめて作り置きレシピ ｎｏｚｏｍｉ著

繕い屋 月のチーズとお菓子の家 矢崎存美

つくろうマイアルバム 改訂新版 印南博之∥著

付け火 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

漬物と常備菜
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２３
ＮＨＫ出版∥編

辻風の剣 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

辻斬り 剣客商売 池波正太郎∥〔著〕

辻斬り始末 祥伝社文庫 請負い人阿郷十四郎 永井義男∥著

辻晋堂 浜っ子が集めた異色彫刻家の挿話 浅田康夫∥著

つしま丸のそうなん 金沢嘉市編著

津田梅子 大庭みな子∥著

つ



伝える力　「話す」［書く」「聞く」能力が仕事を変える！ PHPビジネス新書 池上彰著

蔦かずら 鳥越碧∥著

蔦燃 高樹のぶ子∥著

ツタンカーメン
児童図書館・絵本の部屋 探検と発掘シ

リーズ ２
ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文

土恋 津村節子著

土田早苗の人形の本 市松さんと洋人形 土田早苗∥著

つちづくり　にわづくり 世界傑作絵本シリーズ　アメリカの絵本 クリストファーサライスニール

土に生きる 産業のこころシリーズ ５ 川井一之∥著

土の観察と実験 やさしい科学 山崎良雄∥著 岩永昭子∥絵

土の記　上 高村薫

土の記　下 高村薫

土の中の子供 中村文則著

土の中の動物を調べよう やさしい科学 渡辺弘之∥著

土は生きている 自然科学シリーズ ２７ 都留信也∥著

土は地球のエアコンだ 子ども科学図書館 塚本明美∥文

ツツジ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １４ 田村輝夫∥著

つっぱり魔物グロリカン 児童図書館・文学の部屋 モリー・ハンター∥〔著〕 田中明子∥訳

堤中納言物語　うつほ物語 ２１世紀版　少年少女古典文学館　７ 津島佑子著

堤中納言物語 落窪物語 日本古典選 松村誠一∥校註 所弘∥校註

九十九藤 西條奈加著

綴られる愛人 井上荒野著

ツーティのうんちはどこいった？ ハナグマの森のものがたり 松岡達英∥絵 越智典子∥文

つとむくんのかばみがき 創作えほん １４ まつたにみよこ∥さく かなざわゆうこう∥え

ツトムくんのさんぱつ おはなしの花たば 西川はるこ∥文 西川おさむ∥画

繋がれた明日 真保裕一∥著

ツナグ 辻村深月著

ツナグ 辻村深月

ツナグ　想い人の心得 辻村深月

つな引きのお祭り たくさんのふしぎ傑作集 北村皆雄文　関戸勇写真　高頭祥八絵

TSUNAMI　津波 集英社文庫 高嶋哲夫著

津波の霊たち　３・１１死と生の物語 リチャード・ロイド・パリー　濱野大道訳

つなみ　被災地の子どもたちの作文集　完全版 森健編

津波ものがたり 童心社・小学生ブックス 山下文男∥著 箕田源二郎∥画 宮下森∥画

経清記 江宮隆之∥著

つ



つねならぬ話 星新一∥著

角おれカブトの大冒険 ＰＨＰ創作シリーズ 大原興三郎∥作 古味正康∥絵

つばき 山本一力著

椿落つ新　酔いどれ小籐次　十一 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

ツバキ・サザンカ ＮＨＫ趣味の園芸作業１２か月 １ 中村恒雄∥〔著〕

ツバキ文具店 小川糸著

椿山 乙川優三郎∥著

椿山課長の七日間 浅田次郎∥著

飛燕十手 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

つばさ 上 ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

つばさ 下 ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

つばさをもらった月 世界みんわ絵本 ブルガリア 八百板洋子∥文 南塚直子∥絵

翼 Ｃｒｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｍｏｏｎ 村山由佳∥著

翼のある依頼人　慶子さんとお仲間探偵団 柄刀一著

つばさ１１１号の殺人 KAPPA NOVELS 西村京太郎著

ツバメ記念日　季節風　春 重松清著

ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム全集 １ アーサー・ランサム∥作 岩田欣三∥訳 神宮輝夫∥訳

ツバメ号の伝書バト アーサー・ランサム全集 ６ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

ツバメの歌 ロバの旅 岩波の子どもの本
レオ・ポリティ∥文とえ 石井桃子∥訳 アン・ノーラン・クラーク∥文

レオ・ポリティ∥え 石井桃子∥訳

つばめのおやこ
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
国松俊英∥脚本 駒井啓子∥画

ツバメのくらし 科学のアルバム ３７ 菅原光二∥著

ツバメの谷 アーサー・ランサム全集 ２ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

ツバメの街 森の新聞 １３ 川道美枝子∥著 須川恒∥著

つぶやき岩の秘密 新潮文庫 新田次郎著

つぼが　トコトコ
ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民

話
東川洋子文　小林ゆき子絵

つまをめとらば 青山文平著

妻恋坂 北原亞以子著

躓きの石 諸井薫∥著

妻たちの欲望 夏樹静子∥著

妻と飛んだ特攻兵　８・１９満州、最後の特攻 角川文庫 豊田正義著

妻と私 江藤淳∥著

妻の肖像 徳岡孝夫著

妻の大往生 永六輔∥著

つまみ食い 居酒屋お夏　三 岡本さとる

つ



罪を逃れて笑う奴 講談社文庫 告発弁護士シリーズ 和久峻三∥〔著〕

つみ木であそぼう さんすう文庫 ９ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

つみきのいえ 加藤久仁夫絵

つみきのびょういん りょうちゃんとさとちゃんのおはなし 松野正子∥さく 鎌田暢子∥え

罪の声 塩田武士

罪の轍 奥田英朗

罪深き海辺 大沢在昌著

つむじ風 般若同心と変化小僧(二) 小杉健治

つむじ風のち晴れ 古世古和子著

冷たい心臓 ハウフ童話集 福音館古典童話シリーズ ３８ ヴィルヘルム・ハウフ∥作 乾侑美子∥訳 Ｔ．ヴェーバー∥ほか画

冷たい太陽 ミステリー・リーグ 鯨統一郎著

冷たい密室と博士たち 森　博嗣

爪と目 藤野可織著

津本陽自選短篇２０ 津本陽∥著

つゆつきと　晴れの日、卦の日の　つまみ細工 土田由紀子著

露の玉垣 乙川優三郎著

強くなる！こども将棋入門 マンガと図解で早わかり 杉本昌隆

つらい痛みから解放される　筋膜リリース・メソット 瀧澤幸一

釣魚でつくるおいしい料理・３００選レシピ 石川浩章［監修］

釣り仙人　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

釣りに行こう 岩波ジュニア新書 ４３２ 藤井克彦∥著

つりにいこうよ メアリー＝シュトルツ∥作 パット＝カミングス∥絵 鴻巣友季子∥訳

ツリーハウス 角田光代著

つりばしゆらゆら あかね幼年どうわ ３８ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

つりばしわたれ 母と子の絵本 ２８ 長崎源之助∥作 鈴木義治∥絵

つり丸　これはおいしい釣り魚料理 盛川宏

つるかめ助産院 小川糸著

剣岳殺人山行 梓林太郎

剱岳＜点の記＞ 文春文庫 新田次郎著

つるつるの壷 町田康∥著

鶴になったおじさん わたしのノンフィクション １１ 高橋良治∥文 稲船正男∥絵

つるにょうぼう むかしむかし絵本 ７ かんざわとしこ∥ぶん いぐちぶんしゅう∥え

つるにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 矢川澄子∥再話 赤羽末吉∥画

つるのおんがえし 紙しばい名作選 坪田譲治∥脚本 中尾彰∥画

つ



つるばら村の家具屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村のくるみさん わくわくライブラリー 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

つるばら村の大工さん わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村のはちみつ屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村のパン屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

つるばら村の魔法のパン わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村の三日月屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

つるばら村の洋服屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村の理容師さん わくわくライブラリー 茂市久美子著

つるばら村のレストラン わくわくライブラリー 茂市久美子作

つるべっ子 文研ブックランド 今村葦子∥作 いせひでこ∥絵

鶴見区史 鶴見区史編集委員会編

鶴見区史　区制施行五十周年記念 鶴見区史編集委員会編

鶴見線物語 サトウマコト∥著

鶴見の歴史と人々のくらし 鶴見の歴史と人々のくらし編集委員会編

徒然草
コミックストーリーわたしたちの古典

９
監修　長谷川孝士

徒然草　方丈記 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１０ 嵐山光三郎著　三木卓著

徒然ノ冬 居眠り磐音　４３ 佐伯泰英

津和野殺人事件 徳間文庫 内田康夫

つわもの長屋　三匹の侍 新美健

つわもの長屋　弾七郎夢芝居 新美　健

つわもの長屋　十三人の刺客 新美健

ツンドラがぼくのふるさと 北極地方の物語 旺文社創作児童文学 チレーノフ∥作 田辺佐保子∥訳 赤星亮衛∥絵

つんぶくだるま 童心社のベスト紙芝居 おもしろ民話選 烏兎沼宏之∥作 金沢佑光∥画

手あそびうた５０ 第１集 あがりめさがりめ 二階堂邦子∥編

手あそびうた５０ 第２集 まつぼっくり 二階堂邦子∥編

手あそびうた３５ 第３集 じゃんけんぽん 二階堂邦子∥編

手あそびうた４０ 第５集 おててがパッ 二階堂邦子∥著 手あそびうた研究会∥著

手あそびうた４０ 第４集 ワンツースリーフォー 二階堂邦子∥編

手編み１年生　彼と私の小もの　１９９５秋冬 ＧＡＫＫＥＮ　ＨＩＴ　ＭＯＯＫ

手編みのアウターニット レディブティックシリーズ

手編みのメンズニット　M・Lサイズであめるウエア＆小物・レディ

ス
レディブティックシリーズ

デイ・トウ・デイ 講談社

ディア　ノーバディ バーリー・ドハティ∥〔著〕 中川千尋∥訳

て

つ



TVJ 五十嵐貴久著

ＤＮＡがわかる本 岩波ジュニア新書 ２９１ 中内光昭∥著

帝王、死すべし 折原一著

ディオールの世界 川島ルミ子∥著

ディクソンの大恐竜図鑑 恐竜 Ｄ・ディクソン∥〔画〕

ティー 紅茶でのもてなし 飯田深雪∥著

Ｄ坂の殺人事件 創元推理文庫 ４０１‐２ 江戸川乱歩∥著

低山徘徊 画文集 小林泰彦∥著

デイジー あかちゃんはわたしよ リサ・コッパー∥さく いわきとしゆき∥やく

Ｔシャツのライオン 講談社の翻訳絵本 ウーリー・オルレブ∥文 ジャッキー・グライヒ∥絵 もたいなつう∥訳

デイジーはおかあさん リサ・コッパー∥さく いわきとしゆき∥やく

ＤＺ 小笠原慧∥著

ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田洋

ディダコイ 児童図書館・文学の部屋 Ｒ・ゴッデン∥作 猪熊葉子∥訳

ティッシュの実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 さとう智子∥絵

ティッチ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 パット・ハッチンス∥さく・え いしいももこ∥やく

帝都衛星軌道 島田荘司著

帝都幻談　上 荒俣宏著

帝都幻談　下 荒俣宏著

ティナとおおきなくま ウテ・クラウス∥作絵 青木久子∥訳

ティナのおるすばん Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イリーナ・コルシュノフ∥作 石川素子∥訳 小林健一∥絵

ティーニイタイニイちいちゃいおばちゃん イギリスのこわ～い昔話 トミー＝デ＝パオラ∥絵 ジル＝ベネット∥再話 ゆあさふみえ∥訳

定年からの旅行術 講談社現代新書 加藤仁著

定年ゴジラ 講談社文庫 重松清著

定年後大全 セカンドライフの達人になる５０のツボ 日本経済新聞マネー＆ライフ取材班∥編

定年後のボランティア 中高年の新しい生き方 石田易司∥著

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

定年後 「もうひとつの人生」への案内 岩波書店編集部∥編

定年バカ ＳＢ新書 勢古浩爾

Dの複合 新潮文庫 松本清張著

Ｔバック戦争 岩波少年文庫 ２１１９ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 小島希里∥訳

ティーパーティーの謎 岩波少年文庫 ０５１ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 小島希里∥訳

定番柄の子ども服 もめんやさんにいつもある柄 １００・１１０・１

２０ｃｍ １
手づくりお母さんシリーズ

定番柄の子ども服 もめんやさんにいつもある柄 １３０・１４０・１

５０ｃｍ ２
手づくりお母さんシリーズ

て



ＴＢＳ榎さんの心のうた 遠い日のメッセージ 榎本勝起∥選・編・著

デイビッドがっこうへいく 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン∥さく 小川仁央∥やく

深い河（ディープ・リバー） 遠藤周作∥著

堤防・磯・投げ釣り教室 入門者、ファミリーフィッシングのための ＢＩＧ１シリーズ １９

堤防釣り入門　図解でよくわかる Gakken Mook

堤防のプラネタリウム あかね創作文学シリーズ １ 皿海達哉∥作 小林与志∥絵

ティーポットのひみつ レーシー・ヘルプス∥作 河毛二郎∥訳 福島栗雄∥訳

定本育児の百科 松田道雄∥著

定本仏像 心とかたち 望月信成∥〔ほか〕著

ティムといかだのきゅうじょたい ゆうかんなティムシリーズ ジュディ・ブルック∥作 まきたまつこ∥訳

ティムとひこうせん ゆうかんなティムシリーズ ジュディ・ブルック∥作 まきたまつこ∥訳

ティムとふしぎな小人たち 児童図書館・文学の部屋 ヒルデ・ハイジンガー∥作 小川一枝∥訳

ティムとめうしのおおさわぎ ゆうかんなティムシリーズ ジュディ・ブルック∥作 まきたまつこ∥訳

ティムの　およめさん ゆうかんなティムシリーズ ジュディ・ブルック∥作 まきたまつこ∥訳

定訳菊と刀 日本文化の型 ルース・ベネディクト∥著 長谷川松治∥訳

ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス∥作 小林いづみ∥訳

ティリーのねがい フェイス・ジェイクス∥作 小林いづみ∥訳

出入物吟味人　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

泥流地帯 続 新潮文庫 三浦綾子∥著

ディール・メイカー 服部真澄∥著

Ｄロック 鳴海章∥著

でえすけ忍者 でえすけ忍者 幡大介

テオとがっこう テオくんのぼうけんシリーズ ４ ビオレタ・デノウ∥え・ぶん こにしまりこ∥やく

テーオバルトの騎士道入門 童話パラダイス ６ 斉藤洋∥作 おぼまこと∥絵

手織り 基礎技術から応用まで 土肥悦子∥著

手織りの基本 新技法シリーズ ９ 土肥悦子∥著

でか足国探検記 新潮文庫 椎名誠∥著

手紙 東野圭吾∥著

てがみをください みるみる絵本 やましたはるお∥さく むらかみつとむ∥え

手紙のなかの日本人 文春新書 １３８ 半藤一利∥著

手紙・はがき基本文例集 主婦の友

デカルト
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１１
伊藤勝彦∥著

デカルトの密室 瀬名秀明

手軽に楽しむ小さなグリーン　テーブルの上や窓辺を飾る セレクトＢＯＯＫＳ

て



出来心　ご隠居さん　四 文春文庫 野口卓

出来事 結城昌治∥著

敵手
Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ 競馬

シリーズ
ディック・フランシス∥著 菊池光∥訳

摘出 表御番医師診療禄　５ 上田秀人

敵対水域 ピーター・ハクソーゼン∥〔ほか〕著 三宅真理∥訳

出口のない海 横山秀夫著

でこちゃん わたしのえほん つちだのぶこ∥さく・え

手話の本３　うごきときもちの手話 井崎哲也[監]　冬野いちこ絵　あんぐりら図

手話の本１　くらしの手話 井崎哲也[監]　冬野いちこ絵　あんぐりら図

手話（てことば）の本 第２集　２ 擬音語・擬態語 音とようすの手

話

手話（てことば）の本 ３ 動詞　形容詞 うごきときもちの手話

手話（てことば）の本 １ 名詞 くらしの手話

手話（てことば）の本 ２ 名詞 みじかな手話

手話（てことば）の本 第２集　１ 名詞＋動詞 いろいろなうごきの

手話

手話の本２　みぢかな手話 井崎哲也［監]　冬野いちこ絵　あんぐりら図

デージェだっていちにんまえ 世界傑作童話シリーズ ヨーク・ファン・リューベン∥さく 下田尾治郎∥やく

デジカメ自然観察のすすめ　カラー版 岩波ジュニア新書　４７５ 海野和男著

デジカメ写真は撮ったまま使うな！ 岩波アクティブ新書　１１８ 鐸木能光著

デジカメだからできるビジネス写真入門 岩波アクティブ新書 １２ 田中長徳∥著

手仕事の道具百科 ダイヤグラム・グループ∥編著 鈴木主税∥訳 吉岡晶子∥訳

デジタルエレクトロニクスの秘法 岩波ジュニア新書 １７６ 山田勲∥著

デジタルの仕事がしたい 岩波ジュニア新書　５１５ 杉山知之編

手品 わくわくチャレンジブックス　５

てじな 幼児絵本シリーズ 土屋富士夫著

出絞と花かんざし 佐伯泰英

デス・エンジェル 久間十義著

手塚治虫がねがったこと 岩波ジュニア新書 １６３ 斎藤次郎∥著

手漉き和紙

手づくり安眠枕の本
Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍｉｎｇ　ｌｉｆｅ

ｓｅｒｉｅｓ

手づくり押し花の本 野の花・思い出の花で作る 黒岩美穂子∥著

手作りおもちゃ ジュニア図鑑 ５０ 実野恒久∥著

手作り紙芝居 保育のアイデアシリーズ １９ 紙芝居を作る会∥著

手作り子供服 １歳～１５歳 ２００２～２００３年版 ベストあみものシリーズ

手作り子供服 １歳～１５歳 〔１９９９〕夏号 ベストあみものシリーズ

て



手作り子供服 １歳～１５歳 〔２００１〕夏号 ベストあみものシリーズ

手づくりしたい漬け物・保存食 手づくり食品の会編

手づくりスライムの実験 やさしい科学 山本進一∥著 岩永昭子∥絵

手づくりで楽しむパーティーブック 高野あや∥作・絵 村田まり子∥絵

手づくり電池 野菜・果実・マンガンで電池をつくる
たのしい手づくり教室　つくる・そだて

る・考える ２５
玉川登美男∥著

手作りのカーショップ シートカバー＆小もの ＯＮＤＯＲＩ手芸ブック ７６

手づくりの石けんと化粧品　ハーブや精油の香りが楽しめる

手づくりの陶芸入門 谷田成雄∥著

手づくりの年賀状とカード 石井正子∥著

手作りパン 今、注目の野菜パンや健康パンもいっぱい！ マイライフシリーズ Ｎｏ．１８２ 中道順子∥〔著〕

手づくりママＢａｂｙ 秋冬総集編

手づくりママＢａｂｙ 春夏総集編

手づくり　昔のおもちゃ 海保洋司∥著

テスタメント ジョン・グリシャム∥〔著〕 白石朗∥訳

デズデモーナの不貞 逢坂剛∥著

デセプション・ポイント　下 ダン・ブラウン著　越前敏弥訳

デセプション・ポイント　上 ダン・ブラウン著　越前敏弥訳

データブック　世界各国地理　第３版 岩波ジュニア新書　４８４ 竹内啓一著

手練　十五 鬼役 坂岡真

でっかいねずみとちっちゃなライオン ゆかいなゆかいなおはなし イブ・タイタス∥ぶん 光吉夏弥∥やく レオナード・ワイズガード∥え

哲学者かく笑えり 土屋賢二∥著

哲学ってなんだ 自分と社会を知る 岩波ジュニア新書 ４１５ 竹田青嗣∥著

でっかくなりたいもん 子どもの本 小納弘∥作 今井弓子∥絵

てつがくのライオン 工藤直子少年詩集 詩の散歩道 工藤直子∥著 佐野洋子∥絵

鉄火面 世界の冒険文学　９ さとうまきこ

手作りのエプロン　毎日が過ごせるステキなデザインがいっぱ

い！！
レディブティックシリーｽﾞno.３７７３

テッサのお金もうけ フォーチュン団のなかまたち ３ マーガレット・マーヒー∥作 ジョン・ファーマン∥絵 幾島幸子∥訳

デッサン入門 とんぼの本 平山郁夫∥編 前田常作∥編

鉄鼠（てっそ）の檻 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

徹底解剖！東京駅１００年　過去　現在　そして未来へ JTBの交通ムック２４

徹底京都紅葉めぐり

徹底京都桜めぐり

鉄道 機関車と電車 Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 １１ 久保田博∥共編 青木栄一∥共編

鉄道記 真島満秀 真島満秀∥著 真島満秀写真事務所スタッフ∥著

て



鉄道唱歌殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 木谷恭介∥著

鉄道と街・横浜駅 三島富士夫∥著 宮田道一∥著

鉄道ナンバー１ 新・ニューパーフェクト ６ 松尾定行∥構成・文 荒川好夫∥ほか写真

鉄道模型レイアウト ホビーテクニック １５ 長真弓∥〔著〕

鉄道ものしり百科　新幹線・特急・電車・モノレール・SL・トロッ

コ列車
乗り物ワイドBOOK 真島満秀写真　松尾定行構成・文

デッド・リミット 遠藤武文著

鉄の枷 ミネット・ウォルターズ∥著 成川裕子∥訳

鉄の実験 たのしい科学あそび 馬場勝良∥著 永井泰子∥絵

鉄の花を挿す者 森雅裕∥著

鉄のはなし 人間の知恵 １０ 雀部晶∥著

鉄の文化 人間と鉄の４５００年 図説・日本の文化をさぐる ７ 窪田蔵郎∥文 稲川弘明∥図絵

鉄の文明 岩波グラフィックス １３ 大橋周治∥著

鉄の骨 池井戸潤著

てっぺんの湖 トガリ山のぼうけん ８ いわむらかずお∥文・絵

鉄砲無頼記 津本陽∥著

手で編む可愛い布ぞうり　お気に入りの布で！思い出の服で！ 小石正子著

テティスの逆鱗 唯川恵著

テディ・ロビンソンまほうをつかう 世界傑作童話シリーズ ジョーン・Ｇ・ロビンソン∥さく・え 坪井郁美∥やく

でてきたドジマサ 大日本の創作どうわ 山中恒∥さく 宮田武彦∥え

でてこいこい！
子ども参加かみしばいみんないっしょ

に、うれしいな！
間所ひさこ脚本　土田義晴絵

でてこい、ゴンタ くもんの絵童話 みづしま志穂∥文 村上康成∥絵

でてこいでてこい ０．１．２．えほん はやしあきこ∥さく

でてこいミルク！ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジェニファー・Ａ・エリクソン∥さく オラ・アイタン∥え うちだり

さこ∥やく

手で食べる？ たくさんのふしぎ傑作集 森枝卓士文・写真

てではなそう さとうけいこ∥さく さわだとしき∥え

てではなそう ２ うれしい！ 「きもち」と「なまえ」 さとうけいこ∥さく さわだとしき∥え

てではなそう ４ おいしい！
さとうけいこ∥さく さわだとしき∥え よないやまあきひろ∥しゅわや

く

てではなそう ３ おはようございますみなさん さとうけいこ∥さく さわだとしき∥え

てとてとてとて 浜田桂子作

てとてとゆびと かこさとし・からだの本 ６ かこさとし∥〔作〕

てとゆび かがくのとも傑作集 ８ 堀内誠一∥ぶん・え

テニス Ｊスポーツシリーズ ７ 松岡修造∥著

テニス・卓球・バドミントン スポーツ全集 ８ 小山秀哉∥〔ほか〕共著

てのひら島はどこにある 新・名作の愛蔵版 佐藤さとる∥作 林静一∥絵

て



てのひらたけ 高田侑著

手のひらのメモ 夏樹静子著

手のひら、ひらひら　江戸吉原七色彩 文春文庫 志川節子著

デパートへ行こう！ 真保裕一著

デパートへ行こう！ 講談社文庫 真保裕一

手早くおいしく１００のクイックレシピ
生活実用シリーズ Ｅｎｊｏｙ　ｃｏｏ

ｋｉｎｇ

手早くできる朝ご飯
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ３０
ＮＨＫ出版∥編

てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ 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∥やく

てぶくろ ウクライナ民話 かみしばいがはじまるよ 堀尾青史∥脚本 箕田美子∥画

てぶくろを買いに 新版 子ども図書館 新美南吉∥作 高野玲子∥画

てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロボドキン文　ルイス・スロボドキン絵　三原泉

訳

てぶくろでつくる小さな人形たち ＮＨＫ婦人百科 ハンドワークシリーズ 米山京子∥著

手ぶくろ人形の部屋 作ってあそぶ・作って演じる 高田千鶴子∥著

てぶくろブック はじめての手あみ

テーブルのした マリサビーナ・ルッソ∥絵と文 青木久子∥訳

デフレの正体　経済は[人口の波]で動く 角川ONEテーマ２１ 藻谷浩介著

テーマ別ビジュアル資料集　１ 国別大図解　世界の地理　７ 井田仁康［監］

テーマ別ビジュアル資料集　２・総さくいん 国別大図解　世界の地理　８ 井田仁康［監］

手毬 瀬戸内寂聴∥著

てめぇらはスマホばっかいじってないでさっさと旅に出やがれ！！ 植松稔貴著

出もどり家族 ねじめ正一∥著

でもね、せんせい 改訂 創作どうわライブラリー ３ 竹野栄∥作 梶山俊夫∥絵

二重奏（デュオ） 赤川次郎∥著

デューク更家の１分間ウォーキングスーパーセラピー デューク更家著

テラビシアにかける橋 キャサリン・パターソン∥作 岡本浜江∥訳

寺町三丁目十一番地 創作童話シリーズ 渡辺茂男∥作 太田大八∥画

デ・ラ・メア物語集 １ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 マクワガ葉子∥訳 津田真帆∥絵

デ・ラ・メア物語集 ２ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 マクワガ葉子∥訳 津田真帆∥絵

デ・ラ・メア物語集 ３ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 マクワガ葉子∥訳 津田真帆∥絵

照葉ノ露 居眠り磐音江戸双紙　28 佐伯泰英

デルタの記 暮しの手帖編集部∥編

テルちゃん 玄侑宗久著

てるてる坊主の照子さん 上 なかにし礼∥著

てるてる坊主の照子さん 下 なかにし礼∥著

て



テレビキャスター 江波戸哲夫∥著

テレビのすきなきょう竜くん 幼年翻訳どうわ
ロビン＝クライン∥さく あんどうのり子∥やく アリスン＝レスター∥

え

ＴＶピープル 村上春樹∥著

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

出羽院内銀山仕置帳 高橋義夫∥著

手業に学べ 地の巻 Ｂｅ‐ｐａｌ　ｂｏｏｋｓ 塩野米松∥著

手業に学べ 天の巻 Ｂｅ‐ｐａｌ　ｂｏｏｋｓ 塩野米松∥著

田園発　港行き自転車　下 宮本輝著

田園発　港行き自転車　上 宮本輝著

天下 奥右筆秘帳 上田秀人

天下　家康伝　上 火坂雅志著

天下　家康伝　下 火坂雅志著

天涯の花 宮尾登美子∥著

天海の秘宝　上 夢枕獏著

天海の秘宝　下 夢枕獏著

天下城　上 佐々木譲著

天下城　下 佐々木譲著

天風の吹くとき 福明子作

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

典雅の闇 御広敷用人　大奥記録(九) 上田秀人

てんからおだんご 童心社のベスト紙芝居 ぴよぴよ５ 高橋五山∥原作 堀尾青史∥脚本 金沢佑光∥画

天からふってきたお金 トルコのホジャのたのしいお話 岩波おはなしの本 ９ アリス・ケルジー∥文 岡村和子∥訳 和田誠∥絵

電気 新訂版 学研の図鑑

電気を発見した７人 岩波ジュニア新書 １８４ 渡辺勇∥著

電気機関車をつくる ちくまプリマーブックス ４３ 斎間亨∥著

伝記人物事典　世界編 西山敏夫［等]著

伝記人物事典　日本編 西山敏夫[等]著

天気図と気象の本 天気図を見るとき書くとき読むとき 基礎・観測・

天気図・生活 第５版
宮沢清治∥著

伝記世界を変えた人々 １９ アインシュタイン 相対性理論により、

わたしたちの世界観を一変させ、平和運動にも貢献した天才物理学

者

フィオナ・マクドナルド∥著 日暮雅通∥訳

伝記世界を変えた人々 １６ エイブラハム・リンカン 「奴隷解放宣

言」を発して奴隷制度を廃止し、民主主義の指針を示したアメリカ

の大統領

アンナ・スプロウル∥著 茅野美ど里∥訳

伝記世界を変えた人々 １８ エリノア・ルーズベルト アメリカ大統

領夫人で、世界人権宣言の起草に大きな役割を果たした人道主義者
デイビッド・ウィナー∥著 箕浦万里子∥訳

伝記世界を変えた人々 １７ ガリレオ・ガリレイ 地動説をとなえ、

宗教裁判で迫害されながらも、真理を追究しつづけた偉大な科学者
マイケル・ホワイト∥著 日暮雅通∥訳

伝記世界を変えた人々 ９ 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

て



伝記世界を変えた人々 １ キュリー夫人 ラジウムを発見し、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

伝記世界を変えた人々 ２ 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∥著 Ｐ・ブラウン∥著 松村佐知子∥訳

伝記世界を変えた人々 １５ グーテンベルク 印刷術を発明、多くの

人々に知識の世界を開き、歴史の流れを変えたドイツの技術者
マイケル・ポラード∥著 松村佐知子∥訳

伝記世界を変えた人々 ７ 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

伝記世界を変えた人々 １３ ダーウィン 生物は、自然選択によって

進化してきたという進化論をとなえ、世界観を変えた博物学者
アンナ・スプロウル∥著 乾侑美子∥訳

伝記世界を変えた人々 １２ チャップリン 新しい喜劇を確立し、世

界中の人々に希望と笑いをもたらした映画監督・俳優
パム・ブラウン∥著 橘高弓枝∥訳

伝記世界を変えた人々 ４ 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

伝記世界を変えた人々 ５ 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

伝記世界を変えた人々 ２０ 夏目漱石 いまも読みつがれる数々の名

作を書き、人間の生き方を深く追究しつづけた小説家
三田村信行∥著

伝記世界を変えた人々 １０ 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

伝記世界を変えた人々 １１ ピーター・スコット ＷＷＦ（世界自然

保護基金）をつくり、自然保護に一生をささげたイギリス人
ジュリア・コートニー∥著 乾侑美子∥訳

伝記世界を変えた人々 ８ 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

伝記世界を変えた人々 １４ ヘレン・ケラー 目・耳・口が不自由と

いう障害を乗りこえ、人々に愛と希望を与えつづけた運動家
フィオナ・マクドナルド∥著 菊島伊久栄∥訳

伝記世界を変えた人々 ３ マザー・テレサ 世界のもっとも貧しい

人々をたすけた、“神の愛の宣教者会”の修道女
シャーロット・グレイ∥著 橘高弓枝∥訳

伝記世界を変えた人々 ６ 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∥著 Ｄ・ウィナー∥著 日暮雅通∥訳

電気通信とくらし 新しい生活をささえる高度情報通信システム
こどものための科学とくらしシリーズ

４
前野和久∥著

天気と気象 小学館の学習百科図鑑　４２

「電気」のキホン　２１世紀社会をドライブするクリーンエネル

ギーの本命！
イチバンやさしい理工系 菊地正典著

天切り松闇がたり 浅田次郎∥著

天切り松闇がたり第五巻　ライムライト 集英社文庫 浅田次郎著

天切り松闇がたり 第２巻 残侠 浅田次郎∥著

天切り松闇がたり　第４巻　昭和きょう盗伝 浅田次郎著

天切り松闇がたり 第３巻 初湯千両 浅田次郎∥著

天空への回廊 笹本稜平∥著

天空剣の蒼風 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

天空の御用 道具侍隠密帳　四 早見俊

天空の鷹 風の市兵衛　５ 辻堂魁

天空の橋 澤田ふじ子

天空の蜂 講談社文庫 東野圭吾著

天空の陣風 宮本昌孝著

天空の舟 小説・伊尹伝 上 宮城谷昌光∥著

天空の舟 小説・伊尹伝 下 宮城谷昌光∥著

天空列車　青蔵鉄道で行くチベット 長岡洋幸写真　長田幸康文

天狗風　霊験お初捕物控  二 霊験お初捕物控　二 宮部みゆき

て



天狗小僧 大富豪同心 幡大介

天狗殺し 完四郎広目手控 高橋克彦∥著

てんぐさてんぐ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ∥〔著〕

てんぐさてんぐ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

天狗争乱 吉村昭∥著

てんぐだいこ 日本のむかし話 １ 神沢利子∥文 赤羽末吉∥絵

てんぐのかくれみの 日本むかし話 まつたにみよこ∥ぶん あさくらせつ∥え

てんぐのそばや　本日開店 偕成社おはなしポケット 伊藤充子作

天狗の巻　おりき 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

てんげんつう 畠中恵

電光剣の疾風 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

転校生レンカ
В・ジェレーズニコフ∥作 松谷さやか∥共訳 中込光子∥共訳 Ｈ・

ツェイトリン∥画

電光に慄く でえすけ忍者 幡大介

天国への階段 上 白川道∥著

天国への階段 下 白川道∥著

天国を出ていく 岩波少年文庫 ０８３ 本の小べや ２ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

典獄と９３４人のメロス 坂本敏夫著

天国の豚 上 Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ　ｐｒｅｓｓ バーバラ・キングソルヴァー∥著 真野明裕∥訳

天国の豚 下 Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ　ｐｒｅｓｓ バーバラ・キングソルヴァー∥著 真野明裕∥訳

天国の本屋 松久淳∥著 田中渉∥著

天国旅行 三浦しをん著

点子ちゃん 課題図書 野田道子作

点子ちゃんとアントン ケストナー少年文学全集 ３ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

点子ちゃんとアントン 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー著

天才 石原慎太郎著

天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン作　吉田新一訳

天才ピカソのひみつ　美術たんけん隊 びじゅつのゆうえんち 古山浩一文・絵

てんさらばさらてんさらばさら こどものとも傑作集 ８０ わたりむつこ∥さく ましませつこ∥え

天使がいた三十日 新堂冬樹著

天使たちのカレンダー シリーズじーんドキドキ 宮川ひろ∥作 ましませつこ∥画

天使たちの探偵 原尞著

点字であそぼう はじめてのボランティア 田中ひろし∥企画・著 二宮祐子∥編集

天使で大地はいっぱいだ 子どもの文学傑作選 後藤竜二∥作 市川禎男∥絵

天使と悪魔 太田治子∥著

て



天使と悪魔　上 角川文庫 ダン・ブラウン著

天使と悪魔　中 角川文庫 ダン・ブラウン著

天使と悪魔　下 角川文庫 ダン・ブラウン著

天使と悪魔　下 ダン・ブラウン

天使と悪魔　上 ダン・ブラウン

点字について話そう 点字の世界へようこそ ３ 黒崎惠津子∥文 中西恵子∥絵

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川ひろ∥作 ましませつこ∥画

天使のいる廃墟 フリオ・ホセ・オルドバス

天使のかいかた おはなしパレード なかがわちひろ著

天使の牙　（下） OF　ANGEL 大沢在昌

天使のクリスマス ピーター・コリントン∥さく

天使の囀り 貴志祐介∥著

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

天使の代理人 山田宗樹著

天使の爪　上 KAPPA NOVELS SELECT 大沢在昌著

天使の爪　下 KAPPA NOVELS SELECT 大沢在昌著

天使の爪　（下） OF ANGEL 大沢在昌

天使の爪　（上） THE NAIL 大沢在昌

天使のナイフ 薬丸岳著

天使の梯子 村山由佳著

天使の柩 村山由佳著

天使の報酬 真保裕一著

天使の歩廊　ある建築家をめぐる物語 中村弦著

天使の耳 講談社文庫 東野圭吾

点字のれきし 点字の世界へようこそ １ 黒崎惠津子∥文 中西恵子∥絵

天子蒙塵　第一巻 浅田次郎著

天子蒙塵　第二巻 浅田次郎著

でんしゃ バートンののりものえほん １ バイロン・バートン∥さくえ こじままもる∥やく

でんしゃえほん 井上洋介∥〔作〕

でんしゃがくるよ！ シャーロット・ヴォーク∥作 竹下文子∥訳

でんしゃがくるよ とよたかずひこシリーズ とよたかずひこ脚本･絵

電車　JR・私鉄・地下鉄　２　西日本編 乗り物ワイドBOOK 真島満秀写真　松尾定行構成・文

デンジャラス 桐野夏生

て



天璋院篤姫　下　新装版 宮尾登美子著

天璋院篤姫　上　新装版 宮尾登美子著

天井うらのふしぎな友だち 子どもの文学傑作選 柏葉幸子∥著 タケカワこう∥絵

伝承おりがみ 親子であそぶおりがみ絵本 １ 福音館のペーパーバック絵本 つじむらますろう∥編・絵

伝承おりがみ 親子であそぶおりがみ絵本 ２ 福音館のペーパーバック絵本 つじむらますろう∥編・絵

伝承おりがみ 親子であそぶおりがみ絵本 ３ 福音館のペーパーバック絵本 つじむらますろう∥編・絵

伝承おりがみ 親子であそぶおりがみ絵本 ４ 福音館のペーパーバック絵本 つじむらますろう∥編・絵

天上紅蓮 渡辺淳一著

天井桟敷の貴婦人 朝比奈耕作の事件簿 Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也∥著

天正少年使節 児童文学創作シリーズ 福田清人∥作 山口景昭∥絵

電子レンジクッキング
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ １０
ＮＨＫ出版∥編

天使は探偵 スキー探偵大鳥安寿 笠井潔∥著

天使はブルースを歌う　横浜アウトサイド・ストーリー 山崎洋子著

天使はモップを持って 本格ミステリー Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 近藤史恵∥著

天神小五郎人情剣 辻堂魁

伝説 新剣客太平記　十 岡本さとる

電卓四兄弟　カシオ「創造」の６０年 樫尾幸雄

テンダー・ラブ　それは愛の最高の表現です。 日野原重明著

天地人　中　地の巻　新装版 火坂雅志著

天地人　上　天の巻　新装版 火坂雅志著

天地人　下　人の巻　新装版 火坂雅志著

天智帝をめぐる七人 杉本苑子∥著

電池とモーターを使った動くおもちゃ工作ヒント集 手づくりシリーズ １ 実野恒久∥著

天地のはざま たつみや章∥作 東逸子∥絵

天地の蛍 日暮し同心始末帖　４ 辻堂魁

天地明察 冲方丁著

天地明察　下 角川文庫 冲方丁著

天地明察　上 角川文庫 冲方丁著

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋 ２ おのりえん∥作 伊藤英一∥絵

てんてんてん ０．１．２．えほん わかやましずこ∥さく

でんでんむしの競馬 少年少女／創作文学 １７ 安藤美紀夫∥〔著〕

殿堂入りレシピも大公開！クックパッドの大人気簡単おかず

伝統芸能 ポプラディア情報館 三隅治雄［監］

伝統の組紐 道明の高台・綾竹台　付羽織紐・段染め 手工芸入門 山岡一晴∥〔著〕

て



テントウムシ カラー自然シリーズ ７ 七尾純∥構成・文 小田英智∥解説 七尾企画∥写真

テントウムシ 科学のアルバム ５８ 佐藤有恒∥著

テントウムシ カラー版自然と科学 １４ 鈴木正親∥著

てんとうむし 阪田寛夫∥作

テントウムシとむしたち
福音館のかがくのほん つながりあうい

きもの
得田之久∥ぶん・え

てんとうむしのテム 紙芝居ベストセレクション 第１集 得田之久∥脚本・画

てんとうむしのテン 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

点と線 カッパ・ノベルス 松本清張∥著

天と地と　中 文春文庫 海音寺潮五郎

天と地と　下 文春文庫 海音寺潮五郎

天と地の守り人　第1部 ワンダーランド３２ 上橋菜穂子著

天と地の守り人　第２部 ワンダーランド　３３ 上橋菜穂子作

天と地の守り人　第３部 ワンダーランド　３４ 上橋菜穂子著

デンドロビューム ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２０ 江尻光一∥著

天丼はまぐり鮨ぎょうざ　味なおすそわけ 池部良

天に堕ちる 唯川恵著

てんにのぼったなまず たじまゆきひこ∥作

天に星　地に花 帚木蓬生著

天女の里がえり　中国のむかしばなし 君島久子文　小野かおる絵

天女湯おれん 講談社文庫 諸田玲子著

天女湯おれん　これがはじまり 諸田玲子著

天人のはごろも 紙芝居ベストセレクション 第１集 堀尾青史∥脚本 丸木俊∥画

天皇家の忍者（しのび） 新潮文庫 南原幹雄∥著

天皇家の“ふるさと”日向をゆく 梅原猛∥著

天皇の料理番　下 集英社文庫 杉森久英著

天皇の料理番　上 集英社文庫 杉森久英著

てんのくぎをうちにいったはりっこ こどものとも傑作集 かんざわとしこ∥さく ほりうちせいいち∥え

天の刻（とき） 小池真理子∥著

天の梯子 集英社文庫 三浦綾子∥著

天の火をぬすんだウサギ 児童図書館・絵本の部屋 ジョアンナ・トゥロートン∥さく 山口文生∥やく

天の瞳　あすなろ編２ 灰谷健次郎著

天の瞳 あすなろ編１ 灰谷健次郎∥著

天の瞳 少年編１ 灰谷健次郎∥著

天の瞳 少年編２ 灰谷健次郎∥著

て



天の瞳 成長編１ 灰谷健次郎∥著

天の瞳 成長編２ 灰谷健次郎∥著

天の瞳 幼年編１ 灰谷健次郎∥著

天の瞳 幼年編２ 灰谷健次郎∥著

天の魔法陣 集英社文庫 斎藤栄∥著

天の夜曲 流転の海　第四部 宮本輝

てんぱたんてんぱたん ねずみのもちつき 日本傑作絵本シリーズ 梶山俊夫∥再話・絵

天平グレート･ジャーニー　遣唐使･平群広成の数奇な冒険 上野誠著

天平の甍 新潮文庫 井上靖∥著

天平の女帝　孝謙称徳 玉岡かおる著

てんぷら擬宝珠 浅草料理捕物帖　四の巻 小杉健治

てんぷらぴりぴり 子ども図書館 まどみちお∥著

テンペスト　上　若夏の巻 池上永一著

テンペスト　下　花風の巻 池上永一著

天保悪党伝 藤沢周平∥著

展望を楽しむ１００山 関東近辺 ブルーガイドハイカー 岩崎元郎∥〔ほか著〕

展望塔の殺人 光文社文庫 島田荘司∥著

天保謎解き帳 戯作者滝沢馬琴 永井義男∥著

天保の亡霊 般若同心と変化小僧(十三) 小杉健治

天北原野 下巻 新潮文庫 三浦綾子∥著

天北原野 上巻 新潮文庫 三浦綾子∥著

天馬、翔ける　下巻 安部龍太郎著

天馬、翔ける　上巻 安部龍太郎著

天魔 剣客商売 池波正太郎∥〔著〕

天窓に雀のあしあと 田辺聖子∥著

天武と持統 歌が明かす壬申の乱 李寧煕∥著

転迷　隠蔽捜査４ 今野敏著

天命の剣　八州廻り浪人奉行 八州廻り浪人奉行 稲葉稔

天網　ＴＯＫＡＧＥ２　特殊遊撃捜査隊 今野敏著

天文台へ行こう 岩波ジュニア新書　４９５ 古在由秀著

てんやわんや 獅子文六∥著

天佑なり　下　高橋是清・百年前の日本国債 幸田真音著

天佑なり　上　高橋是清・百年前の日本国債 幸田真音著

天竜川殺人事件　旅行作家・茶屋次郎の事件簿 NON　NOVEL 梓林太郎著

て



ドイツ 改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

ドイツ人のまっかなホント ｓ・ツワイデニッツ／B・バーコウ

ドイツ～チェコ古城街道 とんぼの本 阿部謹也∥〔ほか〕著

ドイツ＝鉄道旅物語 野田隆∥文 横溝英一∥絵

ドイツの森 安野光雅∥著

ドイツ　フランクフルト　ロマンチック街道　ライン河　ミュンヘ

ン　ベルリン
ワールドガイド　ヨーロッパ　３

ドイツ兵の夏 現代のジュニア文学 ２ ベティ・グリーン∥著 内藤理恵子∥訳

トイル 警視庁浅草東署Strio 鈴峯紅也

トイレとっきゅう　特製版 こどものともセレクション 織茂恭子作

トイレのおかげ たくさんのふしぎ傑作集 森枝雄司写真・文　はらさんぺい絵

トイレまちがえちゃった！ 世界の子どもライブラリー ルイス＝サッカー∥作 唐沢則幸∥訳 矢島真澄∥絵

凍 沢木耕太郎著

東海道をゆく 十時半睡事件帖 白石一郎∥著

東海道五十三次殺人事件　歴史探偵・月村弘平の事件簿 実業之日本社文庫 風野真知雄

東海道中膝栗毛 ２１世紀版　少年少女古典文学館　２０ 村松友視著

東海道水の旅 岩波ジュニア新書 １８６ 中西準子∥著

当確への布石 高山聖史著

冬芽の人 大沢在昌著

冬芽の人 新潮文庫 大沢在昌

動機 横山秀夫∥著

同期 今野敏著

同級生 東野圭吾∥著

東急電車物語 宮田道一∥著

闘牛の影 岩波少年文庫 ３１４４ マヤ・ヴォイチェホフスカ∥作 渡辺茂男∥訳

東京 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

東京 ポプラ文庫 林真理子著

東京ー旭川殺人ルート 集英社文庫 西村京太郎著

東京市暦 川端誠∥作

東京いま・むかし １００年前の東京と今の東京 知識の絵本 １６ 籾山千代∥作絵

東京映画名所図鑑 富田均∥著

東京駅探険 とんぼの本 中川市郎∥〔ほか〕著

東京おさぼりスポット探検隊 べつやくれい

東京おもひで草 川本三郎∥著

東京會舘とわたし　上　旧館 辻村深月著

と



東京會舘とわたし　下　新館 辻村深月著

東京からきた女の子 創作どうわ傑作選 長崎源之助∥さく 山中冬児∥え

東京からきた女の子 偕成社文庫 ２００２ 長崎源之助∥著

東京観光 中島京子著

東京甘味食堂 若菜晃子

東京 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ４ ブルーガイド編集部∥編集

東京牛乳物語 和田牧場の明治・大正・昭和 黒川鍾信∥著

東京近郊　ゆる登山 西野淑子著

東京暮らし　江戸暮らし 平岩弓枝著

東京古民家カフェ日和 時間を旅する４０軒 川口葉子

東京困惑日記 原田宗典∥著

東京裁判 下 勝者が敗者を裁けるか 弁論・判決篇 朝日新聞東京裁判記者団∥著

東京裁判 上 大日本帝国の犯罪 検事編 朝日新聞東京裁判記者団∥著

東京裁判の全貌 河出文庫 平塚柾緒著　太平洋戦争研究会編

東京下町殺人暮色 光文社文庫 宮部みゆき∥著

東京島 桐野夏生著

東京・首都圏からのいい湯いい宿名湯秘湯の旅 改訂版 ブルーガイドニッポンα

東京・首都圏からのいい湯いい宿名湯秘湯の旅 改訂版 ブルーガイドニッポンα

東京・首都圏からのオートキャンプ場ガイド 改訂版 ブルーガイドニッポンα

東京・首都圏クルマで出かける山歩き ブルーガイドハイカー 野口悦男∥〔著〕 中田真二∥〔著〕

東京・首都圏クルマで出かける山歩き 続 ブルーガイドハイカー 寺田政晴∥〔著〕

東京上空500メートルの罠 十津川警部 西村　京太郎

東京少年 小林信彦著

東京新大橋雨中図 杉本章子∥著

東京ステーションホテル物語 種村直樹∥著

東京石器人戦争 大長編Ｌシリーズ さねとうあきら∥作 長谷川集平∥さしえ

東京セブンローズ 井上ひさし∥著

東京大空襲　未公開写真は語る NHKスペシャル取材班　山辺昌彦[共]著

東京ダモイ 鏑木蓮著

東京タワー 江国香織∥著

東京タワー　オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー著

東京都の民話 山吹の里ほか 県別ふるさとの民話 １８　東京都 日本児童文学者協会∥編

東京に原発を！ 集英社文庫 広瀬隆∥著

東京の異界　渋谷円山町 本橋信宏

と



東京の水上バス すみだ川ライン のりものえほん 本間正樹∥ぶん 菊池東太∥しゃしん

東京の戦争 吉村昭∥著

東京のちいさなでんしゃずかん のりものえほん 松本典久∥ぶん 井上広和∥しゃしん

東京のでんしゃずかん ２ のりものえほん 松本典久∥ぶん 井上広和∥しゃしん

東京の花名所 四季の花をたずね歩く 朝日ハンディガイド 朝日新聞社∥編

東京の横丁 永井龍男∥著

東京バビロン 新堂冬樹著

東京半日散歩 とんぼの本 山内住夫∥著 とんぼの本編集部∥著

東京付近の山 花と展望の２３山域・３００コース 第２版 ブルーガイドハイカー

東京プリズン 赤坂真理著

東京街歩きガイド　意外な素顔を見せてくれるビッグシティ５７

コース
ブルーガイドニッポンα　２１７

東京　楽楽

東京路上探険記 尾辻克彦∥文 赤瀬川原平∥絵

東京ワルがき列伝 こども文学館 ４９ 木暮正夫∥作 長谷川知子∥絵

東京湾アクアライン十五・一キロの罠 西村京太郎著

東京湾岸畸人伝 山田清機著

道具づくし 別役実∥著

どうくつをたんけんする たくさんのふしぎ傑作集 堀内誠一∥さく

洞窟にいどむ 秋吉台三億年の歴史を探る 科学の本 庫本正∥著 藪内正幸∥画

道具と機械の本 てこからコンピューターまで デビッド・マコーレイ∥〔著〕 歌崎秀史∥訳

どうぐのおばけ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

峠 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

峠 上巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

峠 下巻 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

東慶寺花だより 井上ひさし著

東京城残影 平山壽三郎∥著

東京秘図　西南の役異聞 渡辺房男著

峠うどん物語　上 重松清著

峠うどん物語　下 重松清著

峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪裕子∥著 中村悦子∥画

峠越え 羽太雄平∥著

峠越え 山本一力著

峠しぐれ 葉室麟著

道化師の蝶 円城塔著

と



とうげのおおかみ 改訂版 新・創作えぶんこ 今西祐行∥作 鈴木義治∥絵

峠の棲家 岡松和夫∥著

道元
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

４２
山折哲雄∥著

桃源郷ものがたり 世界傑作絵本シリーズ 〔陶淵明∥原作〕 松居直∥文 蔡皋∥絵

道元とサルトル 「存在」と「無」の哲学 講談社現代新書 ３７４ 森本和夫∥著

籐工芸 続 ＮＨＫ婦人百科 岡千鶴∥著

刀光剣影 天下御免の信十郎　３ 幡大介

透光の樹 高樹のぶ子∥著

道後温泉・石鎚山殺人事件 KAPPA NOVELS 梓林太郎著

慟哭　十七 鬼役 坂岡真

とうさんおはなしして ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

とうさんかあさん 改訂新版 ながのひでこ∥さく

父さんギツネバンザイ 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 田村隆一∥訳 米沢万里子∥訳

父さんと歌いたい キャサリン＝パターソン∥作 岡本浜江∥訳

父さんと釣りにいった日 シャロン・クリーチ文　クリス・ラシュカ絵　長田弘訳

父さんの犬サウンダー 岩波少年文庫 ２１４９ Ｗ．Ｈ．アームストロング∥作 曽田和子∥訳

父さんの小さかったとき 塩野米松∥文 松岡達英∥絵

とうさんのちちしぼり やぎのしずか ６ 田島征三∥作

道三堀のさくら 山本一力著

投資アドバイザー有利子 幸田真音∥著

どうしたらへらせるかこの有害なダイオキシン 子ども科学図書館 長崎武昭∥文 鈴木康之∥文 井上正治∥絵

どうしちゃったの？ねずみくん ねずみくんの絵本　２７ なかえよしを作　上野紀子絵

どうして？ リンジー・キャンプ∥文 トニー・ロス∥絵 こやまなおこ∥訳

どうしてかわかる？ 世界のなぞかけ昔話　１ ジョージ・シャノン文　ピーター・シス絵　福本友美子訳

どうしてないているの？ ディック・ブルーナぶん・え　まつおかきょうこ訳

動詞の考察 佐野洋∥著

堂島出世物語 富樫倫太郎著

道場破り　九の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

同心円 野坂昭如∥著

どうするティリー？ レオ・レオーニ∥著 谷川俊太郎∥訳

どうすればいいのかな？ くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

東征伝 黒岩重吾∥著

銅像めぐり旅 薀蓄紀行 清水義範∥著

道祖神散歩 とんぼの本 道祖神を歩く会∥著 野中昭夫∥著

と



藤村詩抄 島崎藤村自選 改版 岩波文庫 島崎藤村∥著

どうだ　いかすだろ！ あかねせかいの本 １１ アンソニー・ブラウン∥作　絵 山下明生∥訳

東大卒貧困ワーカー 新潮新書 中沢彰吾

とうちゃんのトンネル 絵本のせかい ３０ 原田泰治∥作・絵

父ちゃんはべっぴんさん ほるぷ創作文庫 さかい京∥作 伊東寛∥絵

籐でつくる 小物・インテリア家具 長谷川正勝∥著

冬天の昴 あさのあつこ

滔々と紅 志坂圭

凍土からの声 外地引揚者の実体験記 浅見淑子∥〔ほか〕編

道徳の時間 呉勝浩著

道頓堀川 角川文庫 ５４５２ 宮本輝∥〔著〕

道頓堀の雨に別れて以来なり 川柳作家・岸本水府とその時代 上 田辺聖子∥著

道頓堀の雨に別れて以来なり 川柳作家・岸本水府とその時代 下 田辺聖子∥著

どうながダック こどものともコレクション ’６４～’７２ 永田力∥さく

どうながのプレッツェル 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マーグレット・レイ∥ぶん Ｈ・Ａ・レイ∥え わたなべしげお∥やく

どうなっちゃってるの！？　クレメンタイン クレメンタイン　１ サラ・ペニーパッカー作　前沢明枝訳

どうなってるの？身近なテクノロジー 藤塚光政∥著

童年往事　-昭和とふるさとの回想

塔の下 五條　瑛

等伯　下 安部龍太郎著

等伯　上 安部龍太郎著

道標 東京湾臨海署安積班 今野　敏

東福門院和子の涙 宮尾登美子∥著

東福門院和子の涙　上　レジェンド歴史時代小説 講談社文庫 宮尾登美子著

東福門院和子の涙　下　レジェンド歴史時代小説 講談社文庫 宮尾登美子著

とうふこぞう せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

豆腐小僧双六道中ふりだし　本朝妖怪盛酔録 京極夏彦著

どうぶつ はじめてのこぐまちゃん 若山憲∥〔作〕

動物 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 家村珠代∥訳

どうぶつ オックスフォード絵本シリーズ ５ ブライアン・ワイルドスミス∥ぶん・え わたなべしげお∥やく

動物 ポプラディア大図鑑　WONDA 川田伸一郎［監］

どうぶつ 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　１ エキグチクニオ［編］著

動物 小学館の図鑑ＮＥＯ

どうぶつえんガイド よんでたのしい！いってたのしい！ かがくのほん あべ弘士∥さく・え なかのまさたか∥デザイン

と



どうぶつえんができた 日本の創作幼年童話 １ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

動物園出前しまーす 子どもドキュメント １ 川内松男∥文・写真

どうぶつえんにいこうよ ぼくとクララおねえちゃん ５ ディミーター・インキオフ∥作 飯豊道男∥訳 曽我舞∥絵

どうぶつえんのいっしゅうかん わくわくライブラリー 斉藤洋∥さく 高畠純∥え

どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集 ２６ 降矢洋子∥さく

動物園の王子 中沢けい著

どうぶつえんのたんけん 飼育係のしごと みぢかなかがく なかのひろみ∥文 福田豊文∥写真

どうぶつえんのどうぶつあんない 福音館のかがくのほん 木村しゅうじ∥え 小森厚∥かいせつ

どうぶつえんのピクニック 岩波の子どもの本 アーノルド・ロベル文・絵　舟崎克彦訳

動物おりがみ教室　２枚のかみでおろう 山田勝久著

動物会議 ケストナー少年文学全集 ８ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

どうぶつ会議 岩波の子どもの本 エーリヒ・ケストナー∥文 ワルター・トリヤー∥え 光吉夏弥∥訳

どうぶつ くらしとかいかた 改訂版
いきもののくらしとかいかたシリーズ

３
岩合徳光∥監修 中川道朗∥監修

動物・小鳥のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ３ 成島悦雄∥文 滝波明生∥絵

動物飼育図鑑 １ イヌ マーク・エバンズ∥著 岡本さゆり∥訳

動物飼育図鑑 ７ 金魚・熱帯魚 マーク・エバンズ∥著 藤代恵美子∥訳

動物飼育図鑑 ６ 小鳥 マーク・エバンズ∥著 森由利∥訳

動物飼育図鑑 ２ ネコ マーク・エバンズ∥著 大坪奈保美∥訳

動物飼育図鑑 ４ ハムスター マーク・エバンズ∥著 入江礼子∥訳

動物飼育図鑑 ５ モルモット マーク・エバンズ∥著 日高真由美∥訳

どうぶつしんぶん 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子∥〔ほか〕ぶん 堀内誠一∥え

動物 それぞれの暮らしと環境
児童図書館・科学の部屋 シリーズ・世

界をひらく窓 ４
ジョン・フェルトウェル∥〔著〕

動物大百科 ４ 大型草食獣 ゾウ・シマウマ・カバ・シカ・キリン・

ヒツジほか
Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物大百科 ２ 海生哺乳類 クジラ・イルカ・アザラシ・ジュゴンほ

か
Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物大百科 １０ 家畜 ウシ・ヒツジ・ブタ・ヤギ・ヤク・ニワトリ

ほか
Ｄ．Ｍ．ブルーム∥編

動物大百科 別巻 恐竜 デイヴィッド・ノーマン∥著 ジョン・シビック∥画

動物大百科 １３ 魚類 サメ・ウナギ・タラ・アユ・スズキ・タイほ

か
Ｋ．Ｅ．バニスター∥編

動物大百科 ５ 小型草食獣 リス・ネズミ・ビーバー・ヤマアラシ・

ウサギほか
Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物大百科 １５ 昆虫 チョウ・ガ・ハチ・甲虫・トンボ・ダニ・ク

モほか
Ｃ．オトゥール∥編

動物大百科 １ 食肉類 ライオン・オオカミ・パンダ・クマほか Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物大百科 １９ 進化と遺伝 生命の起源・変異・進化の背景ほか Ｒ．Ｊ．ベリー∥編 Ａ．ハラム∥編

動物大百科 １４ 水生動物 クラゲ・カニ・貝・ゴカイ・ヒトデほか Ａ．キャンベル∥編

動物大百科 ７ 鳥類 １ ダチョウ・ペンギン・カモ・ワシ・ツルほか Ｃ．Ｍ．ペリンズ∥編 Ａ．Ｌ．Ａ．ミドルトン∥編

動物大百科 ８ 鳥類 ２ チドリ・カモメ・オウム・フクロウ・キツツ

キほか
Ｃ．Ｍ．ペリンズ∥編 Ａ．Ｌ．Ａ．ミドルトン∥編

と



動物大百科 ９ 鳥類 ３ ツバメ・モズ・シジュウカラ・スズメ・カラ

スほか
Ｃ．Ｍ．ペリンズ∥編 Ａ．Ｌ．Ａ．ミドルトン∥編

動物大百科 １７ 動物の体 分子と細胞・運動・摂食・感覚・繁殖ほ

か
Ｒ．Ｍ．アレグザンダー∥編

動物大百科 １６ 動物の行動 求愛・学習・コミュニケーションほか Ｐ．Ｊ．Ｂ．スレイター∥編

動物大百科 １８ 動物の生態 山岳・ツンドラ・湿地・自然保護ほか Ｐ．Ｄ．ムーア∥編

動物大百科 ２０ 日本の動物・総索引

動物大百科 １１ ペット（コンパニオン動物） ネコ・イヌ・ウマ・

熱帯魚・ハトほか
Ｐ．Ｒ．メッセント∥編

動物大百科 ６ 有袋類ほか モグラ・アリクイ・コアラ・ナマケモ

ノ・コウモリほか
Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物大百科 別巻２ 翼竜 ペーター・ヴェルンホファー∥著 渡辺政隆∥訳

動物大百科 １２ 両生・爬虫類 サンショウウオ・カエル・カメ・ヘ

ビ・ワニほか
Ｔ．Ｒ．ハリデイ∥編 Ｋ．アドラー∥編

動物大百科 ３ 霊長類 アイアイ・ニホンザル・チンパンジー・ゴリ

ラほか
Ｄ．Ｗ．マクドナルド∥編

動物たちが教えてくれる　海の中のくらしかた たくさんの不思議　２０１７．０８ 佐藤克文

動物たちの地球 マーク・カーウォーディン∥文 沢近十九一∥訳 小野蓉子∥訳

動物たちの不思議な事件簿 ユージン・リンデン∥著 羽田節子∥訳

どうぶつ・動物・アニマルをかこう エンバリーおじさんの絵かき絵本 ２ エド＝エンバリー∥さく よこやまなおこ∥かきもじ

動物と話せる男 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢実信∥文 北島新平∥絵

動物とふれあう仕事がしたい 岩波ジュニア新書 ４５０ 花園誠∥編著

どうぶつどんどん たしろちさと

どうぶつなんでも世界一 評論社の児童図書館・科学の部屋・別巻 アネッﾄ・テイゾン＆タラス・テイラー

どうぶつのあしがたずかん 絵本図鑑シリーズ ６ 加藤由子∥文 ヒサクニヒコ∥絵

どうぶつのおかあさん 福音館の幼児絵本 小森厚∥ぶん 薮内正幸∥え

どうぶつのおめん ペーパーランド ６ 神戸憲治∥作

動物のおりがみ 新・おりがみランド 桃谷好英∥著 桃谷英樹∥著

動物のくらし 新訂版 学研の図鑑

どうぶつのことば　ケロケロバシャバシャブルンブルン 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ作

どうぶつのこどもたち 岩波の子どもの本 ７ サムイル・マルシャーク∥おはなし 石井桃子∥訳編

どうぶつのこどもたち 福音館の幼児絵本 小森厚∥ぶん 薮内正幸∥え

どうぶつのすむところ かがくのほん たなかとよみ∥さく

どうぶつの手と足 クイズ みるずかん・かんじるずかん 金の本 河合雅雄∥ぶん 藪内正幸∥え

動物の発明発見物語 アリストテレスから動物行動学まで 発明発見物語全集 １０ 中村禎里∥編

どうぶつはいくあそび きしだえりこ∥作 かたやまけん∥絵

どうぶつはやくちあいうえお きしだえりこ∥作 かたやまけん∥絵

どうぶつビックリくらしかた 児童図書館・科学の部屋
アネット・ティゾン∥〔著〕 タラス・テイラー∥〔著〕 佐藤見果夢∥

やく

動物名の由来 東書選書 ６６ 中村浩∥著

どうぶつゆうびん もとしたいづみ文

と



豆腐と卵料理
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２９
ＮＨＫ出版∥編

とうふの絵本 つくってあそぼう 　１ 仁藤齊編

トゥー・ブラザーズ　きっと逢えると信じて 児童図書館・文学の部屋 カリーヌ・ルー・マティニョン著　岡田好恵訳

とうへんぼくでばかったれ 朝倉かすみ著

逃亡 帚木蓬生∥著

逃亡 上 光文社文庫 松本清張∥著

逃亡 下 光文社文庫 松本清張∥著

逃亡 独り身同心　六 小杉健治

逃亡者 ハヤカワ文庫 Ｊ・Ｍ・ディラード著　入江真佐子訳

逃亡者 折原一著

東北 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

東北 ブルーガイド　てくてく歩き　３１

東北　楽楽

東北歴史紀行 岩波ジュニア新書 ９７ 高橋富雄∥著

透明カメレオン 道尾秀介著

透明な遺書 祥伝社文庫 内田康夫著

透明な迷宮 平野啓一郎著

とうめい人間ジャン かいぞくポケット １４ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

とうめい人間の１０時 寺村輝夫の王さまシリーズ ９ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

どうもいたしません 檀ふみ著

トゥモロウ 警視庁浅草東署Ｓｔｒｉｏ 鈴峰紅也

とうもろこしおばあさん アメリカ・インディアン民話 こどものとも傑作集 １０６ 秋野和子∥再話 秋野亥左牟∥画

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ∥作 長滝谷富貴子∥訳 小泉るみ子∥絵

トウモロコシの絵本 そだててあそぼう ５ とざわひでお∥へん おおくぼひろあき∥え

童門流人前で話すコツ 童門冬二∥著

どうやってねるのかな
福音館の幼児絵本 薮内正幸のどうぶつ

絵本
やぶうちまさゆき∥〔著〕

どうやってみをまもるのかな
福音館の幼児絵本 薮内正幸のどうぶつ

絵本
やぶうちまさゆき∥〔著〕

遠山金四郎が斬る 小杉健治

遠山金四郎が奔る 小杉健治

遠山郷　雲海の殺人 徳間文庫 梓林太郎

道誉と正成 安部龍太郎著

道楽息子 鶴亀屋繁盛記 和田はつ子

倒立する塔の殺人 皆川博子著

登竜の標 お髷番承り候　九 上田秀人

と



同僚の悪口 村松友視∥著

トゥルーブラッド 闇夜の訪問者Ⅰ シャーレイン・ハリス

とうろうながし 新編・絵本平和のために ４ 松谷みよ子∥文 丸木俊∥絵

童話の花束
第４７回ＪＸ－ＥＮＥＯＳ童話賞　作品

集

童話の花束 第４９回ＪＸＴＧ童話賞　作品集

童話の花束
第４６回ＪＸ－ＥＮＥＯＳＵ童話賞　作

品集

童話の花束 第４８回ＪＸＴＧ童話賞　作品集

童話の花束
第４５回ＪＸ－ＥＮＥＯＳＵ童話賞　作

品集

遠い朝の本たち 須賀敦子∥著

遠い音 ＣＲＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ フランシス・イタニ　村松潔訳

遠い面影 はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

遠い幻影 吉村昭∥著

遠い椿 公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

とおいところへいきたいな モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

遠い日の歌がきこえる ローズマリー・ハリス∥作 越智道雄∥訳

遠い日のこと 飯田龍太∥著

遠い蛍 澤田ふじ子

遠い港 講談社文庫 北方謙三∥〔著〕

遠き潮騒 風の市兵衛 辻堂魁

遠き山に日は落ちて 佐伯一麦∥著

遠き落日 上 角川文庫 ５２６０ 渡辺淳一∥〔著〕

遠き落日 下 角川文庫 ５２６１ 渡辺淳一∥〔著〕

遠く空は晴れても 北方謙三∥著

遠ざかる祖国 逢坂剛∥著

遠すぎた終着 下山事件四十七年目の夏 日下圭介∥著

遠野伝説殺人事件 文春文庫 西村京太郎著

遠野物語・山の人生 岩波文庫 柳田国男∥著

１０までかぞえられるこやぎ 日本傑作絵本シリーズ アルフ・プリョイセン∥作 山内清子∥訳 林明子∥絵

通りゃんせ 宇江佐真理著

ドオン！ 日本傑作絵本シリーズ 山下洋輔∥文 長新太∥絵

都会にきた天才コオロギ 世界の傑作童話 １３ ジョージ・セルデン∥著 吉田新一∥訳

戸隠秘宝の砦　第一部　吉原惣籬 千野隆司

とかげのしっぽ 新日本動物植物えほん １１ 椋鳩十∥ぶん 松井孝爾∥え

どかんねこ 矢玉四郎のあいうえほん　１ 矢玉四郎　作・絵

と



トキオ 東野圭吾∥著

時を超えた記憶 ラスコーの夢 ときめき文学館 ４ Ｊ・フェリス∥作 若林千鶴∥訳 宇野亜喜良∥画

時をさまようタック 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット∥作 小野和子∥訳

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ作　杉田七重訳

説き語り源氏物語 村山リウ著

時が滲む朝 楊逸著

ときぐすり 畠中恵著

研ぎ師太吉 山本一力著

時そば 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

ときどき思い出したい大事なこと ディック・Ｊ・ライダー∥著 枝広淳子∥訳

どきどき着物 大橋歩∥著

ドキドキドキ心ぞうの研究 たくさんのふしぎ傑作集 柳生弦一郎∥さく

時の主人（あるじ） クリストフ・バタイユ∥著 辻邦生∥訳 堀内ゆかり∥訳

時の石 創作のとびら １１ 那須正幹∥作 岡本順∥絵

時の潮 高井有一∥著

時の雫 木崎さと子∥著

時の審廷 芦辺拓著

時の旅人 児童図書館・文学の部屋 アリスン・アトリー∥〔著〕 小野章∥訳

時の旅人 岩波少年文庫 ３１４８ アリソン・アトリー∥作 松野正子∥訳

時の乳房 池田満寿夫∥〔著〕

時の渚 笹本稜平

時の迷路（続）明治、大正、昭和、そして未来へ 迷路シリーズ 香川元太郎作・絵

時の迷路　恐竜時代から江戸時代まで 香川元太郎作・絵

時の誘拐 芦辺拓∥著

時宗 巻の３ 震星 高橋克彦∥著

時宗 巻の４ 戦星 高橋克彦∥著

時宗 巻の１ 乱星 高橋克彦∥著

時宗 巻の２ 連星 高橋克彦∥著

ドキュメント戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争 高木徹∥著

ドキュメント東京のそうじ 山根一真∥著

トーキョー･ﾌﾟﾘｽﾞﾝ 角川文庫 柳広司著

時はいつ美となるか 中公新書 ７２７ 大橋良介∥著

時をつむぐ旅人　萩尾望都 小谷真理、ヤマザキマリ、中条省平、夢枕獏

どきん 谷川俊太郎少年詩集 詩の散歩道 谷川俊太郎∥著 和田誠∥絵

と



徳川家康 子どもの伝記全集 １１ 平方久直∥〔著〕

徳川家康 嵐の中の日本人シリーズ ８ 中沢　夫∥著 成瀬数富∥絵

徳川慶喜 １ 山岡荘八歴史文庫 ８０ 山岡荘八

徳川慶喜 ２ 山岡荘八歴史文庫 ８１ 山岡荘八

徳川慶喜 ３ 山岡荘八歴史文庫 ８２ 山岡荘八

徳川慶喜 ４ 山岡荘八歴史文庫 ８３ 山岡荘八

徳川慶喜 ５ 山岡荘八歴史文庫 ８４ 山岡荘八

徳川慶喜 ６ 山岡荘八歴史文庫 ８５ 山岡荘八

徳川慶喜家の子ども部屋 榊原喜佐子∥著

徳川吉宗を張り倒す 大名やくざ　５ 風野真知雄

独眼竜正宗秘話殺人事件 JOY NOVELS 木谷恭介著

読書を楽しもう 岩波ジュニア新書 ３６４ 岩波書店編集部∥編

読書で遊ぼうアニマシオン 本が大好きになる２５のゲーム モンセラット・サルト∥著 佐藤美智代∥訳 青柳啓子∥訳

読書力 岩波新書　新赤版 ８０１ 斎藤孝∥著

読書力アップ！ 学校図書館の本のえらび方 赤木かん子著

毒身温泉 星野智幸∥著

毒唇主義 内館牧子著

特選ごま料理 現代の味覚と伝統の香り

独走 堂場瞬一著

毒草師　QED　Another　Story KODANSYA  NOVELS 高田崇史著

特捜本部 刑事の挑戦・一之瀬拓真 堂場瞬一

ドクターM殺人事件 JOY NOVELS 吉村達也

ドクター・スリープ　上 スティーヴン・キング著　白石朗訳

ドクター・スリープ　下 スティーヴン・キング　白石朗訳

特等添乗員αの難事件　Ⅰ 角川文庫 松岡圭祐著

特等添乗員αの難事件　２ 角川文庫 松岡圭祐著

独特老人 後藤繁雄∥編著

どくとるマンボウ医局記 北杜夫∥著

どくとるマンボウ回想記 北杜夫著

特任密行捜査　盲点 徳間文庫 南英男

どくのはいったかめ ワッハハ！ゆかいでおかしい日本の民話 多田ヒロシ文

とくべつ面白い理科 ひとりでできる実験と観察 岩波ジュニア新書 １４３ 鈴木皇∥編著

とくべつないちにち 世界の絵本 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ作　野坂悦子訳

特別の日のごはんつくろう！ 洋食・中華編 坂本広子のひとりでクッキング ６ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

と



特別の日のごはんつくろう！ 和食編 坂本広子のひとりでクッキング ５ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

時計坂の家 高楼方子∥著 千葉史子∥絵

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ∥作 あべきみこ∥訳

時計でさんすう さんすう文庫 ７ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

とけいの　あおくん エリザベス・ロバーツ作　灰島かり訳　殿内真帆絵

時計のはなし 人間の知恵 ８ 市場泰男∥著

とけいのほん １ 幼児絵本シリーズ まついのりこ∥さく

とけいのほん ２ 幼児絵本シリーズ まついのりこ∥さく

トゲウオ カラー自然シリーズ ５２ 桜井淳史∥文・写真 小田英智∥構成

土下座侍　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

とける、とろける 唯川恵著

どこいくの？ かがくのほん 高田勝∥文 叶内拓哉∥写真

どこへいくのかな？ 童心社のベスト紙芝居 第１集 堀尾青史∥作 久保雅勇∥画

どこへいったの、お月さま 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

どこへいってた？
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく バーバラ・クーニー∥え う

ちだりさこ∥やく

どこかいきのバス わくわくどうわ 井上よう子著

どこかにいってしまったものたち クラフト・エヴィング商会∥著

どこかの事件 星新一

どこから行っても遠い町 川上弘美著

どこからかきた少女 ゲープハルト∥作 大塚勇三∥訳

とこちゃんうみへいく 幼児絵本シリーズ 織茂恭子∥さく

トコちゃんとタムくんのはなし このまえのにちようび ３ たかどのほうこ∥作・絵

とこちゃんはどこ こどものとも傑作集 ３ 松岡享子∥さく 加古里子∥え

どこでおひるねしようかな 福音館の幼児絵本 きしだえりこ∥さく やまわきゆりこ∥え

どこでもできるスポーツ 子どものためのライフ・スタイル
トム・シュナイダー∥著 リチャード・ウィルスン∥絵 トム・シュナ

イダー∥絵 堂浦恵津子∥訳

トコトコ登山電車 交通の研究 渡辺一夫∥文・写真

トコトンやさしい化粧品の本 今日からモノ知りシリーズ 福井寛著

トコトンやさしい　自動車の化学の本 今日からモノ知りシリーズ 井沢省吾著

どこにいるかわかる？　アジア･太平洋の子どもたちのたのしい一日

改訂新版
ユネスコ・アジア文化センター編　松岡享子訳

どこ吹く風 丸谷才一∥著

どこ吹く風 集英社文庫 田辺聖子∥著

どこまでゆくの？ かがくのとも絵本 五味太郎著

鎖された海峡 逢坂剛著

とざされた時間のかなた
児童図書館・文学の部屋 ＳＯＳシリー

ズ ９
ロイス・ダンカン∥作 佐藤見果夢∥訳

と



閉ざされて 篠田真由美著

土佐日記 日本古典選 〔紀貫之∥著〕 萩谷朴∥校註

土佐堀川　女性実業家・広岡浅子の生涯 古川智映子著

土佐堀川　広岡浅子の生涯 古川知映子著

とざんでんしゃとモンシロチョウ あかねおはなし図書館 ８ 長崎源之助∥作 村上勉∥絵

利家とまつ 上 竹山洋∥著

利家とまつ 下 竹山洋∥著

都市江戸に生きる　シリーズ日本近世史　４ 岩波新書 吉田伸之著

TOSHIKOらくがき帳 神沢利子著

年下のセンセイ 中村航著

杜子春・くもの糸 偕成社文庫 芥川龍之介著

年とったばあやのお話かご ファージョン作品集 １ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

都市の自然を歩こう 岩波ジュニア新書 ２６３ 富村周平∥編著

としばあちゃんのオムレツ作戦 童話だいすき ９ 山口節子∥作 長野ヒデ子∥絵

としばあちゃんのケン玉作戦 童話の城 ２１ 山口節子∥作 長野ヒデ子∥絵

ト・シ・マ・サ 創作こどもクラブ ２８ 村中李衣∥さく 陸奥Ａ子∥え

どじ魔女ミルの大てがら
児童図書館・文学の部屋 魔女学校シ

リーズ ３
ジル・マーフィ∥作　絵 松川真弓∥訳

杜若艶姿 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

図書館へ行こう 岩波ジュニア新書 ４２３ 田中共子∥著

図書館が面白い ちくま文庫 紀田順一郎∥著

図書館革命 有川浩著

図書館危機　図書館戦争シリーズ③ 角川文庫 有川浩著

図書館警察
文春文庫 Ｆｏｕｒ　ｐａｓｔ　ｍｉｄ

ｎｉｇｈｔ ２
スティーヴン・キング∥著 白石朗∥訳

図書館戦争 有川浩著

図書館内乱　図書館戦争シリーズ　２ 角川文庫 有川浩著

図書館のある暮らし 竹内紀吉∥著

図書館の親子
ミステリアス・プレス文庫 １３１ ハヤ

カワ文庫
ジェフ・アボット∥著 佐藤耕士∥訳

図書館の神様 瀬尾まいこ著

図書館の死体
ミステリアス・プレス文庫 １１０ ハヤ

カワ文庫
ジェフ・アボット∥著 佐藤耕士∥訳

図書館の美女
ミステリアス・プレス文庫 １２１ ハヤ

カワ文庫
ジェフ・アボット∥著 佐藤耕士∥訳

としょかんライオン 海外秀作絵本　１７ ミシェル・ヌードセン作　ケビン･ホークス絵　福本友美子訳

図書室で暮らしたい 辻村深雪著

図書室のキリギリス 竹内真著

としよりいぬのズルタン かみしばいグリム童話傑作選 小林純一∥脚本 箕田源二郎∥画

と



年寄りはなぜ早起きか 木村尚三郎著

都市 ローマ人はどのように都市をつくったか デビッド・マコーレイ∥作 西川幸治∥訳

トスカーナ・都市紀行 イタリアルネッサンスの舞台 邸景一

トスカーナ・ワイン紀行 イタリアの田を味わう 邸景一

どすこい（仮） 京極夏彦∥著

ドストエフスキーのおもしろさ ことば・作品・生涯 岩波ジュニア新書 １３８ 中村健之介∥著

渡世人 大江戸閻魔帳　三 藤井邦夫

とだな バーニンガムのちいさいえほん ５ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

栃木県の民話 余一話ほか 県別ふるさとの民話 ２２　栃木県 日本児童文学者協会∥編

トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子∥作 二俣英五郎∥絵

土地の力 高橋たか子∥著

途中の一歩　下 雫井脩介著

途中の一歩　上 雫井脩介著

とっかりこっこのこもりうた わたりむつこ∥文 鹿目佳代子∥絵

十津川温泉殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 吉村達也∥著

十津川警部　九州観光列車の罠 長編トラベルミステリー 西村　京太郎

十津川警部　長良川心中 西村京太郎

十津川警部　哀愁のミステリー・トレイン 西村京太郎

十津川警部アキバ戦争 TOKUMA　NOVELS 西村京太郎著

十津川警部飯田線・愛と死の旋律 西村京太郎著

十津川警部「生命」 下 中公文庫 西村京太郎著

十津川警部「生命」　上 中公文庫 西村京太郎著

十津川警部　姨捨駅の証人 祥伝社文庫 西村京太郎

十津川警部鹿島臨海鉄道殺人ルート　十津川警部日本縦断長篇ベス

ト選集　４４［茨城］
TOKUMA　NOVELS 西村京太郎著

十津川警部　金沢・絢爛たる殺人 講談社文庫 西村京太郎著

十津川警部　金沢・絢爛たる殺人 西村京太郎

十津川警部　哀しみの吾妻線 NON・NOVEL 西村京太郎著

十津川警部　「吉備　古代の呪い」 西村京太郎

十津川警部　君は、あのＳＬを見たか 西村京太郎

十津川警部　君は、あのSLを見たか KODANSHA NOVELS 西村京太郎著

十津川警部「狂気」 西村京太郎

十津川警部幻想の天橋立 西村京太郎著

十津川警部幻想の信州上田 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 西村京太郎著

十津川警部　幻想の信州上田 西村京太郎著

と



十津川警部「荒城の月」殺人事件 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 西村京太郎著

十津川警部五稜郭殺人事件 講談社文庫 西村京太郎著

十津川警部三陸鉄道北の愛傷歌 西村京太郎著

十津川警部　四国お遍路殺人ゲーム 集英社文庫 西村京太郎著

十津川警部捜査行　殺意を運ぶリゾート特急 実業之日本社文庫 西村京太郎著

十津川警部捜査行　北陸事件簿 JOY NOVELS 西村京太郎著

十津川警部捜査行　みちのく事件簿 双葉文庫 西村京太郎著

十津川警部　高山本線の昼と夜 双葉文庫 西村京太郎

十津川警部　特急街道の殺人 祥伝社文庫 西村京太郎

十津川警部　トリアージ　生死を分けた石見銀山 講談社文庫 西村京太郎著

十津川警部七十年後の殺人 NON　NOVEL 西村京太郎著

十津川警部　西伊豆変死事件 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 西村京太郎著

十津川警部　西伊豆変死事件 講談社文庫 西村京太郎著

十津川警部犯人は京阪宇治線に乗った 西村京太郎著

十津川警部ロマンの死、銀山温泉 カッパ・ノベルス 西村京太郎∥著

十津川班捜査行　わが愛　知床に消えた女 NON・NOVEL 西村京太郎著

特急寝台カシオペア のりものえほん 松本典久文　レイルマンフォトオフィス写真

特急電車　JR・私鉄 乗り物ワイドBOOK 真島満秀写真　松尾定行構成・文

特急ゆふいんの森殺人事件 十津川警部クラシックス 西村京太郎

特急ワイドビューひだ殺人事件 光文社文庫 西村京太郎∥著

特許裁判 集英社文庫 小杉健治∥著

特許の文明史 新潮選書 守誠∥著

ドッグ・シェルター 犬と少年たちの再出航 ノンフィクション知られざる世界 今西乃子

とっくたっくとっくたっく うさぎのモコのおはなし ２ 神沢利子∥さく 渡辺洋二∥え

ドッグフードは大きらい めいたんていスーパーわん ２ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

トックリバチ カラー自然シリーズ ５０ 小川宏∥文・写真

どっこい巨人は生きていた メアリー・ノートン∥作 猪熊葉子∥訳 ブライアン・フラウド∥画

突然、妻が倒れたら 松本方哉著

どっちがマーで、どっちがミー？ ポプラ社の世界どうわの本 ５ パット・ロス∥さく 百々佑利子∥やく おかべりか∥え

とっておきのかんたんケーキ 落合貴子

とっておきの詩 村上しいこ作

とっておきのダリア 春井勝

とってください ０．１．２．えほん 福知伸夫∥さく

とってもふしぎなクリスマス ルース・ソーヤー∥文 バーバラ・クーニー∥絵 掛川恭子∥訳

と



とっときのとっかえっこ
サリー・ウィットマン∥ぶん カレン・ガンダーシーマー∥え 谷川俊

太郎∥やく

どっとこ　どうぶつえん こどものとも絵本 中村至男さく

トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳徹子∥著

トットの欠落帖 黒柳徹子∥著

トットひとり 黒柳徹子著

鳥取県の民話 竜宮のつりがね 県別ふるさとの民話 ７　鳥取県 日本児童文学者協会∥編

突破口　組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平

突破口　組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平著

とっぴんぱらりの風太郎(下） 万城目学

とっぴんぱらりの風太郎（上） 万城目学

とっぴんぱらりの風太郎 万城目学著

トッレ王物語 Ｖｏｌ．１ 新しい地を求めて Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イルメリン・Ｓ・リリウス∥作・絵 山口卓文∥訳

トッレ王物語 Ｖｏｌ．２ トッレ南へ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イルメリン・Ｓ・リリウス∥作・絵 山口卓文∥訳

トッレ王物語 Ｖｏｌ．３ 白鳥 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ イルメリン・サンドマン＝リリウス∥作・絵 山口卓文∥訳

とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

怒涛のごとく 上 白石一郎∥著

怒涛のごとく 下 白石一郎∥著

ドードーを知っていますか 第２版
ショーン・ライス∥絵 ピーター・メイル∥文 ポール・ライス∥文 斉

藤健一∥訳

海馬（トド） 吉村昭∥著

ととけっこうよがあけた わらべうたえほん こばやしえみこ案　ましませつこ絵

とと　と　おっとっと ことばあそびえほん 谷川俊太郎∥文 小林和子∥絵

どどどどど 五味太郎∥作

ドナウ・源流域紀行 ヨーロッパ分水界のドラマ 堀淳一∥文・写真

トナカイ遊牧民とくらす
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１０
関野吉晴∥著

となかいはなぜサンタのそりをひく？ 大型絵本 モー・プライス∥文 アツコ・モロズミ∥絵 松野正子∥訳

ドナ・ビボラの爪　上 宮本昌孝著

ドナ・ビボラの爪　下 宮本昌孝著

となりにいるのはだれ？ あたらしい世界の童話 １８
ヘスス・バジャス・サバルサ∥作 ホセ・マリア・ラヴァレーロ∥絵

中西智恵美∥訳

隣の家の出来事 Ｗ．フェーアマン∥作 野村　∥訳

となりのせきのますだくん えほんとなかよし　１２ 武田美穂作・絵

となりのセレブたち 篠田節子著

となり町戦争 三崎亜紀著

トニオ・クレエゲル 岩波文庫 トオマス・マン∥作 実吉捷郎∥訳

トニーが消えた日 マリアン・デーン・バウアー著　久米穣訳

と



トニーノの歌う魔法 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 野口絵美∥訳 佐竹美保∥絵

トノサマガエル カラー自然シリーズ ５８ 草野慎二∥文・写真

殿さま同心天下御免 奉行暗殺 誉田龍一

殿様と私 榊原喜佐子∥著

殿様の通信簿 磯田道史著

トノサマバッタ 科学のアルバム ３５ 佐藤有恒∥写真 小田英智∥文

どのはないちばんすきなはな？ ０・１・２･えほん いしげまりこ文　わかつきかつじ絵

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第１巻

あい～かおり
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第２巻

がか～ぐんよう
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第３巻

け～しつぽ
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第４巻

してつ～そんぶん
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第５巻

た～とんや
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第６巻

ないあが～へんろ
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第７巻

ほあしば～わりあい
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド 第８巻

収録図書目録
図書館資料研究会∥編

どの本で調べるか 小学生のための図書館活用ブックガイド [第９

巻］１９８８年追録版
図書館資料研究会編

土漠の花 幻冬舎文庫 月村了衛

土漠の花 月村了衛著

とびうお こどものともコレクション ’６４～’７２ 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

トビウオは何メートル飛べるか 加藤憲司著

とびきりおいしい超スピード料理 コツのコツが満載 婦人生活ファミリークッキングシリーズ

とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン∥作 バーバラ・クーニー∥絵 山内玲子∥訳

飛びたかった人たち たくさんのふしぎ傑作集 佐々木マキ∥作

とびだすおりがみ ペーパーランド １ 茶谷正洋∥作

とびだすカード ペーパーランド ３ たしろこうじ∥作

飛びだせ宇宙へ 岩波ジュニア新書 ２１１ 的川泰宣∥著

とびだせ新幹線 乗りものパノラマシリーズ １ 真島満秀∥写真 松尾定行∥文・構成・写真協力

とびだせズッコケ事件記者 こども文学館 ３４ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

とびたておおたか 新日本動物植物えほん ２‐４ 室伏三喜男∥ぶん・え

飛奴 夢裡庵先生捕物帳 泡坂妻夫∥著

とびらをあけるメアリー・ポピンズ 岩波の愛蔵版 １５ Ｐ．Ｌ．トラヴァース∥作 林容吉∥訳

扉のむこうの物語 大長編Ｌシリーズ 岡田淳∥作・絵

とぶ　特製版 こどものともセレクション 谷川俊太郎作，和田誠画

と



翔ぶが如く ５ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く ６ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く ７ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く １ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く ２ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く ３ 司馬遼太郎∥〔著〕

翔ぶが如く ４ 司馬遼太郎∥〔著〕

飛ぶ教室 ケストナー少年文学全集 ４ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

トプシーとアンガス マージョリー・フラック作・絵　まさきるりこ訳

飛ぶための百歩 課題図書 ジュゼッペ・フェスタ　杉本あり［訳］

溝鼠 新堂冬樹

とぶ船 ヒルダ・ルイス∥作 石井桃子∥訳

とべ　あほうどり 新日本動物植物えほん ４ 長谷川博∥ぶん 伏原納知子∥え

翔べ金沢　区制施行四十周年　太陽と潮騒と緑の丘
金沢区・市政１００周年・区制４０周年記念事業実行委員会出版部

会編

跳べキタキツネ 竹田津実∥著

翔べ麒麟 辻原登∥著

飛べ！千羽づる ヒロシマの少女 佐々木禎子さんの記録 手島悠介∥著

とべ！ちいさいプロペラき こどものとも傑作集 小風さち∥作 山本忠敬∥絵

とべバッタ 創作大型えほん 田島征三∥作

とべまほうのきかんしや 文研児童読書館 ウィリアム・ペン・デュボア∥著 谷口由美子∥訳

トーマスのもくば 日本傑作絵本シリーズ 小風さち∥作 長新太∥絵

戸惑い 独り身同心　五 小杉健治

トマトせんせいのじどうしゃ きょうだいきかんしゃたろうとじろう 鶴見正夫∥作 高橋透∥絵

トマトの絵本 そだててあそぼう １ もりとしひと∥へん ひらのえりこ∥え

トマトのひみつ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 山口進∥文・写真

トミーが三歳になった日 ユダヤ人収容所の壁にかくされたベジュリ

フ・フリッタのスケッチブックから

ミース・バウハウス∥文 ベジュリフ・フリッタ∥絵 よこやまかずこ∥

訳

富籤始末　４ 江戸の御庭番 藤井邦夫

左見右見（トミコウミ） 森繁久弥∥著

富子すきすき 宇江佐真理著

ドミニック 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ∥作・絵 金子メロン∥訳

富の王国ロスチャイルド 池内紀著

富小路禎子 高橋順子∥著

ドーム郡ものがたり ドーム郡シリーズ １ 芝田勝茂著

トム・ソーヤーとハックルベリー・フィン マーク・トウェインのミ

シシッピ河
求龍堂グラフィックス 今村楯夫∥〔ほか〕著

と



トム・ソーヤーの冒険 福音館古典童話シリーズ １７ マーク・トウェイン∥作 大塚勇三∥訳

トム・ソーヤーの冒険 上 岩波少年文庫 ３００９ マーク・トウェイン∥〔著〕 石井桃子∥訳

トム・ソーヤーの冒険 下 岩波少年文庫 ３０１０ マーク・トウェイン∥〔著〕 石井桃子∥訳

トム＝ソーヤーの冒険 上 偕成社文庫 ３００５ マーク・トウェイン∥作 吉田甲子太郎∥訳

トム＝ソーヤーの冒険 下 偕成社文庫 ３００６ マーク・トウェイン∥作 吉田甲子太郎∥訳

トム・ソーヤーの冒険　トウェイン完訳コレクション 角川文庫 マーク・トウェイン著　大久保博訳

トムテ
ヴィクトール＝リードベリ∥さく ハラルド＝ウィーベリ∥え やまの

うちきよこ∥やく

トムは真夜中の庭で 岩波少年文庫 ２０７９ フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

トムは真夜中の庭で 岩波の愛蔵版 ２４ フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

友がみな我よりえらく見える日は 幻冬舎アウトロー文庫 上原隆著

共喰い 田中慎弥著

ともしびをかかげて
ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 チャールズ・キーピング∥

絵

ともしびマーケット 朝倉かすみ著

トモスイ 髙樹のぶ子著

ともだち バーニンガムのちいさいえほん ６ ジョン・バーニンガム∥〔作〕 谷川俊太郎∥訳

ともだち 太田大八∥作・絵

ともだち 谷川俊太郎∥文 和田誠∥絵

ともだち 樋口有介∥著

ともだちいっぱいぐみのきようちえん 古田足日∥作 駒井啓子∥絵

ともだちおまじない 内田麟太郎作　降矢なな絵

ともだちができたよ ニューヨークからのてがみ 河本祥子∥作

ともだちができちゃった！ ゆかいなゆかいなおはなし セラ・アシャロン∥ぶん 光吉夏弥∥やく スーザン・パール∥え

ともだちくじら サイモン・ジェームズ∥作 工藤直子∥訳

友だち幻想　人と人の＜つながり＞を考える ちくまプリマー新書 菅野仁

友だち幻想　人と人の＜つながり＞を考える ちくまフリマー新書 菅野仁

ともだちっていいな 絵本・ちいさななかまたち いしいむつみ∥〔作〕 はせがわともこ∥〔絵〕

ともだちつれてよろしいですか
ビアトリス・シエンク・ドゥ・レニア∥ぶん ベニ・モントレソール∥

え わたなべしげお∥やく

ともだちといっしょ あたしたちきょうだいうれしいな！ ６ 梅田俊作∥さく 梅田佳子∥さく

ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウイリアムｽﾞ,カードラ・モハメッド作　ダーｸﾞ・

チャーカ絵　小林葵訳

ともだちばんざい こども童話館 ６１ 江崎雪子∥作 長谷川知子∥絵

ともだちみつけた 講談社の幼年創作童話 ４１ 加藤多一∥作 奈良坂智子∥絵

ともだちや 「おれたち、ともだち！」絵本シリーズ 内田麟太郎作　降矢なな絵

ともだちは、サティー！ GreenBooks 大塚篤子著

ともだちは緑のにおい きみとぼくの本 工藤直子∥作 長新太∥絵

と



ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい 日本傑作絵本シリーズ あまんきみこ∥作 西巻茅子∥絵

トモ、ぼくは元気です 香坂直著

豊田佐吉 子どもの伝記全集 ２６ 日下部山∥〔著〕

豊臣秀吉 １ 山岡荘八歴史文庫 １５ 山岡荘八

豊臣秀吉 ２ 山岡荘八歴史文庫 １６ 山岡荘八

豊臣秀吉 ３ 山岡荘八歴史文庫 １７ 山岡荘八

豊臣秀吉 ４ 山岡荘八歴史文庫 １８ 山岡荘八

豊臣秀吉 ５ 山岡荘八歴史文庫 １９ 山岡荘八

豊臣秀吉 ６ 山岡荘八歴史文庫 ２０ 山岡荘八

豊臣秀吉 ７ 山岡荘八歴史文庫 ２１ 山岡荘八

豊臣秀吉 ８ 山岡荘八歴史文庫 ２２ 山岡荘八

Ｔ．Ｒ．Ｙ． 井上尚登∥著

トライアル 真保裕一∥著

トライアングル 新津きよみ著

T.R.Y.　北京詐劇 井上尚登著

とらおおかみのくる村で フレーベル館の幼年創作童話 １ 筒井敬介∥作 井上洋介∥絵

ドラキュラ伝説 吸血鬼のふるさとをたずねて 角川選書 ２６
レイモンド・Ｔ・マクナリー∥共著 ラドゥ・フロレスク∥共著 矢野

浩三郎∥訳

ドラゴンをさがせ 岩波少年文庫 ２１１８ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 小島希里∥訳

ドラゴンがいっぱい！ ネズビット短編集 講談社青い鳥文庫 ７２－５ イーディス＝ネズビット∥作 八木田宜子∥訳 村田収∥絵

ドラゴン・ティアーｽﾞ-龍涙 池袋ウエストゲートパーク　９ 石田衣良著

ドラゴン・パール 上 シリン・パタノタイ∥著 ジェームズ・ペック∥補筆 田村志津枝∥訳

ドラゴン・パール 下 シリン・パタノタイ∥著 ジェームズ・ペック∥補筆 田村志津枝∥訳

とらざえもんはまじょのねこ？ こみね幼年どうわ １ 末吉暁子∥作 村上勉∥絵

とらたとおおゆき 幼児絵本シリーズ なかがわりえこ∥ぶん なかがわそうや∥え

とらたとまるた 福音館の幼児絵本 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 こどものとも傑作集 ２３ 渡辺茂男∥さく 山本忠敬∥え

ドラッグ（薬物）ってなんだろう おとなになること ３ 水沢都加佐∥著 井上正治∥絵

とらとおじいさん ゆかいなゆかいなおはなし アルビン・トレセルト∥ぶん 光吉夏弥∥やく アルバート・アキノ∥え

どらねこ潜水艦 あなぐまビルのぼうけん ４ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

トラねこマーチンねずみをかう あかね世界の文学シリーズ Ｄ．キング＝スミス∥作 金原瑞人∥訳 津尾美智子∥画

トラーのあさごはん クマのプーさんえほん １０ Ａ．Ａ．ミルン∥さく Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

虎の尾　渋谷署強行犯係 今野敏著

虎の尾を踏む　新古着屋総兵衛　（十三） 新古着屋総兵衛　十三 佐伯泰英

虎の尾を踏む虎之助 大名やくざ　６ 風野真知雄

と



虎の牙 シリーズ怪盗ルパン 第１２巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

虎の城　下 火坂雅志著

虎の城　上 火坂雅志著

虎の巻　あやかし娘 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

トラベッド 福音館創作童話シリーズ 角野栄子∥さく スズキコージ∥え

ドラママチ 角田光代著

トラや 南木佳士著

トラより　つよい　カエルくん
ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民

話
矢崎節夫文　すがわらけいこ絵

トランプおじさんとペロンジのなぞ たかどのほうこ作

トランプ ひとり遊び８８選 朝日選書 ４１６ 野崎昭弘∥著

トランプ・マジック 松田道弘あそびの本 １ 松田道弘∥著

トランプは王さまぬき 寺村輝夫の王さまシリーズ ８ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

トランペットをふく子ガエル 文研子どもランド Ｆ・フェルト∥作 塩谷太郎∥訳 多田ヒロシ∥絵

とり ブライアン・ワイルドスミス∥さく・え わたなべしげお∥やく

とり 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　２ エキグチクニオ［編］著

鳥 学研の図鑑

トリアングル 俵万智著

鳥居の赤兵衛　宝引の辰捕物帳 泡坂妻夫著

鳥居の向こうは、知らないせかいでした。 花ざかりの王宮の妃たち 友麻　碧

鳥居龍蔵伝 アジアを走破した人類学者 中薗英助∥著

トリエステの坂道 須賀敦子∥〔著〕

とりかえっこ 絵本のせかい ２１ さとうわきこ∥作 二俣英五郎∥絵

とりかえっことりかえっこ 教育画劇の創作童話 森山京∥作 篠崎三朗∥絵

とりかえばや物語 ２１世紀版　少年少女古典文学館　８ 田辺聖子著

とりがないてるよ
世界傑作絵本シリーズ・スウェーデンの

絵本

ヨアル・ティーベリー文　アンナ・ベングトソン絵　オスターグレ

ン晴子訳

鳥さんとんで 新日本動物植物えほん ２３ 中村登流∥ぶん 薮内正幸∥え

被取締役新入社員 講談社文庫 安藤祐介著

鳥少年マイケル トミー・デ・パオラ∥さく ゆあさふみえ∥やく

鳥・空をとぶ カラー版自然と科学 ２４ 吉良幸世∥著 叶内拓哉∥著

トリダシ 本城雅人著

トリック・シアター 遠藤武文著

トリップ 角田光代著

砦 児童図書館・文学の部屋 モリー・ハンター∥作 田中明子∥訳

鳥と少年 アーリン・ペダーセン∥作 山内清子∥訳 中村悦子∥絵

と



トリトリ ５年４組の場合 泉啓子∥著 関口シュン∥絵

ドリトル先生アフリカゆき 改版 岩波少年文庫 １０２１ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生アフリカゆき ドリトル先生物語全集 １ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生航海記 改版 岩波少年文庫 １０２２ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生航海記 ドリトル先生物語全集 ２ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生月へゆく ドリトル先生物語全集 ８ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生月から帰る 岩波少年文庫 １０２９ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生月から帰る ドリトル先生物語全集 ９ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と月からの使い ドリトル先生物語全集 ７ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と秘密の湖 上 岩波少年文庫 １０３０ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と秘密の湖 下 岩波少年文庫 １０３１ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と秘密の湖 ドリトル先生物語全集 １０ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と緑のカナリア 岩波少年文庫 １０３２ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生と緑のカナリア ドリトル先生物語全集 １１ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生のキャラバン 改版 岩波少年文庫 １０２６ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生のキャラバン ドリトル先生物語全集 ６ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生のサーカス 改版 岩波少年文庫 １０２４ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生のサーカス ドリトル先生物語全集 ４ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の楽しい家 岩波少年文庫 １０３３ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の楽しい家 ドリトル先生物語全集 １２ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の動物園 岩波少年文庫 １０２５ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の動物園 ドリトル先生物語全集 ５ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の郵便局 改版 岩波少年文庫 １０２３ ヒュー・ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳

ドリトル先生の郵便局 ドリトル先生物語全集 ３ ロフティング∥〔著〕 井伏鱒二∥訳

鳥のくらし 学研の図鑑

鳥の巣の本 絵本図鑑シリーズ １９ 鈴木まもる∥著

鳥の巣みつけた 鈴木まもる∥文と絵

鳥のなき声ずかん みるずかん・かんじるずかん 金の本 薮内正幸∥ぶん・え 篠原栄太∥もじ 佐藤聡明∥おと

鳥 野生の瞬間 嶋田忠∥著

取り寄せても食べたいもの 田沼敦子著

ドルイドの歌 Ｏ．Ｒ．メリング∥作 井辻朱美∥訳

トルコ ブルーガイドわがまま歩き　３４ ブルーガイド海外版編集部編

ドルジェのたび チベットの少年のはなし ペマ＝ギャルポ∥話 金田卓也∥文と絵

トルストイの民話 福音館古典童話シリーズ ２７ Л・トルストイ∥作 藤沼貴∥訳 Б・ディオードロフ∥画

と



ドルチェ 誉田　哲也

とるとだす 畠中めぐみ

ドールハウスを飾る わたしのドールハウスづくり　２ 工藤和代∥著

ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション １ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

トールペインティングコレクション１４６点 レディブティックシリーズ ９１６ 畑田美恵子∥著

トルーマン・レター 高嶋哲夫∥著

どれがぼくかわかる？ 偕成社の新訳えほん ８ カーラ・カスキン∥ぶん・え よだしずか∥やく

どれくらいの愛情 白石一文著

ドレス 藤野可織

ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ作　鹿田昌美訳

どれみふぁけろけろ 東君平∥作・絵

ドレミファ・ドーナツ　ふきならせ フレーベル幼年どうわ文庫 １７ 森山京∥作 西川おさむ∥絵

どろたぬき　ゆきうさぎ りょうちゃんとさとちゃんのおはなし 松野正子∥さく 鎌田暢子∥え

どろだんご 福音館の幼児絵本 たなかよしゆき∥ぶん のさかゆうさく∥え

トロッコ・鼻 少年少女日本文学館　６ 芥川龍之介

どろにんぎょう 北欧民話 内田莉莎子∥文 井上洋介∥画

どろにんげん　特製版 こどものともセレクション 長新太作

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

どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん ４ かこさとし∥絵と文

泥棒たちの昼休み 結城昌治∥著

どろぼうだどろぼうよ
フランツ・ブランデンバーグ∥ぶん アリキ・ブランデンバーグ∥え

かつおきんや∥やく

泥棒に追い風 TOKUMA　NOVELS 赤川次郎著

どろぼうのどろぼん 斉藤倫著

ドロミテの王子 イタリアに古くから伝わる民話より トミー・デ・パオラ∥さく ゆあさふみえ∥やく

トロールのばけものどり 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 イングリ・ドーレア∥作 エドガー・ドーレア∥作 いつじあけみ∥訳

どろんこおそうじ
こどものとも傑作集 ８３ 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 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 岸田衿子∥訳

どろんこそうべい たじま　ゆきひこ作

どろんこ　どろんこ！ くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジーン・ジオン∥ぶん わたなべしげお∥やく 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 乙川優三郎著

とはずがたり 日本古典選 〔後深草院二条∥著〕 次田香澄∥校註

十和田・田沢湖殺人ライン Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 深谷忠記著

と



十和田・津軽・角館 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き

永遠に去りぬ 創元推理文庫 ロバート・ゴダード∥著 伏見威蕃∥訳

トンカチと花将軍 創作童話シリーズ 舟崎克彦∥作 舟崎靖子∥作

とんがとぴんがのプレゼント 日本傑作絵本シリーズ 西内ミナミ作　スズキコウジ絵

鈍感力 渡辺淳一著

ドン・キホーテ 岩波少年文庫 ３１２５ セルバンテス∥作 牛島信明∥編訳

どんぐり かがくのとも傑作集 どきどきしぜん こうやすすむ∥さく

ドングリ 科学のアルバム ９６ 埴沙萠∥著

どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集 こうやすすむ∥文 片山健∥絵

どんぐりのあかちゃん だいすき！ちいさないきもの 島本一男∥脚本 若山憲∥画

どんぐりノート ひろってうれしい知ってたのしい いわさゆうこ∥作 大滝玲子∥作

どんぐりのリボン 田辺聖子著

どんぐりひろい　くまくんのあき
日本傑作絵本シリーズ　くまくんのは

る・なつ・あき・ふゆ　３
なとりちづ文　おおともやすお絵

どんぐりぼうやのぼうけん エルサ・ベスコフ∥さく・え 石井登志子∥やく

どんぐり民話館 新潮文庫 星新一∥著

どんぐり山へえんそくだ おひさまえんのおはなし ３ 伊藤真智子∥ぶん 長野ヒデ子∥え

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子∥作 大島妙子∥絵

敦煌 井上靖∥著

とん　ことり こどものとも傑作集 ５３ 筒井頼子∥さく 林明子∥え

呑舟の魚 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

飛んだ子ブタダッギィ 児童図書館・文学の部屋 ディック・キング＝スミス∥作 木原悦子∥訳 メアリー・レイナー∥絵

とんだちょうじゃどん かみしばい日本むかしむかし 堀尾青史∥作 二俣英五郎∥画

とんだトロップ 日本傑作絵本シリーズ 小野かおる∥文・絵

飛んで火に入る悪い奴 大名やくざ　４ 風野真知雄

とんでもない月曜日 岩波少年文庫 １０２０ ジョーン・エイキン∥作 猪熊葉子∥訳

翔んでる人生 胡桃沢耕史∥著

とんでろじいちゃん 旺文社創作児童文学 山中恒∥作 堀田あきお∥絵

とんとん　とめてくださいな 福音館のペーパーバック絵本 こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん ２－１０ 村山幸三郎∥ぶん 伏原納知子∥え

どんどん橋、落ちた 綾辻行人∥著

ドンナ　ビアンカ 誉田哲也

どんなかんじかなあ 中山千夏文，和田誠絵

どんな草でも紙になる 植物せんいのふしぎ 子ども科学図書館 大西秀夫∥文と写真

どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社の児童図書館・絵本の部屋
サム・マクブラットニィ∥ぶん アニタ・ジェラーム∥え 小川仁央∥や

く

と



どんなにきみがすきだかあててごらん　ふゆのおはなし 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ文　アニタ・ジェラーム絵　小川仁央訳

どんな民話ききたい？ 日本の民話１５００選・全ガイド 日本児童文学者協会∥編

どんなもんだい！ ホセ・アルエゴ∥作 たにかわしゅんたろう∥訳

とんねるをぬけると 幼児絵本シリーズ 片山健さく・え

トンネルの森　１９４５ 角野栄子著

とんび 重松清著

とんび 角川文庫 重松清著

とんぼ 伊集院静∥著

トンボ 講談社パノラマ図鑑 ３１ 杉村光俊∥文・写真

トンボ王国へようこそ 岩波ジュニア新書 １７８ 杉村光俊∥著 一井弘行∥著

トンボソのおひめさま フランス系カナダ人のたのしいお話 岩波おはなしの本 ２
バーボー∥文 ホーンヤンスキー∥文 石井桃子∥訳 アーサー・プライ

ス∥絵

とんぼのうんどうかい かこさとしおはなしのほん ２ かこさとし∥絵と文

とんぼの島のいたずら子ヤギ バーリント・アーグネシュ作　うちかわかずみ訳

とんぼのタム あきあかねのくらし 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

トンボの楽園 昆虫の研究 杉村光俊∥文・写真

ど・ん・ま・い 学研の新･創作 青山季市著

とんまなおおかみ ポーランド民話原話 かみしばい世界むかしばなし 堀尾青史∥脚本 福田庄助∥画

ドンレミイの雨 池波正太郎

なあくんとちいさなヨット おはなしバスケット １ 神沢利子∥作 山内ふじ江∥絵

ないしょだよ。 おはなしさいた １ 正道かほる∥文 村上康成∥絵

ないた 中川ひろたか作　長新太絵

泣いた赤おに フォア文庫 浜田広介作

ないたカラス 光文社文庫 中島要

内調特命班　邀撃捜査 今野敏

ナイチンゲール 岩波ジュニア新書 ２３０ 長島伸一∥著

ナイチンゲール 子どもの伝記全集 １８ 土田治男∥〔著〕

ナイチンゲールの沈黙　上 宝島社文庫 海堂尊著

ナイチンゲールの沈黙　下 宝島社文庫 海堂尊著

ナイチンゲール 人につくす喜びこそ生きる喜び １８２０－１９１０ 愛と勇気をあたえた人びと ８ リチャード・テームズ∥著 来住道子∥訳

内通者 堂場瞬一

ないて百にん力
ワッハハ！ゆかいでおかしいにほんの民

話
東川洋子文　池田げんえい画

ナイト＆シャドウ 柳広司著

ナイフ 重松清∥著

ないもの、あります クラフト・エヴィング商会∥著

と

な



ナイル河紀行 とんぼの本 野町和嘉∥著

ナイル川とエジプト たくさんのふしぎ傑作集 赤地経夫∥文・写真

ナイルに死す
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐７

６
アガサ・クリスティー∥著 加島祥造∥訳

ナイルパーチの女子会 柚木麻子著

ナウの水びたし 清水義範∥著

奈緒と磐音 居眠り磐音 佐伯泰英

なおとくんはるかちゃん 新あかね幼年どうわ ６ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

ナオミとカナコ 奥田英朗著

ナオミの秘密 岩波少年文庫 ２１２５ マイロン・リーボイ∥作 若林ひとみ∥訳

永い言い訳 西川美和著

永い言い訳 文春文庫 西川美和著

長い家路 上 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

長い家路 下 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

長い腕 川崎草志∥著

長いお別れ 中島京子著

ながいかみのラプンツェル グリム童話 世界傑作絵本シリーズ
グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 フェリクス・ホフマン∥え せたてい

じ∥やく

ながい坂 上巻 新潮文庫 山本周五郎∥著

長い長いお医者さんの話 岩波少年文庫００２ カレル･チャペック作　中野好夫訳

長い長いお医者さんの話 チャペック童話集 岩波の愛蔵版 １２ カレル・チャペック∥〔著〕 中野好夫∥訳

長い長い殺人 光文社文庫 宮部みゆき著

ながいながいペンギンの話 新・名作の愛蔵版 いぬいとみこ∥作 山田三郎∥絵

長い冬 上 改版 岩波少年文庫 ３０３０ ローラ物語 １ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

長い冬 下 岩波少年文庫 ３０３１ Ｌ．Ｉ．ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

長い冬休み アーサー・ランサム全集 ４ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

長い廊下がある家 有栖川有栖著

中江藤樹
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

４５
渡部武∥著

中をそうぞうしてみよ かがくのとも絵本 佐藤雅彦　さく

那珂川青春記 森詠∥著

中勘助の恋 富岡多惠子∥著

長ぐつをはいたねこ ブリッグズの世界名作童話集 ２
ヴァージニア・ハヴィランド∥編 レイモンド・ブリッグズ∥絵 小林

忠夫∥訳

長ぐつをはいたねこ 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
シャルル・ペロー∥原作 ハンス・フィッシャー∥ぶん・え やがわす

みこ∥やく

長くつ下のピッピ 岩波少年文庫014 アストリッド･リンドグレーン作　大塚勇三

長くつ下のピッピ 世界一つよい女の子 改版 リンドグレーン作品集 １ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 桜井誠∥絵

中区・わが街　中区地区沿革外史 「中区わが街」刊行委員会編

な



長崎キリシタン物語 児童文学創作シリーズ 福田清人∥作 田代三善∥絵

「長崎の鐘」殺人事件 吉村達也

長崎・ハウステンボス・博多 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き

長崎ぶらぶら節 なかにし礼∥著

長崎ロシア遊女館 講談社文庫 渡辺淳一∥〔著〕

中嶋悟の交通危機管理術 中嶋悟∥著

中島ハルコの恋愛相談室 林真理子著

中仙道六十九次　はやぶさ新八御用旅　〔２〕 平岩弓枝著

仲蔵狂乱 松井今朝子∥著

泣かない女はいない 長嶋有著

泣かないで、くまくん アン‐マドレイヌ・シェロット著　菱木晃子訳

啼かない鳥は空に溺れる 唯川恵著

なかなおり
シャーロット・ゾロトウ文　アーノルド・ローベル絵　みらいなな

訳

なかなおりの学芸会 新しい世界の童話シリーズ マージョリー＝シャーマット∥作 生田信夫∥訳 小川哲男∥絵

ナガナガくん シド・ホフ∥作・絵 小船谷佐知子∥訳

中庭の出来事 恩田陸著

中大兄皇子伝 上 黒岩重吾∥著

中大兄皇子伝 下 黒岩重吾∥著

長野県の民話 泉小太郎ほか 県別ふるさとの民話 ２４　長野県 日本児童文学者協会∥編

長野殺人事件 内田康夫著

中野のお父さん 北村薫著

中原中也 日本の詩 中原中也∥〔著〕 笹原常与∥編

中原中也詩集 角川文庫 中原中也∥著 河上徹太郎∥編

中坊公平・私の事件簿 集英社新書 ００６３ 中坊公平∥著

仲間と暮らす家づくり シングル・高齢化を乗り切る知恵 「２１世紀の住宅」研究会∥編

眺めのいい部屋 渡辺一枝∥著

なかよし ともだち絵本 シャーロット・ゾロトウ∥文 ベン・シェクター∥絵 みらいなな∥訳

なかよしのあひるさんとにわとりさん 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子原作　村山亜土脚本　村山知義絵

なかよしのくまさん ロバート・ブライト∥さく 小林いづみ∥やく

流れの勘蔵 鎌倉河岸捕物控<三十二の巻＞ 佐伯泰英

流れ星･隕石　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１６ 藤井旭著

ながれぼしをひろいに こどものとも傑作集 筒井頼子∥さく 片山健∥え

ながれ星のひみつ かいぞくポケット ２０ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

ながれ星のひみつ かいぞくポケット ２０ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

な



流れ星レース　ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション　４ 竹下文子著

流れ行く者　守り人短編集 ワンダーランド　３６ 上橋菜穂子著

ナキウサギの谷 カラー版自然と科学 ４２ 松井繁∥著 松井香里∥著

なぎさ 山本文緒著

泣き上戸　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

凪の光景 上 集英社文庫 佐藤愛子∥著

凪の光景 下 集英社文庫 佐藤愛子∥著

なきべそプンタ 講談社の幼年創作童話 ５８ 武井博∥作 赤坂三好∥絵

なきむしうさぎ ロシアのお話とわらべうた 北畑静子∥訳 ユーリー・ワスネツォフ∥絵

なきむしおにごっこ おはなしバスケット ２ おのりえん∥作 降矢奈々∥絵

泣き虫先生、江戸にあらわる 手習い所純情控帳 誉田龍一

泣き虫先生、幽霊を退治する 手習い所　純情控帳 誉田龍一

泣き虫大将 雇われ師範　豊之助 千野隆司

泣き虫ハァちゃん 河合隼雄著

なきむし魔女先生 児童文学創作シリーズ 浅川じゅん∥作 小野かおる∥絵

なきむしようちえん 童心社の絵本 ２４ 長崎源之助∥作 西村繁男∥絵

泣き童子 三島屋変調百物語参之続 宮部みゆき

泣く大人 江國香織∥著

泣くな研修医 中山祐次郎

泣くな道真  大宰府の詩 集英社文庫 澤田瞳子著

なく虫ずかん みるずかん・かんじるずかん 金の本 松岡達英∥え 篠原栄太∥もじ 佐藤聡明∥おと 大野正男∥ぶん

鳴く虫の世界 科学のアルバム ５２ 佐藤有恒∥著・写真 小田英智∥文

嘆きの美女 朝日文庫 柚木麻子著

なげださない 集英社文庫 鎌田實著

泣こうかとぼうか 日本の創作児童文学選 山中恒∥作 鈴木義治∥絵

夏越のわかれ ひぐらし同心捕物控 牧南恭子

名古屋・岐阜　気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ３０

名古屋・静岡 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

名古屋　楽楽

なごり歌 朱川湊人著

名残り火　てのひらの闇　２ 藤原伊織著

情け川、菊の雨 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

なしとりきょうだい むかしむかし絵本 ４ かんざわとしこ∥ぶん えんどうてるよ∥え

ナシの木とシラカバとメギの木 大型絵本 ９ アロワ・カリジェ∥文・絵 大塚勇三∥訳

な



なしの木の精スカーレル Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ルイーゼ・リンザー∥作 遠山明子∥訳

ナージャとりゅうおう 于大武∥絵 唐亜明∥文

那須・塩原 改訂６版 ＪＴＢのポケットガイド

ナースの味な生き方 江川晴∥著

ナスの絵本 そだててあそぼう ２ やまだきよし∥へん たなかひでゆき∥え

ナスレディンのはなし　トルコの昔話 ランドセルブックス 八百板洋子再話　佐々木マキ絵

なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？ ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ１‐６２ アガサ・クリスティー∥著 田村隆一∥訳

なぜ、おきたのか？ ホロコーストのはなし クライヴ・Ａ．ロートン∥作 大塚信∥監修・訳 石岡史子∥訳

なぜ、男は「女はバカ」と思ってしまうのか 講談社＋α新書１４０－１C 岩月謙司著

なぜか「感じのいい人」といわれる人の共通点 齋藤茂太著

「なぜか人に思われる人」の習慣 齋藤茂太著

なぜか人に好かれる人の共通点 斎藤茂太

なぜ国語を学ぶのか 岩波ジュニア新書 ３８２ 村上慎一∥著

なぜ、「これ」は健康にいいのか？ 小林弘幸著

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 １年　上 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 １年　下 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ３年　上 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ３年　下 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ２年　上 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ２年　下 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら りかのべんきょう ようちえん　上 改訂新版 星野芳郎∥著

なぜだろうなぜかしら りかのべんきょう ようちえん　下 改訂新版 星野芳郎∥著

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ４年　下 改訂新版 学年別シリーズ

なぜだろうなぜかしら 理科の学校 ４年　上 改訂新版 学年別シリーズ

なぜひとりで食べるの 食生活が子どもを変える 足立己幸∥著 ＮＨＫ「おはよう広場」∥著

なぜ息子はすべての受験に勝ったか 父親が書いた 梅林義雄∥著

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？
科学の進歩は宇宙の当たり前をかえてい

く
布施哲治著

なぜ私はこの仕事を選んだのか 岩波ジュニア新書 ３８０ 岩波書店編集部∥編

謎手本忠臣蔵　上 加藤廣著

謎手本忠臣蔵　下 加藤廣著

謎解き・風の又三郎 丸善ライブラリー ０３３ 天沢退二郎∥著

謎とき『カラマーゾフの兄弟』 新潮選書 江川卓∥著

謎とき『罪と罰』 新潮選書 江川卓∥著

謎とき『白痴』 新潮選書 江川卓∥著

な



なぞとき名人のお姫さま フランスの昔話 世界傑作童話シリーズ 山口智子∥編・訳 パトリス・アリスプ∥絵

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著

謎解きはディナーのあとで　２ 東川篤哉著

なぞなぞあそび 心の絵本 よしまゆかり作

なぞなぞあそびうた 角野栄子∥さく スズキコージ∥え

なぞなぞあそびうた ２ 角野栄子∥さく スズキコージ∥え

なぞなぞえほん １のまき 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

なぞなぞえほん ２のまき 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

なぞなぞえほん ２のまき 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

なぞなぞえほん ３のまき 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

なぞなぞえほん ３のまき 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

なぞなぞえほん　１のまき ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 中川李枝子作　山脇百合子絵

なぞなぞえほん　３のまき ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 中川李枝子作　山脇百合子絵

なぞなぞえほん　２のまき ぐりとぐらといっしょにおでかけ絵本 中川李枝子作　山脇百合子絵

なぞなぞな～に なつのまき 福音館の幼児絵本 いまきみち∥作

なぞなぞな～に はるのまき 福音館の幼児絵本 いまきみち∥作

なぞなぞな～に ふゆのまき 福音館の幼児絵本 いまきみち∥作

なぞなぞねずみくん ねずみくんの絵本 １７ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

なぞなぞのすきな女の子 新しい日本の幼年童話 ５ 松岡享子∥さく 大社玲子∥え

なぞなぞの本 福音館日曜日文庫 福音館書店編集部∥編 石川勇∥絵

なぞなぞ１００このほん 世界傑作絵本シリーズ Ｍ・ブラートフ∥採集 松谷さやか∥編・訳 Ｍ・ミトゥーリチ∥絵

なぞなぞライオン おはなしパレード ７ 佐々木マキ∥作

謎の足跡事件 恐竜探偵フェントン １ Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉茂樹∥訳 太田大八∥絵

謎の殺し屋 蔦屋重三郎事件帖　二 鈴木英治

謎の十字架 メトロポリタン美術館はいかにして世紀の秘宝を得たか トマス・ホーヴィング∥著 田中靖∥訳

なぞのたから島 かいぞくポケット １ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

謎の毒親 姫野カオルコ著

謎の独立国家ソマリランド　そして海賊国家プントランドと戦国南

部ソマリア
高野秀行著

謎の母 久世光彦∥著

なぞの娘キャロライン 岩波少年文庫 ２１１７ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 小島希里∥訳

なぞのユニコーン号 タンタンの冒険旅行 ３ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

なたぎり三人女 群ようこ∥著

ナチュラル・クリーニング　キッチンの材料でおそうじする 佐光紀子著

な



ナチュラルセーターが好き ヨーロッパの手あみ ’９４春夏

ナチュラルな帽子とかごバッグ　簡単かぎ針編みで 別冊家庭画報　手編み時間

夏を喪くす 講談社文庫 原田マハ著

懐かしい人たち 吉行淳之介∥著

なつかし屋内あそび図鑑 ひとりあそびから仲間あそびまで 伝承シリーズ 夕月裕∥著

懐しき人々 兄潤一郎とその周辺 谷崎終平∥著

夏から夏へ 佐藤多佳子著

なっちゃう 改訂 創作どうわライブラリー ８ 佐野美津男∥作 長新太∥絵

夏燕ノ道 居眠り磐音　江戸双紙　１４ 佐伯泰英

なっとうの絵本 つくってあそぼう 　２ 渡辺杉夫編

夏の朝 課題図書 本田昌子著

なつのいなかのおとのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン文　レナード・ワイズガード絵

江國香織訳

夏の王 Ｏ．Ｒ．メリング∥作 井辻朱美∥訳

夏の終りに ジル・ペイトン・ウォルシュ∥作 百々佑利子∥訳

夏の雁 仕舞屋侍 辻堂魁

なつのかわ 日本傑作絵本シリーズ 姉崎一馬∥〔著〕

夏の気ままなひとり旅。 男の隠れ家｛旅｝シリーズ

夏のこども服　初心者でも作れる こどもブティック７月号臨時増刊

夏の裁断 島本理生著

夏の滴 桐生祐狩∥著

夏の沈黙 ルネ・ナイト著

夏の吐息 小池真理子著

夏の庭－Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 湯本香樹実∥作

夏の果て 小学館文庫 岡康道著

夏の花　心願の国 新潮文庫 原民喜∥著

なつのひかり 江国香織∥著

夏の虫夏の花 ６４５種の身近な生きものの世界 福音館のかがくのほん たかはしきよし∥絵 奥本大三郎∥文

夏の戻り船 くらまし屋稼業　３ 今村翔吾

夏の雪新　酔いどれ小籐次　十二 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

なつのゆきだるま 岩波の子どもの本
ジーン・ジオン文　マーガレット・ブロイ・グレアム絵　ふしみみ

さを訳

夏の夜の夢・あらし 新潮文庫 ウィリアム・シェイクスピア著　福田恒存訳

夏の雷音 堂場瞬一著

夏の力道山 夏石鈴子著

菜っぱの絵本 そだててあそぼう　９０ 野呂孝史［編］　岡田慶隆絵

な



夏服を着た女たち 講談社文庫 アーウィン・ショー∥〔著〕 常盤新平∥訳

菜摘ます児 杉本苑子自選短篇集 杉本苑子∥著

夏・みじかくて長い旅 新・文学の扉 １６ Ｊ・マーク∥作 百々佑利子∥訳 岩淵慶造∥画

夏ミセスの大人服　掲載作品１６０点すべて製図付き レディブティックシリーズ　no.3201

夏目漱石 子どもの伝記全集 ３２ 石井宗吾∥〔著〕

夏物語 川上未映子

夏野菜のひんやり料理 林幸子∥著

夏休み昆虫のかんさつ 科学のアルバム 別巻 小田英智∥文

夏休み植物のかんさつ 科学のアルバム 別巻 石原幸夫∥文

なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 稲田務∥え 宮武頼夫∥ぶん

夏休みは大さわぎ
児童図書館・文学の部屋 わんぱく四人

姉妹物語 １
ヒラリー・マッカイ∥作 ノーマン・ヤング∥絵 ときありえ∥訳

なでしこ御用帖 宇江佐真理著

なでしこ日和 着物始末暦　（七） 中島要

なでし子物語 ポプラ文庫 伊吹有喜著

ナナ 上巻 新潮文庫 エミール・ゾラ∥〔著〕 川口篤∥共訳 古賀照一∥共訳

ナナ 下巻 新潮文庫 エミール・ゾラ∥〔著〕 川口篤∥共訳 古賀照一∥共訳

なないろ山のひみつ 福音館創作童話シリーズ 征矢かおる∥作 林明子∥絵

七緒のために 島本理生著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村木綿子著

七歳までは夢の中 親だからできる幼児期のシュタイナー教育 松井るり子∥著

731 青木冨貴子著

７０歳のたしなみ 坂東眞理子

７０歳のたしなみ 坂東眞理子

７４歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる。 牧師ミツコ

七ちょうめのおばけ大集合 いわさき創作童話 ２８ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

七ちょうめのおばけ大集合 いわさき創作童話 ２８ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

七つの会議 池井戸潤著

七つの会議 集英社文庫 池井戸潤著

ななつのこ 加納朋子∥著

７つの習慣 スティーブン・Ｒ・コヴィー

７つの習慣 スティーブン・Ｒ・コヴィー

七つの証言 刑事・鳴沢了外伝 堂場瞬一

ななつの水晶球 タンタンの冒険旅行 ６ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

七つの時計殺人事件 新潮文庫 クリスティ∥〔著〕 蕗沢忠枝∥訳

な



七つの秘密 シリーズ怪盗ルパン 第８巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

七つのぽけっと 理論社名作の愛蔵版 あまんきみこ∥作 佐野洋子∥絵

ななつのほし 紙しばい名作選 トルストイ∥原作 堀尾青史∥脚本 小谷野半二∥画

七わのからす
グリム∥〔原著〕 グリム∥〔原著〕 リスベート・ツヴェルガー∥画

池田香代子∥訳

七わのからす グリム童話 世界傑作絵本シリーズ
グリム∥〔原作〕 グリム∥〔原作〕 フェリクス・ホフマン∥え せた

ていじ∥やく

なにを　かこうかな マーグレット・レイ∥作 Ｈ・Ａ・レイ∥作 中川健蔵∥訳

なにをたべてきたの？ 岸田衿子∥文 長野博一∥絵

なにをやるつもり！？　クレメンタイン クレメンタイン　２ サラ・ペニーパッカー作　前沢明枝訳

なにがあっても　ずっといっしょ くさのたき

何があっても大丈夫 櫻井よしこ著

ナニカアル 桐野夏生著

なにがいるのかな？ えほん・生物のせかい 薮内正幸∥さく

なにかしら
ミセスこどもの本 どうぶつあれあれえ

ほん
多田ヒロシ∥さく

なにしてあそぶ？ パット＝ハッチンス∥さく いぬいゆみこ∥やく

なにしてるんだ 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ文　瀬川康男絵

なにのあしあとかな
福音館の幼児絵本 薮内正幸のどうぶつ

絵本
やぶうちまさゆき∥〔著〕

なにのこどもかな
福音館の幼児絵本 薮内正幸のどうぶつ

絵本
やぶうちまさゆき∥〔著〕

なにもなくても ことばあそび絵本 かがくのとも傑作集 わいわいあそび 織田道代∥作 長新太∥絵

何者 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

何者 朝井リョウ著

何ものも恐れるな 上 ディーン・クーンツ∥著 天馬竜行∥訳

何ものも恐れるな 中 ディーン・クーンツ∥著 天馬竜行∥訳

何ものも恐れるな 下 ディーン・クーンツ∥著 天馬竜行∥訳

なにわの夕なぎ 田辺聖子∥著

浪花ふらふら謎草紙 岡篠名桜

ナニワ･モンスター 海堂尊著

菜の子先生がやってきた！ 学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期 福音館創作童話シリーズ 富安陽子∥作 ＹＵＪＩ∥画

菜の子先生は大いそがし！　学校ふしぎ案内・あらしを呼ぶ二学期 福音館創作童話シリーズ 富安陽子著

菜の子先生はどこへ行く？　学校ふしぎ案内・花ふぶきの三学期 福音館創作童話シリーズ 富安陽子著

菜の花の沖 １ 司馬遼太郎∥著

菜の花の沖 ２ 司馬遼太郎∥著

菜の花の沖 ３ 司馬遼太郎∥著

菜の花の沖 ４ 司馬遼太郎∥著

菜の花の沖 ５ 司馬遼太郎∥著

な



菜の花の沖 ６ 司馬遼太郎∥著

ナ・バ・テア 森　博嗣

ナバホの国へ
グレートジャーニー人類５万キロの旅

６
関野吉晴∥著

なびく髪 父子十手捕物日記 鈴木英治

なべ物と汁物
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ７
ＮＨＫ出版∥編

ナポリの街の物語 そこにイタリアの全てがある街 寺尾佐樹子

ナポレオン 子どもの伝記全集 １２ 久保喬∥〔著〕

ナポレオン千一夜物語 藤本ひとみ著

名前探しの放課後　下 辻村深月

名前探しの放課後　上 辻村深月

名前といわれ木の写真図鑑 １ 早春から初夏まで 杉村昇∥写真と文

名前といわれ野の草花図鑑３続編の一 杉村昇

名前といわれ野の草花図鑑４　続編の二 杉村昇

名前といわれ　野の草花図鑑２　（　夏～秋　・冬） 杉村昇

ナマケモノをすくったアルマジロ ヒューエット・どうぶつのお話 ５
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく シャーロット・ハフ∥

え

なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ∥作 ズージ・ヴァイゲル∥絵 佐々木田鶴子∥訳

ナマケモノ 森ののろまなチャンピオン ジュニア写真動物記 ２１ マイケル・フォグデン∥著 パトリシア・フォグデン∥著

生ゴミはよみがえる 土はいのちのみなもと 菅野芳秀∥著

鮮魚（なま）師 永井義男∥著

ナマズ入江とフクロウの予言
児童図書館・文学の部屋 ナマズ入江の

物語 ３
Ｂ．Ｌ．バーマン∥作 麻生九美∥訳

ナマズ入江にラッパがひびく
児童図書館・文学の部屋 ナマズ入江の

物語 ４
Ｂ・Ｌ・バーマン∥作 麻生九美∥訳

ナマズ入江のうらぎりもの
児童図書館・文学の部屋 ナマズ入江の

物語 ５
Ｂ・Ｌ・バーマン∥作 麻生九美∥訳

ナマズ入江の大洪水
児童図書館・文学の部屋 ナマズ入江の

物語 １
Ｂ．Ｌ．バーマン∥作 麻生九美∥訳

ナマズ入江の七つ星
児童図書館・文学の部屋 ナマズ入江の

物語 ２
Ｂ．Ｌ．バーマン∥作 麻生九美∥訳

生麦事件 吉村昭∥著

ナマリの兵隊 長ぐつをはいたネコ 岩波の子どもの本 ４
アンデルセン∥〔著〕 マーシア・ブラウン∥え 光吉夏弥∥やく シャ

ルル・ペロー∥文 マーシア・ブラウン∥え 光吉夏弥∥やく

なみだ菖蒲 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

なみだ縮緬 着物始末暦　（五） 中島要

泪壷 渡辺淳一∥著

涙堂 琴女癸酉日記 宇江佐真理∥著

涙流れるままに 下 カッパ・ノベルス 島田荘司∥著

なみだの琥珀のナゾ 文学の泉 ８ 及川和男∥作 中村悦子∥絵

涙はふくな、凍るまで 講談社文庫 大沢在昌

なみだひっこんでろ おはなしトントン３３ 岩瀬成子著

な



なみにきをつけて，シャーリー ジョン・バーニンガム∥さく 辺見まさなお∥やく

波の音が消えるまで　上 沢木耕太郎著

波の音が消えるまで　下 沢木耕太郎著

波のかたみ 清盛の妻 永井路子∥著

波のパラダイス　ドルフィン･エクスプレス　４ わくわく読み物コレクション　１０ 竹下文子作

波のり舟の 佃島渡波風秘帖 出久根達郎∥著

波枕　おりょう秘抄 鳥越碧著

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著

ナミヤ雑貨店の奇跡 角川文庫 東野圭吾著

なむチンカラトラヤーヤ 幼児みんわ絵本 １８ 多田ちとせ∥ぶん 太田大八∥え

名もなき毒 宮部みゆき著

名もなき毒 文春文庫 宮部みゆき著

名もなき日々を　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理著

悩みとつきあおう 岩波ジュニア新書　４８６ 串崎真志著

悩む力 集英社新書 姜尚中著

奈良・京都の古寺めぐり 仏像の見かた 岩波ジュニア新書 ８９ 水野敬三郎∥著

奈落　上州無宿半次郎逃亡記 講談社文庫 小杉健治著

奈落の顔　　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著

奈落の水　公事宿事件書留帳　４ 澤田ふじ子著

奈良県の民話 県別ふるさとの民話 １４　奈良県 日本児童文学者協会∥編

鳴らして遊ぶ！音の出る工作 なかよし入門百科 藤原義勝∥著

奈良世界遺産散歩 とんぼの本 小川光三著

ナラタージュ 島本理生著

奈良の街道筋 上 青山茂∥著 沢田重隆∥絵

奈良の街道筋 下 青山茂∥著 沢田重隆∥絵

奈良の里 芝木好子∥著

ならの大仏さま 加古里子∥文・絵

奈良の大仏 世界最大の鋳造仏
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ２
香取忠彦∥著 穂積和夫∥イラストレーション

奈良の寺々 古建築の見かた 岩波ジュニア新書 ４３ 太田博太郎∥著

比ぶ者なき 馳星周著

奈良・大和路　楽楽

平城山を越えた女 講談社文庫 内田康夫

奈良ゆとりの旅 熟年 ブルーガイド てくてく歩き

なりたい 畠中恵著

な



ナルキッソスの鏡 集英社文庫 小池真理子著

鳴門秘帖 １ 吉川英治歴史時代文庫 ２ 吉川英治

鳴門秘帖 ２ 吉川英治歴史時代文庫 ３ 吉川英治

鳴門秘帖 ３ 吉川英治歴史時代文庫 ４ 吉川英治

なるほど　手芸大じてん かんたん手芸　７ 寺西恵里子著

なるほどの対話 河合隼雄∥著 吉本ばなな∥著

南紀 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

南紀潮岬殺人事件
ノン・ノベル 旅行作家・茶屋次郎の事

件簿
梓林太郎∥著

難儀でござる 岩井三四ニ著

ナンギやけれど…… わたしの震災記 田辺聖子∥著

南極大陸単独横断行 大場満郎∥著

南極の冒険 ミス・ビアンカシリーズ ６
マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 エリック・ブレグバード∥

絵

なんげえはなしっこしかへがな 北彰介∥文 太田大八∥絵

難航 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

なん者ひなた丸空蝉おとしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １０ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ３ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸火炎もぐらの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ４ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ６ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸黒潮がくれの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ９ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸月光くずしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ５ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸白くもの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ２ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸千鳥がすみの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ８ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸津波がえしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 ７ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸南蛮づくしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １１ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸ばけねこ鏡わりの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １４ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸まどわし大ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １５ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸まぼろし衣切りの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １２ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なん者ひなた丸むささび城封じの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 １３ 斉藤洋∥作 大沢幸子∥絵

なんだかうれしくなってきた 五味太郎∥作・絵

なんだかへんて子 山中恒よみもの文庫 １２ 山中恒∥作

なんだかぼくにはわかったぞ 新版 かこ・さとしかがくの本 ７ かこさとし∥著 やべみつのり∥絵

なんだかんだ 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ∥文 せがわやすお∥絵

ナンタケットの夜鳥 ジョーン・エイケン∥作 大橋善恵∥訳

な



なんだこりゃたまご ジェラルド・ローズ∥さく おさなぎひとみ∥やく

なんだろう よいこの１２か月 桜井信夫∥脚本 やべみつのり∥画

なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ

難敵 隠密家族　４ 喜安幸夫

なんでもあらう ランドセルブックス 鎌田歩作

なんでもかけちゃうよ！！ エンバリーおじさんの絵かき絵本 ３ エド＝エンバリー∥さく よこやまなおこ∥かきもじ

なんでもない話 青木玉∥著

なんでもはかろう さんすう文庫 ６ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

なんでもパパといっしょだよ 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

“なんでもふたつ”さん ゆかいなゆかいなおはなし Ｍ・Ｓ・クラッチ∥〔著〕 光吉夏弥∥やく Ｋ・ビーゼ∥え

なんでも見える鏡 ジプシーの昔話 日本傑作絵本シリーズ フィツォフスキ∥再話 内田莉莎子∥訳 スズキコージ∥画

南天うさぎ　口中医桂助事件帖 小学館文庫 和田はつ子著

なんにもせんにん 紙芝居ベストセレクション 第２集 巌谷小波∥原作 川崎大治∥脚本 佐藤わき子∥画

なんにもないない ワンダ・ガァグ∥作絵 むらなかりえ∥訳

難波　古着屋総兵衛影始末　第九巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

難風 安部龍太郎∥著

南仏プロヴァンスの１２か月 ピーター・メイル∥著 池央耿∥訳

南北アメリカの国々 国別大図解　世界の地理　５ 井田仁康［監］

難民問題とは何か 岩波新書　新赤版 １５１ 本間浩∥著

南冥の雫　満州国演義　８ 船戸与一著

なんや、これ？ アメリカと日本 米谷ふみ子∥著

にぁーう
松谷みよ子あかちゃんのわらべうた １

０
松谷みよ子∥文 長野ヒデ子∥え

にあんちゃん ちくま少年文庫 ７ 安本末子∥〔著〕

新潟県の民話 木のまた手紙ほか 県別ふるさとの民話 １３　新潟県 日本児童文学者協会∥編

新潟・佐渡 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

にいさんといもうと 岩波の子どもの本 ３６ シャーロット・ゾロトウ∥文 メアリ・チャルマーズ∥絵 矢川澄子∥訳

兄さんネズミがさらわれた！ アリソン＝アトリー∥作 フェイス＝ジェイクス∥画 まがたようこ∥訳

新妻 剣客商売 池波正太郎∥著

贄門島 下 内田康夫∥著

贄門島 上 内田康夫∥著

におうとどっこい 民話どっこいしょ 泉さち子∥文 西村達馬∥画

ニガウリ（ゴーヤー）の絵本 そだててあそぼう ５１ ふじえだくにみつ∥へん なかやまみすず∥へん つちはしとしこ∥え

ニキータの少年時代 岩波少年文庫復刻版 Ａ．Ｎ．トルストイ∥作 上脇進∥訳

ニキーチンの知育遊び ボリス・パーブロヴィチ・ニキーチン∥著 匹田軍次∥訳

な
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ニキの屈辱 山崎ナオコーラ著

にぎやかなおけいこ ごきげんなすてご　３ いとうひろし∥さく

にぎやかな落葉たち　２１世紀はじめての密室 辻真先著

にぎやかな天地　上 宮本輝著

にぎやかな天地　下 宮本輝著

にぎやかな天地　下 講談社文庫 宮本輝著

にぎやかな天地　上 講談社文庫 宮本輝著

にぎやかな湾に背負われた船 小野正嗣∥著

にぎりめしごろごろ こどものとも傑作集 ９８ 小林輝子∥再話 赤羽末吉∥画

握る男 原宏一

肉弾　旅順実戦記 櫻井忠温

にぐるま　ひいて ドナルド・ホール∥ぶん バーバラ・クーニー∥え もきかずこ∥やく

逃げた以蔵 祥伝社文庫 西村望∥著

にげたくれよん こぐまシリーズ 八木田宜子∥作 田畑精一∥画

にげだしたおにばんば 幼児みんわ絵本 １１ 中村博∥ぶん 石倉欣二∥え

にげだしたひげ シビル・ウェッタシンハ∥さく のぐちただし∥やく

逃げた名馬 公家武者　信平　二 佐々木裕一

逃げる男 シドニィ・シェルダン著　天馬龍行訳

遁（に）げろ家康 上 池宮彰一郎∥著

遁（に）げろ家康 下 池宮彰一郎∥著

ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオニ∥作・絵 谷川俊太郎∥訳

にごりえ・たけくらべ 岩波文庫 樋口一葉∥作

ニコルズさんの森をすくえ マシュー・マーチン物語 ２ ポーラ・ダンジガー∥作 海都洋子∥訳

ニサッタ、ニサッタ 乃南アサ

にじ かがくのとも傑作集 どきどきしぜん さくらいじゅんじ∥文 いせひでこ∥絵

虹 吉本ばなな∥著

にじいろガーデン 小川糸著

虹色のヴァイオリン　杉原爽香、三十一歳の冬 光文社文庫 赤川次郎著

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズ Ｍ．ピクマル∥作 南本史∥訳 むかいながまさ∥画

西風のくれた鍵 岩波少年文庫 ２１３２ アリソン・アトリー∥作 石井桃子∥訳 中川李枝子∥訳

西川治の大皿料理 西川治∥〔著〕

錦 宮尾登美子著

錦の中の仙女 岩波少年文庫 ２０５１ 伊藤貴麿∥編訳

錦の松 着物始末暦　（六） 中島要

に



西田豊明の軟式テニス上達法 講談社スポーツシリーズ 西田豊明∥著

２０世紀アメリカ短篇選 上 岩波文庫 大津栄一郎∥編訳

２０世紀アメリカ短篇選 下 岩波文庫 大津栄一郎∥編訳

２０世紀ＳＦ ６ １９９０年代遺伝子戦争 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 イーガン∥〔ほか〕著

２０世紀ＳＦ ２ １９５０年代初めの終わり 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 ディック∥〔ほか〕著

２０世紀ＳＦ ４ １９７０年代接続された女 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 ティプトリーＪｒ∥〔ほか〕著

２０世紀ＳＦ ５ １９８０年代冬のマーケット 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 カード∥〔ほか〕著

２０世紀ＳＦ １ １９４０年代星ねずみ 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 アシモフ∥〔ほか〕著

２０世紀ＳＦ ３ １９６０年代砂の檻 河出文庫 中村融∥編 山岸真∥編 クラーク∥〔ほか〕著

２０世紀を一緒に歩いてみないか 岩波ジュニア新書 ３７７ 村上義雄∥著

２０世紀全記録 Ｃｈｒｏｎｉｋ　１９００‐１９８６

２０世紀全記録 Ｃｈｒｏｎｉｋ　１９００‐１９９０ 増補版 講談社∥編集

２０世紀理科年表 新版 岩波ジュニア新書 ２９７ 山口幸夫∥著

にじになったきつね 美しい心シリーズ 川田百合子∥脚本 藤田勝治∥画

西日本鉄道殺人事件 西村　京太郎

虹のかけ橋 ゆめ姫事件帖 和田はつ子

虹の彼方 小池真理子著

西巷説百物語 京極夏彦著

虹の谷の五月 船戸与一∥著

西の魔女が死んだ 梨木香歩∥著

虹の見えた日　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

虹の岬 辻井喬∥著

虹の岬の喫茶店 幻冬舎文庫 森沢明夫

にじの森のモーケーとポーキー あたらしい世界の童話 ５ フナイ・マモル∥作・絵 久米みのる∥訳

西村玲子の５０歳からのおしゃれ生活 いくつになっても素敵のヒミ

ツ
西村玲子∥著

虹物語 志水辰夫∥著

西由比ガ浜駅の神様 村瀬健

二十一世紀への手紙 私の実感的教育論 曾野綾子∥著

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

２１世紀こども百科科学館

２１世紀こども百科大図解

２１世紀の歴史　未来の人類から見た世界 ジャック・アタリ著　林昌宏訳

21世紀仏教への旅　インド編　上 五木寛之著

21世紀仏教への旅　インド編　下 五木寛之著
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２１世紀仏教への旅　中国編 五木寛之著

21世紀仏教への旅　朝鮮半島編 五木寛之著

２１世紀仏教への旅　日本・アメリカ編 五木寛之著

２１世紀仏教への旅　ブータン編 五木寛之著

二十三の戦争短編小説 古山高麗雄∥著

二十四の瞳 改訂 偕成社文庫 ４００７ 壷井栄∥著

二重生活 小池真理子著

２０代に女がしておくべきこと 下重暁子∥著

22年目の告白　私が犯人です 講談社文庫 浜口倫太郎

二十番斬り 剣客商売 池波正太郎∥著

二重葉脈 松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張

２４人のビリー・ミリガン ある多重人格者の記録 上 ダニエル・キイス∥著 堀内静子∥訳

２４人のビリー・ミリガン ある多重人格者の記録 下 ダニエル・キイス∥著 堀内静子∥訳

二十六夜待の殺人 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

２０世紀　なつかしの私鉄特急列車 ヤマケイレイルブックス４ 広田尚敬写真　吉川文夫解説

西脇順三郎 日本の詩 西脇順三郎∥〔著〕 鍵谷幸信∥編

偽久蔵 新・秋山久蔵御用控　（八） 藤井邦夫

偽小籐次 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

二世帯住宅その前に こがめの会∥著

にせニセことわざずかん 荒井良二著

偽のデュー警部
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　９１‐

１
ピーター・ラヴゼイ∥著 中村保男∥訳

偽者始末 日溜り勘兵衛　極意帖 藤井邦夫

にせもののかぎばあさん あたらしい創作童話 ２１ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

にせもののかぎばあさん フォア文庫 手島悠介著

２０９５年への旅
せかいのどうわシリーズ タイムワープ

三人組 ５
ジョン・シェスカ∥作 レイン・スミス∥絵 幾島幸子∥訳

二千七百の夏と冬　下 萩原浩著

二千七百の夏と冬　上 萩原浩著

２０００００００びきのチョウの木 黒ひげ先生の世界探険 松岡達堪∥原案・絵 鈴木良武∥構成・文

２０６１年宇宙の旅 海外ＳＦノヴェルズ アーサー・Ｃ・クラーク∥著 山高昭∥訳

煮たきもの 増補版 ＮＨＫきょうの料理 辻嘉一∥〔著〕

にたものランド　よくみてよくみて ジョーン･ｽタイナー作　まえざわあきえ訳

にたり地蔵　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

日常生活の法律全集 最新の法令・判例・情報を満載した国民法律百

科！ 実例六法市民版 〔２００２年版〕

日日是好日　「お茶」が教えてくれた１５のしああせ 森下典子

に



にちよういち 童心社の絵本 ９ 西村繁男∥作

にちようとすごす日よう日 おとぼけアンナ ３
マンフレート・マイ∥さく デトレフ・ケルステン∥え ひらのきょう

こ∥やく

にちようのあさはすてき
ジュディス・ヴィオースト∥ぶん ヒラリー・ナイト∥え いりえまさ

こ∥やく

にちようび 国際版絵本 谷内こうた∥絵と文

日曜日島のパパ ヴィンニ！１ ベッテル・リードベック作　菱木晃子訳

にちようびのにわへようこそ 武鹿悦子∥ぶん 西巻茅子∥え

日曜日のパンツ 講談社の新創作童話 １５ 筒井敬介∥作 長新太∥絵

日蓮伝説殺人事件　上 JOY　NOVELS 内田康夫著

日蓮伝説殺人事件　下 JOY　NOVELS 内田康夫著

日光殺人事件 講談社文庫 内田康夫著

日光・戦場ヶ原・奥鬼怒 ブルーガイド　てくてく歩き　３

日光代参　新古着屋総兵衛　（三） 新古着屋総兵衛　三 佐伯泰英

日光身代わり旅 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

日光ゆとりの旅 熟年 ブルーガイド てくてく歩き

日光例幣使道の殺人　はやぶさ新八御用旅　[3] 平岩弓枝著

日坂決戦 隠密家族　７ 喜安幸夫

日蝕 平野啓一郎∥著

新田義貞 上巻 新田次郎∥著

新田義貞 下巻 新田次郎∥著

にっぽんいっしゅうけんけんうた 西内ミナミ∥作 和歌山静子∥作

日本壊死　新しき人目覚めよ 船井幸雄，副島隆彦 [共]著

日本が売られる 堤　未果

ニッポンが好きだから 女二人のうっぷん・はっぷん 瀬戸内寂聴∥著 櫻井よしこ∥著

日本銀行を創った男　小説・松方正義 渡辺房男著

日本男児 長友佑都著

日本中枢の崩壊 古賀茂明著

日本の絶景

にっぽんの旅 沖縄　宮古・石垣・西表島

日本のモノづくり力はやっぱり凄い　こんなにもある！ニッポン発

で世界初！！
ｋAWADE夢新書 ロム･インターナショナル著

日本丸 山口良次∥文 宮本能成∥絵

日本詣で 嵐山光三郎∥著

にているね！？ かがくのとも絵本 五味太郎著

にてるにてない 遺伝のはなし 知識の絵本 １９ 大羽滋∥作 帆足次郎∥絵

二都騒乱　新古着屋総兵衛（七） 新古着屋総兵衛　七 佐伯泰英

に



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

ニート　フリーターでもなく失業者でもなく 玄田有史，曲沼美恵〔共〕著

新渡戸稲造 嵐の中の日本人シリーズ １８ 神戸淳吉∥著 梁川剛一∥絵

二度目の大往生 岩波新書　新赤版 ４１０ 永六輔∥著

ニーナはおちびさん ジャック・ケント∥さく なかがわけんぞう∥やく

二人五脚 盲導犬クリナムと歩んだ７年の記録 松井進∥著

二人道成寺 文春文庫 近藤史恵著

二年間の休暇 福音館古典童話シリーズ １ Ｊ・ベルヌ∥作 朝倉剛∥訳 太田大八∥イラストレーション

二年二組ひいきひいき こども童話館 ３６ 山下夕美子∥作 ふりやかよこ∥絵

二年２組はヒヨコのクラス 理論社名作の愛蔵版 山下夕美子∥作 長新太∥絵

二の悲劇 ノン・ノベル 法月綸太郎∥著

二百年の子供 大江健三郎∥著

二分間の冒険 偕成社の創作 岡田淳∥著 太田大八∥絵

ニーベルンゲンの宝 岩波少年文庫復刻版 Ｇ．シャルク∥編 相良守峯∥訳

日本十六景　四季を旅する 森本　哲郎

２本足と４本足 たくさんのふしぎ傑作集 香原志勢∥文 Ｕ．Ｇ．サトー∥絵

日本アルプス 南アルプス・中央アルプス・北アルプス ブルーガイドハイカー 清水隆雄∥〔ほか著〕

日本遺産殺人ルート 十津川警部シリーズ 西村京太郎

日本遺産に消えた女 西村京太郎

日本一短い「母」への手紙 一筆啓上 福井県丸岡町∥編

日本一やさしい天皇の講座 倉山満

日本を愛したティファニー 久我なつみ著

日本科学の先駆者高峰譲吉 アドレナリン発見物語 岩波ジュニア新書 ３７５ 山嶋哲盛∥著

日本画 膠絵　岩彩＋泥彩＋墨彩 材料と表現 美術手帖増刊号編集部∥編

ニホンカモシカ 観察の本 １１ 米田一彦∥写真と文

ニホンカモシカ 科学のアルバム ３４ 宮崎学∥著

ニホンカモシカ やさしい目をした森のけもの ジュニア写真動物記 ６ 江川正幸∥著

日本恐竜図鑑 恐竜 ヒサクニヒコ∥文・絵

日本恐竜探検隊 岩波ジュニア新書　４８５ 真鍋真，小林快次[共]編著

日本軍兵士　アジア・太平洋戦争の現実 吉田　裕

日本経済の真実　ある日、この国は破産します 辛坊治郎　辛坊正記［共］著

日本航空一期生 中丸美繪

日本語が亡びるとき　英語の世紀の中で 水村美苗著

日本国憲法 写楽Ｂｏｏｋｓ
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日本国憲法 写楽編集部［編］

日本国憲法を考える 文春新書 ０３５ 西修∥著

日本国債 上 幸田真音∥著

日本国債 下 幸田真音∥著

日本語　常識　実用事典 現代用語の基礎知識１９９５　別冊付録

ニホン語日記 井上ひさし∥著

ニホン語日記 ２ 井上ひさし∥著

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

日本語の個性 中公新書 ４３３ 外山滋比古∥著

日本語のなかの外国語 岩波新書　黄版 ２９６ 石綿敏雄∥著

日本語のレトリック 文章表現の技法 岩波ジュニア新書 ４１８ 瀬戸賢一∥著

日本語ぽこりぽこり アーサー・ビナード著

日本語八ツ当り 江國滋∥著

日本語練習帳 岩波新書　新赤版 ５９６ 大野晋∥著

日本再発見水の旅 富山和子∥著

日本サクラソウ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ９ 鈴鹿冬三∥著

日本殺人事件 続 角川文庫 山口雅也∥〔著〕

ニホンザル すばらしき動物 ３ 金井塚務∥文 木村しゅうじ∥え

ニホンザル 子どもは文化の発明者 ジュニア写真動物記 ２５ 河合雅雄∥著

ニホンザルの山 森の新聞 ７ 伊沢紘生∥著

日本史集中講義　点と点が線になる 祥伝社黄金文庫 井沢元彦著

日本史との出会い ちくま少年図書館 ４２ 歴史の本 秦恒平∥著

日本史年表 増補版 歴史学研究会∥編

日本社会の誕生 岩波ジュニア新書 ３３１ 日本の歴史 １ 吉村武彦∥著

日本縦断ＪＲ１０周年の旅 新千歳空港駅発・宮崎空港駅ゆき４９０

０キロ
種村直樹∥著

日本人として知っておきたい世界史の教訓 中西輝政

日本人とてれふぉん 明治・大正・昭和の電話世相史

日本人とユダヤ人 角川文庫 イザヤ・ベンダサン∥〔著〕

日本人の足を速くする 新潮選書　２１３ 為末大著

日本人の英語 続 岩波新書　新赤版 １３９ マーク・ピーターセン∥著

日本人の英語 岩波新書　新赤版 １８ マーク・ピーターセン∥著

日本人の知らない日本語 海野凪子　蛇蔵[共]著

日本人の知らない日本語　３ 蛇蔵＆海野凪子

日本人の信仰心 講談社現代新書 ７１２ 磯部忠正∥著

に



日本人の新作法 辰巳渚著

日本人の誇り 文春新書 藤原正彦著

日本人はどこからきたか とおい昔の謎をとく １０ たかしよいち∥文 小泉澄夫∥え

日本人は何処から来たか 血液型遺伝子から解く ＮＨＫブックス ６５２ 松本秀雄∥著

日本神話入門　「古事記」をよむ 岩波ジュニア新書 ４５３ 阪下圭八著

日本全国　おとりよせ本

日本全国「へぇ、そうだったのか！」雑学 中経の文庫 川金正法著

日本滝めぐり 名瀑から隠れ滝まで３８６ ＪＴＢキャンブックス 加藤庸二∥写真・文

日本沈没　第２部 小松左京，谷甲州 ［共］ 著

日本でみられるひこうきずかん のりものえほん 柴田三雄∥ぶん・しゃしん

日本伝承のあそび読本 加古里子著

日本とアメリカ逆さの常識 暮らしの視点から見た日米の「ミゾ」 アントラム栢木利美∥著

日本道路公団　借金３０兆円の真相 NHKスペシャルセレクション NHK報道局「道路公団」取材班著

日本にある世界の名画 訪ねて観る全国美術館カタログ 交通公社のＭＯＯＫ 一流シリーズ ７

日本の家 北から南まで みるずかん・かんじるずかん 銀の本 織田憲嗣∥さく

日本のいちばん長い日 運命の八月十五日 決定版 半藤一利∥著

日本の陰謀 ハワイ・オアフ島大ストライキの光と影 ドウス昌代∥著

日本のおどり 全国代表民踊 南から北から 中山義夫∥著

にほんのお福分け歳時記 広田千悦子著

日本の化石 自然観察シリーズ １７　地学編 浜田隆士∥著 糸魚川淳二∥著

日本のキノコ カラー版自然と科学 ８ 吉見昭一∥著

日本の恐竜 恐竜 長谷川善和∥文 藪内正幸∥絵

日本の検察 最強の権力の内側 講談社現代新書 ８８５ 野村二郎∥著

日本の現代 岩波ジュニア新書 ３３９ 日本の歴史 ９ 鹿野政直∥著

日本の工業 ポプラディア情報館

日本の高山植物 山渓カラー名鑑

日本の古代遺跡を掘る ４ 黒井峯遺跡 日本のポンペイ 石井克己∥著 梅沢重昭∥著

日本の古代遺跡を掘る ３ 荒神谷遺跡 古代出雲の「王国」を求めて 三宅博士∥著 田中義昭∥著

日本の古代遺跡を掘る ６ 高松塚古墳 飛鳥人の華麗な世界を映す壁

画
森岡秀人∥著 網干善教∥著

日本の古代遺跡を掘る １ 鳥浜貝塚 縄文のタイムカプセル 森川昌和∥著 橋本澄夫∥著

日本の古代遺跡を掘る ５ 藤ノ木古墳 斑鳩に花開く東アジアの古代 前園実知雄∥著 白石太一郎∥著

日本の古代遺跡を掘る ２ 吉野ヶ里遺跡 「魏志倭人伝」の世界 七田忠昭∥著 小田富士雄∥著

日本の古典に学び　しなやかに生きる 加賀乙彦著

日本の古典文学 １５ おとぎ草子　かな草子 市古貞次∥著

に



日本の古典文学 ６ かげろう日記 和泉式部日記 紫式部日記
〔藤原道綱母∥原著〕 木村正中∥著 〔和泉式部∥原著〕 木村正中∥著

〔紫式部∥原著〕 木村正中∥著

日本の古典文学 １４ 義経記 曽我物語 市古貞次∥著 市古貞次∥著

日本の古典文学 ５ 源氏物語 更級日記 〔紫式部∥原著〕 秋山虔∥著 〔菅原孝標女∥原著〕 秋山虔∥著

日本の古典文学 ４ 古今和歌集　新古今和歌集 平井卓郎∥著

日本の古典文学 ９ 今昔物語 西尾光一∥著

日本の古典文学 １０ 西行・定家・実朝 〔西行∥ほか原著〕 手崎政男∥著

日本の古典文学 １３ 太平記 永積安明∥著

日本の古典文学 ３ 竹取物語 土佐日記 伊勢物語 〔紀貫之∥原著〕 桜井祐三∥著

日本の古典文学 １８ 東海道中膝栗毛 〔十返舎一九∥原著〕 水野稔∥著

日本の古典文学 １６ 日本古典劇 小山弘志∥著 鶴見誠∥著

日本の古典文学 １７ 芭蕉・蕪村・一茶 〔松尾芭蕉∥ほか原著〕 沢田繁二∥著

日本の古典文学 １２ 平家物語 桐原徳重∥著

日本の古典文学 １１ 保元・平治物語 久徳高文∥著

日本の古典文学 ７ 枕草子 徒然草 〔清少納言∥原著〕 野本秀雄∥著 〔吉田兼好∥原著〕 野本秀雄∥著

日本の古典文学 ２ 万葉集 岡部政裕∥著

日本の米 環境と文化はかく作られた 中公新書 １１５６ 富山和子∥著

日本の漆器

日本の自動車の歴史 たくさんのふしぎ傑作集 山本忠敬∥さく

日本の詩の流れ 日本の詩 木原孝一∥著

日本の樹木 山渓カラー名鑑

日本の常識世界の非常識 竹村健一著

日本の植生図鑑　Ⅰ　森林 中西哲　大場達之　武田義明　服部保

日本の植生図鑑　Ⅱ　人里・草原 矢野悟道　波田善夫　竹中則夫　大川徹

日本の試練 櫻井よしこ著

日本の神話 松谷みよ子∥文 司修∥絵

日本の神話 第２巻 あまのいわと 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

日本の神話 第６巻 うみさちやまさち 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

日本の神話 第１巻 くにのはじまり 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

日本の神話 第５巻 すさのおとおおくにぬし 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

日本の神話 第３巻 やまたのおろち 赤羽末吉∥絵 舟崎克彦∥文

日本の水産業 ポプラディア情報館

日本の戦跡を見る 岩波ジュニア新書 ４５４ 安島太佳由著

日本の戦争 田原総一朗∥著

日本の大自然をあるく 大人の遠足BOOK

に



日本の短篇 上 井上靖∥〔ほか〕編

日本の短篇 下 井上靖∥〔ほか〕編

日本の地名 岩波新書　新赤版 ４９５ 谷川健一∥著

日本の地理 Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 ７ 木内信蔵∥監修 矢田俊文∥共著 天井勝海∥共著

日本の手づくり工芸 改訂新版

日本の伝統芸能 １ 雅楽 高橋秀雄∥著

日本の伝統芸能 ３ 歌舞伎と舞踊 石橋健一郎∥著

日本の伝統芸能 ７ 大道芸・寄席芸 大野桂∥著

日本の伝統芸能 ８ 日本の音と楽器 小柴はるみ∥著

日本の伝統芸能 ５ 日本の祭りと芸能 １ 芳賀日出男∥著

日本の伝統芸能 ６ 日本の祭りと芸能 ２ 芳賀日出男∥著

日本の伝統芸能 ４ 人形芝居と文楽 後藤静夫∥著

日本の伝統芸能 ２ 能と狂言 児玉信∥著

日本の伝統工芸品 時代を越えた伝統の美と技 交通公社のＭＯＯＫ 一流シリーズ １２

日本の天然記念物 ３ 植物 １ 野草を中心とした群落　寺社の森 沼田真∥編集

日本の天然記念物 ４ 植物 ２ 樹木の群落 沼田真∥編集

日本の天然記念物 ５ 植物 ３ 巨樹・名木 沼田真∥編集

日本の天然記念物 ６ 地質・鉱物　地図・索引 渡部景隆∥編集

日本の天然記念物 １ 動物 １ 哺乳類・鳥類 加藤陸奥雄∥編集

日本の天然記念物 ２ 動物　２　‐両生類・魚類・昆虫類他‐　天然

保護区域
加藤陸奥雄∥編集 沼田真∥編集

日本の統治構造　官僚内閣制から議員内閣制へ 中公新書　１９０５ 飯尾潤著

日本の動物 哺乳類 自然観察シリーズ １０ 増井光子∥著

日本のなぞなぞ 万葉から江戸時代まで 岩波ジュニア新書 １１７ 鈴木棠三∥著

日本の農業 ポプラディア情報館 石谷孝佑［監］

日本の農業を考える 岩波ジュニア新書 　４６６ 大野和興著

日本の博物館 １２ 海に生きる 海の博物館 石井謙治∥編 高橋克夫∥編

日本の博物館 ８ 科学のあゆみ 科学博物館 青木国夫∥編著

日本の博物館 ６ 絢爛たる武家文化 城の博物館 岡本良一∥編

日本の博物館 １０ 古生物から人類まで 自然史博物館 千地万造∥編著 山口敏∥編著

日本の博物館 ４ 古代遺跡の旅 古代史博物館 岡田茂弘∥編

日本の博物館 １３ 産業の発達史 企業博物館 吉田光邦∥編

日本の博物館 ５ 大航海時代の日本 南蛮博物館 遠藤周作∥編

日本の博物館 ９ 鉄道と帆船 交通博物館 宮脇俊三∥編

日本の博物館 １ 日本美の伝統 三大国立博物館 北村哲郎∥編

に



日本の博物館 １１ 北方の文化 北海道の博物館 藤本英夫∥編

日本の博物館 ３ 民家と民具 ふるさとの博物館 杉本尚次∥編 中村たかを∥編

日本の博物館 ２ 民芸の美 伝統工芸博物館 岩井宏実∥編 福田栄治∥編

日本の博物館 ７ 明治のたたずまい 博物館明治村 関野克∥編者 菊池重郎∥編者

日本の花 ちくま新書　５８４　カラー新書 柳宗民著

日本の美邸 水と庭

日本の美徳 恥を知るということ 中野孝次∥著

日本の仏像 薬師寺君子著

日本の文化 岩波ジュニア新書 ４０９ 村井康彦∥著

日本の文学 ポプラディア情報館 西本鶏介［監］

日本の文学 ７５ 阿川弘之　庄野潤三　有吉佐和子 阿川弘之∥〔ほか著〕

日本の文学 ２７ 有島武郎　長与善郎 有島武郎∥〔著〕 長与善郎∥〔著〕

日本の文学 ６０ 石川淳 石川淳∥〔著〕

日本の文学 １５ 石川啄木　正岡子規　高浜虚子 石川啄木∥〔ほか著〕

日本の文学 ５６ 石川達三 石川達三∥〔著〕

日本の文学 ５８ 石坂洋次郎 石坂洋次郎∥〔著〕

日本の文学 ７６ 石原慎太郎　開高健　大江健三郎 石原慎太郎∥〔ほか〕著

日本の文学 ５９ 伊藤整 伊藤整∥〔著〕

日本の文学 ６４ 井上友一郎　田宮虎彦　木山捷平 井上友一郎∥〔ほか著〕

日本の文学 ７１ 井上靖 井上靖∥著

日本の文学 ５３ 井伏鱒二 井伏鱒二∥〔著〕

日本の文学 ３４ 内田百間　牧野信一　稲垣足穂 内田百間∥〔ほか著〕

日本の文学 ３３ 宇野浩二　葛西善蔵　嘉村礒多 宇野浩二∥〔ほか著〕

日本の文学 ４６ 宇野千代　岡本かの子 宇野千代∥〔著〕 岡本かの子∥〔著〕

日本の文学 ５０ 円地文子　幸田文 円地文子∥〔著〕 幸田文∥〔著〕

日本の文学 ７０ 大岡昇平 大岡昇平∥〔著〕

日本の文学 ５２ 尾崎一雄　外村繁　上林暁 尾崎一雄∥〔ほか著〕

日本の文学 ４ 尾崎紅葉　泉鏡花 尾崎紅葉∥〔著〕 泉鏡花∥〔著〕

日本の文学 ５１ 尾崎士郎　火野葦平 尾崎士郎∥〔著〕 火野葦平∥〔著〕

日本の文学 ３８ 川端康成 川端康成∥〔著〕

日本の文学 １７ 北原白秋　高村光太郎　萩原朔太郎 北原白秋∥〔ほか著〕

日本の文学 ２８ 久保田万太郎　里見弴 久保田万太郎∥〔著〕 里見弴∥〔著〕

日本の文学 ４３ 小林秀雄 小林秀雄∥〔著〕

日本の文学 ６３ 坂口安吾　織田作之助　檀一雄 坂口安吾∥〔ほか著〕

に



日本の文学 ４９ 佐多稲子　壷井栄 佐多稲子∥〔著〕 壷井栄∥〔著〕

日本の文学 ３１ 佐藤春夫 佐藤春夫∥〔著〕

日本の文学 ６８ 椎名麟三　梅崎春生 椎名麟三∥〔著〕 梅崎春生∥〔著〕

日本の文学 ２１ 志賀直哉 １ 志賀直哉∥〔著〕

日本の文学 ２２ 志賀直哉 ２ 志賀直哉∥〔著〕

日本の文学 ６ 島崎藤村 １ 島崎藤村∥〔著〕

日本の文学 ７ 島崎藤村 ２ 島崎藤村∥〔著〕

日本の文学 ５７ 高見順 高見順∥〔著〕

日本の文学 ３６ 滝井孝作　梶井基次郎　中島敦 滝井孝作∥〔ほか著〕

日本の文学 ６７ 武田泰淳 武田泰淳∥〔著〕

日本の文学 ６５ 太宰治 太宰治∥〔著〕

日本の文学 ２３ 谷崎潤一郎 １ 谷崎潤一郎∥〔著〕

日本の文学 ２４ 谷崎潤一郎 ２ 谷崎潤一郎∥〔著〕

日本の文学 ２５ 谷崎潤一郎 ３ 谷崎潤一郎∥〔著〕

日本の文学 ８ 田山花袋　岩野泡鳴　近松秋江 田山花袋∥〔ほか著〕

日本の文学 １ 坪内逍遥　二葉亭四迷　幸田露伴 坪内逍遥∥〔ほか〕著

日本の文学 ９ 徳田秋声 １ 徳田秋声∥〔著〕

日本の文学 １０ 徳田秋声 ２ 徳田秋声∥〔著〕

日本の文学 １８ 永井荷風 １ 永井荷風∥〔著〕

日本の文学 １９ 永井荷風 ２ 永井荷風∥〔著〕

日本の文学 ６２ 永井竜男　阿部知二 永井竜男∥〔著〕 阿部知二∥〔著〕

日本の文学 １６ 長塚節　鈴木三重吉　中勘助 長塚節∥〔ほか著〕

日本の文学 ４１ 中野重治 中野重治∥〔著〕

日本の文学 ７２ 中村真一郎　福永武彦　遠藤周作 中村真一郎∥〔ほか著〕

日本の文学 ６１ 中山義秀 中山義秀∥〔著〕

日本の文学 １４ 夏目漱石 ３ 夏目漱石∥〔著〕

日本の文学 ５５ 丹羽文雄 丹羽文雄∥〔著〕

日本の文学 ４４ 野上弥生子　網野菊 野上弥生子∥著 網野菊∥著

日本の文学 ６６ 野間宏 野間宏∥〔著〕

日本の文学 ４０ 林房雄　武田麟太郎　島木健作 林房雄∥〔ほか著〕

日本の文学 ４７ 林芙美子 林芙美子∥〔著〕

日本の文学 ３９ 葉山嘉樹　小林多喜二　徳永直 葉山嘉樹∥〔ほか著〕

日本の文学 ５ 樋口一葉　徳富蘆花　国木田独歩 樋口一葉∥〔ほか著〕

日本の文学 ４８ 平林たい子　大原富枝 平林たい子∥〔著〕 大原富枝∥〔著〕
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日本の文学 ３２ 広津和郎　菊池寛 広津和郎∥〔著〕 菊池寛∥〔著〕

日本の文学 ５４ 舟橋聖一 舟橋聖一∥〔著〕

日本の文学 ７３ 堀田善衛　安部公房　島尾敏雄 堀田善衛∥〔ほか〕著

日本の文学 ４２ 堀辰雄 堀辰雄∥〔著〕

日本の文学 １１ 正宗白鳥 正宗白鳥∥〔著〕

日本の文学 ６９ 三島由紀夫 三島由紀夫∥〔著〕

日本の文学 ４５ 宮本百合子 宮本百合子∥〔著〕

日本の文学 ２０ 武者小路実篤 武者小路実篤∥〔著〕

日本の文学 ７７ 名作集 １

日本の文学 ７８ 名作集 ２

日本の文学 ７９ 名作集 ３

日本の文学 ８０ 名作集 ４

日本の文学 ２ 森鴎外 １ 森鴎外∥〔著〕

日本の文学 ７４ 安岡章太郎　吉行淳之介　曽野綾子 安岡章太郎∥〔ほか著〕

日本の文学 ２６ 柳田国男　斎藤茂吉　折口信夫 柳田国男∥〔ほか著〕

日本の文学 ３０ 山本有三 山本有三∥〔著〕

日本の方言地図 中公新書 ５３３ 徳川宗賢∥編

日本の祭 とんぼの本 芸術新潮編集部∥著

日本の民家 近世民家７５に旅して考える日本人のくらしの謎 万有ガイド・シリーズ ３０ 宮沢智士∥執筆

日本の民話 ２ 秋田篇 出羽篇 瀬川拓男∥編 松谷みよこ∥編 沢渡吉彦∥編

日本の民話 １６ 安芸・備後篇 第１・２集 垣内稔∥編

日本の民話 １９ 阿波篇 第１集 阿波篇 第２集 湯浅良幸∥編 緒方啓郎∥編 武田明∥編

日本の民話 ２７ 茨城篇 第１・２集 日向野徳久∥編

日本の民話 ３４ 石見篇 第１・２集 大庭良美∥編

日本の民話 １１ 越後篇 佐渡篇 水沢謙一∥編 浜口一夫∥編

日本の民話 ３０ 越中篇 第２集 加賀・能登篇 第２集 石崎直義∥編 清酒時男∥編

日本の民話 １５ 岡山篇 出雲篇 稲田浩二∥編 石塚尊俊∥〔ほか〕編

日本の民話 ２６ 沖縄篇 八丈島篇 伊波南哲∥編 浅沼良次∥編

日本の民話 １２ 加賀・能登篇 若狭・越前篇 清酒時男∥編 杉原丈夫∥編 石崎直義∥編

日本の民話 ３２ 紀州篇 美濃篇 第２集 徳山静子∥編 赤座憲久∥編

日本の民話 １３ 京都篇 伊勢・志摩篇 二反長半∥編 倉田正邦∥編

日本の民話 ２８ 埼玉篇 上州篇 第２集 根津富夫∥編 酒井正保∥編

日本の民話 ３７ 佐賀篇 第１・２集 宮地武彦∥編

日本の民話 ２９ 佐渡篇 第２集 越後篇 第２集 浜口一夫∥編 水沢謙一∥編

に



日本の民話 １８ 讃岐篇・伊予篇 武田明∥編

日本の民話 １０ 信濃篇 越中篇 「信濃の民話」編集委員会∥編 石崎直義∥〔ほか〕編

日本の民話 ８ 上州篇 甲斐篇 小野忠孝∥編 土橋里木∥編

日本の民話 １７ 周防・長門篇 第１・２集 松岡利夫∥編

日本の民話 ２４ 種子島篇 第１・２集 下野敏見∥編

日本の民話 １ 津軽篇 岩手篇 斎藤正∥編 深沢紅子∥編 佐々木望∥編

日本の民話 ７ 遠江・駿河篇 伊豆篇 菅沼五十一∥編 岸なみ∥編

日本の民話 ３５ 土佐篇 第１・２集 市原麟一郎∥編

日本の民話 ５ 栃木篇 第１・２集 日向野徳久∥編

日本の民話 ３３ 鳥取篇 若狭・越前篇 第２集 稲田和子∥編 石崎直義∥編 杉原丈夫∥編

日本の民話 ２１ 長崎篇 天草篇 吉松祐一∥編 浜名志松∥編

日本の民話 ２２ 肥後篇 薩摩・大隅篇 荒木精之∥編 村田煕∥編

日本の民話 ２３ 日向篇 第１・２集 比江島重孝∥編

日本の民話 ３６ 福岡篇 第２集 大分篇 第２集 加来宣幸∥編 土屋北彦∥編

日本の民話 ２０ 福岡篇 大分篇 加来宣幸∥編 土屋北彦∥編

日本の民話 ３ 福島篇 第１・２集 片平幸三∥編

日本の民話 ６ 房総篇 神奈川篇 高橋在久∥編 安池正雄∥編

日本の民話 ３１ 三河篇 尾張篇 寺沢正美∥編 小島勝彦∥編

日本の民話 別巻 みちのくの長者・和尚・百姓たち 及川儀右衛門∥編

日本の民話 ９ 美濃篇 飛騨篇 赤座憲久∥編 江馬三枝子∥編

日本の民話 ４ 宮城篇 みちのく篇 山田野理夫∥編 東北農山漁村文化協会∥編

日本の民話 ２５ 屋久島篇 第１・２集 下野敏見∥編

日本のむかしばなし 瀬田貞二∥文 瀬川康男∥絵 梶山俊夫∥絵

日本の昔話 ４ さるかにかっせん おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

日本の昔話 ２ したきりすずめ おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

日本の昔話 ５ ねずみのもちつき おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

日本の昔話 １ はなさかじい おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

日本の昔話 ３ ももたろう おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

日本の名作童話 ２０ つきよに 安房直子∥作 南塚直子∥絵

日本の名水 おいしい水の旅 よみうりカラームックシリーズ

日本の名邸宅 知っておきたい本物の精髄 交通公社のＭＯＯＫ 一流シリーズ ６

日本の野生植物　草木　Ⅲ合弁花類

日本の野生植物　草本Ⅱ離弁花類

日本の野生植物　１

に



日本の野生植物 シダ 岩槻邦男∥編

日本の野生植物 草本 ３ 合弁花類 佐竹義輔∥〔ほか〕編

日本の野生植物 草本 １ 単子葉類 佐竹義輔∥〔ほか〕編

日本の野生植物 草本 ２ 離弁花類 佐竹義輔∥〔ほか〕編

日本の野生植物 木本 １ 佐竹義輔∥〔ほか〕編

日本の野生植物 木本 ２ 佐竹義輔∥〔ほか〕編

日本の野生植物　木本１

日本の野生ラン 自然観察シリーズ １９　生態編 神田淳∥著

日本の野草 山渓カラー名鑑

日本の野鳥 自然観察シリーズ ７ 高野伸二∥著

日本の野鳥 山渓カラー名鑑

日本の山　１０００ 山渓カラー名鑑

日本の洋館(六）昭和篇Ⅱ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の洋館(一）明治篇Ⅰ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の洋館(二）明治篇Ⅱ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の洋館(三）大正篇Ⅰ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の洋館(四）大正篇Ⅱ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の洋館(五）昭和篇Ⅰ 歴史遺産　日本の洋館 藤森照信　写真・増田彰久

日本の歴史１８　アジア太平洋戦争　昭和時代Ⅰ 集英社版・学習漫画 松尾尊兊［監］

日本の歴史20　新しい国際社会と日本　昭和時代Ⅲ･平成時代 集英社版・学習漫画 木村尚三郎［監］

日本の歴史 ２０ 維新の構想と展開 鈴木淳∥著

日本の歴史 １３ 一揆と戦国大名 久留島典子∥著

日本の歴史２　イネと国づくり　弥生時代・古墳時代Ⅰ 集英社版・学習漫画 岡村道雄[監]

日本の歴史６　院政と武士の登場　平安時代Ⅱ 集英社版・学習漫画 入間田宣夫[監]

日本の歴史１２　江戸幕府ひらく　江戸時代Ⅰ 集英社・学習漫画 高埜利彦［監］

日本の歴史 ０２ 王権誕生 寺沢薫∥著

日本の歴史 ０３ 大王から天皇へ 熊谷公男∥著

日本の歴史をよみなおす ちくまプリマーブックス ５０ 網野善彦∥著

日本の歴史をよみなおす 続 ちくまプリマーブックス ９６ 網野善彦∥著

日本の歴史 １８ 開国と幕末変革 井上勝生∥著

日本の歴史７　鎌倉幕府の成立　鎌倉時代 集英社版・学習漫画 入間田宣夫[監]

日本の歴史 ０８ 古代天皇制を考える 大津透∥〔ほか〕著

日本の歴史５　さかえる平安の貴族　平安時代Ⅰ 集英社版・学習漫画 吉村武彦[監]

日本の歴史 １４ 周縁から見た中世日本 大石直正∥著 高良倉吉∥著 高橋公明∥著

に



日本の歴史 ０１ 縄文の生活誌 改訂版 岡村道雄∥著

日本の歴史 １５ 織豊政権と江戸幕府 池上裕子∥著

日本の歴史人物 ポプラディア情報館 佐藤和彦[監]

日本の歴史　人物事典 集英社版・学習漫画 岡村道雄［監］

日本の歴史 １７ 成熟する江戸 吉田伸之∥著

日本の歴史 ２２ 政党政治と天皇 伊藤之雄∥著

日本の歴史１０　戦国大名の戦い　室町時代Ⅲ・戦国時代 集英社版・学習漫画 池上裕子[監]

日本の歴史 ２４ 戦後と高度成長の終焉 河野康子∥著

日本の歴史１９　戦後日本のあゆみ　昭和時代Ⅱ 集英社版･学習漫画 松尾尊兊［監］

日本の歴史１７　大正デモクラシー　大正時代 集英社版･学習漫画 松尾尊兊［監］

日本の歴史 １１ 太平記の時代 新田一郎∥著

日本の歴史１３　町人たちの世の中　江戸時代Ⅱ 集英社・学習漫画 高埜利彦［監］

日本の歴史 ２３ 帝国の昭和 有馬学∥著

日本の歴史　できごと事典 集英社版・学習漫画 岡村道雄［監］

日本の歴史　テストに出る！超重要４２人 集英社版・学習漫画 岡村道雄［監］

日本の歴史 １６ 天下泰平 横田冬彦∥著

日本の歴史１１　天下統一への道　安土桃山時代 集英社版･学習漫画 池上裕子［監]

日本の歴史８　南北朝の争い　南北朝時代・室町時代Ⅰ 集英社版・学習漫画 入間田宣夫[監]

日本の歴史１６　日清・日露の戦い　明治時代Ⅱ 集英社版・学習漫画 海野福寿［監］

日本の歴史 ００ 「日本」とは何か 網野善彦∥著

日本の歴史１　日本のはじまり　旧石器時代・縄文時代 集英社版・学習漫画 岡村道雄［監］

日本の歴史 ２５ 日本はどこへ行くのか Ｃ．グラック∥〔ほか〕著

日本の歴史４　花さく奈良の都　奈良時代 集英社版・学習漫画 吉村武彦[監]

日本の歴史 ０７ 武士の成長と院政 下向井竜彦∥著

日本の歴史 １９ 文明としての江戸システム 鬼頭宏∥著

日本の歴史 ０４ 平城京と木簡の世紀 渡辺晃宏∥著

日本の歴史 ０６ 道長と宮廷社会 大津透∥著

日本の歴史９　室町幕府と一揆の世　室町時代Ⅱ 集英社版・学習漫画 池上裕子[監]

日本の歴史 １２ 室町人の精神 桜井英治∥著

日本の歴史１５　明治維新と近代日本　明治時代Ⅰ 集英社版・学習漫画 海野福寿［監］

日本の歴史 ２１ 明治人の力量 佐々木隆∥著

日本の歴史 １０ 蒙古襲来と徳政令 筧雅博∥著

日本の歴史３　大和政権と飛鳥　古墳時代Ⅱ・飛鳥時代 集英社版・学習漫画 吉村武彦[監]

日本の歴史１４　ゆらぐ江戸幕府　江戸時代Ⅲ 集英社版・学習漫画 高埜利彦［監］
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日本の歴史 ０９ 頼朝の天下草創 山本幸司∥著

日本の歴史 ０５ 律令国家の転換と「日本」 坂上康俊∥著

日本橋本 Go ａｒｏｕｎｄ Ｎｉｈｏｎｇａｓｈｉ

日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐真理著

日本橋物語 蜻蛉屋お瑛 森真沙子

日本美術小事典 角川小辞典 １５ 町田甲一∥編 永井信一∥編

日本百岳 写真集 日本山岳写真集団∥編

日本１００の神社 一度は訪ねてみたい日本文化の源流 別冊るるぶ愛蔵版 ４３

日本１００の美術館
交通公社のＭＯＯＫ 別冊るるぶ愛蔵版

４４

日本１００の仏像 JTBキャンブックス　古寺巡礼　１０８

日本百名山 深田久弥∥著

日本百名山・登山ガイド 上 改訂 目的別ＡＧ・ビッグフット 山と渓谷山岳図書編集部∥編

日本百名山・登山ガイド 下 改訂 目的別ＡＧ・ビッグフット 山と渓谷山岳図書編集部∥編

本朝奇談天狗童子 佐藤さとる著

日本復興計画 大前研一著

日本ミステリー事典 新潮選書 権田萬治∥監修 新保博久∥監修

日本民話選 岩波少年文庫 ２０６８ 木下順二∥作

日本昔話百選 稲田浩二∥編著 稲田和子∥編著

日本 めぐるきせつかわるけしき 福音館のかがくのほん 岡部牧夫∥文 たかはしきよし∥絵

日本 めぐるきせつかわるけしき 福音館のかがくのほん 岡部牧夫∥文 たかはしきよし∥絵

日本やきもの史入門 とんぼの本 矢部良明∥著

日本霊異記
岩波少年文庫 ３１３４ 遠いむかしのふ

しぎな話
水上勉∥作

日本歴史探険 れきはく案内 ３ 近世に生きる 国立歴史民俗博物館∥編集

日本歴史探険 れきはく案内 ４ くらしに学ぶ 国立歴史民俗博物館∥編集

日本歴史探険 れきはく案内 １ 古代を発掘する 国立歴史民俗博物館∥編集

日本歴史探険 れきはく案内 ２ 中世を歩く 国立歴史民俗博物館∥編集

日本歴史地名大系 １４ 神奈川県の地名

日本列島桜紀行

日本列島花火旅 Ｓｈｏｔｏｒ　ｔｒａｖｅｌ 出井邦子∥文 馬場隆∥写真

日本列島４億年の旅 日本列島と生物の進化のようすをみる 恐竜　知識の絵本 ２１ 渡部景隆∥作 松下紀久雄∥絵

日本は必ず復活する レスター・Ｃ・サロー∥〔著〕 山岡洋一∥訳 広瀬裕子∥訳

日本は戦争をするのか　集団的自衛権と自衛隊 岩波新書（新赤版）１４８３ 半田滋著

二万時間の男 徳間文庫 西村寿行∥著

にゃんこおじさんおもしろばなし 東君平∥文と絵

に



乳ガン治療・あなたの選択 乳房温存療法のすべて 近藤誠∥著

ニュージーランド ブルーガイドわがまま歩き

ニュージーランド　オークランド　クライストチャーチ　ロトルア

クイーンズタウン　フィヨルドランド
ワールドガイド　太平洋　４

ニュースキャスター １ アーサー・ヘイリー∥〔著〕 永井淳∥訳

ニュースキャスター ２ アーサー・ヘイリー∥〔著〕 永井淳∥訳

ニュースの裏には「科学」がいっぱい 中野不二男∥著

ニュースの言葉　日本と世界のいまがわかる 岩波ジュニア新書　４９８ 毎日中学生新聞編集部編著

ニュートン 子どもの伝記全集 ２５ 野田彰∥〔著〕

ニュートン 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 小出昭一郎∥訳

ニュートンの林檎 上 辻仁成∥著

ニュートンの林檎 下 辻仁成∥著

ニューヨーカーが教える簡単ピラティス ＮＨＫまる得マガジン

ニューヨークのとけない魔法 文春文庫 岡田光世著

ニューヨークのネズミ１０万ドル大作戦 新・文学の扉 ６ Ｔ・シードラー∥作 きったかゆみえ∥訳 Ｆ・マルチェリーノ∥画

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

女房が宇宙を飛んだ 向井　万起男

女房を娶らば 花川戸町自身番日記 辻堂魁

女城暗闘 妾屋昼兵衛女帳面　四 上田秀人

仁淀川 宮尾登美子∥著

女人源氏物語 １ 瀬戸内寂聴∥著

女人源氏物語 ２ 瀬戸内寂聴∥著

女人源氏物語 ３ 瀬戸内寂聴∥著

女人源氏物語 ４ 瀬戸内寂聴∥著

女人源氏物語 ５ 瀬戸内寂聴∥著

女人しぐれ 平山壽三郎∥著

女人　吉屋信子 吉武輝子∥著

にらめっこしましょあっぷっぷ！
子ども参加かみしばいみんないっしょ

に、うれしいな！
長野ヒデ子脚本・絵

二流小説家 HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOK デイヴィッド・ゴードン著

２るいベースがぬすまれた？！ めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく マーク・シマント∥え 神宮

輝夫∥やく 内藤貴子∥やく

ニルスのふしぎなたび 前編 ゆたかなこころシリーズ 上地ちづ子∥脚本 ユノセイイチ∥画

ニルスのふしぎなたび 後編 ゆたかなこころシリーズ 上地ちづ子∥脚本 ユノセイイチ∥画

俄　上 浪華遊侠伝　新装版 司馬遼太郎著

俄　下 浪華遊侠伝　新装版 司馬遼太郎著

庭木の剪定コツとタブー 日本造園組合連合会∥著

に



庭木・花木の育て方と手入れ 楽しい園芸入門

にわさきのむし しゃがんでみつけた かがくのとも傑作集 ４０ 小林俊樹∥ぶん たかはしきよし∥え

ニワトリが道にとびだしたら デビッド・マコーレイ∥文絵 小野耕世∥訳

ニワトリ号一番のり 福音館古典童話シリーズ ７ Ｊ・メイスフィールド∥作 木島平治郎∥訳 寺島竜一∥画

にわとりとたまご イエラ・マリ∥さく エンツォ・マリ∥さく

ニワトリは一度だけ飛べる 朝日文庫 重松清

にわのわに 多田ヒロシ著

庭・畑の昆虫 自然観察シリーズ １ 昆虫 １ 中山周平∥著

にわやこうえんにくるとり 日本の野鳥 １ 薮内正幸∥ぶん・え

人気作家デザインの布で作る小物　７名の人気作家がデザインした

オリジナル布で作る小物
レディブティックシリーズ　№２２５４

人気セーター決定版！　４

人気セーター決定版！春夏 ３

人気ソーイング決定版 もめんのカンタン服 ’９４春夏

人気のアジアごはん　おうちでシェフ味 特選実用ブックスCOOKING

人気のおせちと正月のおもてなし ２０１３年保存版

人気の餃子・春巻きと中華おかず　おうちでシェフ味 特選実用ブックスCOOKING

人気のサラダ　料理ならおまかせ 特選実用ブックス　ＣＯＯＫIＮＧ

人気のパスタ１０３　おうちでシェフ味 特選実用ブックスＣＯＯＫＩＮＧ

人気の麺・ご飯料理　料理ならおまかせ　おうちでシェフ味 特選実用ブックスCOOKING

任侠学園 中公文庫 今野敏著

人形が死んだ夜 土屋隆夫著

にんぎょうしばい キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

任侠書房 中公文庫 今野敏著

人形たちのクリスマス
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

人形になる 徳間文庫 矢口敦子著

人形の家 岩波ものがたりの本 ９ ルーマー・ゴッデン∥作 瀬田貞二∥訳 堀内誠一∥絵

人形の家 新版 岩波少年文庫 ０６７ ルーマー・ゴッデン∥作 瀬田貞二∥訳

人形の家 岩波文庫 イプセン∥〔著〕 原千代海∥訳

人形の旅立ち 福音館創作童話シリーズ 長谷川摂子∥著 金井田英津子∥画

任侠病院 今野敏著

にんぎょうやはな 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　４ エキグチクニオ［編］著

人魚とトランペット 続私のよこはま物語 偕成社の創作文学 ７３ 長崎源之助∥著 天笠義一∥絵

人魚となぞの木 かいぞくポケット ９ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

人魚の眠る家 東野圭吾著

に



人魚の眠る家 東野圭吾

人魚の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著

人魚姫
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥げんさく マーガレット・

Ｃ・マローニー∥さいわ ラズロ・ガル∥え かつらゆうこ∥やく

人魚ひめ いわさきちひろ画・紙芝居選 アンデルセン∥原作 堀尾青史∥脚本 〔岩崎ちひろ∥画〕

人魚姫 愛蔵版 アンデルセンの童話 ２
Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オル

セン∥画

人間 かがくのほん 加古里子∥ぶんえ

人間・アリ・象 動物と大きさ 福音館の科学の本 ピーター・Ｋ・ウェイル∥著 アンソニー・ラビエリ∥画 今泉吉典∥訳

人間　いのちの歴史 小学館の図鑑NEO　１３

人間を幸福にしない日本というシステム カレル・ヴァン・ウォルフレン∥著 篠原勝∥訳

人間をみつめて 新版 朝日選書 １７ 神谷美恵子∥著

人間が好き アマゾン先住民からの伝言 長倉洋海∥写真・文

人間合格 井上ひさし∥著

人間　心とからだ 小学館の学習百科図鑑　８

にんげんごっこ 木村裕一∥作 長新太∥絵

人間失格 新潮文庫 太宰治著

「人間失格」殺人事件 吉村達也著

人間じゃない 綾辻行人

にんげん住所録 高峰秀子∥著

人間水域 松本清張

人間だって空を飛べる アメリカ黒人民話集 世界傑作童話シリーズ
ヴァージニア・ハミルトン∥語り・編 ディロン夫妻∥絵 ディロン夫

妻∥絵 金関寿夫∥訳

人間動物園 連城三紀彦∥著

人間にとって成熟とは何か 幻冬舎新書 曽野綾子著

人間のあゆみ ４ 〔新版〕 古代の人びと Ｐａｒｔ１ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ５ 〔新版〕 古代の人びと Ｐａｒｔ２ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ６ 〔新版〕 古代の人びと Ｐａｒｔ３ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ７ 〔新版〕 中世と科学の夜明け Ｐａｒｔ１ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ８ 〔新版〕 中世と科学の夜明け Ｐａｒｔ２ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ １ ヒトの誕生から原始社会へ Ｐａｒｔ１ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ２ 〔新版〕 ヒトの誕生から原始社会へ Ｐａｒｔ２ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ３ 〔新版〕 ヒトの誕生から原始社会へ Ｐａｒｔ３ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

人間のあゆみ ９ 〔新版〕 中世と科学の夜明け Ｐａｒｔ３ イリイン∥著 セガール∥著 樹下節∥訳

にんげんのおへそ 高峰秀子∥著

人間の檻 獄医立花登手控え(四） 藤沢周平

人間の関係 五木寛之著

に



人間の絆 １ 新潮文庫 サマセット・モーム∥〔著〕 中野好夫∥訳

人間の絆 ２ 新潮文庫 サマセット・モーム∥〔著〕 中野好夫∥訳

人間の絆 ３ 新潮文庫 サマセット・モーム∥〔著〕 中野好夫∥訳

人間の絆 ４ 新潮文庫 モーム∥〔著〕 中野好夫∥訳

人間の剣 上 森村誠一∥著

人間の剣 下 森村誠一∥著

人間の剣 江戸編
Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ ＢＩＢＬＩＯＴＨＥ

ＱＵＥ
森村誠一∥著

人間の剣 昭和動乱編上
Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ Ｂｉｂｌｉｏｔｈｅ

ｑｕｅ
森村誠一∥著

人間の剣 昭和動乱編下
Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ ＢＩＢＬＩＯＴＨＥ

ＱＵＥ
森村誠一∥著

人間の条件 上 森村誠一∥著

人間の条件 下 森村誠一∥著

人間の証明 Ｐａｒｔ　２〔上〕 狙撃者の挽歌 上 森村誠一∥〔著〕

人間の証明 Ｐａｒｔ　２〔下〕 狙撃者の挽歌 下 森村誠一∥〔著〕

人間の証明　２１ｓｔ　Century 森村誠一著

人間の分際 幻冬舎新書 曽野綾子著

にんげん蚤の市 高峰秀子∥著

人間の歴史 岩波少年文庫 ３０７７ イリーン∥作 セガール∥作 袋一平∥訳

人間臨終図巻 上巻 山田風太郎∥著

人間臨終図巻 下巻 山田風太郎∥著

人間はすごいな ベスト・エッセイ集  １１年版 日本エッセイスト・クラブ[編]

にんじゃごっこ 梅田俊作∥作 梅田佳子∥作 橋本とき子∥原案

刃傷 奥右筆秘帳 上田秀人

にんじん いやだいやだの絵本 １ せなけいこ∥さく・え

にんじん いやだいやだの絵本 １ せなけいこ∥さく・え

にんじん 新潮文庫 ジュール・ルナール　高野優訳

妊娠カレンダー 小川洋子∥著

妊娠・出産・育児の気がかり解消Ｑ＆Ａ大事典　決定版 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ

ニンジンの絵本 そだててあそぼう ４１ かわしろひでお∥へん いしくらひろゆき∥え

にんじんばたけのパピプペポ かこさとしおはなしのほん ８ かこさとし∥絵と文

仁清　乾山 長次郎　光悦　頴川　木米
シリーズ太陽 ６ 太陽やきものシリーズ

夏

認知症は接し方で100％変わる！ 吉田勝明

ぬいぐるみを檻に入れられて ジェニングズ・マイケル・バーチ∥著 塩谷紘∥訳

ぬいぐるみ警部の帰還 西澤保彦著

ぬい針だんなとまち針おくさん 福音館創作童話シリーズ 土橋悦子∥さく 長新太∥え

に

ぬ



額田王の暗号 藤村由加∥著

ぬか喜び 雇われ師範　豊之助 千野隆司

ぬくい山のきつね 風の文学館 ２－２ 最上一平∥作 宮本忠夫∥絵

ぬくもり 藤田宜永∥著

抜忍 隠密家族　５ 喜安幸夫

抜け参り薬草旅 出久根達郎著

ぬけまいる 朝井まかて著

ぬしさまへ 新潮文庫 畠中恵著

盗人花見 八丁堀夫婦ごよみ 早川俊

盗まれた記憶の博物館 上 ラルフ・イーザウ∥著 酒寄進一∥訳

盗まれた記憶の博物館 下 ラルフ・イーザウ∥著 酒寄進一∥訳

ぬすまれたダイヤのなぞ 名たんていカメラちゃん １ 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

ぬすまれた宝物 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ∥作 金子メロン∥訳

ぬすまれた湖 ジョーン・エイケン∥作 大橋善恵∥訳

ぬすまれた夢 くもんの海外児童文学シリーズ ４
ジョーン・エイキン∥作 井辻朱美∥訳 マーガレット・ウォルティー∥

絵

盗みとバラの日々 赤川次郎著

ヌーチェのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢利子∥さく 赤羽末吉∥え

ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本 ８ かんざわとしこ∥ぶん あかばすえきち∥え

ヌードル 岩波の子どもの本
マンロー・リーフ文　ルドウィッヒ・ベーメルマンス絵　福本友美

子訳

布えほん・布おもちゃ　かんたん！愛情手作り いしかわまりこ著

ぬのでつくろう かんたん手芸　６ 寺西恵里子著

ぬばたま あさのあつこ著

ぬばたま 新潮文庫 あさのあつこ

沼地の記憶 文春文庫 トマス・Ｈ・クック著　村松潔訳

ぬまばあさんのうた こそあどの森の物語　８ 岡田淳著

ぬまばばさまのさけづくり
世界傑作絵本シリーズ デンマークの絵

本
イブ・スパング・オルセン∥さく・え きむらゆりこ∥やく

塗仏の宴 宴の始末 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

塗仏の宴　宴の支度 講談社NOVELS 京極夏彦著

ぬるい生活 群ようこ著

濡れ衣晴らし 見倒屋鬼助　事件控　３ 喜安幸夫

濡羽色のマスク 杉原爽香、二十九歳の秋 光文社文庫 赤川次郎∥著

ネアンデルタール人類のなぞ 岩波ジュニア新書 ４５１ 奈良貴史∥著

ね，うし，とら……十二支のはなし 中国民話より
ドロシー・バン・ウォアコム∥ぶん エロール・ル・カイン∥え へん

みまさなお∥やく

ねえ　おにいちゃん 手づくり絵本
児童図書館・絵本の部屋 手づくり絵本

の本棚
しみずれいこ∥おはなしとえ

ぬ

ね



ねえさんといもうと 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
シャーロット・ゾロトウ∥さく やがわすみこ∥やく マーサ・アレキ

サンダー∥え

ねえだっこして 竹下文子文　田中清代絵

ねえとうさん 佐野洋子∥作

ねえどっちがすき？ 福音館の幼児絵本 安江リエ∥ぶん 降矢奈々∥え

ねえ、どれが　いい？ 児童図書館・絵本の部屋 ジョン・バーニンガム∥さく まつかわまゆみ∥やく

ねえねえ、もういちどききたいなわたしがうまれたよるのこと ジェイミー・リー・カーティス∥作 ローラ・コーネル∥絵 坂上香∥訳

ネオ・ゼロ 集英社文庫 鳴海章∥著

ネギをうえた人 朝鮮民話選 改版 岩波少年文庫 ２０２５ 金素雲∥編

根岸の森の物語 競馬は横浜で生まれ育った かなしんブックス ４２ 馬の博物館∥編

ねぎぼうずのあさたろう その１ 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好∥作

ねぎぼうずのあさたろう　その９　あめのつちやま　きゅうべえの

おもい！
日本傑作絵本シリーズ 飯野和好作

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

ねぎぼうずのあさたろう　その７　さんぞくまつぼっくりのもんえ

もんのなみだ
日本傑作絵本シリーズ 飯野和好作

ねぎぼうずのあさたろう その２ しゅくばはずれのけっとう 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好∥作

ねぎぼうずのあさたろう その３ 人情渡し舟 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好∥作

ねぎぼうずのあさたろう　その８ にんにくにきちはしる！ 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好作

ねぎぼうずのあさたろう その４ 火の玉おてつのあだうち 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好∥作

ねぎぼうずのあさたろう　その６　みそだまのでんごろうのわるだ

くみ
日本傑作絵本シリーズ 飯野和好作

ねぎぼうずのあさたろう　その１０　ゆきはこんこんわたりどり 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好著

ネクタイと江戸前 ベスト・エッセイ集  '０７年版 日本エッセイスト・クラブ編

ネクタイリメイクでおしゃれなこもの レディブティックシリーズ

ネグレクト　真奈ちゃんはなぜ死んだか　育児放棄 杉山春著

ネクロポリス　上 恩田陸著

ネクロポリス　下 恩田陸著

ねこいるといいなあ こみねのえほん １８ さのようこ∥さく・え

猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子著

猫を拾いに 川上弘美著

ねこがいっぱい 福音館　あかちゃんの絵本 グレース・スカール∥さく やぶきみちこ∥やく

猫が猫らしく生きるためのバイブル　猫のオキテ 鈴木昌子

ネコクラブ３つのなぞ マルコとポーロ 世界の子どもライブラリー フィリス＝レノルズ＝ネイラー∥作 斉藤健一∥訳 内藤あけみ∥絵

ねこくんいちばでケーキをかった　ロシアのわらべうた ユーリー・ワスネツォフ絵　たなかともこ訳

ねこ・こども 佐々木マキ著

ねこさんこんにちは かがくのとも傑作集 ３３ 沼野正子∥さく

猫島神様のしあわせ花嫁 もふもふ妖の子守はじめます 御守いちる

ね



猫始末 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

ねこじゃらしの野原 とうふ屋さんの話 子どもの文学傑作選 安房直子∥作 菊池恭子∥絵

猫背の虎 大江戸動乱始末 真保裕一

猫背の虎　動乱始末 真保裕一著

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 おはなしさいた ５ わしおとしこ∥文 藤本四郎∥絵

ねこっ原のぶちねこ あかね創作文学シリーズ ２ 征矢清∥作 大社玲子∥絵

ねことごむまり 童心社のベスト紙芝居 第１集 与田凖一∥作 安泰∥画

猫とつむじ風 髪結の亭主　六 和久田正明

ねこと友だち いとうひろし∥さく

猫との暮らしを楽しむヒント２２８ 西イズミ著

ねことバイオリン ゆかいなゆかいなおはなし タマラ・キット∥ぶん 光吉夏弥∥やく ウィリアム・ラッセル∥え

猫と花

ねことらくん こどものとも傑作集 中川李枝子作　山脇百合子絵

ねこになった少年 岩波少年文庫 ２１３８ 征矢清∥作 やまだ紫∥画

猫にモニャムール

ねこねここねこ 新訳えほんシリーズ ６
ブルノー＝ホルスト＝ブル∥ぶん ヤーヌシ・グラビアンスキー∥絵

まえかわやすお∥やく

猫のエイズ ＦＩＶ感染をめぐって 集英社新書 ００７７ 石田卓夫∥著

ねこのお客
岩波少年文庫 １０５５ かめのシェル

オーバーのお話 １
ルース・エインズワース∥作 河本祥子∥訳

ねこのオーランドー 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本 キャスリーン・ヘイル∥作・画 脇明子∥訳

ねこのオーランドー海へいく キャスリーン・ヘイル∥作・画 小沢正∥訳

ねこのオーランドー農場をかう キャスリーン・ヘイル∥作・画 脇明子∥訳

猫の帰還 ロバート・ウェストール∥作 坂崎麻子∥訳

ねこのくにのおきゃくさま 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ∥さく まつおかきょうこ∥やく

ネコのくらし 科学のアルバム ６９ 吉野信∥著

ネコのグリシーをさがしたら…
メアリー・フランシス・シューラ∥作 ホゥゴー政子∥訳 石井祐佳里∥

絵

ねこのごんごん こどものとも 大道あや∥さくえ

ネコの住所録 群ようこ∥著

ネコのタクシー 福音館創作童話シリーズ 南部和也∥さく さとうあや∥え

ネコのタクシーアフリカへ行く 創作童話シリーズ 南部和也著

ねこのタビサ ウィルソン∥文 谷口由美子∥訳 フォックス＝デービス∥絵

ネコの手 ぼくのさんすう・わたしのりか １２ 日高敏隆∥〔著〕 薮内正幸∥え

猫の手、貸します猫の手屋繁盛記 集英社文庫 かたやま　和華

ネコのドクター小麦島の冒険 福音館創作童話シリーズ 南部和也著

ね



ねこのドラ ロシアのお話とわらべうた 北畑静子∥訳 ユーリー・ワスネツォフ∥絵

ねこのなまえ いとうひろし作

猫の似づら絵師 出久根達郎∥著

ねこのばば 新潮文庫 畠中恵著

ねこのピ－ト　だいすきなしろいくつ エリック・リトウィン作　ジェームズ・ディーン絵

ねこのポチ ＰＨＰ創作シリーズ 岩本敏男∥作 宮崎耕平∥絵

ねこのホレイショ
エリナー・クライマー∥文 ロバート・クァッケンブッシュ∥絵 阿部

公子∥訳

猫の本 佐藤　博

ネコのミヌース
アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット∥作 カール・ホランダー∥絵 西村由美∥

訳

猫の見る夢 吉行理恵∥著

ネコの目からのぞいたら シルヴァーナ・ガンドルフィ作

猫のゆりかご ハヤカワ文庫　ＳＦ ３５３ カート・ヴォネガット・ジュニア∥著 伊藤典夫∥訳

猫のよびごえ 町田康著

猫の椀 時代小説書下ろし 野口卓

ねこはしる 工藤直子∥作

ネコババのいる町で 瀧澤美恵子∥著

猫弁　天才百瀬とやっかいな依頼人たち 講談社文庫 大山淳子著

猫弁と少女探偵 大山淳子著

猫弁と透明人間 大山淳子著

猫弁と星の王子 大山淳子

猫弁と魔女裁判 大山淳子著

猫弁と指輪物語 大山淳子著

猫魔ヶ岳の妖怪 福島の伝説 矢尾板洋子　再話

ねこまたのおばばと物の怪たち 角川文庫 香月日輪著

ネコ みぢかなともだち みぢかなかがく 田中豊美∥作

猫めしの丸かじり 東海林さだお∥著

猫目堂　心をつなぐ喫茶店 水名月けい

猫は生きている 理論社のカラー版愛蔵本 早乙女勝元∥作 田島征三∥絵

ねこはやっぱりねこがいい ゆかいなゆかいなおはなし ヘレン・ヒル∥ぶん 光吉夏弥∥やく かみやしん∥え

ねじまき鳥クロニクル 第３部 鳥刺し男編 村上春樹∥〔著〕

ねじまき鳥クロニクル 第２部 予言する鳥編 村上春樹∥〔著〕

ネシャン・サーガ ３ 裁き司最後の戦い ラルフ・イーザウ∥作 酒寄進一∥訳

ネシャン・サーガ ２ 第七代裁き司の謎 ラルフ・イーザウ∥作 酒寄進一∥訳

ネシャン・サーガ １ ヨナタンと伝説の杖 ラルフ・イーザウ∥作 酒寄進一∥訳

ね



ねじれ　医療の光と影を越えて 志治美世子著

ネス湖の怪獣とボガート スーザン・クーパー∥作 掛川恭子∥訳

ネズの木通りのがらくたさわぎ 子どもの文学・緑の原っぱシリーズ ４ リリアン・ムーア∥作 アーノルド・ローベル∥絵 山下明生∥訳

寝ずの番 中島らも∥著

鼠異聞　下 新・酔いどれ小藤次　十八 佐伯泰英

鼠異聞　上 新・酔いどれ小藤次　十七 佐伯泰英

ねずみきょう
日本民話かみしばい選 わらいばなしが

いっぱい
武士田忠∥脚本 渡辺有一∥画

ねずみくん　うみへいく なかえよしを作　上野紀子絵

ねずみくんとおてがみ ねずみくんの絵本 ２１ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんとおんがくかい 絵本のひろば ３９ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんとかくれんぼ ねずみくんの絵本　２２ なかえよしを作　上野紀子絵

ねずみくんとシーソー ねずみくんの絵本　２３ なかえよしお作　上野紀子絵

ねずみくんとブランコ 絵本のひろば ３７ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本　１４ 上野紀子

ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本 １５ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんねずみくん 絵本のひろば ３１ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのきもち なかえよしを作　上野紀子絵

ねずみくんのしりとり ねずみくんの絵本 １６ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのたんじょうび 絵本のひろば ３２ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ５ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ５ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのひみつ 絵本のひろば ３５ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねずみくんのプレゼント ねずみくんの絵本　２０ なかえよしを作　上野紀子絵

ねずみじょうど こどものとも傑作集 ６ 瀬田貞二∥再話 丸木位里∥絵

ねずみとおうさま　改版 岩波の子どもの本 コロマ神父文　土方重巳絵　石井桃子訳

ねずみとくじら 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ [作] 　せたていじ訳

ねずみ女房 世界傑作童話シリーズ ルーマー・ゴッデン∥著 石井桃子∥訳 Ｗ．Ｐ．デュボア∥画

ねずみの家 ルーマー・ゴッデン∥さく おびかゆうこ∥やく たかおゆうこ∥え

ねずみのいえさがし ねずみのほん １ ヘレン・ピアス∥さく まつおかきょうこ∥やく

ねずみの　いもほり ひさかたメルヘン ５０ 山下明生∥作 岩村和朗∥絵

ねずみのウーくん いぬとねことねずみとくつやさんのおはなし マリー・ホール・エッツ∥作 たなべいすず∥訳

ねずみのおいしゃさま 新版 《こどものとも》傑作集 ５０ なかがわまさふみ∥さく やまわきゆりこ∥え

ねずみのかいすいよく ひさかたメルヘン ４３ 山下明生∥作 岩村和朗∥絵

ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・デｲカミロ作　子安亜弥訳

ね



ねずみのけっこん マヤ族の昔話
ジュディス・デュプレ∥文 ファブリシオ・ヴァンデン・ブレイク∥絵

晴海耕平∥訳

ねずみのさかなつり 山下明生∥作 いわむらかずお∥絵

ねずみのすもう 日本のむかし話 ２ 神沢利子∥文 赤羽末吉∥絵

鼠草紙 新・酔いどれ小籐次（十三） 佐伯泰英

ねずみのつきめくり レオ・レオニ∥絵 谷川俊太郎∥詩

ねずみのティモシー マルチーヌ＝ブラン∥作・絵 やがわすみこ∥訳

ねずみの　てがみ がんばれおっくん１ねんせい 東君平∥著

ねずみの　でんしゃ ひさかたメルヘン ２７ 山下明生∥作 岩村和朗∥絵

ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス∥文 ポール・ガルドン∥絵 晴海耕平∥訳

ねずみの友だちから学んだこと 北アメリカのインディアンのくらし 子どものための民族学 １
カリン・フォン・ヴェルク∥著 ガブリエレ・ハーファーマース∥絵

平野卿子∥訳

ねずみのともだちさがし ねずみのほん ２ ヘレン・ピアス∥さく まつおかきょうこ∥やく

ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ∥作 木坂涼∥訳

ねずみのはなし おやすみのまえに ６ さとうわきこ∥作絵

鼠、闇に跳ぶ 角川文庫 赤川次郎

寝たきり婆あ、たちあがる！！ 女四代、「極楽」の日々 門野晴子∥著

寝たきり婆あ猛語録 門野晴子∥著

値段の明治大正昭和風俗史 〔正〕 週刊朝日∥編

値段の明治大正昭和風俗史 続 週刊朝日∥編

値段の明治大正昭和風俗史 続続 週刊朝日∥編

値段の明治大正昭和風俗史 完結 週刊朝日∥編

根っこのこどもたち目をさます
ジビレ・フォン・オルファース絵　ヘレン・ディーン・フィッシュ

文　石井桃子訳･編

ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース∥作 生野幸吉∥訳

ネッシーのおむこさん 新・創作えぶんこ 角野栄子∥著 西川おさむ∥絵

熱帯魚入門

ネット依存症 PHP選書 樋口進著

熱氷 講談社文庫 五條瑛

熱風　古着屋総兵衛影始末　第五巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

ねてるの　だあれ 幼児絵本シリーズ 神沢利子さく　山内ふじ江え

ねないこだれだ せなけいこ

ねにもつタイプ 岸本佐知子著

涅槃の王 巻ノ２ 神獣変化・霊水編 夢枕獏∥著

涅槃の王 巻ノ１ 神獣変化・蛇魔編 夢枕獏∥著

涅槃の王 巻ノ結 神獣変化・覚者降臨編 夢枕獏∥著

涅槃の王 巻ノ５ 神獣変化・幻鬼編 夢枕獏∥著

ね



涅槃の王 巻ノ３ 神獣変化・不老宮編 夢枕獏∥著

涅槃の王 巻ノ４ 神獣変化・魔羅編 夢枕獏∥著

涅槃の王 巻ノ序 幻獣変化 夢枕獏∥著

涅槃の雪 西條奈加著

ねぼすけスーザのおかいもの こどものとも傑作集 １０８ 広野多珂子∥作

ねみちゃんとねずみくん 絵本のひろば ３０ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ねむいねむいじけん めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく ロザリンド・ワインマン∥さ

く マーク・シマント∥え 神宮輝夫∥やく 沢田澄江∥やく

ねむいねむいのほん
ジュディー・ヒンドレイ∥文 パトリス・アッグス∥絵 ひがしはるみ∥

訳

ねむくてこまった 日本傑作絵本シリーズ 瀬川康男∥作

ねむたくなった あかねせかいの本 １８ ジェーン　Ｒ．ハワード∥作 角野栄子∥訳 リン・チェリー∥絵

眠狂四郎無頼控 １ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

眠狂四郎無頼控 ２ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

眠狂四郎無頼控 ３ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

眠狂四郎無頼控 ４ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

眠狂四郎無頼控 ５ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

眠狂四郎無頼控 ６ 改版 新潮文庫 柴田錬三郎∥著

ねむりたくないトム マリーアリーン・ボーウィン∥作 かねづかきょうこ∥訳

眠りなき夜 北方謙三

眠り猫　日溜り勘兵衛極意帖 双葉文庫 藤井邦夫

ねむりねずみ 創元推理文庫 近藤史恵∥著

ねむりのはなし みつけようかがく
ポール・シャワーズ作　ウェンディ・ワトソン絵　こうやまじゅ

ん，こうやまみえこ [共] 訳

ねむりひめ グリム童話 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
グリム兄弟∥原作 グリム兄弟∥原作 フェリクス・ホフマン∥え せた

ていじ∥やく

ねむりひめ グリム童話より ウォリック・ハットン∥文・絵 　大島かおり∥訳

眠る鯉 伊集院静∥著

眠る前に読む短いエッセイ ペーター．バヘーア著　畔上司訳

眠れ、悪しき子よ　上 丸山健ニ著

眠れ, 悪しき子よ　下 丸山健二著

眠れない子 わくわくライブラリー 大石真∥作 いしざきすみこ∥絵

ねむれないしろくまくん デビ・グリオリ∥作 片山令子∥訳

ねむれないの？ちいくまくん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル∥ぶん バーバラ・ファース∥え 角野栄子∥やく

ねむれなければ木にのぼれ　アーミテージ一家のお話 ２ 岩波少年文庫 ジョーン・エイキン作　猪熊葉子訳

閨之陰謀 妾屋昼兵衛女帳面　八 上田秀人

ねらってるねらってる 大日本の創作絵本 東君平∥作 杉浦範茂∥絵

ねらわれた名犬プーチー 名たんていカメラちゃん ４ 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

ね



ネルー
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３２
中村平治∥著

ネルソン・マンデラ 南アフリカの革命児“黒ハコベ” １９１８－ 愛と勇気をあたえた人びと ２ リチャード・テームズ∥著 森泉亮子∥訳

ねんころりん ジョン・バーニンガム∥さく 谷川俊太郎∥やく

年中行事・儀礼事典 東京美術選書 １９ 川口謙二∥〔ほか〕共著

年収３００万円時代を生き抜く経済学 森永卓郎

年収崩壊　格差時代に生き残るための「お金サバイバル術」 角川ＳＳＣ新書　０１０ 森永卓郎著

年ちょうぐみになった日 おひさまえんのおはなし ２ 伊藤真智子∥ぶん 長野ヒデ子∥え

ネンディのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ ９４ マリア＝コブナツカ∥作 内田莉莎子∥訳 山脇百合子∥画

粘土で作る小さなスイーツ　手作りsweets雑貨でパティシエ気分
レディブティックシリーズ　ｎｏ．２７

３０

ねんどでつくろう かんたん手芸　３ 寺西恵里子著

ねんどのぞうのはなくらべ りょうちゃんとさとちゃんのおはなし 松野正子∥さく 鎌田暢子∥え

ねんねんネコのねるとこは 評論社の児童図書館・絵本の部屋
エレノア・ファージョン∥ぶん アン・モーティマー∥え まつかわま

ゆみ∥やく

年輪のはなし 知識の絵本 １５ 鈴木哲∥作 帆足次郎∥絵

野あそびずかん 福音館のかがくのほん 松岡達英∥さく

ノアのはこぶね アンドレ・エレ∥さく・え ほりうちせいいち∥やく

ノアのはこ舟のものがたり ほるぷクラシック絵本 エルマー・ボイド・スミス∥さいわ・え おおばみなこ∥やく

ノイのくじらつり 現代アジア児童文学選 ２ ユネスコ・アジア文化センター∥編 松岡享子∥監訳

野いばら 梶村啓二著

ノイバラと虫たち たくさんのふしぎ傑作集 藤丸篤夫∥文・写真

能 別冊太陽 　２５

脳を究める 脳研究最前線 立花隆∥著

脳をそだてる 科学者からの手紙 ８ 久保田競∥文 長新太∥絵

脳科学捜査官　真田夏希 角川文庫 鳴神響一

納棺夫日記 増補改訂版 文春文庫 青木新門∥著

能・狂言 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１５ 別役実著　谷川俊太郎著

農業小学校のうた 今西祐行∥作 長野ヒデ子∥絵

農業小学校の博物誌 盛口満∥〔著〕 今西祐行∥〔著〕

農業という仕事 食と環境を守る 岩波ジュニア新書 ３８１ 大江正章∥著

納骨堂の悪魔 光文社文庫 赤川次郎

ノウサギとハリネズミ ランドセルブックス W・デ・ラ・メア再話　脇明子訳　はたこうしろう絵

のうさぎ　にげろ 新日本動物植物えほん １ 伊藤政顕∥ぶん 滝波明生∥え

ノウサギ日記 福音館日曜日文庫 高橋喜平∥著

ノウサギの歌 児童文学創作シリーズ 前川康男∥作 おぼまこと∥絵

野ウサギの四季 Ｂｌｕｅ　ｈａｒｅ 富士元寿彦∥著

ね

の



ノウサギの選択 児童図書館・文学の部屋 デニス・ハムリー∥作 宮下嶺夫∥訳 メグ・ラザフォード∥絵

のうさぎのフルー カストールおじさんの動物物語 ２
リダ∥ぶん いしいももこ∥やく おおむらゆりこ∥やく ロジャンコフ

スキー∥え

野うさぎのフルー
リダ・フォシェ∥文 フェードル・ロジャンコフスキー∥絵 いしいも

もこ∥訳編

野ウサギは魔法使い！ 世界の子どもライブラリー ディック・キング＝スミス∥作 三村美智子∥訳 藤田裕美∥絵

脳死 立花隆∥著

脳死再論 立花隆∥著

のうじょうけんがく 児童図書館・絵本の部屋
ダフニ・フェリガン∥文 キャロライン・クロスランド∥絵 松川真弓∥

訳

農場の少年
世界傑作童話シリーズ インガルス一家

の物語 ５

ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 恩地三保子∥訳 ガース・ウイ

リアムズ∥画

脳治療革命の朝 柳田邦男∥著

脳内革命 ２ 春山茂雄∥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

脳にいいことだけをやりなさい！ ﾏｰシーシャイモフ・茂木健一郎訳

脳には妙なくせがある 池谷裕二著

能の女たち 文春新書 １３９ 杉本苑子∥著

能の匠たち その技と名品
Ｓｈｏｔｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 能楽入

門 ２
横浜能楽堂∥編 山崎有一郎∥監修 葛西聖司∥エッセイ 明石和美∥文

農薬なしで害虫とたたかう 岩波ジュニア新書 ３１１ 伊藤嘉昭∥著 垣花広幸∥著

脳はおしゃべりが好き　失語症からの生還 福島和子著

ノエル 道尾秀介著

ノガモのうた 世界みんわ絵本 アメリカ 木島始∥文 スズキコージ∥絵

逃れ途 日暮し同心始末帖　５ 辻堂魁

野川 長野まゆみ著

野菊の墓 他四篇 岩波版ほるぷ図書館文庫 伊藤左千夫∥作

野口英世 岩波ジュニア新書 　４７２ 井出孫六著

残り全部バケーション 伊坂幸太郎著

残りの雪　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

残り花、風の宿 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

寄残花恋　酔いどれ小藤次　三　決定版 酔いどれ小藤次 佐伯泰英

残り者 朝井まかて著

残るは食欲 阿川佐和子

残る蛍　浜藻歌仙帖 別所真紀子著

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤

野猿殺人事件 西村京太郎著

【ノスリ】の巣 逢坂剛∥著

覘き小平次 京極夏彦∥著

の



望み 雫井脩介著

望み 雫井脩介

望みしは何ぞ 永井路子∥著

のぞみとぞぞみちゃん ときありえ∥作 橋本淳子∥絵

望みは何と訊かれたら 小池真理子著

後添え 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

後巷説百物語 京極夏彦著

ノックス・マシン 法月綸太郎著

ノックメニーの丘の巨人とおかみさん アイルランドの昔話 トミー・デ・パオラ∥再話・絵 晴海耕平∥訳

のってみたいな特急列車 乗りものパノラマシリーズ 真島満秀/写真　松尾定行/文

のっぽのサラ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ パトリシア・マクラクラン∥作 金原瑞人∥訳 中村悦子∥絵

のっぽのミニとぺこぺこねこのマウツ のっぽのミニシリーズ ２
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のっぽのミニのはらはらなつやすみ のっぽのミニシリーズ ６
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のっぽのミニのぴかぴか大へんしん のっぽのミニシリーズ ４
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のっぽのミニのわくわくクリスマス のっぽのミニシリーズ ３
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のっぽのミニはきらきら大スター のっぽのミニシリーズ ５
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のっぽのミニはどきどき１年生 のっぽのミニシリーズ １
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガー・Ｊｒ．∥絵 川西芙沙∥訳

のどか森の動物会議 子どもの文学・青い海シリーズ ９ ボイ・ロルンゼン∥作 山口四郎∥訳 カールハインツ・グロース∥絵

能登・キリコの唄 十津川警部シリーズ 西村　京太郎

能登島黄金屋敷の殺人 カッパ・ノベルス 吉村達也∥著

能登島黄金屋敷の殺人 光文社文庫 吉村達也著

野に出た小人たち 岩波少年文庫 ２０４３ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

野に出た小人たち 小人の冒険シリーズ ２ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

野ネズミの森 森の新聞 １ 今泉吉晴∥著

野ねずみハツラツ六つのぼうけん 子どもの文学・青い海シリーズ ５ ジャン・ウォール∥作 ピーター・パーナル∥絵 山下明生∥訳

野ねずみハツラツは消防士 あかね世界の児童文学 １８ ジャン・ウォール∥著 山下明生∥訳 モーリス・センダック∥画

野の草なまえノート　知ってたのしいみてなるほど いわさゆうこ作

野の草花 福音館のかがくのほん 古矢一穂∥ぶん 高森登志夫∥え

野の植物 自然観察シリーズ ３ 植物 １ 牧野晩成∥著

野の図鑑 見る・つくる・食べる・そだてる・あそぶ ３ 秋の野あそ

び
おくやまひさし∥著

野の図鑑 見る・つくる・食べる・そだてる・あそぶ １ 春の野あそ

び
おくやまひさし∥著

野の花診療所まえ 徳永進∥著

ののはな通信 三浦しおん

野の花道ばたの草 さいているところさがそう みぢかなかがく たかはしきよし∥絵 萩原信介∥文

の



野の春 流転の海　第九部 宮本輝

ノーバディノウズ 本城雅人著

野ばと村の長ぐつぼうや 世界傑作童話シリーズ スピリドン・ワンゲリ∥作 松谷さやか∥訳 スズキコージ∥画

野ばら 長野まゆみ∥〔著〕

のばら 紙しばい名作選 小川未明∥原作 堀尾青史∥脚本 桜井誠∥画

野ばら 文春文庫 林真理子著

のはらうた １ くどうなおこ∥作

のはらうた ２ くどうなおこ∥作

のはらうた ３ くどうなおことのはらみんな∥作

のはらうた １ くどうなおこ∥作

のはらうた ２ くどうなおこ∥作

のはらうた ３ くどうなおことのはらみんな∥作

のはらうた ４ くどうなおことのはらみんな∥作

のはらうた　５ 工藤直子著

のはらクラブのこどもたち おはなしパレード たかどのほうこ∥作

のはらクラブのちいさなおつかい おはなしパレード たかどのほうこ∥作

のはらにおはながさきはじめたら
シャーロット・ゾロトウ∥ぶん ガース・ウィリアムス∥え きやまと

もこ∥やく

のはらのずかん 野の花と虫たち 絵本図鑑シリーズ １２ 長谷川哲雄∥作

のはらひめ おひめさま城のひみつ なかがわちひろ∥作

信長 上 佐藤雅美∥著

信長 下 佐藤雅美∥著

信長 秋山駿∥著

信長　あるいは戴冠せるアンドロギュヌス 新潮文庫 宇月原晴明著

信長豪剣記 羽山信樹∥著

信長死すべし 山本兼一著

信長の影 岡田秀文著

信長の棺 加藤廣著

信長燃ゆ 上 安部龍太郎∥著

信長燃ゆ 下 安部龍太郎∥著

信長はなぜ葬られたのか　世界史の中の本能寺の変 安部龍太郎

ノーベル 子どもの伝記全集 ２７ 近藤釧三∥〔著〕

のぼうの城 和田竜著

のほほん行進曲 東海林さだお∥著

上り坂下り坂 青木玉∥著

の



のぼるは　がんばる 創作子どもの本 ２０ 東君平∥文・え

のぼれのぼれアプト式きかんしゃ ニュース絵本シリーズ ３ 清水達也∥作 津田光郎∥絵

ノーマンズランド 誉田哲也

ノーマンズランド 誉田哲也

のみのかわでつくった王さまのながぐつ イタリア民話・原話 いわさきちひろ画・紙芝居選 高橋五山∥脚本 いわさきちひろ∥画

ＮＯＭＯウォッチｉｎ　Ｕ．Ｓ．Ａ． １９９５年、ドジャースが歴

史をつくった
梅田香子∥著

ノモンハンの夏 半藤一利∥著

野山でたのしむ　秋の草花 母と子の植物ガイド やさしい科学 １０ 河野玉樹∥文 大室君子∥絵

野山でたのしむ　夏の草花 母と子の植物ガイド やさしい科学 ９ 河野玉樹∥著 大室君子∥著

野山でたのしむ　春の草花 母と子の植物ガイド やさしい科学 ８ 河野玉樹∥文 大室君子∥絵

野山の昆虫 自然観察シリーズ ２ 昆虫 ２ 中山周平∥著

野や山にすむ動物たち 日本の哺乳類 絵本図鑑シリーズ １０ 藪内正幸∥作

野良犬 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

のら犬ウィリー マーク・シーモント∥さく みはらいずみ∥やく

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

ノラネコぐんだんあいうえお ノラネコぐんだん 工藤ノリコ

のらねことぽんこつじどうしゃ ピートの絵本シリーズ ２ ビル・ピート∥作・絵 山下明生∥訳

ノラネコの研究 たくさんのふしぎ傑作集 伊沢雅子∥文 平出衛∥絵

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 北原亞以子著

乗り遅れた女 新潮文庫 夏樹静子∥著

法月綸太郎の新冒険 講談社ノベルス 法月綸太郎∥著

“のり”の実験 たのしい科学あそび 馬場勝良∥著 永井泰子∥絵

のりものいっぱい 柳原良平作･絵

のりもの運転席ずかん のりものえほん 松本典久∥ぶん 井上広和∥しゃしん

のりもの・おもちゃ 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　６ エキグチクニオ［編］著

のりものかけちゃうよ エンバリーおじさんの絵かきえほん エド・エンバリー作

乗りもの　鉄道・自動車・飛行機・船 小学館の図鑑　NEO

乗りものの発明発見物語 くるまから宇宙旅行まで 発明発見物語全集 ５ 岩城正夫∥編

ノリー・ライアンの歌 パトリシア・ライリー・ギフ∥作 もりうちすみこ∥訳

ノルウェイの森　上 講談社文庫 村上春樹

ノルウェイの森　下 講談社文庫 村上春樹

ノルウェーの昔話 世界傑作童話シリーズ アスビョルセン，モー〔共〕編　大塚勇三訳

ノルゲ　Norge 佐伯一麦著

の



呪われた首環の物語 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作　野口絵美訳

のろわれたたまご かいぞくポケット ３ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

野分一過 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

野分ノ灘 居眠り磐音　（二十） 佐伯泰英

のんきなあひるさんとにわとりさん 村山籌子幼年かみしばい 村山籌子原作　村山亜土脚本　村山知義絵

ノンタン　がんばるもん すきすきノンタン キヨノサチコ作・絵

ノンタン　ボールまてまてまて ノンタンあそぼうよ キヨノサチコ

ノンタンいもうといいな ノンタンあそぼうよ１６ キサノサチコ作・絵

ノンタン　およぐのだいすき ノンタンあそぼうよ キヨノサチコ作・絵

ノンタンスプーンたんたんたん ノンタンあそぼうよ キヨノサチコ作･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

ノンタンボールまてまてまて のんたんあそぼうよ１０ キヨノサチコ作・絵

ノンちゃん雲に乗る 創作童話シリーズ 石井桃子∥著

のんびり生きて気楽に死のう ひろさちや著

のんびりおばあさんといねむりぼうや フレーベル館の新秀作絵本 １ にしかわはるこ∥作 にしかわおさむ∥絵

ノンビリすいぞくかん
理論社のようねんどうわ ナンジャコ

リャ童話館
長新太∥さく

のんびり転校生事件 新日本少年少女の文学 ２－３ 後藤竜二∥作 田畑精一∥絵

破鞋（ハアイ） 雪門玄松の生涯 水上勉∥著

ぱあすけ あかねおはなし図書館 １１ 村中李衣∥作 宮本忠夫∥絵

ばあちゃんのえんがわ 野村たかあき∥作・絵

ハアト星の花 寺村輝夫の王さまシリーズ ３ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

バァバよ大志をいだけ 黒柳朝∥著

ばあばは、だいじょうぶ 絵本・ちいさななかまたち 楠章子

バイアウト 企業買収 幸田真音著

梅安蟻地獄 講談社文庫 仕掛人・藤枝梅安 ２ 池波正太郎∥〔著〕

梅安針供養 講談社文庫 仕掛人・藤枝梅安 ４ 池波正太郎∥〔著〕

梅安冬時雨 講談社文庫 仕掛人・藤枝梅安 ７ 池波正太郎∥〔著〕

梅安乱れ雲 講談社文庫 仕掛人・藤枝梅安 ５ 池波正太郎∥〔著〕

梅安最合傘 講談社文庫 仕掛人・藤枝梅安 ３ 池波正太郎∥〔著〕

ハイイロガン 大自然の動物ファミリー ８ シュビレ・カラス∥著 羽田節子∥日本語版監修・訳

灰色の王 闇の戦い　３ 児童図書館・文学の部屋 スーザン・クーパー∥〔著〕 浅羽莢子∥訳

灰色の小人たち空を飛ぶ ジュニア・ライブラリー ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥画

灰色の小人たちと川の冒険 ジュニア・ライブラリー ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥画

灰色の谷の秘密 福武文庫 マスパン∥著 河盛好蔵∥共訳 林田遼右∥共訳

の

は



灰色の虹 貫井徳郎著

灰色の畑と緑の畑 岩波少年文庫 ２０９３ ウルズラ・ヴェルフェル∥作 野村　∥訳

灰色の北壁 真保裕一著

梅雨ノ蝶 居眠り磐音　（十九） 佐伯泰英

バイオリニストは肩が凝る　鶴我裕子のN響日記 鶴我裕子著

バイオリンのおとは山のおと 創作えほん １３ 今西祐行∥作 中谷千代子∥絵

俳画 趣味のぎゃらりい 小田嶋十黄∥著

俳諧七部集 上 補訂 日本古典選 〔松尾芭蕉∥撰〕 萩原蘿月∥校註 松尾靖秋∥補訂

俳諧七部集 下 補訂 日本古典選 〔佐久間柳居∥編〕 萩原蘿月∥校註 松尾靖秋∥補訂

梅花下駄　照降町四季　三 照降町四季 佐伯泰英

梅花二輪 山名美和子∥著

灰かぶり グリム童話より 児童図書館・絵本の部屋 スベン・オットー∥え 矢川澄子∥やく

バイカル湖への道
グレートジャーニー人類５万キロの旅

１１
関野吉晴∥著

廃墟に乞う 佐々木譲著

廃墟に乞う 佐々木譲著

俳句をつくろう さ・え・ら図書館 藤井圀彦∥著 君島美知子∥絵

俳句が文学になるとき 五柳叢書 ５０ 仁平勝∥著

俳句とあそぶ法 江國滋∥著

売国 文春文庫 真山仁著

はい、このひとがママです！ ダイアン・グッド∥作 なかやまのぶこ∥訳

ハイジ 福音館古典童話シリーズ １３ Ｊ・シュピーリ∥作 矢川澄子∥訳 パウル・ハイ∥画

ハイジ 上 改版 岩波少年文庫 ２００３ ヨハンナ・スピリ∥作 竹山道雄∥訳

ハイジ 下 改版 岩波少年文庫 ２００４ ヨハンナ・スピリ∥作 竹山道雄∥訳

敗者の嘘 アナザーフェイス２ 堂場瞬一

歯いしゃのチュー先生 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ∥ぶんとえ うつみまお∥やく

敗者復活戦 講談社文庫 高任和夫著

背信の日々 フィリップ・ロス∥著 宮本陽吉∥訳

陪審法廷 楡周平著

はいっちゃだめ！ 大型絵本 マイケル・ローゼン∥文 ボブ・グレアム∥絵 掛川恭子∥訳

ハイテク図鑑 新しい産業と技術 ２ スーパーテレビ 松田国博∥構成・文

ハイテク図鑑 新しい産業と技術 ４ 超ＬＳＩ 松田国博∥構成・文

ハイテク図鑑 新しい産業と技術 ６ バイオテクノロジー 松田国博∥構成・文

ハイテク図鑑 新しい産業と技術 ５ レーザー 松田国博∥構成・文

ハイテク図鑑 新しい産業と技術 １ ロボット 松田国博∥構成・文

は



ハイデッガー
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３５
新井恵雄∥著

背徳の詩集 徳間文庫 森村誠一著

パイド・パイパー 自由への越境 創元推理文庫 ネビル・シュート∥著 池央耿∥訳

ハイドラ 金原ひとみ著

ハイドランジア 紫陽花 ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３６ 花岡喜重∥著

ハイドン 使い捨て作品と芸術作品 作曲家の物語シリーズ １３ ひのまどか∥著

パイナップルヘッド 吉本ばなな∥著

灰の男 小杉健治∥著

灰の旋律 堂場瞬一著

灰の庭 デニス・ボック∥著 小川高義∥訳

πの話 岩波科学の本 １２ 野崎昭弘∥〔著〕

はいはいのんのんどっちゃんこ かこさとしのちいさいこのえほん かこさとし∥さく

バイバイわたしのおうち チア・ブックス １０
ジャクリーン・ウィルソン∥作 ニック・シャラット∥絵 小竹由美子∥

訳

ハイ・フォースの地主屋敷 フィリップ・ターナー∥作 神宮輝夫∥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 高杉忠明∥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 高杉忠明∥訳 田代泰子∥訳

灰夜 新宿鮫　７ カッパ・ノベルス 大沢在昌∥著

廃用身 久坂部羊∥著

拝領刀の謎 口入屋用心棒 鈴木英治

拝領品次第 妾屋昼兵衛女帳面　二 上田秀人

パイロットフィッシュ 大崎善生∥著

ハエトリグサ カラー版自然と科学 ２ 清水清∥著

蠅の帝国　軍医たちの黙示録 帚木蓬生

覇王の家 司馬遼太郎∥著

パオズになったおひなさま 佐和みずえ著

「歯を抜かない」歯科医を選ぼう あなたの健康を守る予防歯科医療

のすすめ
中山隆∥著

バオバブの木と星の歌 アフリカの少女の物語 こみね地球文庫シリーズ ２ レスリー・ビーク∥作 さくまゆみこ∥訳 近藤理恵∥絵

破戒 岩波文庫 島崎藤村∥作

破壊者たち 小説・新銀行崩壊 高杉　良

破壊と再生はワーグナーから　いまを生きつづけるオペラ Ferris  Books  １１ 蔵田雅之著

葉隠入門 武士道は生きている カッパハード 名著愛蔵 三島由紀夫∥著

博士の愛した数式 小川洋子∥著

博士の異常な発明 清水義範∥著

博多　那珂川殺人事件 旅行作家・茶屋次郎の事件簿 梓林太郎

は



博多殺人事件 講談社文庫 内田康夫著

博多殺人事件 内田康夫著

博多殺人事件 内田康夫

バカなおとなにならない脳 よりみちパン！セ 　１１ 養老孟司著

はがぬけたとき　こうさぎは… はじめて　はのぬけた　おともだち

へ…
ルーシー・ベイト∥ぶん ディアン・ド・グロート∥え 河津千代∥やく

はがぬけたらどうするの？ せかいのこどもたちのはなし
セルビー・ビーラー∥文 ブライアン・カラス∥絵 こだまともこ∥訳

石川烈∥監修

鋼の女（ひと） 下重暁子∥著

鋼の綻び 相場英雄著

バカの壁 新潮新書 ００３ 養老孟司∥著

ばかもの 絲山秋子著

バカラ 服部真澄∥著

萩・津和野殺人ライン 深谷忠記

萩を揺らす雨　紅雲町珈琲屋こよみ 文春文庫 吉永南央著

萩殺人事件 内田康夫著

萩殺人事件 内田康夫

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ 薫くみこ作

萩・津和野・門司港レトロ地区 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き １９

萩・津和野・山口 改訂７版 ＪＴＢのポケットガイド

はきもののはなし 人間の知恵 １８ 指田純子∥著

萩原朔太郎 日本の詩 萩原朔太郎∥〔著〕 梁瀬和男∥編

萩原朔太郎詩集 岩波文庫 萩原朔太郎∥〔著〕 三好達治∥選

はぐ 幼児絵本シリーズ 佐々木マキさく

白衣の女 女医・朝比奈遥子 光文社文庫 志賀貢∥著

白衣の神様 結城五郎著

白銀ジャック 実業之日本社文庫 東野圭吾著

白銀荘の殺人鬼 カッパ・ノベルス 彩胡ジュン∥著

白鯨 上 岩波文庫 メルヴィル∥作 阿部知二∥訳

白鯨 中 岩波文庫 メルヴィル∥作 阿部知二∥訳

白鯨 下 岩波文庫 メルヴィル∥作 阿部知二∥訳

白公館の少女 新潮ミステリー倶楽部 伴野朗∥著

白菜のなぞ やまねこ文庫 １ 板倉聖宣∥著

白日 北方謙三∥著

白砂 双葉文庫 鏑木蓮著

伯爵夫人 蓮實重彦

は



白秋 伊集院静∥著

白秋愛唱歌集 岩波文庫 北原白秋∥作 藤田圭雄∥編

白秋期　地図のない明日への旅立ち 五木　寛之

白秋詩抄 改版 岩波文庫 北原白秋∥著

白愁のとき 夏樹静子∥著

薄情 絲山秋子著

爆心 青来有一著

爆身 大沢在昌

白刃　鬼役　二十四 鬼役 坂岡真

爆心地ヒロシマに入る カメラマンは何を見たか 岩波ジュニア新書 ２０８ 林重男∥著

バグズハート 警視庁組対特捜K 鈴峯紅也

白村紅 荒山　徹

白澤 化野燐

白痴 下巻 新潮文庫 ドストエフスキー∥〔著〕 木村浩∥訳

白痴 上巻 新潮文庫 ドストエフスキー∥〔著〕 木村浩∥訳

白痴群 車谷長吉∥著

白鳥 世界傑作童話シリーズ
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥作 マーシャ・ブラウン∥画

松岡享子∥訳

白鳥異伝 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ｃｒｅｗ 荻原規子∥作

白鳥殺人事件 内田康夫

白鳥の王子ヤマトタケル 西戦の巻・上 黒岩重吾∥著

白鳥の王子ヤマトタケル 西戦の巻・下 黒岩重吾∥著

白鳥の王子ヤマトタケル 大和の巻 黒岩重吾∥著

白鳥のコタン むかしむかし絵本 ２５ あんどうみきお∥ぶん みずしすみこ∥え

白鳥のふたごものがたり ３ 小さいナナと魔女ガラス いぬいとみこものがたりの本 ３ いぬいとみこ∥作 いせひでこ∥絵

白鳥のふたごものがたり １ ユキとキララと七わの白鳥 いぬいとみこものがたりの本 １ いぬいとみこ∥作 いせひでこ∥絵

白鳥のふたごものがたり ２ ユキのぼうけんホノカのうた いぬいとみこものがたりの本 ２ いぬいとみこ∥作 いせひでこ∥絵

白熱講義！集団的自衛権 小林節

獏の檻 道尾秀介著

獏の巻　嘘つき女 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

貘の耳たぶ 芦沢央

博物館を楽しむ 琵琶湖博物館ものがたり 岩波ジュニア新書 ３６０ 川那部浩哉∥編著

薄暮 篠田節子著

幕末あどれさん 松井今朝子∥著

幕末裏返史 清水義範著

は



幕末奇談 子母澤寛

幕末御用盗 津本陽∥著

幕末史 半藤一利著

幕末袖がらみ 東郷隆∥著

幕末辰五郎伝 半藤一利∥著

パーク・ライフ 吉田修一∥著

舶来屋 幸田真音著

ばくりや 文春文庫 乾ルカ著

瀑流 山田和∥著

はぐれ忍び　５ 江戸の御庭番 藤井邦夫

爆裂通貨 警視庁公安部・青山望 濱嘉之

はぐれ同心　闇裁き 龍之助江戸草子 喜安幸雄

はぐれの刺客 澤田ふじ子

はぐれ文吾人情事件帖 はぐれ文吾人情事件帖 小杉健治

はぐれ名医事件暦 幻冬舎時代小説文庫 和田はつ子

破軍の星 北方謙三∥著

波形の声 長岡弘樹著

ばけくらべ こどものとも傑作集 ８２ 松谷みよ子∥さく 瀬川康男∥え

はげたかオルランドはとぶ トミー・ウンゲラー∥作 今江祥智∥訳

ハゲタカⅣ　グリード　上 真山　仁

ハゲタカⅣ　グリード　下 真山　仁

禿鷹の夜 逢坂剛∥著

はけたよはけたよ 創作えほん　３ 神沢利子文　西巻茅子絵

ばけねこになりたい せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

化け芭蕉 縁切り塚の怪 瀬川　貴次

励み場 青山　文平

ばけもの好む中将　参 天狗の神隠し 瀬川　貴次

ばけもの好む中将 平安不思議めぐり 瀬川　貴次

ばけもの好む中将　弐 姑獲鳥と牛鬼 瀬川　貴次

ばけもの好む中将　四 踊る大菩薩寺院 瀬川　貴次

ばけもの好む中将　伍 冬の牡丹燈籠 瀬川　貴次

ばけものづかい せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

ばけものでら
日本民話かみしばい選 おばけがいっぱ

い
水谷章三∥脚本 宮本忠夫∥画

ハケンアニメ！ 辻村深月著

は



覇剣 武蔵と柳生兵庫助 鳥羽亮∥著

ハケン飯友　僕と猫のごはん歳時記 椹野　道流

はこをつくろう ペーパーランド ９ 神戸憲治∥作

箱をつくろう ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子∥著

ハコちゃん・あるハンノキの話ほか 少年少女小説傑作選 今西祐行著

箱庭 内田康夫∥著

箱庭図書館 乙一著

箱根 ことりっぷ

箱根を歩く　改訂新版
かなしんブックス　３３ 　箱根叢書

１７
箱根の自然と文化研究会編

箱根 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き ６ ブルーガイド編集部∥編集

箱根細工物語 漂泊と定住の木工芸 かなしんブックス ２２ 箱根叢書 ９ 岩崎宗純∥著

箱根七湯 歴史とその文化 有隣新書 １４ 岩崎宗純∥著

箱根二十湯 やさしい温泉入門 かなしんブックス ４０ 箱根叢書 ２４ 平野富雄∥著

箱根の坂 下 講談社文庫 司馬遼太郎∥〔著〕

箱根の坂 中 講談社文庫 司馬遼太郎∥〔著〕

箱根の坂 上 講談社文庫 司馬遼太郎∥〔著〕

はこねのやまのとざんでんしゃ かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 横溝英一∥さく

箱根　楽楽

箱の夫 吉田知子∥著

バー・コーのかいぶつたいじ ベトナム民話原話 かみしばい世界むかしばなし 八木田宜子∥脚本 織茂恭子∥画

箱バラエティー ユニットおりがみ おりがみランド 布施知子∥著

はこぶ 鎌田歩作・絵

箱船にのった鳥たち ある野鳥病院の物語 キット・チャブ∥文・絵 黒沢優子∥訳

破婚の条件
Ｇｅｎｔｏｓｈａ　ｎｏｖｅｌｓ 幻冬

舎推理叢書
森村誠一∥著

葉桜の季節に君を想うということ
Ｈｏｎｋａｋｕ　ｍｙｓｔｅｒｙ　ｍａ

ｓｔｅｒｓ
歌野晶午∥著

波斬 勘定吟味役異聞 上田秀人

破産しない国イタリア 平凡社新書 ０２６ 内田洋子∥著

橋をかける 川と水とくらし 日本の科学・技術史ものがたり 大竹三郎∥著

橋を渡る 吉田修一著

ハシッシ・ギャング 小川国夫∥著

パーシーとアラビアの王子さま 新しいこどもの文学 ウルフ・スタルク∥著 菱木晃子∥訳 はたこうしろう∥絵

箸の絵本 つくってあそぼう　３０ 兵左衛門編　土橋とし子絵

箸の絵本 つくってあそぼう［３０］ 兵左衛門［編］　土橋とし子絵

橋の下のこどもたち
ナタリー＝サベッジ＝カールソン∥作 なかがわちひろ∥訳 ガース＝

ウィリアムズ∥画

は



橋のない川 第１部 住井すゑ∥著

橋のない川 第２部 住井すゑ∥著

橋のない川 第３部 住井すゑ∥著

橋のない川 第４部 住井すゑ∥著

橋のない川 第５部 住井すゑ∥著

橋のない川 第６部 住井すゑ∥著

橋のない川 第７部 住井すゑ∥著

パーシーの魔法の運動ぐつ 新しいこどもの文学 ウルフ・スタルク∥著 菱木晃子∥訳 はたこうしろう∥絵

はしのもちかた おかあさんといっしょに 小永井道子∥作・絵

箸墓幻想 内田康夫∥著

はじまりの記憶 柳田邦男∥著 伊勢英子∥著

はじまりの樹の神話 こそあどの森の物語  ６ 岡田淳∥著

はじまりの島 柳広司∥著

はじまりはイカめし！ 山末やすえ∥作 西川おさむ∥絵

はじめて編むモチーフつなぎの本　ＭＯＴＩＦ　ＫＮＩＴ　ＢＯＯ

Ｋ
Ｌｅｔ’ｓ　Ｋｎｉｔ　ｓｅｒｉｅｓ

はじめてつくる四季のキャンドル 牛島功美子著

はじめてであう科学あそびと実験 １ かみであそぼう 小林実∥文 降矢洋子∥え

はじめてであう科学あそびと実験 ４ くうきであそぼう 小林実∥文 本多清雄∥え

はじめてであう科学あそびと実験 ３ じしゃくであそぼう 小林実∥文 降矢洋子∥え

はじめてであう科学あそびと実験 ６ ひかりであそぼう 小林実∥文 本多清雄∥え

はじめてであう科学あそびと実験 ２ ひもであそぼう 小林実∥文 降矢洋子∥え

はじめてであう科学あそびと実験 ５ みずであそぼう 小林実∥文 本多清雄∥え

はじめて出会うコンピュータ科学 ２ あいまいな文 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 １ １と０の世界 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 ７ 終わりのない仕事 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 カッコのない国 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 こわれている電卓 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 どんどん出てくる絵 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 人気のあるレストラン 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 山の背くらべ 徳田雄洋∥文 村井宗二∥絵

はじめてであう小児科の本 改訂第２版 山田真∥著

はじめてであう小児科の本 続 山田真∥著

はじめてであう　すうがくの絵本 １ 安野光雅∥〔著〕

はじめてであう　すうがくの絵本 ２ 安野光雅∥〔著〕

は



はじめてであう　すうがくの絵本 ３ 安野光雅∥〔著〕

はじめてであうずかん ２ けもの 相笠昌義∥え 小森厚∥しどう

はじめてであうずかん １ こんちゅう 三芳悌吉∥え 矢島稔∥しどう

はじめてであうずかん ４ さかな 笠木実∥え 久田迪夫∥しどう

はじめてであうずかん ５ しょくぶつ 高森登志夫∥え 古矢一穂∥しどう

はじめてであうずかん ３ とり 安徳瑛∥え 高野伸二∥しどう

はじめての家づくりＢＯＯＫ １５ １０００万円台からの快適家づく

り大研究

はじめての家づくりＢＯＯＫ ７ １０００万円台からの快適家づくり

大作戦

はじめての育児　最新決定版　生まれてから３才までの育児はこの

１冊におまかせ！
暮らしの実用シリーズ 細谷亮太［監]

はじめての囲碁　入門　六路盤･九路盤 囲碁ブックス 囲碁編集部編

はじめての園芸百科　決定版 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ

はじめてのおし花 花処理と作品づくりをプロセス写真で解説 レディブティックシリーズ １２５３ 武広美紀子∥著

はじめてのおつかい こどものとも傑作集 ５６ 筒井頼子∥さく 林明子∥え

はじめてのおてつだい ジャネット・マクネイル∥作 松野正子∥訳

はじめてのおとまり 新・創作えぶんこ 生源寺美子∥作 山中冬児∥絵

はじめてのオペラ 講談社現代新書 ９６７ 堀内修∥著

はじめてのおるすばん 母と子の絵本 １ しみずみちを∥作 山本まつ子∥絵

はじめてのかがく １２ 改訂版 あぶら デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ５ 改訂版 おおきさ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ２ 改訂版 おと デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ６ 改訂版 かんがえ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ７ 改訂版 くるま デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １５ 改訂版 じかん デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １０ 改訂版 すな デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １４ 改訂版 つよさ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ９ 改訂版 てこ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １ 改訂版 でんき デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ３ 改訂版 ねつ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ８ 改訂版 はぐるま デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １３ 改訂版 ばね デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく ４ 改訂版 はやさ デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめてのかがく １１ 改訂版 みず デニス＝リグリー∥さく・え 中川宏∥やく

はじめての果樹ガーデニング

はじめてのかり
絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 ラ

イオンのかぞく
吉田遠志∥絵と文

は



はじめての季語 ゼロから始める人の俳句の学校 清水潔∥編著

はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林明子∥さく・え

はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林明子∥さく・え

はじめてのクラシック 講談社現代新書 ８７４ 黒田恭一∥著

はじめてのクリスマス・ツリー エレナー・エスティス∥作 渡辺茂男∥訳

はじめてのこうさくあそび
THE　LITTLE　HANDS　CRAFT

BOOK
ノニノコ著

はじめてのシエラの夏
Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｎａｔｕｒｅ　ｌｉ

ｂｒａｒｙ
ジョン・ミューア∥著 岡島成行∥訳

はじめての手話 初歩からやさしく学べる手話の本 木村晴美∥著 市田泰弘∥著

はじめての中国語 講談社現代新書 ９８７ 相原茂∥著

はじめてのテーブルガーデニング カップ１個から簡単に楽しめる 石倉ヒロユキ∥〔著〕

はじめてのテーブルマナー　親子でおさらい FamilyセレクトBOOKS

はじめてのドイツ語 講談社現代新書 １０７３ 福本義憲∥著

はじめての陶芸 成石茉莉著

はじめてのともだち ジョーとティモシーのおはなし 世界傑作童話シリーズ ドロシー・エドワーズ∥作 清水真砂子∥訳 太田大八∥画

初めての妊娠と出産 時期別 改訂新版 赤ちゃん全書テルミー １

初めての能・狂言
Ｓｈｏｔｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 能楽入

門 １
山崎有一郎∥監修 三浦裕子∥文

はじめてのパーティー リトル・グレイラビット ３
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 みのうらま

りこ∥訳

はじめての人でもかんたん木炭・木酢液の利用法 既刊掲載総集編
レディブティックシリーズ １９８４ 木

炭・木酢液
増田幹雄∥監修

はじめての部下指導 悩む前に読む！ ほめ方・叱り方から仕事のまか

せ方まで
ＰＨＰビジネス選書 国司義彦∥著

はじめてのふゆ ロブ・ルイス∥さく ふなとよしこ∥やく

はじめてのベランダ園芸 庭がなくても楽しめる 花作りガイド １６ 山田朋重∥著

はじめてのベランダ菜園 家庭でつくれる野菜５４種類の育て方

はじめてのボーイフレンド そばかすジェシー １
ミリアム・プレスラー∥さく ギッテ・シュペー∥え ひらのきょうこ∥

やく

はじめての野菜づくり 家庭菜園で楽しむ ７０種の育て方がひと目で

わかる！

主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ Ｆｌｏｗｅ

ｒ　＆　ｇｒｅｅｎ
新井敏夫∥〔監修〕 主婦の友社∥編

はじめてのゆき いまむらあしこ∥作 鈴木まもる∥画

はじめてのゆき こどものとも傑作集 ６２ なかがわりえこ∥さく なかがわそうや∥え

はじめてのゆび編み ゆび生きいき健康ライフ 篠原くにこ∥著

はじめてのヨット ディンギー・セイリング入門 中迎隆敏∥著撮影

はじめての離乳食　最新決定版　最初のひと口からの上手な作り方

と進め方がよくわかる！
暮らしの実用シリーズ 小池澄子［監]

はじめての離乳食＋子どもごはん

はじめてのレッスン　北欧の編み込み小もの

はじめてのレディス・ゴルフ 郡達蔵技術監修

はじめてのロシア語 講談社現代新書 １０５４ 中沢英彦∥著

はじめての和楽器 岩波ジュニア新書 ４２９ 石川憲弘∥編著

は



はじめの四年間 岩波少年文庫 ３０３５ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 鈴木哲子∥訳

橋ものがたり ここは渡りたい名橋１００選と橋の文化史 ＪＴＢキャンブックス かたっぱし委員会∥編

覇者 上 信濃戦雲録 第２部 井沢元彦∥著

覇者 中 信濃戦雲録 第２部 井沢元彦∥著

覇者 下 信濃戦雲録 第２部 井沢元彦∥著

ばしゃでおつかいに 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ∥作 せたていじ∥やく

破邪の剣 用心棒血戦記 鳥羽亮

パジャマ

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

６ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇ

ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

パジャマおばけのおばけパジャマ ことばのからくり 大津由紀雄∥文 藤枝リュウジ∥絵

場所 瀬戸内寂聴∥著

波上館の犯罪 KODANSHA　NOVELS 倉阪鬼一郎著

芭蕉経帷子 別所真紀子∥著

芭蕉の誘惑 全紀行を追いかける 嵐山光三郎∥著

芭蕉文集 日本古典選 〔松尾芭蕉∥著〕 潁原退蔵∥校註 山崎喜好∥増補

走りぬけて，風 わくわくライブラリー 伊沢由美子∥作 佐野真隆∥絵

走り火 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

走る清七 石塚京助∥著

はしるのだいすき ０．１．２．えほん わかやましずこ∥さく

走る乗物工作 工作ランド 摺本好作∥著

はしれおてつだいねこ 小学館創作童話 竹下文子∥作 鈴木まもる∥画

はしれ！かもつたちのぎょうれつ 児童図書館・絵本の部屋 ドナルド・クリューズ∥作 たむらりゅういち∥文

はしれ、きかんしゃちからあらし 日本傑作絵本シリーズ 小風さち文　藍澤ミミ子絵

はしれクラウス おはなしノンフィクション絵本 神戸淳吉∥文 ふじさわともいち∥絵

はしれ！ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル∥作 長田弘∥訳 Ｇ・ウィリアムス∥絵

はしれちいさいきかんしゃ
世界傑作絵本シリーズ デンマークの絵

本
イブ・スパング・オルセン∥さく・え やまのうちきよこ∥やく

走れ！半ズボン隊 ゾラン・ドヴェンカー作　木本栄訳

はしれますか　とべますか かこさとし・からだの本 ５ かこさとし∥〔作〕

走れ！マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プテイ作　浜辺貴絵訳

はしれまちの電車 乗りものパノラマシリーズ 真島満秀/写真　松尾定行/文

走れメロス 偕成社文庫 ３１６１ 太宰治∥作

走れメロス・山椒魚 少年少女日本文学館　１２ 太宰治　井伏鱒二

走れ！やすほにっぽん縦断地雷教室 上泰歩文　ピースボート編

ばしん！ばん！どかん！ ピーター・スピア∥作 わたなべしげお∥訳

バースへの帰還 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ピーター・ラヴゼイ∥著 山本やよい∥訳

は



バスをおりたら・・・ 絵本のおもちゃばこ　２ 小泉るみ子作･絵

バスカビル家の犬 世界の冒険文学　２４ 大沢在昌

パスカル
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１２
小松摂郎∥著

パスクアル・ドゥアルテの家族 カミロ・ホセ・セラ∥著 有本紀明∥訳

バスケットボール Ｊスポーツシリーズ ３ 佐古賢一∥著

バスケットボール入門 小学館入門百科シリーズ ２０７ 倉石平∥著

バースデイ 鈴木光司∥著

パスティス　大人のアリスと三月兎のお茶会 中島京子著

バースデイ・ブルー
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１０４

－１３
サラ・パレツキー∥著 山本やよい∥訳

パステル初級レッスン みみずく・ビギナーシリーズ 視覚デザイン研究所・編集室∥編

パストゥール 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 百々佑利子∥訳

パズル･パレス　上 ダン・ブラウン著　越前敏弥，熊谷千寿［共］訳

パズル･パレス　下 ダン･ブラウン著　越前敏弥，熊谷千寿［共］訳

はずれの記 宮尾登美子∥著

パスワード怪盗ダルｼﾞｭロス伝　パソコン通信探偵団事件ノート１９ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード忍びの里　パソコン通信探偵団事件ノート　１８ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワ-ド春夏秋冬　上　パソコン通信探偵団事件ノート　１１ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード春夏秋冬　下　パソコン通信探偵団事件ノート　１２ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード地下鉄ゲーム　パソコン通信探偵団事件ノート　１４ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード龍伝説　パソコン通信探偵団事件ノート　９ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード魔法都市　パソコン通信探偵団事件ノート　１０ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

パスワード幽霊ツアー　パソコン通信探偵団事件ノート　１３ 講談社青い鳥文庫 松原秀行作

はせがわくんきらいや 長谷川集平∥さく

破線のマリス 野沢尚∥著

パソコン探偵の名推理・完全版 JOY NOVELS 内田康夫著

パソコンで困ったときに開く本　２０１２　ウインドウズ7対応版

パソコンの「パ」の字からネット遊び サトウサンペイ＋Ｐａｓｏ編集部[編]

パソコン ハードやソフトによらないわかりやすいパソコンの基礎！ わくわくチャレンジブックス ８

BUTTER 柚木麻子

はだか 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎∥著 佐野洋子∥絵

はだかの王さま
ハンス・クリスチャン・アンデルセン作　バージニア・リー・バー

トン絵　乾侑美子訳編

はだかの天使 新日本にじの文学 ８ 赤木由子∥作 鈴木たくま∥絵

はたけうた こどものとも傑作集 田島征三作

はたけづくり  くまくんのなつ
日本傑作絵本シリーズ　くまくんのは

る・なつ・あき・ふゆ　２
なとりちづ文　おおともやすお絵

は



バターシー城の悪者たち ジョーン・エイケン∥作 大橋善恵∥訳

裸足と貝殻 三木卓∥著

はだしになっちゃえ 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 小長谷清実ぶん　サイトウマサミツえ

裸足の皇女（ひめみこ） 永井路子∥著

二十歳（はたち）のあとさき 出久根達郎∥著

はたねずみのグラント大佐 オークアプルの森のおはなし ２ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

旗本始末 闕所物奉行　裏帳合　四　新装版 上田秀人

働かないの　れんげ荘物語 群ようこ著

働く女 群ようこ∥著

はたらくくるまみちをつくる こもりまこと著

はたらくじどうしゃ １ こうじばのくるま 福音館のペーパーバック絵本 山本忠敬∥さく・え

はたらくじどうしゃ ４ しょうぼうじどうしゃ 福音館のペーパーバック絵本 山本忠敬∥さく・え

はたらくじどうしゃ ３ はこぶくるま 福音館のペーパーバック絵本 山本忠敬∥さく・え

はたらくじどうしゃ ２ まちなかのくるま 福音館のペーパーバック絵本 山本忠敬∥さく・え

働く女性のキッチンライフ 決定版 手早く、うるおいのある食卓を作

る方法 新装第２版
小林カツ代∥著

はたらく青年 原田宗典∥著

はたらくぞバス・トラック 乗りものパノラマシリーズ 小賀野実　写真・文

働くひとびと 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 木下哲夫∥訳

破談 独り身同心二 小杉健治

破断　越境捜査 越境捜査 笹本稜平

破断　越境捜査 ３ 笹本稜平

８１３の謎 シリーズ怪盗ルパン 第６巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオン∥さく マーガレット・ブロイ・グレアム∥え もりひ

さし∥やく

八月がくるたびに 理論社名作の愛蔵版 おおえひで∥作 篠原勝之∥絵

八月からの手紙 堂場瞬一著

はちかづきひめ こどものとも絵本 長谷川摂子再話　中井智子絵

八月の暑さのなかで　ホラー短編集 岩波少年文庫 金原瑞人編訳

八月の獲物 森純∥著

八月の最終列車 新日本少年少女の文学 ２－２ 古世古和子∥著 井口文秀∥絵

八月の博物館 瀬名秀明∥〔著〕

八月の魔法使い 石持浅海著

八月のマルクス 新野剛志∥著

八月の六日間 北村薫著

はちこう おはなしノンフィクション絵本 くめげんいち∥ぶん いしだたけお∥え

は



ハチ公の最後の恋人 一時間文庫 吉本ばなな∥著

八十二歳のひとりごと 秋山ちえ子∥著

八代将軍吉宗 上 ジェームス三木∥著

八代将軍吉宗 中 ジェームス三木∥著

八代将軍吉宗 下 ジェームス三木∥著

８だいの機関車 汽車のえほん　１２
ウィルバート･オードリー作　ジョン・ケニー絵　桑原三郎･清水周

裕訳

ハチのおかあさん 写真動物記 小川宏∥著

ハチのかんさつ 竹づつにあつまるハチたち カラー自然シリーズ ４９ 小田英智∥文・解説 小川宏∥写真

蜂の殺意 関口ふさえ∥著

はちのヤヤ 得田之久こん虫アルバム 得田之久∥さく

はちまん 上 内田康夫∥著

はちまん 下 内田康夫∥著

はちまん　下 文春文庫 内田康夫

はちまん　上 文春文庫 内田康夫

はちみついろのうま 世界傑作絵本シリーズ 小風さち∥作 オリガ・ヤクトーヴィチ∥絵

はちみつってどこからきたの？ ＰＨＰにこにこえほん ナンシー・エリザベス・ウォーレス作・絵　ふしみみさを訳

八丁堀の火事　鎌倉河岸捕物控　十六の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

発火点 真保裕一∥著

白球残映 赤瀬川隼∥著

バックスﾄリート 逢坂剛著

バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン∥さく・え ひがしはるみ∥やく

ハックルベリィ・フィンの冒険 世界の冒険文学　１７ 立松和平

ハックルベリー・フィンの冒険 上 福音館古典童話シリーズ ３４ マーク・トウェイン∥作 大塚勇三∥訳 Ｅ・Ｗ・ケンブル∥絵

ハックルベリー・フィンの冒険 下 福音館古典童話シリーズ ３５ マーク・トウェイン∥作 大塚勇三∥訳 Ｅ・Ｗ・ケンブル∥絵

ハックルベリー＝フィンの冒険 上 偕成社文庫 ３０２７ マーク・トウェイン∥作 吉田甲子太郎∥訳

ハックルベリー＝フィンの冒険 下 改訂版 偕成社文庫 ３０２８ マーク＝トウェイン∥作 吉田甲子太郎∥訳

ハックルべリ・フィンの冒険　トウェイン完訳コレクション 角川文庫 マーク・トウェイン著　大久保博訳

バッグをザックに持ち替えて 唯川恵

はつ恋 改版 新潮文庫 ツルゲーネフ∥〔著〕 神西清∥訳

はつ恋 村山由佳

初恋温泉 吉田修一著

「初恋の湯」殺人事件 講談社文庫 吉村達也著

八甲田山殺人事件 JOY　NOVELS 吉村達也著

発光地帯 川上未映子著

は



はっこう博士大かつやく やさしい科学 末松茂孝∥著

八朔の雪 みをつくし料理長 時代小説文庫 高田郁著

発射痕 顔のない刑事・囮捜査 ノン・ノベル 太田蘭三∥著

八州探訪　新古着屋総兵衛　（十一） 新古着屋総兵衛　十一 佐伯泰英

発声と身体のレッスン 魅力的な「こえ」と「からだ」を作るために 鴻上尚史∥著

バッタがつれた！ やさしい科学 ２０ 佐藤有恒∥著

発達がきになる子への生活動作の教え方　苦手が「できる」にかわ

る！
立石加奈子　中島そのみ［共］著

バッタのオリンピック たくさんのふしぎ傑作集 日浦勇∥案 宮武頼夫∥文 中西章∥絵

バッタのくらし カラー自然シリーズ ４４ 小田英智∥文・解説 佐藤有恒∥写真

八丁堀「鬼彦組」激闘篇 斬鬼たち 鳥羽亮

八丁堀春秋 花家圭太郎著

八丁堀の湯屋 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

ぱっちり、朝ごはん　おいしい文藝 阿川佐和子［等］著

パッチワーク・キルト 〔Ｐａｒｔ　１〕 ＮＨＫ婦人百科 野原チャック∥著

パッチワークで花を愛でる キルト作り８の手ほどき こうの早苗のパッチワークスタイル こうの早苗∥著

パッチワークニット 編んで編んで、つないでつないで 田丸純子∥著

パッチワークの基礎ノート 小物からベッドカバーまで作り方のこつ

いろいろ
黒羽志寿子∥著

パッチワーク　レッスン帳

バッテリー 教育画劇の創作文学 あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵

バッテリー ２ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵

バッテリー ３ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵

バッテリー ４ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵

バッテリー ５ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵

バッテリー　６ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ作

バッテリー ２ 角川文庫 あさのあつこ著

バッテリー　４ 角川文庫 あさのあつこ著

バッテリー　５ 角川文庫 あさのあつこ著

バッテリー　６ 角川文庫 あさのあつこ著

バッテリー　３ 角川文庫 あさのあつこ著

バッテリー 角川文庫 あさのあつこ著

発熱 上 辻原登∥著

発熱 下 辻原登∥著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 姉崎一馬文・写真

は



はっぱのおうち 幼児絵本シリーズ 征矢清∥さく 林明子∥え

はっぱのなかのはっぱっぱ あそびえかきうた　創作編 よしだていいち∥さく しのはらよしたか∥え

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 島田光雄∥画

初春弁才船 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード
レディブティックシリーズｎｏ．２４９

４
鈴木孝美著

ハッピーになれる算数 よりみちパン！セ　０９ 新井紀子著

８００番への旅 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 岡本浜江∥訳 小野かおる∥絵

八百八町捕物控 時代小説の楽しみ ４ 岡本綺堂∥〔ほか〕著

ハッピーリース 幸福を呼ぶリースデザイン８０ 文化出版局∥編

ハッピー・リタイアメント 浅田次郎著

バッファローのむすめ ポール・ゴーブル∥さく もりしたみねこ∥やく

八方にらみねこ　新装版 講談社の創作絵本Best Selection 武田英子文　清水耕蔵絵

発明の歴史 目で見る歴史年表 スミソニアン博物館に見る 石器から

人工衛星や超伝導まで
リチャード・プラット∥著

発明・発見 ニューワイド学研の図鑑

発明マニア 米原万里著

初詣で 照降町四季　一 佐伯泰英

初ものがたり 宮部みゆき

果つる底なき 池井戸潤∥著

果つる底なき 池井戸潤

バーティーとなかよしゆうれい キャサリン・セフトン∥作 掛川恭子∥訳 大和田美鈴∥絵

パディーの黄金のつぼ ディック・キング＝スミス∥作 三村美智子∥訳

パディントンとテレビ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペギー・フォートナム∥画

パディントンの一周年記念 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペギー・フォートナム∥画

パディントンの煙突掃除 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペギー・フォートナム∥画

パディントンのクリスマス 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム∥画 松岡享子∥訳

パディントンの大切な家族
世界傑作童話シリーズ　パディントンの

本　１０
マイケル・ボンド著　田中琢治，松岡享子 〔共〕 訳

パディントンのラストダンス
福音館文庫　Ｓ－５２　パディントンの

本　９
マイケル・ボンド作  田中琢治，松岡享子 ［共] 訳

パディントン発４時５０分
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－１

３
アガサ・クリスティー∥著 大門一男∥訳

パディントン　フランスへ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペギー・フォートナム∥画

パディントン街へ行く 福音館文庫　S－４８ マイケル・ボンド作　田中琢治，松岡享子 [共] 訳

パディントン妙技公開 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム∥画 松岡享子∥訳

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳 佐藤真理子∥訳

果てしなき戦い 心の児童文学館シリーズ ピーター・カーター著　犬飼和雄訳

果てしなき追跡 逢坂剛

は



はてなし世界の入口 たくさんのふしぎ傑作集 森毅∥文 木幡寛∥文 タイガー立石∥絵

果ての花火  銀座開化おもかげ草紙 松井今朝子著

果てもない道中記 上 安岡章太郎∥著

果てもない道中記 下 安岡章太郎∥著

覇道の鷲　毛利元就 新潮書下ろし時代小説 古川薫∥著

波涛風雲録 時代小説の楽しみ １２ 南条範夫∥〔ほか〕著

ハート・オブ・スティール 芦原すなお∥著

パトカーのピーすけ 日本傑作絵本シリーズ さがらあつこ∥さく やぎゅうげんいちろう∥え

鳩の撃退法　上 佐藤正午著

鳩の撃退法　下 佐藤正午著

バドの扉がひらくとき クリストファー・ポール・カーティス∥作 前沢明枝∥訳

ハードボイルド／ハードラック 吉本ばなな∥著

花 ニューワイド　学研の図鑑

花 小学館の図鑑・NEO

花明かり　深川駕籠 山本一力著

花あらし 阿刀田高∥著

花あらし 今井絵美子著

花筏 便り屋お葉日月抄 今井絵美子

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷みよ子∥さく 司修∥え

花渦 高樹のぶ子∥著

花失せては面白からず 山田教授の生き方・考え方 城山三郎∥著

花宴 あさのあつこ著

花唄の頃へ くらまし屋家業 今村　翔吾

花をかざったサイのぼうし ヒューエット・どうぶつのお話 ７
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく マージェリー・ジル∥

え

はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ
ルース・クラウス∥ぶん きじまはじめ・やく∥え マーク・サイモン

ト∥え

花を捨てる女 夏樹静子∥著

花おりおり 湯浅浩史∥文 矢野勇∥写真

花おりおり その２ 湯浅浩史∥文 矢野勇∥写真 平野隆久∥写真 茂木透∥写真

はながさいたら かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 菅原久夫∥ぶん 石部虎二∥え

花飾り 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

花がたみ 津村節子∥著

花がないのに花見かな 東海林さだお著

花腐し 松浦寿輝∥著

花供養 ふろしき同心御用帳 井川香四郎

は



花子とアンへの道　本が好き、仕事が好き、ひとが好き 村岡恵理著

花ことば カラーブックス １９６ 引田茂∥著

花ことばとブーケ まごころで作る 中学生コレクション

花ことば 花の象徴とフォークロア １ 春山行夫の博物誌 １ 春山行夫∥著

花ことば 花の象徴とフォークロア ２ 春山行夫の博物誌 １ 春山行夫∥著

花ことば物語 ジュニア図鑑 ３６ 鈴木美智子∥著

花探し 林真理子∥著

はなさかじい むかしむかし絵本 １５ よしざわかずお∥ぶん さくらいまこと∥え

はなさかじいさん
日本名作おとぎばなし むかしむかし

あったとさ
与田準一∥脚本 岡野和∥画

花咲舞が黙っていない 池井戸潤

花さき山 ものがたり絵本 ２０ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

花咲く寺社めぐり　関東周辺 大人の遠足BOOK　東日本　１０

ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ 角野栄子∥作 西川おさむ∥絵

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 藤井留美∥訳

花時間　２０２１秋冬 春夏秋冬バラと暮らす

話してみようよ！ さ・え・ら図書館／国語 鶴田洋子∥著 田沢梨枝子∥絵

話にさく花 小沢昭一∥著

花始末 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

噺まみれ三楽亭仙朝 和田はつこ著

ハナショウブ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２ 富野耕治∥〔著〕

花づくり大百科 保存決定版 主婦の友百科シリーズ

花芒ノ海 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

花仙人 中国の昔話 世界傑作童話シリーズ 松岡享子∥文 蔡皋∥画

花束のように抱かれてみたく 俵万智∥短歌・文 稲越功一∥写真

花散らしの雨　みをつくし料理帖 時代小説文庫 高田郁著

花で彩る庭づくり
別冊ＮＨＫ趣味の園芸 パーフェクト

ガーデニング

バーナデットのモミの木 Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥原作 バーナデット∥絵 ささきたづこ∥訳

花と香りのプレゼント ポプリ・ビーズ・刺しゅう・布の花 ＮＨＫ婦人百科 ハンドワークシリーズ 森田洋子∥〔ほか〕著

花と流れ星 道尾秀介著

花と火の帝 上 隆慶一郎∥著

はなとゆめ 沖方丁著

バナナのはなし かがくのとも絵本 伊沢尚子文　及川賢治絵

華日記 昭和生け花戦国史 早坂暁∥著

花に問え 瀬戸内寂聴∥著

は



花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル作　多賀京子訳

はなの味ごのみ　涙の雪見汁 はなの味ごのみ 高田在子

はなの味ごよみ　勇気ひとつ はなの味ごのみ 高田在子

はなのあなのはなし かがくのとも傑作集 ３８ やぎゅうげんいちろう∥さく

花の色のふしぎ 科学のアルバム １００ 佐藤有恒∥著

花のうた 木島始∥詩 大道あや∥絵

花のおりがみ 新・おりがみランド 桃谷好英∥著

花の回廊 流転の海　第五部 宮本輝

花の鎖 湊かなえ著

花の鎖 湊かなえ

花の歳月 宮城谷昌光∥著

花のさくら通り 荻原浩

花のしくみと昆虫 やさしい科学 １１ 田中肇∥著

はなのすきなうし 岩波の子どもの本 １１ マンロー・リーフ∥おはなし ロバート・ローソン∥え 光吉夏弥∥やく

はなのすきなおじいさん 紙芝居ベストセレクション 第１集 小林純一∥脚本 小谷野半二∥画

花のズッコケ児童会長 こども文学館 ５５ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

花のベッドでひるねして よしもとばなな著

花の埋葬　２４の夢想曲 集英社文庫 坂東眞砂子著

花の魔法陣 集英社文庫 斎藤栄∥著

花の道草 嵐圭史∥著

花の下にて春死なむ 北森鴻∥著

花のようなひと 佐藤正午著

花のれん 新潮文庫 山崎豊子著

花の脇役 関容子∥著

はなはなみんみ物語 わたりむつこ∥作 本庄ひさ子∥絵

花冷えて　闇医者おゑん秘録帖 あさのあつこ著

はなびのはなし かがくのとも傑作集　わくわくにんげん たかとうしょうはち作

花火屋の大将 丸谷才一∥著

花ふぶき 日暮し同心始末帖 辻堂魁

花 堀文子画文集 堀文子∥著

花豆の煮えるまで 小夜の物語 偕成社ワンダーランド １０ 安房直子∥作 味戸ケイコ∥絵

花まんま 朱川湊人著

花まんま 朱川湊人著

花見酒 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

は



花水木　東京湾臨海署安積班 今野敏著

花御堂 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

花見ぬひまの 諸田玲子著

花ものがたり 高橋治∥著

花桃実桃 中島京子著

花森安治伝　日本の暮らしをかえた男 津野海太郎著

華やかな喪服 土屋隆夫∥著

花櫓 皆川博子∥著

花や咲く咲く あさのあつこ著

花酔ひ 村山　由佳

花宵道中 宮木あや子著

花世の立春　新･御宿かわせみ 平岩弓枝著

花嫁たちの深夜会議 JOY NOVELS 赤川次郎著

花嫁は女戦士 ユーモアサスペンス Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著

花嫁は夜汽車に消える JOY　NOVELS 赤川次郎著

花はさくら木 辻原登著

花はどこから　花・花びん・水をめぐる３つのものがたり 一澤ひらり文　大西暢夫写真

はなはどこにいったの… スピカみんなのえほん ８ 葉祥明∥絵と文

花輪茂十郎の特技　八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美著

花を呑む あさのあつこ

花を呑む あさのあつこ

パナンペのはなし 谷川俊太郎∥詩 森村玲∥画

バーニー、いつまでもいっしょだよ レイチェル・パンク∥さく さいとうみちこ∥やく

バーにかかってきた電話　ススキノ探偵シリーズ ハヤカワ文庫 東直巳著

バーニング・ワイヤー ジェフリー・ディーヴァー著

パーネ・アモーレ イタリア語通訳奮闘記 田丸公美子∥著

ハネスうさぎのたんじょうび 世界の絵本 バーナデット・ワッツ∥作 森山京∥訳

ハネスうさぎはゆうびんやさん 世界の絵本 バーナデット・ワッツ∥作 森山京∥訳

羽根と翼 黒井千次∥著

はねとびおなべ デンマークの民話
ヴァージニア・ハヴィランド∥再話 マーゴット・ツェマック∥画 八

木田宜子∥訳

はねのあるキリン かいぞくポケット １１ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

はねはねはねちゃん ０．１．２．えほん なかがわりえこ∥ぶん やまわきゆりこ∥え

ハネムーン 吉本ばなな∥著

葉の裏で冬を生きぬくチョウ ウラギンシジミ１０年の観察 わたしの研究 ６ 高柳芳恵∥文 村山純子∥絵

は



パノラマワイド新幹線 乗りものパノラマシリーズ 小賀野実/写真・文

母 三浦綾子∥著

母・円地文子 富家素子∥著

母 老いに負けなかった人生 高野悦子∥著

母を語る ２ ＮＨＫラジオ深夜便 遠藤ふき子∥編

母を語る ＮＨＫラジオ深夜便 遠藤ふき子∥編

パパ、お月さまとって！ 改訂 エリック＝カール∥さく もりひさし∥やく

母　オモニ 姜尚中著

母親捜し承り候 天神坂よろず屋しまつ記 沖田正午

母が重くてたまらない　墓守娘の嘆き 信田さよ子著

母子幽霊 余々姫夢見帖 和田はつ子

バーバちゃんととんできたぼうし 創作こども文庫 １８ かんざわとしこ∥さく やまわきゆりこ∥え

バーバちゃんのおきゃくさま 創作こども文庫 ２３ かんざわとしこ∥さく やまわきゆりこ∥え

バーバちゃんのおみまい 創作こども文庫 ６ かんざわとしこ∥さく やまわきゆりこ∥え

ばばちゃんやさいがいっぱいだ！ えほんのもり 長谷川知子∥〔作〕

母という病 ポプラ新書 岡田尊司著

母と子でみるアウシュビッツ 早乙女勝元∥編

母と子でみる壁の消えたベルリン 山本耕二∥編

母と子でみる　原爆を撮った男たち 反核・写真運動∥編

母と子でみる重慶からの手紙 日本は中国でなにをしたか ２ 早乙女勝元∥編

母と子でみるターニャの詩 早乙女勝元∥編

母と子でみる中国残留日本人孤児 大場かをり∥編 橋本進∥編

母と子でみる東京大空襲 早乙女勝元∥編

母と子でみる南京からの手紙 日本は中国でなにをしたか １ 早乙女勝元∥編

母と子でみる日本の空襲 早乙女勝元∥編 土岐島雄∥編

母と子でみるハルビンからの手紙 日本は中国でなにをしたか ３ 早乙女勝元∥編

母と子でみる反戦平和に生きた人びと 塩田庄兵衛∥編 橋本進∥編

母と子のたのしい草木ぞめ 林泣童∥著

母と子のたのしい草木ぞめ ２ 林泣童∥著

母と子のたのしい草木ぞめ ３ 林泣童∥著

母と子のたのしい手織り教室 宮沢郁子∥著 上条滝子∥絵 上条晶子∥絵

母と子の楽しい太巻き祭りずし作り方教室 素敵な作品４６選 オール

図解・私にもできる手順の本
龍崎英子∥著

パパとのぼった木 文研じゅべにーる Ｃ．Ｓ．アドラー∥作 岡本浜江∥訳 津尾美智子∥絵

パパとママのたからもの 児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ文　アニタ・ジェラーム絵　小川仁央訳

は



パパ、とりかえっこしない？ おとぼけアンナ １
マンフレート・マイ∥さく デトレフ・ケルステン∥え ひらのきょう

こ∥やく

母に歌う子守唄　わたしの介護日誌 落合恵子著

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

母に襁褓をあてるとき 介護闘いの日々 舛添要一∥著

母の遺産　　新聞小説 水村美苗著

母のいる場所 シルバーヴィラ向山物語 久田恵∥著

母の影 新潮文庫 北杜夫∥著

母のキャラメル ベスト・エッセイ集 ’０１年版 日本エッセイスト・クラブ∥編

母の恋文 谷川徹三・多喜子の手紙 大正十年八月～大正十二年七月 谷川徹三∥著 谷川多喜子∥著 谷川俊太郎∥編

パパの大飛行 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
アリス・プロヴェンセン∥作 マーティン・プロヴェンセン∥作 脇明

子∥訳

ばばばあちゃんのアイス・パーティ かがくのとも傑作集 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 かがくのとも傑作集 わくわくにんげん さとうわきこ∥作

ばばばあちゃんのクリスマスかざり かがくのとも絵本 さとうわきこ作

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん むしぱんのまき かがくのとも 傑作集 さとうわきこ∥作

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき かがくのとも傑作集　わくわくにんげん さとうわきこ著

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき かがくのとも傑作集 さとうわきこ作　佐々木志乃協力

ばばばあちゃんのマフラー 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ∥文・絵

ばばばあちゃんのやきいもたいかい かがくのとも傑作集 わくわくにんげん さとうわきこ∥作

ハハハのがくたい　長谷川四郎・作「アラフラの女王」より こどものともコレクション　２００９ たかはしゆうじ文　やぎゅうげんいちろう絵

バーバパパうみにでる バーバパパのちいさなおはなし　６ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパかせいへいく 講談社のバーバパパえほん　９ アネット・チゾン作　タラス・テイラー作　山下明生訳

バーバパパのアフリカいき バーバパパのちいさなおはなし　１１ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのいえさがし 講談社のバーバパパえほん アネット=チゾン　タラス=テイラー[共]著

バーバパパのＡＢＣ バーバパパ・知識のえほん １
アネット＝チゾン∥さく タラス＝テイラー∥さく やましたはるお∥や

く

バーバパパのおんがくかい バーバパパのちいさなおはなし　１０ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのがっきやさん バーバパパのちいさなおはなし　８ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのがっこう 講談社のバーバパパえほん
アネット・チゾン∥さく タラス＝テイラー∥さく やましたはるお∥や

く

バーバパパのクリスマス バーバパパのちいさなおはなし　９
アネット・チゾン∥さく タラス＝テイラー∥さく やましたはるお∥や

く

バーバパパのクリスマス バーバパパのちいさなおはなし　９ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのしまづくり 講談社のバーバパパえほん
アネット＝チゾン∥さく タラス＝テイラー∥さく やましたはるお∥や

く

バーバパパのｼﾞｭｰｽづくり バーバパパのちいさなおはなし　７ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのしんじゅとり バーバパパのちいさなおはなし　５ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのすいしゃごや バーバパパのちいさなおはなし　３ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのたんじょうび バーバパパのちいさなおはなし　１ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

は



バーバパパののみたいじ バーバパパのちいさなおはなし　４ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

バーバパパのふうせんりょこう バーバパパのちいさなおはなし　２ アネット=チゾン，タラス=テイラ－ [共] 作　山下明生訳

パパ，ぼくの犬をかえして 文研じゅべにーる Ｃ・ギュッマン∥作 末松氷海子∥訳 むかいながまさ∥絵

継母（はは）ボケて鉄人となる 頑健ボケ婆ちゃんと元極妻の介護十

番勝負！
遠藤瓔子∥著

母よ 青野聡∥著

バーバラへの手紙 レオ・メーター∥〔作〕 上田真而子∥訳

バーバラ・ハリスの「臨死体験」 バーバラ・ハリス∥著 ライオネル・バスコム∥著 立花隆∥訳

ババールといたずらアルチュール
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ６
ロラン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールとグリファトンきょうじゅ
児童図書館絵本の部屋 ぞうのババール

９
ロラン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールとサンタクロース
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ５
ジャン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールとりのしまへ
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ７
ロラン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールのこどもたち
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ４
ジャン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールのしんこんりょこう
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ２
ジャン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

ババールのたんじょうパーティー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ロラン・ド・ブリュノﾌ作　せなあいこ訳

ババールのどろぼうをさがせ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ロラン・ド・ブリュノフ作　せなあいこ訳

ババールのはくらんかい
児童図書館・絵本の部屋 ぞうのババー

ル ８
ロラン・ド・ブリュノフ∥〔さく〕 やがわすみこ∥やく

ババールのひっこし
児童図書館絵本の部屋 ぞうのババール

１０
ロラン・ド・ブリュノフ∥さく やがわすみこ∥やく

母六夜・おじさんの話 少年少女日本文学館　１９ 大岡昇平　中野重治

母は枯葉剤を浴びた ダイオキシンの傷あと 新潮文庫 中村梧郎∥著

ハピネス 桐野夏生著

ばびぶべぼだぞ、わすれるな。 童心社の幼年どうわシリーズ ひがしくんぺい∥文と絵

パピロちゃんとはるのおみせ ポプラちいさなおはなし　３ 片山令子作

バビロンの秘文字Ⅲ　激突編 堂場瞬一著

バビロンの秘文字　Ⅰ　胎動篇 堂場瞬一著

バビロンの秘文字　Ⅱ　追跡篇 堂場瞬一著

パフィオペディラム ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３４ 江尻光一∥著

パーフェクト収納のコツ
ＮＨＫまる得マガジンＭＯＯＫ　生活実

用シリーズ
飯田久恵著

パーフェクトパン 別冊ＮＨＫきょうの料理

パーフェクト・ブルー 創元推理文庫 ４１１－０１ 宮部みゆき∥著

ハプスブルクの宝剣 上 藤本ひとみ∥著

ハプスブルクの宝剣 下 藤本ひとみ∥著

ハプスブルク物語 とんぼの本 池内紀∥著 南川三治郎∥著

ハーブと暮らす本 人気ハーブ１０種の育て方と楽しみ方 Ｅｎｊｏｙ

ｈｅｒｂａｌ　ｌｉｆｅ

パブの看板 イン・サインに英国史を読む 森護∥著

は



ハーブの楽しみ方 とんぼの本 田渕義雄∥〔ほか〕著

パプリカ 筒井康隆∥著

バベル九朔 万城目学著

はまうり こどものとも傑作集 石垣幸代∥文 秋野和子∥文 秋野亥左牟∥絵

浜･海・道　あの頃、そして今・・・磯子は 横浜市磯子区役所総務課編

浜･海・道　あの頃、そして今・・・磯子は 横浜市磯子区役所総務課編

ハマの風　富貴楼お倉物語 樋口いく子著

歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の話 チア・ブックス ４ ジーン・メリル∥作 岡本さゆり∥訳 平野恵理子∥絵

はみがきれっしゃ　しゅっぱつしんこう！ くぼまちこ

ハムスターのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ６ 成島悦雄∥文 滝波明生∥絵

はむ・はたる 西條奈加

ハムレット 新潮文庫 ウィリアム・シェイクスピア著　福田恒在訳

ハーメルンの笛を聴け 深谷忠記∥著

ハメルンの笛ふき
ケート・グリーナウェイ∥絵 ロバート・ブラウニング∥詩 矢川澄子∥

訳

ハーメルンの笛ふき
サラ・コリン∥ぶん ステファン・コリン∥ぶん エロール・ル・カイ

ン∥え かなせきひさお∥やく

ハーメルンのふえふき ドイツの伝説 アンネゲルト＝フックスフーバー∥絵 おざわとしお∥文

ハーメルンの誘拐魔 中山七里著

ハーメルンの誘拐魔 刑事犬養隼人 中山七里

ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー∥ぶんとえ まさきるりこ∥やく

刃物のはなし 人間の知恵 １９ 加藤俊男∥著

破門 黒川博行著

波紋 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場　瞬一

波紋 剣客商売 池波正太郎∥著

はやい－おそい　たかい－ひくい はんたいのほん ピーター・スピア∥作 わたなべしげお∥訳

はやくなりたいな！ トニー・ロス∥さく かねはらみずひと∥やく

はやくめをだせ ぼくのさんすう・わたしのりか ２１ 山崎耕宇∥〔著〕 岩波映画製作所∥しゃしん

ハヤ号セイ川をいく 講談社青い鳥文庫 ７５‐１ フィリパ＝ピアス∥〔著〕 足沢良子∥訳 Ｅ＝アーディゾーニ∥絵

はやさのひみつ さんすう文庫 ８ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

林と虫たちの一年 絵本図鑑シリーズ ４ 海野和男∥文・写真

林望のイギリス観察辞典 林望∥著

林のどんぐり 新日本動物植物えほん １５ 広井敏男∥ぶん 伏原納知子∥え

早刷り岩次郎 山本一力著

ハヤブサ カラー自然シリーズ ６６ 熊谷勝∥文・写真

隼小僧異聞 物書同心居眠り紋蔵　２ 佐藤雅美∥著

は



はやぶさ新八御用旅 東海道五十三次 平岩弓枝∥著

はやぶさ新八御用帳 ９ 王子稲荷の女 平岩弓枝∥著

はやぶさ新八御用帳 ７ 寒椿の寺 平岩弓枝∥著

はやぶさ新八御用帳 ８ 春怨根津権現 平岩弓枝∥著

はやぶさ新八御用帳 １０ 幽霊屋敷の女 平岩弓枝∥著

はやぶさ、そうまでして君は　生みの親がはじめて明かすプロジェ

クト秘話
川口淳一郎著

ハヤブサの子そだて カラー版自然と科学 ５９ 海野昭彦∥著

ハヤブサの四季 科学のアルバム ８９ 伊藤正清∥写真 松田忠徳∥文

ハヤブサの都市 森の新聞 ２ 宮崎学∥著

早わかりアメリカ 池田智

早わかり「防災」新常識　“役立つ備え”は人それぞれ
ＳＥＩＳＨＵＮ　ＳＵＰＥＲ　ＢＯＯＫ

Ｓ　ＳＳ－２１１
玉木貴

バラ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １０ 藤岡友宏∥著

原阿佐緒 大原富枝∥著

薔薇色の人 姫は、三十一　４ 風野真知雄

バラカ 桐野夏生著

バラがさいた ノラのバラのはな 市川里美∥作

薔薇忌 皆川博子∥著

パラサイト・イヴ 瀬名秀明∥著

パラサイト日本人論 ウイルスがつくった日本のこころ 竹内久美子∥著

原三渓 近代日本画を育てた豪商 有隣新書 竹田道太郎∥著

ハラスのいた日々 絵物語 中野孝次∥原作 小田桐昭∥作画

パラダイス・ロスト 柳　広司著

原田泰治の世界　ふるさとの詩 ２ 秋・冬 原田泰治∥著

原田泰治の世界　ふるさとの詩 １ 春・夏 原田泰治∥著

はらっぱおばけ あかね幼年どうわ １３ 大石真∥作 西川おさむ∥絵

はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま 童心社の絵本 西村繁男∥画 神戸光男∥構成文

はらっぱにライオンがいるよ！
マーガレット＝マーヒー∥さく はましまよしこ∥やく ジェニー＝

ウィリアムズ∥え

バラとゆびわ 岩波少年文庫 ウィリアム・メイクビース・サッカレ作　刈田元司訳

薔薇盗人 浅田次郎∥著

薔薇の木枇杷の木檸檬の木 江国香織∥著

バラの構図 岩波少年文庫 ３１３０ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

バラの構図 ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

薔薇の殺人 内田康夫

ばらばら死体の夜 桜庭一樹著

は



はらぺこ王さま　ふとりすぎ ちいさな王さまシリーズ １ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

はらぺこオオカミがんばる キャサリン・ストー∥作 掛川恭子∥訳

はらぺこオオカミがんばる せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー作

はらぺこおなべ 日本の創作幼年童話 １８ 神沢利子∥作 渡辺洋二∥絵

はらぺこガズラー ハアコン・ビョルクリット∥さく かけがわやすこ∥やく

はらぺこさん かがくのとも絵本 やぎゅうげんいちろうさく

はらぺこのえんそく 三人のシュタニスラウス 改訂 世界のどうわ傑作選 ４
ヴェーラ＝フェラミークラ∥作 ロームルス＝カンデア∥絵 中村浩三∥

訳

はらぺこプンタ どうわがいっぱい １０ 武井博∥作 奈良坂智子∥絵

はらぺこぺっこん あかね創作えほん ３５ おりもきょうこ∥作

はらぺこゆうれい せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

薔薇窓　上 帚木蓬生

薔薇窓　下 帚木蓬生

パラレルワールド・ラブストリー 東野圭吾

波乱　百万石の留守居役　（一） 百万石の留守居役　（一） 上田秀人

バランティヌとあかちゃん ボリス・モアサール∥文 ミシェル・ゲイ∥絵 末松氷海子∥訳

バランティヌと小犬のツッキー ボリス・モアサール∥文 ミシェル・ゲイ∥絵 末松氷海子∥訳

バランティヌの夏休み ボリス・モアサール∥文 ミシェル・ゲイ∥絵 末松氷海子∥訳

パリ 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

バリアフリーの家新築＆改築実例集 どう建てる？どう直す？家族に

やさしい家づくりのアイデア満載！ 家の中に潜むバリアを徹底解明
Ｕ‐Ｅ．Ｐ．∥編

針いっぽん　鎌倉河岸捕物控　十九の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

バリおくさまのバス旅行 現代アジア児童文学選 １ ユネスコ・アジア文化センター∥編 松岡享子∥監訳

パリから行く田舎町 フランスの小さな村を歩く 丸茂和博∥編 クロスメディア∥編

ハリケーン 高嶋哲夫

パリ五段活用 鹿島茂∥著

針さしの物語 岩波少年文庫 ２１３６ ド・モーガン∥作 矢川澄子∥訳

バリ・ジャワ・ロンボク 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

ハリスおばさんニューヨークへ行く 講談社文庫 ポール・ギャリコ∥〔著〕 亀山竜樹∥訳

パリに生きた科学者湯浅年子 岩波ジュニア新書 ４１３ 山崎美和恵∥著

はりねずみかあさん ０．１．２．えほん まつやさやか∥ぶん Ｍ・ミトゥーリチ∥え

ハリネズミくんと森のともだち Ｓ．Ｇ．コズロフ∥作 Ｓ．Ａ．オストロフ∥絵 田中潔∥訳

ハリネズミさんのすてきなコート リトル・グレイラビット ８
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 まがたよう

こ∥訳

はりねずみのスナッフルおばあさん オークアプルの森のおはなし ６ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

はりねずみのはりこ 日本傑作絵本シリーズ なかやみわ∥さく・え

ハリネズミの道 青木奈緒∥著

は



はりねずみパイ レーシー・ヘルプス∥作 河毛二郎∥訳 福島栗雄∥訳

ハリネズミぼうやは学校がすき リトル・グレイラビット ５
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 みのうらま

りこ∥訳

ハリネズミはくいしんぼ 世界こどもの文学 エーリッヒ・クロース∥作 塩谷太郎∥訳 田沢梨枝子∥絵

パリの女は産んでいる　〈恋愛大国フランス〉に子どもが増えた理

由
中島さおり著

ハリーのセーター 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ジーン・ジオン∥ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム∥え わたな

べしげお∥やく

ハリーのだいかつやく はじめてひとりでよむ本
ジーン・ジオン∥作 マーガレット・ブロイ・グレアム∥絵 もりひさ

し∥訳

玻璃の天 北村薫著

ハリーのひみつのオウム 世界の子どもライブラリー ディック・キング＝スミス∥作 三村美智子∥訳 藤田裕美∥絵

ハリーびょういんにいく 世界傑作絵本シリーズ メアリー・チャルマーズ作　おびかゆうこ訳　やく

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・ポッターと賢者の石　１－1 ハリー・ポッター文庫　１ J.K.ローリング作　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと賢者の石　１－２ ハリー・ポッター文庫２ J．K．ローリング作　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ・Ｋ・ローリング著

ハリー・ポッターと死の秘宝　上 J．K．ロ-リング作　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと死の秘宝　下 J．K．ロ-リング作　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 J.K.ロ-リング作　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 J.kロ-リング作　松岡佑子訳

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・ゾーン作　松岡

佑子訳

ハリ－・ポッタ－と秘密の部屋 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.ローリング著　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 J.K.ローリング著　松岡佑子訳

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 J.K.ローリング著　松岡佑子訳

春嵐立つ 返り忠兵衛　江戸見聞 芝村涼也

春淡し 吉原裏同心抄（六） 佐伯泰英

春一番が吹いて ジュニア・ライブラリー Ｖ・テンドリャコーフ∥作 北畑静子∥訳 Ｐ・ピンキショヴィチ∥画

春一番のニット ’８７ ヴォーグ・カラーワイド・シリーズ

はるかインカを訪ねて
グレートジャーニー人類５万キロの旅

３
関野吉晴∥著

はるがきた ロイス・レンスキー作　さくまゆみこ訳

春霞ノ乱 居眠り磐音江戸双紙　４０ 佐伯泰英

春がすみやまからとどきました 子どもの本 たかはしこうこ∥作 ほりかわりまこ∥絵

春風そよぐ　父子十手捕物日記 徳間文庫 鈴木英治著

はるかぜとぷう こどものともコレクション ’６４～’７２ 小野かおる∥さくえ

はるかな国の兄弟 リンドグレーン作品集 １８ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

はるかな星をめざして　芸術が僕にくれたもの Ｆｅｒｒｉｓ　Ｂｏｏｋｓ 黒川　浩著

は



遥かなりローマ 現代の創作児童文学 １６ 今西祐行∥作 太田大八∥画

はるかなるアフガニスタン 講談社　文学の扉 アンドリュー・クレメンツ著　田中奈津子訳

遥かなるケンブリッジ 一数学者のイギリス 藤原正彦∥著

遥かなるチベット 河口慧海の足跡を追って 根深誠∥著

はるかなる東洋医学へ 本多勝一∥著

春恋魚 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

晴子情歌 上 高村薫∥著

晴子情歌 下 高村薫∥著

春さんのスケッチブック 依田逸夫作

バルセロナ石彫り修業 ちくま少年図書館 ９７ 社会の本 外尾悦郎∥著

晴太郎　3本足の天使 柴田理恵著

春告げ坂　小石川診療記 安住洋子著

春告鳥　女占い十二ヶ月 杉本章子著

はるですはるのおおそうじ 幼児絵本シリーズ こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

はるですはるのおおそうじ 福音館のペーパーバック絵本 こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

はるですよふくろうおばさん 創作絵本 長新太∥作・絵

春遠からじ 北原　亜以子

バルトーク 歌のなる木と亡命の日々 作曲家の物語シリーズ ８ ひのまどか∥著

はる　なつ　あき　ふゆ 日本傑作絵本シリーズ 矢川澄子∥詩 ひらやまえいぞう∥絵

はる・なつ・あき・ふゆいろいろのいえ ロジャー・デュボアザン作　やましたはるお訳

春夏を彩るミセスの服　春夏タウンスタイル189点全製図付き レディブティックシリーズ

春・夏の星座 カラー版自然と科学 ３８ 藤井旭∥著

春夏の定番シンプル＆ベーシック

はるなつふゆと七福神 賽助

春にして君を離れ ハヤカワ文庫　クリスティー文庫　８１ アガサ・クリスティー著　中村妙子訳

春に散る　下 沢木耕太郎著

春に散る　上 沢木耕太郎著

はるにれ 日本傑作絵本シリーズ 姉崎一馬∥写真

春の嵐 剣客商売 池波正太郎∥著

春の淡雪 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

春のオルガン 湯本香樹実∥作

春の数えかた 日高敏隆∥著

春の鐘 上巻 新潮文庫 立原正秋∥著

春の鐘 下巻 新潮文庫 立原正秋∥著

は



春の仇敵 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

春のソナタ 三田誠広∥著

春の高瀬舟 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

はるのたんぼ ざっそうのくらし かがくのとも傑作集 ４４ 菅原久夫∥ぶん 高森登志夫∥え

春の珍事　鎌倉河岸捕物控　二十一の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

春の庭 柴崎友香著

はるののやま ぼくのさんすう・わたしのりか ２２ 赤木昭夫∥〔著〕 村田道紀∥え

春のピクニック のばらの村のものがたり ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

ハルばぁちゃんの手 日本傑作絵本シリーズ 山中恒文　木下晋絵

バルバルさん こどものとも絵本 乾栄里子文　西村敏雄絵

春待つ家族 世界の子どもライブラリー イブ＝バンティング∥作 児玉真美∥訳 岩淵慶造∥絵

はるまつり
こどものとも傑作集 ８７ のらっこの絵

本 ２
菊池日出夫∥さく・え

はるまでまってごらん ジョイス・デュンバー∥文 スーザン・バーレイ∥絵 角野栄子∥訳

春呼ぶどんぶり 居酒屋お夏　二 岡本さとる

ハル・ライシャワー 上坂冬子∥著

春はそこまで　風待ち小路の人々 文春文庫 志川節子著

春はまだか くらまし屋稼業　２ 今村翔吾

春を嫌いになった理由 誉田哲也

バルンくん ０．１．２．えほん こもりまこと∥さく

バレエをおどりたかった馬 世界傑作童話シリーズ Ｈ・ストルテンベルグ∥作 菱木晃子∥訳 さとうあや∥絵

バレエクラス 絵でみる技法・初級から上級まで ロイヤル・アカデミー・オブ・ダンシング∥編 ケイコ・キーン∥訳

バレエ入門 三浦雅士∥著

バレエポーズで３秒ダイエット COSMIC　MOOK 吉田さとみ著

晴れおんな　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

ハレー彗星 科学と歴史 小尾信弥∥著

パレスチナの苦悩 世界はいま… ５ デービッド・マクドール∥著 轡田隆史∥監訳

晴れたり曇ったり 川上弘美著

破裂 久坂部羊著

パレード 川上弘美∥著

パレード 吉田修一∥著

はれときどきぶた あたらしい創作童話 １３ 矢玉四郎∥作・絵

パレ－トの誤算 柚月裕子著

パレートの誤算 祥伝社文庫 柚月裕子

バレーボール スポーツ全集 ６ 豊田博∥〔著〕

は



バレーボール Ｊスポーツシリーズ ４ 青山繁∥著

ハーレムの戦う本屋　ルイス・ショーの生涯 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン著

バレンタイン　短篇集 柴田元幸著

ハロウィーンのおばけ屋敷 エリカ・シルバーマン∥文 ジョン・エイジー∥絵 清水奈緒子∥訳

ハロウィーンの巨人事件 恐竜探偵フェントン ４ Ｂ．Ｂ．カルホーン∥作 千葉茂樹∥訳 太田大八∥絵

ハロウィーンの魔法 チア・ブックス ６ ルーマ・ゴッデン∥作 渡辺南都子∥訳 堀川理万子∥絵

波浪剣の潮風 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

ハローキティのキッズセーター サンリオ手作りシリーズ　vol.１２

はろるどとむらさきのくれよん ミセスこどもの本 ハロルドシリーズ クロケット・ジョンソン∥作 岸田衿子∥訳

はろるどのふしぎなぼうけん ミセスこどもの本 クロケット・ジョンソン∥作 岸田衿子∥訳

はろるどまほうのくにへ ミセスこどもの本 ハロルドシリーズ クロケット・ジョンソン∥作 岸田衿子∥訳

ハワイ 第３改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

ハワイアンキルト　アップリケパターン１００
レディブティックシリーズ　no.２２７

５
三木陽子著

ハワイアンキルトアップリケパターン１２０　改訂版 三木陽子著

ハワイイ紀行 池澤夏樹∥著

ハワイ　オアフ島　マウイ島　ハワイ島　カウアイ島　モロカイ島

ラナイ島
ワールドガイド　太平洋　２

歯はいのち！　気持ちよく噛めて身体が楽になる整体入門 笠茂享久著

パワー・オフ 井上夢人∥著

藩医宮坂涼庵 和田はつ子著

パンをたべるのはだれですか？ ジャニナ・ドマンスカ∥さく いわたみみ∥やく

パンをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ ４ 及川徳弥∥指導 福生武∥文 上条勝弘∥写真

パンをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ ４ 及川徳弥∥指導 福生武∥文 上条勝弘∥写真

版画あそび こどものための造形教室 石井正子∥著 黒須和清∥え

パンがいっぱい ランドセルブックス 大村次郷写真・文

ハンカチでつくるぬいぐるみＢｏｏｋ ハサミを使わずかわいく変

身！
服部まさ子∥著

ハンカチの上の花畑 日本の創作児童文学選 安房直子∥作 岩淵慶造∥絵

晩夏　東京湾臨海署安積班 今野敏著

晩夏に捧ぐ　成風堂書店事件メモ　出張編 創元推理文庫 大崎梢著

版画のはらうた くどうなおことのはらみんな∥詩 ほてはまたかし∥画

版画のはらうた ２ くどうなおことのはらみんな∥詩 ほてはまたかし∥画

版画のはらうた ３ くどうなおことのはらみんな∥詩 ほてはまたかし∥画

版画のはらうた　４ くどうなおこ詩　ほてはまたかし画

ハンガリー狂騒曲 東欧改革の光と影 講談社現代新書 １０７２ 家田裕子∥著

半眼訥訥 高村薫∥著

は



反逆する風景 辺見庸∥著

叛逆捜査　オッドアイ 渡辺裕之

阪急電車 有川浩著

阪急電車 幻冬舎文庫 有川浩著

阪急電鉄殺人事件 十津川警部シリーズ 西村京太郎

ハング 誉田哲也著

ハング 誉田哲也

半径５００ｍの日常 群ようこ∥著

パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ文　サラ・オギルヴィーえ　角野栄子訳

半月館のひみつ 新・世界の子どもの本 ８ ポール・フライシュマン∥作 谷口由美子∥訳 浅野輝雄∥絵

反抗期子育て乗り切りマニュアル Ｃomo子育てＢＯＯＫＳ 諸富祥彦［監］

反抗期 そのとき親は 品川孝子∥著

藩校早春賦 宮本昌孝∥著

万国｢家計簿」博覧会 根岸康雄著

ばんごはんつくろう！ 洋食・中華編 坂本広子のひとりでクッキング ４ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

ばんごはんつくろう！ 和食編 坂本広子のひとりでクッキング ３ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

ハンコロジー事始め 印章が語る世界史 ＮＨＫブックス ６３２ 新関欽哉∥著

犯罪学入門　殺人・賄賂・非行 講談社現代新書　１３６５ 鮎川潤著

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 ２３ 太田京子∥作 宮本忠夫∥絵

半沢直樹　２　オレたち花のバブル組 池井戸　潤

半沢直樹　１　オレたちバブル入行組 池井戸　潤

半次捕物控　命みょうが 佐藤雅美∥著

半次捕物控　疑惑 佐藤雅美∥著

半次捕物控　泣く子と小三郎 佐藤雅美著

蛮者始末 闕所物奉行　裏帳合　二　新装版 上田秀人

晩秋の陰画 山本一力著

晩鐘 佐藤愛子著

晩鐘　続・泣きの銀次 宇江佐真理著

盤上のアルファ 塩田武士著

盤上の敵 北村薫∥著

盤上の向日葵 柚月裕子

パン作り入門　おうちでかんたんにパン作りが楽しめます レディブティックシリーズ　２１５２ 太田ひとみ著

バーンスタイン 愛を分かちあおう 作曲家の物語シリーズ １６ ひのまどか∥著

蛮政の秋 堂場瞬一

は



半生の記 藤沢周平∥著

ぱんだいすき ０．１．２．えほん 征矢清文　ふくしまあきえ絵

パンダのくらし カラー自然シリーズ ６ 七尾純∥構成・文 中川志郎∥解説・写真

パンダの子ども チューリンはきょうも元気 ジュニア写真動物記 １１ 増井光子∥著

ハンダのびっくりプレゼント アイリーン･ブラウン作　福本友美子訳

パンちゃんのおさんぽ どいかや∥作・絵

番町牢屋敷 時代小説痛快シリーズ 南原幹雄∥著

パンツ

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

１１ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

ハンツと子牛の頭 Ｌ・ベッヒシュタイン∥文 ビショッフ幸子∥訳 川上越子∥絵

パンツのはきかた 幼児絵本シリーズ 岸田今日子作　佐野洋子絵

ぱんつもいいな
講談社の幼児えほん えほん・はじめの

いっぽ １
いとうひろし∥作・絵

パンツはながれる
ランドセルブクックス　日本のものがた

り
林正博ぶん

反定義 新たな想像力へ 辺見庸∥著 坂本龍一∥著 「小説トリッパー」編集部∥編

はんてんをなくしたヒョウ ヒューエット・どうぶつのお話 １
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく シャーロット・ハフ∥

え

叛徒 下村敦史著

半島へ、ふたたび 蓮池薫著

半島を出よ　上 村上龍著

半島を出よ　下 村上龍著

坂東三十三ヵ所・秩父三十四ヵ所めぐり ＪＴＢキャンブックス

Ｈａｎｄ　ｓｈａｄｏｗｓ 影絵動物園 海・空の動物 ムジカ∥制作

Ｈａｎｄ　ｓｈａｄｏｗｓ 影絵動物園 陸の動物 ムジカ∥制作

ハンドブック国際連合 岩波ジュニア新書 １２０ 武者小路公秀∥編著

ハンドブック子どもの権利条約 岩波ジュニア新書 ２７０ 中野光∥編著 小笠毅∥編著

ハンドボール 考えたプレーをしよう 講談社スポーツシリーズ 竹野奉昭∥著

ハンドメイド　ぬーの

ハンドメイドバッグ 下田直子のＮＥＥＤＬＥＷＯＲＫ　ＴＩＭＥ 下田直子∥著

パンドラ・アイランド 大沢在昌著

反どれい船 心の児童文学館シリーズ ２－５ ピーター・カーター∥作 犬飼和雄∥訳

ハンナのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
イツァク・シュヴァイゲル・ダミエル∥さく オラ・アイタン∥え 小

風さち∥やく

ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン∥著 石岡史子∥訳

半日村 創作絵本 ３６ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

ハンニバル 上巻 新潮文庫 トマス・ハリス∥〔著〕 高見浩∥訳

ハンニバル 下巻 新潮文庫 トマス・ハリス∥〔著〕 高見浩∥訳

ハンニバルの象つかい 岩波の愛蔵版 ２０ ハンス・バウマン∥作 大塚勇三∥訳 ウルリク・シュラム∥絵

は



般若同心と変化小僧 般若同心と変化小僧　(一) 小杉健治

犯人に告ぐ 雫井脩介著

犯人に告ぐ　２　闇の蜃気楼 雫井修介著

犯人のいない殺人の夜 東野　圭吾

番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー∥さく 松岡享子∥やく 大社玲子∥え

晩年の美学を求めて 曽野綾子著

晩年の露伴 下村亮一∥著

万能鑑定士Ｑの事件簿　Ⅰ 松岡圭祐

万能鑑定士Ｑの事件簿　Ⅱ 松岡圭祐

万能鑑定士Ｑの事件簿Ⅲ 松岡　圭祐

パンの絵本 つくってあそぼう　１０ 片岡芙佐子編　山福朱実絵

パンのかけらとちいさなあくま リトワニア民話 こどものとも傑作集 １０ 内田莉莎子∥再話 堀内誠一∥画

ハンバーガーぷかぷかどん
ポプラ社の小さな童話 ６５ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

ハンバーグつくろうよ
ポプラ社の小さな童話 ８ 角野栄子の小

さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

ハンバーグつくろうよ
ポプラ社の小さな童話 ８ 角野栄子の小

さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

ばんば憑き 宮部みゆき著

バンビ 森の生活の物語 改版 岩波少年文庫 ２０７８ ザルテン∥作 高橋健二∥訳

パンプキン・ムーンシャイン
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

バンブダンプ 田中小実昌∥著

バンブルムース先生とゆかいななかま 子どもの文学・青い海シリーズ １０ ハンス・アンドレウス∥作 掛川恭子∥訳 平野恵理子∥絵

はんぶんのおんどり
ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン∥さく やまぐちともこ∥やく ほりうち

せいいち∥え

半分のふるさと 私が日本にいたときのこと イサンクム∥著 帆足次郎∥画

ハンミョウ カラー自然シリーズ ７０ 大谷剛∥文・解説 栗林慧∥写真

斑猫の宿 奥本大三郎∥著

パン屋さんの６６と１ぴき あたらしい世界の童話 ４
ケーテ・レヒアイス∥作 ウィルフリート・ツェラー‐ツェレンベル

ク∥絵 塩谷太郎∥訳

パンやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本
フィービ・ウォージントン∥さく・え セルビ・ウォージントン∥さ

く・え まさきるりこ∥やく

パンはころころ ロシアのものがたり マーシャ・ブラウン∥作 やぎたよしこ∥訳

ピアニストを撃て
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ１７５１
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ｸﾞｰﾃﾞｨｽ著　真崎義博訳

ピアニストを笑うな！ 山下洋輔∥著

ピアニストだって冒険する 中村紘子

ピアニストという蛮族がいる 中村紘子∥著

ピアノはともだち　奇跡のピアニスト　辻井伸行の秘密 課題図書 こうやまのりお著

ひいおばあちゃん 世界の子どもライブラリー モニカ＝ハルティヒ∥作 高橋洋子∥訳 イルムトゥラウト＝グーエ∥絵

びいどろの筆 泡坂妻夫∥著

は

ひ



緋色の記憶 文春文庫 トマス・Ｈ・クック∥著 鴻巣友季子∥訳

緋色の時代 上 船戸与一∥著

緋色の時代 下 船戸与一∥著

緋色のメス　下 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

緋色のメス　上 幻冬舎文庫 大鐘稔彦著

比叡山延暦寺１２００年 とんぼの本 後藤親郎∥〔ほか〕著

比叡山　日本仏教の母山　天台宗開宗千二百年記念 別冊太陽

比叡山の鬼 公家武者　信平　三 佐々木裕一

「冷え症」を治す 健康ライブラリー 高木嘉子∥著

ピエタ 大島真寿美著

ピエタ ポプラ文庫 大島真寿美著

ピエールとライオン ためになるおはなし はじまりのうたといつつの

まき
モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

火をふけゴロ八 日本の創作児童文学選 竹崎有斐∥作 斎藤博之∥絵

秘花 瀬戸内寂聴著

日帰りウォーキング　関東周辺　２ 大人の遠足BOOK　東日本　２

日帰りウォーキング　関東周辺　１ 大人の遠足BOOK　東日本　１

日帰りウォーキング　関東周辺　１ 大人の遠足ＢＯＯＫ

日帰りウォーキング　関東周辺　２ 大人の遠足BOOK

ビーカー教授事件 タンタンの冒険旅行 １５ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

ぴかくん　めをまわす こどものとも傑作集 １１ 松居直∥さく 長新太∥え

東シナ海開戦　３ パンデミック 大石英司

東日本大震災全記録　被災地からの報告

東山殿御庭 朝松健著

ぴかっごろごろ たのしいかがく １１
フランクリン・Ｍ・ブランリー∥ぶん エド・エンバリー∥え 山田大

介∥やく

ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 １０ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

光 日野啓三∥著

光 道尾秀介著

光あれ 馳星周著

光をはこぶ娘 Ｏ．Ｒ．メリング∥作 井辻朱美∥訳

ひかりと愛といのち 三浦綾子∥著

ひかりとおとのかけくらべ 新版 かこ・さとしかがくの本 ６ かこさとし∥著 田畑精一∥絵

光と影 文春文庫 渡辺淳一∥著

光と見え方実験 やさしい科学 立花愛子∥著 田沢梨枝子∥絵

光の雨 立松和平∥著

ひ



光の海 津村節子∥著

光のカケラ　ドルフィン・エクスプレス　５ わくわく読み物コレクション１６ 竹下文子作

光の消えた日 いぬいとみこ∥作 長新太∥画

ひかりの国のタッシンダ エリザベス＝エンライト∥作 久保田輝男∥訳 アイリン＝ハース∥画

ひかりの剣 海堂尊著

光の子がおりてきた ポーラ・フォックス∥作 平野卿子∥訳 葉祥明∥画

光の大地 辻邦生∥著

光の帝国　常野物語 恩田陸著

光のない海 白石一文著

ひかりの魔女 双葉文庫 山本甲士

光の六つのしるし 闇の戦い　１ 児童図書館・文学の部屋 スーザン・クーパー∥〔著〕 浅羽莢子∥訳

光る源氏の物語 上 大野晋∥著 丸谷才一∥著

光る源氏の物語 下 大野晋∥著 丸谷才一∥著

光る砂 佐野洋∥著

氷川丸物語 高橋茂∥著

彼岸過迄 岩波文庫 夏目漱石∥作

ひがんばな かがくのとも傑作集 ２８ 甲斐信枝∥さく

彼岸花 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

彼岸花が咲く島 李琴峰

彼岸花の女　乾蔵人隠密秘録（一） 光文社文庫 藤井邦夫

ひきこもり支援ガイド 森口秀志∥編著 奈浦なほ∥編著 川口和正∥編著

ビギナーのためのトールペイント

引札屋おもん　六の巻 鎌倉河岸捕物控　六の巻 佐伯泰英

秘境からの脅迫者
Ｂｕｎｓｈｕｎ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍ

ｅｎｔ
熊谷独∥著

秘境興安嶺をゆく ２ けものたちの大地／追跡二〇〇〇キロ・海を越

えたツル
ＮＨＫ取材班∥著

秘境興安嶺をゆく １ 狩猟の民・オロチョン／国境の大河・黒竜江 ＮＨＫ取材班∥著

卑怯三刀流 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

秘曲 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

火喰鳥 羽州ぼろ鳶組 今村翔吾

火喰鳥　信太郎人情始末帖 文春文庫 杉本章子著

樋口一葉 岩波ジュニア新書 　４６９ 関礼子著

ピクニックにいこう！ パット・ハッチンス∥作・絵 たなかあきこ∥訳

ヒグマを育てる カラー版自然と科学 ２０ 富士元寿彦∥著

ヒグマの原野 森の新聞 ２０ 青井俊樹∥著

ひ



ひぐまの冬ごもり 新日本動物植物えほん ８ 加納菜穂子∥ぶん 滝波明生∥え

蜩 慶次郎縁側日記 北原亞以子著

日暮らし　下 宮部みゆき著

日暮らし　上 宮部みゆき著

日暮らし　上 講談社文庫 宮部みゆき著

日暮らし　中 講談社文庫 宮部みゆき著

日暮らし　下 講談社文庫 宮部みゆき著

蜩の声 古井由吉著

ピグルウィグルおばさん 新しい世界の童話シリーズ ８７ ベティー・マクドナルド∥〔作〕 中山知子∥訳 赤坂三好∥画

ビーグル号航海記 下 岩波版ほるぷ図書館文庫 チャールズ・ダーウィン∥著 島地威雄∥訳

ビーグル号航海記 中 岩波版ほるぷ図書館文庫 チャールズ・ダーウィン∥著 島地威雄∥訳

ビーグル号航海記 上 岩波版ほるぷ図書館文庫 チャールズ・ダーウィン∥著 島地威雄∥訳

ひぐれのお客 福音館創作童話シリーズ 安房直子著

PK 伊坂幸太郎著

悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・感動の生涯 少年少女世界のノンフィクション ２３ エルンスト・シュナーベル∥〔著〕 久米穣∥訳

悲劇の臨時列車　鉄道ミステリー傑作選 光文社文庫 西村京太郎［他]著

ヒゲとラクダとフンコロガシ インド西端・バルナ村滞在記 理論社ライブラリー 異文化に出会う本 北尾トロ∥著 中川カンゴロー∥写真

ひげねずみくんへ 世界傑作童話シリーズ アン・ホワイトヘッド･ﾅｸﾞﾀﾞ著　高畠リサ訳

ヒゲペンギン 大自然の動物ファミリー ７
ラウリッツ・ソンメ∥著 シュビレ・カラス∥著 長谷川博∥日本語版監

修・訳

秘剣、豪剣、魔剣 時代小説の楽しみ １ 池波正太郎∥〔ほか〕著

秘剣弧座 祥伝社文庫　「秘剣」シリーズ　４ 佐伯泰英著

秘剣の秋 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

秘剣封印 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

秘剣　水車 隠目付江戸日記(二) 鳥羽亮

ひこいちばなし むかしむかし絵本 １ おおかわえっせい∥ぶん みたげんじろう∥え

飛行機 新・ニューパーフェクト １０ 栗原隆司∥写真 結解喜幸∥構成・文

飛行機 航空機と産業 図説日本の産業 ３ 小紫正樹∥著 後藤芳一∥著

飛行機 しくみがわかる！ひみつがわかる！ クロスセクション図鑑 ハンス・ジェンセン∥絵 マイケル・ジョンストン∥文 柳井知∥訳

ひこうきにのったよ のりものえほん 本間正樹∥ぶん 菊池東太∥しゃしん

飛行機の歴史 山本忠敬∥著

飛行機・ロケット・船 学研の図鑑

飛行機は世界を変えた 岩波ジュニア新書 １７０ 大谷内一夫∥著

ひこうじょうのじどうしゃ 幼児絵本シリーズ 山本忠敬∥さく

彦九郎山河 吉村昭∥著

ひ



肥後の石工 少年少女小説傑作選 今西祐行∥著

彦六捕物帖　外道編 鳴海丈

ビーザスといたずらラモーナ ゆかいなヘンリーくんシリーズ ４ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ひさの星 創作絵本 ７ 斎藤隆介∥作 岩崎ちひろ∥絵

ピザパイくん　たすけてよ
ポプラ社の小さな童話 ２５ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

被差別部落の歴史 朝日選書 ３４ 原田伴彦∥著

秘事 河野多惠子∥著

土方歳三修羅となりて北へ 岳真也∥著

ＢＣ！な話 あなたの知らない精子競争 竹内久美子∥著

ビジネス文書文例２５０ そのまま使える文例・基本フォーマット集

これで完璧！すぐに役立つ！
渡辺和彦∥著

ビジネスマンの父より娘への２５通の手紙 キングスレイ・ウォード∥〔著〕 城山三郎∥訳

飛車角侍 若さま包丁人情駒 倉阪　鬼一郎

非写真 高橋克彦著

ビジュアル博物館 第４７巻 インディオの世界 アメリカ大陸に花開

いたアステカ、マヤ、インカの文明

リリーフ・システムズ∥訳 エリザベス・バケダーノ∥著 Ｍｉｃｈｅ

ｌ　Ｚａｂｅ∥写真

ビジュアル博物館 第１８巻 貨幣 銀塊やタカラガイから始まり“コン

ピューター・マネー”まで
ジョー・クリブ∥著 湯本豪一∥日本語版監修

ビジュアル博物館 第４３巻 騎士 中世のロマン栄光の騎士道の世界

を探る
リリーフ・システムズ∥訳 クリストファー・グラヴェット∥著

ビジュアル博物館 第５８巻 建築物の世界 なぜ建てられたのか、ど

んな技術が使われているのか

フィリップ・ウィルキンソン∥著 デイブ・キング∥写真 ジェフ・ダ

ン∥写真 三森ちかし∥訳

ビジュアル博物館 第２２巻 航空機 リリーフ・システムズ∥訳 アンドリュー・ナハム∥著

ビジュアル博物館 第２１巻 自動車 リリーフ・システムズ∥訳 リチャード・サットン∥著

ビジュアル博物館 第３６巻 船 リリーフ・システムズ∥訳 エリック・ケントリー∥著

ビジュアル博物館 第３９巻 列車 リリーフ・システムズ∥訳 ジョン・コイリー∥著

美術館にもぐりこめ！ たくさんのふしぎ傑作集 さがらあつこ文　さげさかのりこ絵

美女 連城三紀彦∥著

美女いくさ 諸田玲子著

飛翔 軍鶏侍　③ 野口卓

美女という災難 ベスト・エッセイ集　’０８年版 日本エッセイスト・クラブ編

美女二万両強奪のからくり　縮尻鏡三郎 佐藤雅美著

美女入門 角川文庫 林真理子

美人容疑者　顔のない刑事・特捜介入 長編推理小説 太田蘭三

ビーズ 伝承遊びシリーズ 森戸祐幸文

ピース 中公文庫 樋口有介著

ビーズがいっぱい たのしいビーズランド 梅谷育代∥著

ビーズギャラリー２０５点　スワロフスキー・天然石・ジルコニア

で作る
レディブティックシリーズ　２１６４

ピース・ダイナマイト アラファト伝 平田伊都子∥著

ひ



ビーズチャーム

ビーズでつくろう かんたん手芸　２ 寺西恵里子著

ヒストリアン　１ エリザベス・コストｳﾞｧ著　高瀬素子訳

ヒストリアン　２ エリザベス・コストｳﾞｧ著　高橋素子訳

ビーズ・ニュース ５ 光文社女性ブックス Ｖｏｌ．１１８

ビーズ・ニュース 光文社女性ブックス Ｖｏｌ．１０７

ビーズ・ニュース ４ 光文社女性ブックス Ｖｏｌ．１１５

ビーズのてんとうむし 最上一平著

ビーズのモチーフ　今話題のモチーフがいっぱい レディブティックシリーズ

ビーズ・パレード 主婦の友生活シリーズ

ビーズＢＯＯＫ　クリスタルのスーパーブランドスワロスキー魅力

のすべて
古山聖子[編]

歪 堂場瞬一著

秘する花 刀剣目利き　神楽坂咲花堂　１ 井川香四郎

悲素 帚木蓬生著

密やかな結晶 小川洋子

ひそやかな花園 角田光代著

飛騨いにしえ殺人事件　木谷恭介自選集 JOY　NOVELS 木谷恭介著

飛田和緒の台所の味 飛田和緒著

ピタゴラスの時刻表 講談社ノベルス 吉村達也∥著

飛騨高山に消えた女 祥伝社文庫 西村京太郎著

秘太刀馬の骨 藤沢周平∥著

ぴたっ！ 日本傑作絵本シリーズ あずみ虫さく・え

ピーターとおおかみ 大型絵本 ２２ セルゲイ・プロコフィエフ∥作 アラン・ハワード∥絵 小倉朗∥訳

ピーターのいす 改訂 キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥作・画 木島始∥訳

ピーターのくちぶえ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

ピーターのてがみ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

ピーターのとおいみち 世界の絵本 バーバラ・クーニー∥絵 リー・キングマン∥文 三木卓∥訳

ピーターのめがね 新訳えほん ２０ エズラ・ジャック・キーツ∥さく・え きじまはじめ∥やく

ピーター・パン 新版 岩波少年文庫 ０７３ Ｊ．Ｍ．バリ∥作 厨川圭子∥訳

ピーター・パンとウェンディ 古典童話シリーズ　５ ジェイムズ・マシュー・バリー著　石井桃子訳

ピーター・パンと妖精の国 写真紀行 求龍堂グラフィックス 井村君江∥著 塩野米松∥著 中川祐二∥撮影

ビター・ブラッド 雫井脩介著

ビー玉 森戸祐幸∥文 玉の博物館∥監修

陽だまりの彼女 新潮文庫 越谷オサム

ひ



ひだまり村のあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

ビタミンＡ・Ｃ・Ｅメニュー がん・成人病を防ぐ食事 ＮＨＫきょうの料理 村上祥子∥著

ビタミンＦ 重松清∥著

ピーターラビットからの手紙 求龍堂グラフィックス 吉田新一∥著 塩野米松∥著

ピーターラビットの絵本 １１ 新版 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

ピーターラビットの絵本 ２２ アプリイ・ダプリイのわらべうた ビアトリクス・ポター∥さく・え なかがわりえこ∥やく

ピーターラビットの絵本 １５ 新版 グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター∥さく・え いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ４ 新版 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

ピーターラビットの絵本 ２１ 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

ピーターラビットの絵本 ２４ こぶたのロビンソンのおはなし ビアトリクス・ポター∥さく・え まさきるりこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ６ 新版 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

ピーターラビットの絵本 １７ 新版 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

ピーターラビットの絵本 ２０ ずるいねこのおはなし ビアトリクス・ポター∥さく・え まさきるりこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ２３ セシリ・パセリのわらべうた ビアトリクス・ポター∥さく・え なかがわりえこ∥やく

ピーターラビットの絵本 １６ 新版 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

ピーターラビットの絵本 ７ 新版 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 いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ８ 新版 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 いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 １９ 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

ピーターラビットの絵本 １４ 新版 ひげのサムエルのおはなし ビアトリクス・ポター∥さく・え いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 １ 新版 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター∥さく・え いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ３ 新版 フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター∥さく・え いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ２ 新版 ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター∥さく・え いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 ９ 新版 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 いしいももこ∥やく

ピーターラビットの絵本 １０ 新版 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

ピーターラビットの田園から イギリス・湖水地方の旅 ＮＨＫ取材班∥ほか著

ピーターラビットの料理絵本
アーノルド・ドブリン∥料理の作り方 ビアトリクス・ポター∥絵 文

化出版局∥訳・編

ピーターラビット　もうひとつのおはなし エマ・トンプソン文　エレノア・テイラー絵 　三辺律子訳

ピーター流らくらく学習術 岩波ジュニア新書 ２９３ ピーター・フランクル∥著

ピーター流わくわく旅行術 岩波ジュニア新書 ３９９ ピーター・フランクル∥著

悲嘆の門　上 宮部みゆき著

悲嘆の門　下 宮部みゆき著

悲嘆の門　下 宮部みゆき

悲嘆の門　上 宮部みゆき

悲嘆の門　中 宮部みゆき

ひ



ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ リンドグレーン∥作 ヴィークランド∥絵 山内清子∥訳

ぴーちゃんとふぃーんちゃん ﾌﾞﾙｰﾅのゆかいななかま　１ ディック･ブルーナ文・絵　石井桃子訳

ピチャン、ボチャン、ザブ～ン！ 水ってふしぎ！
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい

マイク・マニング∥さく ブライタ・グランストローム∥さく せなあ

いこ∥やく

「美腸ジュース」ダイエット 小林弘幸　　牧野直子

ピッキーとポッキーのはいくえほん　おしょうがつのまき 日本傑作絵本シリーズ あらしやまこうざぶろう文　あんざいみずまる絵

ビッグツリー　私は仕事も家族も決してあきらめない 佐々木常夫著

ビッグベビー 沖藤典子∥著

びっくりクリスマス フォックスウッドものがたり ６
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

びっくり水族館　改訂新版 絵巻えほん 長新太著

びっくり館の殺人 KODANSHA　NOVELS 綾辻行人著

ピッグル・ウィッグルおばさんの農場 岩波少年文庫 ベティ・マクドナルド作　小宮由訳

ビッケと赤目のバイキング
児童図書館・文学の部屋 バイキングの

ビッケシリーズ １
ルーネル・ヨンソン∥作 石渡利康∥訳

ビッケと空とぶバイキング船 評論社の児童図書館・文学の部屋 ルーネル・ヨンソン∥作 石渡利康∥訳

ビッケと木馬の大戦車 評論社の児童図書館・文学の部屋 ルーネル・ヨンソン∥作 石渡利康∥訳

ビッケと弓矢の贈りもの 評論社の児童図書館・文学の部屋 ルーネル・ヨンソン∥作 石渡利康∥訳

火付けの槍 口入屋用心棒 鈴木英治

ひっこしした子してきた子 ぬぷん絵本シリーズ ４ アリキ∥文・え 青木信義∥やく

ひつじかいとうさぎ ラトビア民話 こどものとも うちだりさこ∥再話 すずきこうじ∥画

ひつじが丘 講談社文庫 三浦綾子著

ひつじぐものむこうに みるみる絵本 あまんきみこ∥作 長谷川知子∥絵

羊ゲーム 本岡類∥著

羊と鋼の森 宮下奈都著

ひつじのコートはどこいった 評論社の児童図書館・絵本の部屋 きたむらさとし∥絵・文

ひつじのななちゃん おやすみのまえに １ 間所ひさこ∥作 山口みねやす∥絵

羊の目 伊集院静著

ひつじのリンジー
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

必笑小咄のテクニック 集英社新書 米原万里著

筆談ホステス 斉藤里恵著

ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ∥作 木坂涼∥訳

ピッピ船にのる リンドグレーン作品集 ２ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

ピッピ船にのる 岩波少年文庫０１５ アストリッド･リンドグレーン作　大塚勇三

ピッピ南の島へ リンドグレーン作品集 ３ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

ﾋﾟｯﾋﾟ南の島へ 岩波少年文庫０１６ ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ･ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ作　大塚善三訳

ビデオ・レッスン 撮り方・楽しみ方 岩波ジュニア新書 ３７６ 渡辺浩∥著

ひ



秀吉の枷　下 加藤廣著

秀吉の枷　上 加藤廣著

秀吉秘峰の陰謀 佐々成政の飛騨雪中行 長尾誠夫∥著

秀吉 夢を超えた男 上 堺屋太一∥著

秀吉 夢を超えた男 中 堺屋太一∥著

秀吉 夢を超えた男 下 堺屋太一∥著

ヒート 堂場瞬一著

ビート 警視庁強行班係・樋口顕 今野敏

ひとあし　ひとあし なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし レオ・レオニ∥〔作〕 谷川俊太郎∥訳

秘闘 奥右筆秘帳 上田秀人

非道、行ずべからず 松井今朝子∥著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス著　宇野和美訳

一重でかんたんママが作ったラブリーコート 月居良子∥著

人を動かす Ｄ・カーネギー∥〔著〕 山口博∥訳

人を呑むホテル 光文社文庫 夏樹静子∥著

人が歩んだ５００万年の歴史 ３ 新しい人類の登場 瀬戸口烈司∥文 木村しゅうじ∥絵

人が歩んだ５００万年の歴史 ２ 人のはじまり 瀬戸口烈司∥文 木村しゅうじ∥絵

人が歩んだ５００万年の歴史 １ 人はどこからきたか 瀬戸口烈司∥文 木村しゅうじ∥絵

人が歩んだ５００万年の歴史 ４ 文明へのとびら 瀬戸口烈司∥文 木村しゅうじ∥絵

ひとがた流し 北村薫著

ひとかどの父へ 深沢潮著

人が見たら蛙に化（な）れ 村田喜代子∥著

人斬り純情剣 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

ヒトゲノムとあなた 遺伝子を読み解く Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　ｃｅｎｔｕｒｙ 柳澤桂子∥著

ひとごと 森浩美著

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック∥作 林田康一∥訳

人質 佐々木譲著

人質カノン 宮部みゆき∥著

人質の朗読会 小川洋子著

人づくり風土記 全国の伝承江戸時代 聞き書きによる知恵シリーズ

１４ ふるさとの人と知恵．神奈川
加藤秀俊∥〔ほか〕編纂

ひとすじの闇に 集英社文庫 夏樹静子∥著

火と炭の絵本　炭焼き編 つくってあそぼう［２０］ 杉浦銀治［編］　竹内通雅絵

火と炭の絵本　火おこし編 つくってあそぼう［１９］ 杉浦銀治［編］　竹内通雅絵

ひとたびはポプラに臥す １ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひ



ひとたびはポプラに臥す ２ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひとたびはポプラに臥す ３ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひとたびはポプラに臥す ４ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひとたびはポプラに臥す ５ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひとたびはポプラに臥す ６ 講談社文庫 宮本輝∥〔著〕

ひとつ、アフリカにのぼるたいよう
ウェンディ・ハートマン∥文 ニコラース・マリッツ∥絵 さくまゆみ

こ∥訳

ひとつめのくに せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

一つ目二つ目三つ目 グリムのほん ３ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 石井桃子∥〔ほか〕再話 田中久司∥画

ひとでなし 野坂昭如∥著

ひと・どうぶつ行動観察じてん たくさんのふしぎ傑作集 池田啓∥文 柳生弦一郎∥絵 久保敬親∥ほか写真

ひとときのヒーロー 文学の扉 ２０ Ｃ・アドラー∥作 久米穣∥訳 北川健次∥画

ヒトに伝染（うつ）るペットの病気 人獣共通感染症ＺＯＯＮＯＳＩ

Ｓ
兼島孝∥著

人に着せる着付け 笹島式決め技上級編 家庭画報特選

人に棲みつくカビの話 宮治誠∥著

「人にネグラあり」だから男は旅に出る 三浦朱門∥著

ユニバーサルデザインがわかる事典　人にやさしい社会をつくる

文房具から公共施設・情報まで
柏原士郎［監］

ひとのからだ 知識の絵本 ３ 毛利子来∥〔著〕 帆足次郎∥絵

ヒトのからだ事典 岩波ジュニア新書 ２１３ 石浦章一∥著

人の食べもの 社会とくらしの絵本 ６ 前川当子∥作 加藤知之∥絵

人の目なんか、気にしない！ 「いい人」が犯す９つの勘違い デューク・ロビンソン∥著 甲賀美智子∥訳

ひとは生きてきたようにしか死なない 祥伝社新書 草柳大蔵

一葉舟 領家髙子著

人びとのかたち 塩野七生著

人々の生活 それは、どう変化してきたか
児童図書館・科学の部屋 シリーズ・世

界をひらく窓 １
ジョバンニ・カセリ∥〔著〕

ひとひらの雪 上 文春文庫 １４５‐１３ 渡辺淳一∥著

ひとひらの雪 下 文春文庫 １４５‐１４ 渡辺淳一∥著

一ふさのぶどう 偕成社文庫 ２０３９ 有島武郎∥著

ひとまねこざる 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ひとまねこざるときいろいぼうし 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ひとまねこざるときいろいぼうし 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ひとまねこざるのＡＢＣ 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 山下明生∥訳

ひとまねこざるびょういんへいく 改版 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ∥文 Ｈ．Ａ．レイ∥絵 光吉夏弥∥訳

人麻呂の暗号 藤村由加∥著

ひ



ひと目でわかる！図解　すぐ使える手話 栁荘太郎編集

ひと目でわかる結婚準備の心得 ひと目でわかるシリーズ 中小路ムツヨ絵･文

ひと目でわかる！図解　すぐ覚えられる手話 小野冬子編集

ヒトラーにぬすまれたももいろうさぎ 児童図書館・文学の部屋 ジュディス・カー∥作・絵 松本亨子∥訳

ひとり暮らし料理の技術 〔改訂新版〕 津村喬∥著

ひとり暮し老後の選択 吉廣紀代子∥著

独り群せず 北方謙三著

独り祝言　鎌倉河岸捕物控　十三の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ２ 飛鳥・奈良時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ６ 安土桃山時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ７ 江戸時代 前期

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ８ 江戸時代 後期

ひとり調べができる時代別日本の歴史 １ 大むかしのくらし 旧石

器・縄文・弥生・古墳時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ４ 鎌倉時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 １２ 昭和（後期）・平成時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ３ 平安時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ５ 室町時代

ひとり調べができる時代別日本の歴史 ９ 明治時代 前期

ひとり調べができる時代別日本の歴史 １０ 明治時代 後期

ひとり膳 料理人季蔵捕物控 和田はつ子

ひとりだけのコンサート ペーター＝ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

ひとり誰にも看取られず　激増する孤独死とその防止策 NHKスペシャル取材班，佐々木とく子 [共] 著

ひとりっこエレンと親友 新しい世界の童話シリーズ ﾍﾞﾊﾞﾘｰ・ｸﾘｱﾘｰ著

一人っ子同盟 重松清著

ひとりっ子の本 詫摩武俊∥著

ひとりで遊ぶ本 松田道弘あそびの本 ４ 松田道弘∥著

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

一人でできる着付け 笹島式決め技決定版 家庭画報特選

ひとりでは生きられないのも芸のうち 文春文庫 内田樹

ひとりでは生きられない　紫のつゆくさ ― ある女医の９５年 養老静江著

ひとりの午後に 上野千鶴子著

一人ひとりが輝く地域再生 岡田知弘

ひとりひとりのお産と育児の本 毛利子来∥著

ひとり日和 青山七恵著

ひ



ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ 岩村和朗作

ひとりぼっちの砂時計 大日本の創作どうわ 中島信子∥さく 長谷川知子∥え

ひとりぼっちのぞう 新・創作えぶんこ 鶴見正夫∥作 井上正治∥絵

ひとりぼっちの動物園 短編集 あかね創作児童文学 ９ 灰谷健次郎∥〔著〕 長新太∥画

ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田栄彦∥作 太田大八∥絵

ビートルズへの旅 とんぼの本 リリー・フランキー， 福岡耕造 [共] 著

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る　アフガンとの約束 中村哲　澤地久枝［共］

人はなんで生きるか 他４篇 トルストイ民話集 岩波文庫 トルストイ∥著 中村白葉∥訳

ひとは化けもんわれも化けもん 山本音也∥著

人はみな草のごとく ブラームス物語 ひのまどか∥作

ヒナギクのお茶の場合 多和田葉子∥著

ヒナギク野のマーティン・ピピン ファージョン作品集 ５ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

ひなこまち 畠中恵著

日無坂 安住洋子著

日なたぼっこねこ おはなしランドくじらの部屋 ３ 今江祥智∥作 荒井良二∥絵

ひなたやま　ゆうびんきょく こみね創作えほん １３ 佐々木利明∥さく 小沢良吉∥え

ピーナッツなんきんまめらっかせい かがくのとも傑作集 どきどきしぜん こうやすすむ∥文 中島睦子∥絵

美男へのレッスン 橋本治∥著

Ｂ２９の行方 花木深∥著

火のくつと風のサンダル 新しい世界の童話シリーズ １５ ウルズラ・ウェルフェル∥著 関楠生∥訳 久米宏一∥画

日野啓三自選エッセイ集 魂の光景 日野啓三∥著

火の粉 雫井脩介∥著

「火の玉」の科学 なぞの正体にせまる 子ども科学図書館 大槻義彦∥文

ピノッキオのぼうけん 福音館古典童話シリーズ ３ カルロ・コルローディ∥作 安藤美紀夫∥訳 臼井都∥画

ピノッキオの冒険 新版 岩波少年文庫 ０７７ コッローディ∥作 杉浦明平∥訳

緋の廷 小杉健治∥著

緋の天空 葉室麟著

火の鳥　アカショウビン 嶋田忠∥著

日の砦 黒井千次著

火の鳥と魔法のじゅうたん 岩波少年文庫 ２０９６ Ｅ．ネズビット∥作 猪熊葉子∥訳

火の鳥 ロシア民話選 岩波少年文庫復刻版 アファナーシェフ∥編 神西清∥訳

日の昇る国へ 新　古着屋総兵衛　十八 佐伯泰英

日の果てから 大城立裕∥著

ビーの話 群ようこ∥著

ひ



火の華　橋廻り同心・平七郎控 藤原緋沙子著

美の法則 田中宥久子著

火の魔法陣 上 集英社文庫 斎藤栄∥著

火の魔法陣 下 集英社文庫 斎藤栄∥著

火のみち　上 乃南アサ著

火のみち　下 乃南アサ著

Ｐの密室 島田荘司∥著

火の昔 少年少女のための文化の話 柳田国男児童読み物集 柳田国男∥〔著〕

火の山 山猿記 上 津島佑子∥著

火の山 山猿記 下 津島佑子∥著

ビーバー 大自然の動物ファミリー ６
クラウス・カラス∥著 シュビレ・カラス∥著 今泉吉晴∥日本語版監

修・訳

日蝕えつきる 花村萬月著

ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア著　こだまともこ訳

火花 又吉直樹著

火花 又吉直樹

火花 北条民雄の生涯 高山文彦∥著

非・バランス 魚住直子∥著

ヒバリ カラー自然シリーズ ６７ 本若博次∥文・写真

ひばり伝　蒼穹流謫 斉藤慎爾著

ひばりのいた町 私のよこはま物語 偕成社の創作文学 ８３ 長崎源之助∥著 天笠義一∥絵

ひばりの矢 創作絵本 ４０ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

罅 北方謙三∥著

皸 北方謙三∥著

響子愛染 三枝和子∥著

響子悪趣 三枝和子∥著

響子不生 三枝和子∥著

日日雑記 武田百合子∥著

日々の泡 ボリス・ヴィアン∥〔著〕 曽根元吉∥訳

日々のことば
マザー・テレサ著　ジャヤ・チャリハ，エドワード・レ・ジョリー

[共］編　いなますみかこ訳

ビブリア古書堂の事件手帖　５ メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帳 ３　栞子さんと消えない絆 メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帳　栞子さんと奇妙な客人たち メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帖　２　栞子さんと謎めく日常 メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帖　７　栞子さんとはてない舞台 メディアワークス文庫 三上延著

ひ



ビブリア古書堂の事件手帖　４　栞子さんと二つの顔 メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帖 ６　栞子さんと巡るさだめ メディアワークス文庫 三上延著

ビブリア古書堂の事件手帖 ２　栞子さんと謎めく日常 メディアワークス文庫 三上延著

秘文鞍馬経 山本周五郎

ひべるにあ島紀行 富岡多惠子∥著

秘宝　三十六歌仙の流転 絵巻切断 馬場あき子∥著 ＮＨＫ取材班∥著

ヒマラヤで考えたこと 岩波ジュニア新書 ３１３ 小野有五∥著

ヒマラヤのふえ 昔ヒマラヤのふもとクマオンというところでうたわ

れていた物語 インド民話
Ａ．ラマチャンドラン∥さく・え きじまはじめ∥やく

ヒマワリ そだててみよう ６ 小野隆∥構成・文 安久津和巳∥絵

ヒマワリ カラー自然シリーズ ３３ 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

ヒマワリ カラー版自然と科学 ６０ 埴沙萠∥著

ひまわり 荒井真紀文・絵

ひまわりえんのけんたくん 村山桂子∥作 勝山千帆∥絵

ひまわり事件 文春文庫 荻原浩著

ヒマワリのかんさつ 科学のアルバム ２５ 叶沢進∥写真 白子森蔵∥文

向日葵の咲かない夏 新潮文庫 道尾秀介著

ひまわりの祝祭 藤原伊織∥著

肥満ぎみ中高年の健康食
ＮＨＫきょうの料理 家族のヘルシー食

卓 １
宗像伸子∥著

ピーマンの絵本 そだててあそぼう ４６ たかはしひでお∥へん たけうちつーが∥え

日御子 帚木蓬生著

日美子の公園探偵（パークアイ） カッパ・ノベルス 斎藤栄∥著

秘密 東野圭吾∥著

ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち［作］

秘密 林真理子

秘密 東野圭吾

秘密　上 ケイト・モートン

秘密　下 ケイト・モートン

ひみつがいっぱい フォックスウッドものがたり ４
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

ひみつのいもうと
アストリッド・リンドグレーン文　ハンス・アーノルド絵　石井登

志子訳

ひみつの海 アーサー・ランサム全集 ８ アーサー・ランサム∥作 神宮輝夫∥訳

ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと・作

ひみつの小屋のマデリーフ フース・コイヤー∥作 野坂悦子∥訳 鈴木永子∥絵

秘密のスイーツ 林真理子著

ひみつのたからチョコラーテ ランドセルブックス 平山暉彦著

ひ



ひみつの通信きこえますか？ ビルギッタ＝ベリイマン∥作 木村由利子∥訳

ひみつの塔の冒険 ミス・ビアンカシリーズ ３ マージェリー・シャープ∥作 渡辺茂男∥訳 ガース・ウィリアムズ∥絵

ひみつの友だち
エリザベス・レアード∥作 ジェイソン・コックロフト∥挿絵 香山千

加子∥訳

秘密の花園 福音館古典童話シリーズ ２４ Ｆ・Ｈ・バーネット∥作 猪熊葉子∥訳 堀内誠一∥画

ひみつのひきだしあけた？ ＰＨＰにこにこえほん あまんきみこ∥さく やまわきゆりこ∥え

ひみつのひみつの月火水木金土 新・子どもの文学 肥田美代子∥作 水沢研∥絵

ひみつのフライパン 寺村輝夫の王さまシリーズ ６ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

ひみつのポスト 文研ブックランド ジャン・マーク∥作 百々佑利子∥訳 かみやしん∥絵

ひみつの山の子どもたち 自然と教育 新版 富山和子∥著

碑銘 ブラディドール　２ 北方謙三

姫君 山田詠美∥著

姫君道中 本所若さま悪人退治 聖　龍人

姫路・龍野殺意の詩 Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ 大谷羊太郎∥著

姫椿 浅田次郎∥著

姫の災難 髪結の亭主　七 和久田正明

姫の戦国 上 永井路子∥著

姫の戦国 下 永井路子∥著

姫の竹、月の草 吉井堂　謎解き暦 浮穴みみ

姫のため息 公家武者松平信平　２ 佐々木裕一

姫室の如き籠るもの KODANSHA　NOVELS 三津田信三著

姫夜叉 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

ひめゆりの沖縄戦 一少女は嵐のなかを生きた 岩波ジュニア新書 ２０７ 伊波園子∥著

姫は、三十一 姫は、三十一 風野真知雄

ひもってすごい！ 大型絵本 かがくとなかよし
ジュディ・ヒンドリー∥文 マーガレット・チェンバレン∥絵 掛川恭

子∥訳

ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょうりブック かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 平野レミ∥〔文〕 和田唱∥え 和田率∥え

ひもほうちょうもつかわない平野レミのサラダブック かがくのとも傑作集 わくわくにんげん 平野レミ∥〔文〕 和田唱∥え 和田率∥え

火夜 増田みず子∥著

飛躍 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

秘薬 表御番医師診療禄　９ 上田秀人

１０１個目のレモン 俵万智∥著

１０１ぴきわんちやん 新ディズニーランド名作えほん　⑬ ディズニー

１００円グッズで可愛い手作り雑貨 TJMOOK

100円素材のペインティング120

百歳 柴田トヨ著

ひ



百歳人加藤シヅエ生きる 加藤シヅエ∥著

百歳の力 篠田桃紅

百歳まで歩く　正しく歩けば寿命は延びる 幻冬舎文庫 田中尚喜

百姓になりたい！ 今関知良∥著

百助嘘八百物語 佐藤雅美∥著

白道 瀬戸内寂聴∥著

１２５歳まで、私は生きる！　あと三九年、「寿命の可能性」に挑

戦する理由
渡辺弥栄司著

百日髷の剣客 見倒屋鬼助　事件控　４ 喜安幸夫

百人一首 吉原幸子∥著

百人一首への招待 別冊太陽　日本のこころ２１３

百人一首をおぼえよう 口訳詩で味わう和歌の世界 さ・え・ら図書館 佐佐木幸綱∥編著 吉松八重樹∥絵

百人百句 大岡信∥著

１００年先の暮らし？　ミクロの世界から環境問題がみえてくる Ｆｅｒｒｉｓ　Ｂｏｏｋｓ 佐藤輝著

百年桜 藤原緋沙子著

百年の梅仕事 乗松祥子著　塩野米松聞き書き

百年の呪い　新古着屋総兵衛　（二） 新古着屋総兵衛　二 佐伯泰英

百年の預言 上 高樹のぶ子∥著

百年の預言 下 高樹のぶ子∥著

百年法　上 山田宗樹著

百年法　下 山田宗樹著

百年前の二十世紀 明治・大正の未来予測 ちくまプリマーブックス ８６ 横田順彌∥著

百年前の日本 セイラム・ピーボディー博物館蔵 モース・コレクショ

ン／写真編
小西四郎∥構成 岡秀行∥構成

１０８ぴきこいのぼり 園の生活１２か月 ２　５月のお話 しみずみちお∥さく 長谷川知子∥え

百まいのきもの 岩波の子どもの本 エリノア・エスティーズ∥文 ルイス・スロボドキン∥え 石井桃子∥訳

百万石秘訓伝説　下 羽太雄平著

百万石秘訓伝説　上 羽太雄平著

百万の手 畠中恵著

１００まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ワンダ・ガアグ∥ぶん　え いしいももこ∥やく

百万遍　流転旋転　上 花村萬月著

百万遍　流転旋転　下 花村萬月著

百万両の密命　下 新九郎外道剣　九 小杉健治

百万両の密命　上 新九郎外道剣　九 小杉健治

白夜 ３ 青芝の章 新潮文庫 渡辺淳一∥著

白夜 ２ 朝霧の章 新潮文庫 渡辺淳一∥著

ひ



白夜を旅する人々 新潮文庫 三浦哲郎∥著

白夜 １ 彷徨の章 新潮文庫 渡辺淳一∥著

白夜 ５ 野分の章 新潮文庫 渡辺淳一∥著

白夜 ４ 緑陰の章 新潮文庫 渡辺淳一∥著

白蓮れんれん 集英社文庫 林真理子著

ひやしんす かがくのとも傑作集 ６ 平山和子∥ぶん・え

百花 川村　元気

１００回泣くこと 中村航著

百華後宮鬼　目立たず騒がず愛されず、下働きの娘は後宮の図書宮

を目指す
霜月りつ

百器徒然袋―雨 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

百器徒然袋　風 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＮＯＶＥＬＳ 京極夏彦著

百鬼の涙 刀剣目利き　神楽坂咲花道　３ 井川香四郎

百鬼夜行―陰 妖怪小説 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

白光 連城三紀彦∥著

白虎村の惨劇 新惨劇の村　３　TOKUMA　NOVELS 吉村達也著

１００こめのクリスマス・ケーキ 長尾玲子∥さく

ヒュウガ・ウイルス 五分後の世界　２ 村上龍著

ヒューゴとジョセフィーン 北国の虹ものがたり ２ マリア・グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

ビューティーキャンプ 林真理子著

ひゅるひゅる せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

ビュンビュンきしゃをぬく 大型絵本
バージニア・リー・バートン絵　アーナ・ボンタン，ジャック・コ

ンロイ〔共〕文　ふしみみさを訳

びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち 宮川ひろ∥作 林明子∥絵

ヒョウ 大自然の動物ファミリー ４ ジョナサン・スコット∥著 今泉忠明∥日本語版監修・訳

病院坂の首縊りの家 下 改版 金田一耕助ファイル ２０ 横溝正史∥〔著〕

病院で受ける検査がわかる本 土屋滋∥著 林泰∥著

病院で死ぬということ 続 そして今、僕はホスピスに 山崎章郎∥著

氷炎 高樹のぶ子∥著

氷海の幻日 西木正明∥著

氷河時代の置き手紙 氷河期の研究 丹治茂雄∥著

病気とからだ くらしのなかの医学 日本の科学・技術史ものがたり 大竹三郎∥著

病気とからだの読本 １ 竹本忠良∥〔ほか〕著

病気とからだの読本 ２ 本間日臣∥〔ほか〕著

病気とからだの読本 ３ 雨森良彦∥〔ほか〕著

病気にならない生き方　２　実践編 新谷弘実著

ひ



病気にならない生き方　ミラクル・エンザイムが寿命を決める 新谷弘実著

病気にならない常識 安保徹著

びょうきのほん １ 福音館のかがくのほん 山田真∥文 柳生弦一郎∥絵

びょうきのほん ２ 福音館のかがくのほん 山田真∥文 柳生弦一郎∥絵

びょうきのほん ３ 福音館のかがくのほん 山田真∥文 柳生弦一郎∥絵

評決 深谷忠記著

兵庫県の民話 明石の手まり歌ほか 県別ふるさとの民話 ４３　兵庫県 日本児童文学者協会∥編

漂砂のうたう 木内昇著

漂砂の塔 大沢在昌

ひょうざん たのしいかがく ５ ローマ・ガンス∥ぶん ブラディミール・ボブリ∥え 正村貞治∥やく

氷山の南 池澤夏樹著

標準音楽辞典 ア－テ 新訂

標準音楽辞典 ト－ワ　索引 新訂

標準高等社会科地図 ４訂版 帝国書院編集部∥編

氷雪の殺人 内田康夫∥著

氷雪の殺人 傑作長編ミステリー 内田康夫

氷葬 諸田玲子∥著

表層生活 大岡玲∥著

瓢箪から駒 雇われ師範　豊之助 千野隆司

ひょうたんめん 日本のむかし話 ３ 神沢利子∥文 赤羽末吉∥絵

標的 真山　仁

氷点 続　上 角川文庫 ５０７２ 三浦綾子∥〔著〕

氷点 続　下 角川文庫 ５０７３ 三浦綾子∥〔著〕

評伝　野上彌栄子　迷路を抜けて森へ 岩橋邦枝著

ひょうのぼんやりおやすみをとる どうわがいっぱい ４ 角野栄子∥作 いせひでこ∥絵

漂泊の牙 熊谷達也著

氷壁 改版 新潮文庫 井上靖∥著

豹変 今野敏著

漂流街 馳星周∥著

漂流者 折原一∥〔著〕

兵六ものがたり むかしむかし絵本 ２６ さいごうたけひこ∥ぶん みたげんじろう∥え

比翼 泡坂妻夫∥著

ひよこ チュコフスキー∥作 宮川やすえ∥訳 岩本康之亮∥絵

ひよこさん ０･１･２･えほん 征矢清　林明子

ひ



ヒョコタンの山羊 日本の児童文学 長崎源之助∥〔著〕 梶山俊夫∥絵

ひよこのかずはかぞえるな 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
イングリ・ドーレア∥さく エドガー・パーリン・ドーレア∥さく せ

たていじ∥やく

ひょっこり　ひとつ 佐々木マキ著

ぴよ　ぴよ ことばのえほん　１ 谷川俊太郎作　堀内誠一絵

ぴよぴよぴよ 福音館　あかちゃんの絵本 平野剛∥さく

ぴよぴよひよこ 児童図書館・絵本の部屋 ジョン・ローレンス作　いけひろあき訳

ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス寿子∥著

ぴょんのたのしいいちにち 西巻茅子∥作・絵

ひらいた　ひらいた わかやまけん∥〔絵〕 森比左志∥〔文〕 わだよしおみ∥〔文〕

ビラヴド 愛されし者 上 トニ・モリスン∥著 吉田廸子∥訳

ビラヴド 愛されし者 下 トニ・モリスン∥著 吉田廸子∥訳

開かせていただき光栄です　DILATED　TO　MEET　YOU ハヤカワ・ミステリーワールド 皆川博子著

ひらがなのほん かがくのとも傑作集 １０ まついのりこ∥ぶん・え

ひらがなむしぶんぶん 山下明生の空とぶ学校 山下明生∥作 渡辺洋二∥絵

平台がおまちかね 創元推理文庫 大崎梢著

平野レミのうまいもの教室 ＮＨＫきょうの料理シリーズ 平野レミ∥著

平場の月 朝倉かすみ

ピラミッド 巨大な王墓建設の謎を解く デビット・マコーレイ∥作 鈴木八司∥訳

ピラミッド その歴史と科学 かこさとし∥著

ピラミッドのたから とおい昔の謎をとく ６ たかしよいち∥文 小泉澄夫∥え

ひらめきの碁学 工藤紀夫著

ひらめきルーカス学級委員はだれだ？！ 新・世界の子どもの本 ９ ジョハナ・ハーウィッツ∥作 安藤紀子∥訳 伊東美貴∥絵

ひらめきルーカス屋根にのぼる 新・世界の子どもの本 ７ ジョハナ・ハーウィッツ∥作 安藤紀子∥訳 伊東美貴∥絵

ビリー・ジョーの大地 カレン・ヘス∥作 伊藤比呂美∥訳

びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田淳∥作・絵

びりっかすの子ねこ 世界のどうわ傑作選　５ マインダート＝ディヤング著　中村妙子訳

びりっこ一年生 どうわがいっぱい ３７ あまんきみこ∥作 門田律子∥絵

びりのきもち 阪田寛夫∥詩 和田誠∥絵

びりびり 東君平作

ビリー・ミリガンと２３の棺 上 ダニエル・キイス∥著 堀内静子∥訳

ビリー・ミリガンと２３の棺 下 ダニエル・キイス∥著 堀内静子∥訳

ビリーはもうすぐ１ねんせい 大型絵本
ローレンス・アンホールト∥文 キャスリン・アンホールト∥絵 松野

正子∥訳

ビルギット グートルン・メブス∥作 高橋洋子∥訳 小泉るみ子∥絵

ビル・クリントンのすべて 持田直武∥著

ひ



ひるごはんシリーズ ７ コンニャク

昼ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング ２ 坂本広子∥著 まつもときなこ∥絵

昼の虫夜の虫 かがくのほん たかはしきよし∥絵 奥本大三郎∥文

ヒルベルという子がいた 現代のジュニア文学 ３ ペーター＝ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

ビルマの竪琴 少年少女日本文学館　１６ 竹山道雄

ビルマ（ミャンマー）のむかし話 竜のたまごほか
大人と子どものための世界のむかし話

１４
大野徹∥編訳

美麗島まで 与那原恵∥著

卑劣犯 素行調査官 笹本稜平

悲恋斬るべし 瀧澤美恵子∥著

悲恋の太刀 織江緋之介見参　一 上田秀人

悲恋 密命・尾張柳生剣 祥伝社文庫 佐伯泰英∥著

天鵞絨物語 林真理子∥著

広岡浅子語録 菊池秀一著

ひろがる核兵器の恐怖 世界はいま… １ ナイジェル・ホークス∥著 轡田隆史∥監訳

広重殺人事件 高橋克彦∥著

ヒロシマ　消えたかぞく 課題図書 指田和

広島県の民話 ショートのおにたいじほか 県別ふるさとの民話 １２　広島県 日本児童文学者協会∥編

広島第二県女二年西組 原爆で死んだ級友たち 関千枝子∥著

広島電鉄殺人事件 西村京太郎

広島長崎修学旅行案内 原爆の跡をたずねる 新版 岩波ジュニア新書 ３００ 松元寛∥著

ヒロシマの証 岩波グラフィックス ７ 土田ヒロミ∥〔ほか著〕

ひろしまのエノキ 長崎源之助∥作 二俣英五郎∥絵

広島の姉妹 岩崎少年文庫 ９ 山本真理子∥作 岩淵慶造∥絵

広島の友 創作児童文学館 １４ 山本真理子∥作 藤田通代∥絵

広島の母たち 創作児童文学 ２８ 山本真理子∥作 佐伯和子∥画

ひろしまのピカ 記録のえほん １ 丸木俊∥え・文

広島・宮島・尾道・倉敷　楽楽

広瀬光治のあみもの指南　広瀬流あみものレッスン Let's Knit series 広瀬光治著

広瀬光治の魅惑のニット　Part　２ Let`s Knit　series 広瀬光治著

ビロードのうさぎ 酒井駒子絵・抄訳　マージェリィ・W・ビアンコ原作

ビロードのへやの秘密 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ジルファ・キートリー・スナイダー∥作 小比賀優子∥訳 中村悦子∥絵

ヒーローのふたつの世界 マーガレット・マーヒー∥作 清水真砂子∥訳

浩宮の感情教育 小坂部元秀∥著

裕仁天皇五つの決断 秦郁彦∥著
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ピロリ菌除去で潰瘍を治す 健康ライブラリー 榊信廣∥著

琵琶湖・近江路 ブルーガイド　てくてく歩き　２２

琵琶湖里山ふるさと散歩 とんぼの本 今森光彦、今森洋輔［共］著

ビワの絵本 そだててあそぼう　８８ 中井滋郎［編］　赤池佳江子絵

火ははたらく 科学と技術の誕生 日本の科学・技術史ものがたり 大竹三郎∥著

ピンクだいすき！
世界傑作絵本シリーズ　エストニアの絵

本
ピレット・ラウドぶん・え　まえざわあきえやく

ピンクの神様 講談社文庫 魚住直子著

ピンクのチョコレート 林真理子∥著

瀕死のライオン　下 麻生幾著

瀕死のライオン　上 麻生幾著

びんぼう草 新潮文庫 群ようこ∥著

びんぼうこびと ウクライナ民話 こどものともコレクション ’６４～’７２ 内田莉莎子∥再話 太田大八∥画

びんぼう自慢 志ん生文庫 ６ 古今亭志ん生∥著

ファイト 佐藤　賢一

ファイナル・オペラ ハヤカワ・ミステリーワールド 山田正紀著

ファイナル・ゼロ 集英社文庫 鳴海章∥著

ファースト・プライオリティー 山本文緒∥著

プーあなにつまる・ふしぎなあしあと クマのプーさんえほん ２ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

ファーブル 子どもの伝記全集 ６ 砂村秀治∥〔著〕

ファーブル昆虫記 ７ アリやハエのはたらき ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ５ オトシブミのゆりかご ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ２ 狩りをするハチ ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ４ サソリの決闘 ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ３ セミの歌のひみつ ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ６ ツチハンミョウのミステリー ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 ８ 伝記　虫の詩人の生涯 ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル昆虫記 １ ふしぎなスカラベ ファーブル∥〔著〕 奥本大三郎∥訳解説

ファーブル写真昆虫記 １２ 糸をつむいであみづくり ナガコガネグ

モ・クサグモ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 栗林慧∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 １１ おいのりする虫 カマキリ ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥写真

ファーブル写真昆虫記 ３ 紙の家をたてる建築家 クロスズメバチ・

ハキリバチ・コハナバチ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 栗林慧∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ８ キャベツの青虫 モンシロチョウ・ミノム

シ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ２ つぼをつくるかりうど トックリバチ・キ

ゴシジガバチほか
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ７ 長い鼻はあなあけドリル シギゾウムシ・

チョッキリ・オトシブミ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 １０ 野原のバイオリンひき コオロギ・バッ

タのなかま
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 今森光彦∥ほか写真

ひ
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ファーブル写真昆虫記 ５ ふんの玉をころがす虫 タマオシコガネ・

ダイコクコガネほか
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 今森光彦∥写真

ファーブル写真昆虫記 １ ますい針をもつかりうど ジガバチ・ベッ

コウバチ・ハナダカバチ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ４ 虫の本能をさぐる アナバチ・ツチバチ・

サムライアリ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 小川宏∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ９ やかましい演奏家 セミ・カメムシ・サシ

ガメ・アワフキムシ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 栗林慧∥ほか写真

ファーブル写真昆虫記 ６ リラの花祭りのお客 ハナムグリ・ツチハ

ンミョウ・カミキリムシ
ジャン・アンリ・ファーブル∥原作 栗林慧∥ほか写真

家族（フアミリー） 山口瞳∥著

ファミリー・ツリー 世界の子どもライブラリー Ｊ．ゴドウィン∥作 幸田敦子∥訳 ささめやゆき∥絵

ファミリーツリー 小川糸著

ファミリー・ビジネス 米谷ふみ子∥著

ファミレス 重松清著

ファラオの神殿のひみつ
せかいのどうわシリーズ タイムワープ

三人組 ６
ジョン・シェスカ∥作 レイン・スミス∥絵 幾島幸子∥訳

ファラオの葉巻 タンタンの冒険旅行 ８ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

ファラデーのモーターの科学 やさしい科学 小林卓二∥著

ファレノプシス胡蝶蘭 ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３２ 江尻光一∥著

不安解消！めまい　あなたに合った対策がわかる NHKきょうの健康　生活実用シリーズ

ファンタジーが生まれるとき　『魔女の宅急便』とわたし 岩波ジュニア新書　４９２ 角野栄子著

ファントム 警視庁特殊潜工班 天見宏生

ファントム・ピークス 北林一光

不安な産声 土屋隆夫∥著

不安な童話 恩田　陸

フィオリモンド姫の首かざり 岩波少年文庫 ２１３５ ド・モーガン∥作 矢川澄子∥訳

フィストンとデブとうさん 世界のよみもの ジェラール・ピュッセー∥作 末松氷海子∥訳

フィッシュストーリー 伊坂幸太郎著

フィッターＸの異常な愛情 蛭田亜紗子著

フィードバック 矢月秀作

ふいに吹く風 南木佳士∥著

フィンチの嘴 ガラパゴスで起きている種の変貌 ジョナサン・ワイナー∥著 樋口広芳∥訳 黒沢令子∥訳

フィンランド・ノルウェーのむかし話 森の神タピオほか
大人と子どものための世界のむかし話

１２
坂井玲子∥編訳 山内清子∥編訳

風雲 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

風花躍る 返り忠兵衛江戸見聞 芝村涼也

風化水脈 新宿鮫　８ カッパ・ノベルス 大沢在昌∥著

風景 瀬戸内寂聴著

風車小屋だより 改版 岩波文庫 ドーデー∥作 桜田佐∥訳

風塵　上 風の市兵衛 辻堂魁
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風塵　下 風の市兵衛 辻堂魁

風塵抄 ２ 司馬遼太郎∥著

風塵抄 司馬遼太郎∥著

風刃の舞 北町奉行所捕物控 長谷川卓

風神秘抄 荻原規子著

風神雷神 若さま同人　徳川竜之介 風野真知雄

風水火那子の冒険 カッパ・ノベルス 山田正紀∥著

ふうせんがはこんだ手紙 世界のどうわ傑作選 １１
キャロリン＝ヘイウッド∥さく マルグレット＝レティヒ∥え 厨川圭

子∥やく

ふうせんねこ せなけいこ∥さく　え

ふうせんねこ あーんあんの絵本 ２ せなけいこ∥さく・え

ふうせんばたけのひみつ ジャーディン・ノーレン∥文 マーク・ビーナー∥絵 山内智恵子∥訳

風葬 文春文庫 桜木紫乃

ふうたのかぜまつり 新あかね幼年どうわ ２０ あまんきみこ∥作 山中冬児∥絵

ふうたのはなまつり あかね新作幼年童話 ２０ あまんきみこ∥作 山中冬児∥画

ふうたのほしまつり 新あかね幼年どうわ １４ あまんきみこ∥作 山中冬児∥絵

ふうたのゆきまつり 日本の創作幼年童話 ２４ あまんきみこ∥著 山中冬児∥絵

ふうちゃんとあげはちょう ふうちゃんのにわ ３ いまきみち∥さく

ふうちゃんとちゃぼ ふうちゃんのにわ ２ いまきみち∥さく

ふうちゃんとちゅうりっぷ ふうちゃんのにわ １ いまきみち∥さく

ふうちゃんのハーモニカ
ひくまの出版創作童話 つむじかぜシ

リーズ １４
西野綾子∥作 ふりやかよこ∥絵

封とうで可愛い小物を作りました。 宇田川一美著

風の魔法陣 上 集英社文庫 斎藤栄∥著

風の魔法陣 下 集英社文庫 斎藤栄∥著

夫婦 中公文庫 橋田壽賀子∥著

夫婦が死と向きあうとき 吉田敏浩∥著

夫婦公論 藤田宜永∥著 小池真理子∥著

夫婦は何を語り合って生きるのか　永遠の会話の向こうに 鈴木健二著

風味絶佳 山田詠美著

風鳴の剣 若さま同心　徳川竜之助 風野真知雄

風紋　下 双葉文庫 乃南アサ著

風紋　上 双葉文庫 乃南アサ著

風流武辺 津本陽∥著

風林火山 新潮文庫 井上靖著

風裂 北方謙三∥著
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ふうれんこの　はくちょうじいさん 日本のえほん １ 井口文秀∥ぶん・え

フェアマウント通り２６番地の家 トミー・デ・パオラ∥著 片岡しのぶ∥訳

Ｆａｋｅ　フェイク 五十嵐貴久著

フェイバリット・ワン 林真理子著

ふえをふく岩 おはなし名作絵本 ２０ 君島久子∥文 丸木俊∥絵

笛ふきイワーヌシカ ロシアの昔話 世界の昔話傑作選 Ｍ．ブラートフ∥再話 松谷さやか∥訳 Ｖ．ワシーリエフ∥絵

笛吹童子 北村寿夫

フェリーターミナルの一日 石橋真樹子作

フェルトであそぼう きる・はる・ぬう マスコット・バッグ・ポーチ

フェルトで作るかわいいおもちゃ ブティック・ムック　№５９０ 松村千恵著

フェルトで作るかんたんマスコット人形 レディブティックシリーズ ３８０ 立花みよ子∥著

フェルトで作る季節のお飾り レディブティックシリーズｎo3353 高橋ひとみ[編]

フェルトのこもの大集合 ２０ｃｍのフェルトでつくる ぜんぶ手ぬい

２０５点

フェンスの向こうのアメリカ探険 在日米軍基地完全マニュアル 秘密

に満ちた米軍基地を１００倍楽しもう！
谷道健太∥編

４ＴＥＥＮ 石田衣良∥著

フォルトｳナの瞳 百田尚樹著

フォルトゥナの瞳 新潮文庫 百田尚樹著

フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム∥著 小川敏子∥訳

フォレスト・ガンプ ２ ウィンストン・グルーム∥著 小川敏子∥訳

深い海の魚 みるずかん・かんじるずかん 金の本 富田百秋∥さく

ふかい海のさかな 新日本動物植物えほん １４ 武田正倫∥ぶん 渡辺可久∥え

深い疵 ネレ・ノイハウス著　酒寄進一訳

深い疵 ネレ・ノイハウス著

ふがいない僕は空を見た 窪美澄著

深い眸（め） 西村寿行∥著

ふかい森のふたりはなかよし
評論社の児童図書館・絵本の部屋 スー

ザン・バーレイの絵本
セルゲイ・コズロフ∥ぶん Ｓ．バーレイ∥え おかだよしえ∥やく

深追い 横山秀夫∥著

深川駕篭 山本一力∥著

深川黄表紙掛取り帖 山本一力∥著

深川黄表紙掛取り帖 山本一力

深川群狼伝 鳥羽亮∥著

深川恋物語 宇江佐真理∥著

深川二幸堂　菓子こよみ 知野みさき

深川にゃんにゃん横丁 宇江佐真理著
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富岳百景　走れメロス 他８篇 岩波文庫 太宰治∥作

深く深く、砂に埋めて 講談社文庫 真梨幸子著

フーガはユーガ 伊坂幸太郎

ぶかぶかティッチ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 パット・ハッチンス∥さく・え いしいももこ∥やく

ぷかぷかとうのぼうけん 復刊創作幼年童話 たかしよいち著

不機嫌な恋人 田辺聖子∥著

ぶきっちょアンナのおくりもの Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ジーン・リトル∥作 田崎真喜子∥訳

ふきまんぶく 創作大型えほん 田島征三∥文・絵

奉行始末 闕所物奉行　裏帳合　六　新装版 上田秀人

不況もまた良し 津本陽∥著

福家警部補の再訪 創元推理文庫 大倉崇裕著

福井県の民話 豆神さまほか 県別ふるさとの民話 ４１　福井県 日本児童文学者協会∥編

福翁自伝 改訂 岩波版ほるぷ図書館文庫 福沢諭吉∥著

服を買うなら、捨てなさい 地曳いく子著

福岡県の民話 百合若大臣ほか 県別ふるさとの民話 １５　福岡県 日本児童文学者協会∥編

複合捜査 堂場瞬一

福沢諭吉
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２１
鹿野政直∥著

福沢諭吉 子どもの伝記全集 ２０ 内田英二∥〔著〕

福島県の民話 安達ヶ原のおにばばほか 県別ふるさとの民話 １０　福島県 日本児童文学者協会∥編

服飾辞典 文化出版局∥編

複数の時計 ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐６ クリスティー∥著 橋本福夫∥訳

服装から見た源氏物語 近藤富枝∥著

福西英三の超カクテル講座 シェーカーいらずの痛快レシピ 日曜日の遊び方 福西英三∥著

フグの毒鍋 隠密味見方同心 風野真知雄

ふくのゆのけいちゃん　特製版 こどものともセレクション 秋山とも子作

福袋 角田光代著

福袋 朝井まかて

フク・ホロヴァーの生涯を追って ボヘミアに生きた明治の女 吉澤【レイ】子∥著

福耳落語 三宮麻由子

ふくろう かがくのほん 宮崎学∥写真と文

フクロウ 科学のアルバム ６４ 福田俊司∥著

ふくろう 梶よう子著

ふくろうくん こどもの本 アーノルド　ローベル∥作 三木卓∥訳

フクロウ探偵３０番めの事件 子どもの文学・青い海シリーズ １ ジェームズ・マーシャル∥作・絵 小沢正∥訳
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ふくろうのそめものや あかちゃんのむかしむかし 松谷みよ子∥ぶん 和歌山静子∥え

フクロウ博士のおひっこし リトル・グレイラビット ２
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 まがたよう

こ∥訳

ふくろうめがね くどうなおこ∥詩 あべ弘士∥絵

フクロウ物語 福音館のかがくのほん モーリー・バケット∥文 松浦久子∥訳 岩本久則∥絵

ふくろう模様の皿 児童図書館・文学の部屋 アラン・ガーナー∥作 神宮輝夫∥訳

フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ∥著 千葉茂樹∥訳

ふくろをもつけもの コアラ・カンガルー・フクロギツネ カラー版自然と科学 ５３ 川道武男∥著

ふくろ小路一番地 改版 岩波少年文庫 ２０５３ イーヴ・ガーネット∥作 石井桃子∥訳

袋小路の男 絲山秋子著

袋もの作り方全書 勝村左右治∥〔著〕

ふくはうちおにもうち ベストセレクション　第１集 藤田勝治∥脚本・画

ふくわらい 西加奈子著

溥傑自伝 「満州国」皇弟を生きて 愛新覚羅溥傑∥著 金若静∥訳

フーコン戦記 古山高麗雄∥著

プーさんのお料理読本
Ａ．Ａ．ミルン∥著 ケーティ・スチュアート∥著 アーネスト・Ｈ・

シェパード∥絵 鈴木佐知子∥訳

フジ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２８ 川原田林∥著

不治 表御番医師診療禄　１３ 上田秀人

不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン∥作 金原瑞人∥訳 佐竹美保∥絵

ふしぎをのせたアリエル号 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ リチャード・ケネディ∥作 中川千尋∥訳・絵

ふしぎ？おもしろてじなっこ
かがくのとも ３９３号 はじめてであう

科学絵本
佐伯俊男∥さく

不思議図絵 改訂新版 福田繁雄∥文・絵

ふしぎなあの子 あかね創作読物シリーズ ２０ 佐藤さとる∥作 岡本順∥絵

不思議な飴玉 若返り同心　如月源十郎 佐々木裕一

ふしぎな暗号 フォーチュン団のなかまたち ４ マーガレット・マーヒー∥作 ジョン・ファーマン∥絵 幾島幸子∥訳

ふしぎな家の番人たち ルーシー・Ｍ．ボストン∥作 卜部千恵子∥訳

ふしぎなイカ コブシメの誕生 写真動物記 板垣雄弼∥著

ふしぎな色あそび めのかんちがい あそびの絵本 ３１ 高橋くにお∥作・絵

ふしぎないろみず ぼくのさんすう・わたしのりか １０ 大竹三郎∥〔著〕 岩波映画製作所∥しゃしん

ふしぎなお人形 改訂 世界のどうわ傑作選 １２ ルーマ＝ゴッデン∥作 中谷千代子∥絵 厨川圭子∥訳

ふしぎなお人形ミラベル
アストリッド・リンドグレーン作　ピア・リンデンバウム絵　武井

典子訳

ふしぎなオルガン 改版 岩波少年文庫 １００２ レアンダー∥作 国松孝二∥訳

ふしぎなかぎばあさん あたらしい創作童話 ６ 手島悠介∥作 岡本颯子∥絵

ふしぎなかぎばあさん フォア文庫 手島悠介著

ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田淳∥作
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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

ふしぎなくつ Ｊ．ポラジンスカ∥作 内田莉莎子∥訳

ふしぎな五百のぼうし 新しい世界の幼年童話 ２２ ドクター＝スース∥さく まえだみえこ∥やく よこやまりゅういち∥え

ふしぎな５００のぼうし ドクター＝スースの絵本 ドクター＝スース∥さく・え わたなべしげお∥やく

ふしぎな皿の小さな漁師 チャンスージエ∥ぶん ワンジファ∥え うるしばらすみこ∥やく

ふしぎな少年ナーゾオ 中国の傑作絵本 ルーピン∥ぶん ティシーファ∥え もりずみかずひろ∥やく

ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 改版 岩波の子どもの本 石井桃子∥ぶん 清水崑∥え

ふしぎなつむじ風 日本の創作児童文学選 大石真∥作 斎藤博之∥絵

ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サイモン・ジェームズ∥さく 小川仁央∥やく

ふしぎなナイフ こどものとも傑作集 １０９ 中村牧江∥さく 林健造∥さく 福田隆義∥え

ふしぎな流れ星 タンタンの冒険旅行 ２ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

ふしぎなバイオリン 岩波の子どもの本 クェンティン・ブレイク∥文・絵 たにかわしゅんたろう∥訳

ふしぎな花キノコ かがくのほん 七宮清∥ぶん 得田之久∥え

ふしぎなふしぎなカード 文研じゅべにーる ビル・ブリトゥン∥作 谷口由美子∥訳 アンドルー・グラス∥絵

ふしぎなふしぎな月火水木金土 新・子どもの文学 肥田美代子∥作 水沢研∥絵

ふしぎなマチルダばあや 世界の傑作童話 ５ クリスチアナ・ブランド∥著 矢川澄子∥訳

ふしぎな目をした男の子 コロボックル物語　４ 佐藤さとる著

ふしぎなやどや 日本傑作絵本シリーズ はせがわせつこ∥文 いのうえようすけ∥画

ふしぎなロシア人形バーバ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース著　多賀京子訳

不思議の国のアリス 河出文庫 ルイス・キャロル∥〔著〕 高橋康也∥訳 高橋迪∥訳

ふしぎの国のアリス 福音館古典童話シリーズ ４ ルイス・キャロル∥作 生野幸吉∥訳 ジョン・テニエル∥画

不思議の国の“アリス” ルイス・キャロルとふたりのアリス 求龍堂グラフィックス 舟崎克彦∥著 笠井勝子∥著

不思議の国のアルバイト探偵 大沢在昌

不思議の国のトットちゃん 黒柳徹子著

ふしぎふしぎ２００ ふしぎ新聞社∥編・著

藤沢周平珠玉選 ９ 驟り雨 市井小説集 藤沢周平∥著

藤沢周平珠玉選 ７ 竜を見た男 時代小説集 藤沢周平∥著

藤沢周平短篇傑作選 巻２ 父と呼べ 藤沢周平∥著

藤沢周平短篇傑作選 巻３ 冬の潮 藤沢周平∥著

藤沢周平短篇傑作選 巻１ 臍曲がり新左 藤沢周平∥著

藤沢周平短篇傑作選 巻４ 又蔵の火 藤沢周平∥著

藤沢周平未刊行初期短篇 藤沢周平著

富士山 とんぼの本 大岡信∥〔ほか〕著

富士山 田口ランディ著
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富士山うたごよみ 俵万智短歌・文　U.G.サトー絵

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほん １ かこさとし∥作

富士山にのぼる 福音館のかがくのほん 岡部一彦∥絵 菅原久夫∥文

富士山・富士五湖・山梨 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

富士山・富士五湖・山梨 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

富士山まるごと大百科 佐野充［監］

藤田嗣治「異邦人」の生涯 近藤史人∥著

不実な美女か貞淑な醜女か 米原万里∥著

武士道 　人に勝ち、自分に克つ　新渡戸稲造 奈良本辰也

武士道ジェネレーション 誉田哲也著

武士道セブンティーン 誉田哲也著

武士の矜持 般若同心と変化小僧(十) 小杉健治

武士の時代 岩波ジュニア新書 ３３４ 日本の歴史 ４ 五味文彦∥著

藤野真紀子週末の、しあわせごはん　家族と、友だちと囲みたい 藤野真紀子著

武士の娘 ちくま文庫 杉本鉞子著

武士マチムラ 今野敏

不始末 独り身同心　三 小杉健治

藤山一郎とその時代 池井優∥著

不祥事 池井戸潤

腐食生保　下 高杉良著

腐食生保　上 高杉良著

不随の家 広谷鏡子∥著

ブス愚痴録 田辺聖子∥著

不正侵入 光文社文庫 笹本稜平著

父性の復権 中公新書 １３００ 林道義∥著

伏　贋作・里見八犬伝 桜庭一樹著

布石 吉原裏同心　１３ 佐伯泰英著

布石 百万石の留守居役　十五 上田　秀人

部族虐殺 曾野綾子∥著

不遜な被疑者 女性弁護士・梶原藤子の事件と恋 小杉健治∥著

ぶたかい王子 アンデルセン∥〔作〕 リスベート・ツヴェルガー∥画 北村太郎∥訳

ふたくちおとこ 多和田葉子∥著

ふたご 吉村　達也

双子同心　捕物競い 講談社文庫 早見俊著
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ふたごの機関車 汽車のえほん　１５
ウィルバート･オードリー作　ジョン・ケニー絵　桑原三郎･清水周

裕訳

ふたごのでんしゃ 日本の創作幼年童話 １５ 渡辺茂男∥作 堀内誠一∥絵

ふたごのルビーとガーネット チア・ブックス １２
ジャクリーン・ウィルソン∥作 小竹由美子∥訳 ニック・シャラット∥

絵 スー・ヒープ∥絵

ぶたさんとねずみさん
そうさくえほん館 １３ やさしさをもっ

て
にしかわおさむ∥さく・え

二すじの道 晩豊彦

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる∥著

再び男たちへ フツウであることに満足できなくなった男のための６

３章
塩野七生∥著

再びの海　足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子著

ふたたびの生 柳沢桂子∥著

ふたたびの園瀬 軍鶏侍　⑤ 野口卓

ふたたびの園瀬 軍鶏侍 野口　卓

ふたつの家のちえ子 児童図書館・文学の部屋 今村葦子∥著

ふたつのいちご 林明子∥さく

二つの国の物語 第３部 青い眼と青い海と 理論社の大長編シリーズ 赤木由子∥作 鈴木たくま∥絵

二つの国の物語 第２部 嵐ふきすさぶ国 理論社の大長編シリーズ 赤木由子∥作 鈴木たくま∥絵

二つの国の物語 第１部 柳のわたとぶ国 理論社の大長編シリーズ 赤木由子∥作 鈴木たくま∥絵

二つの山河 中村彰彦∥著

ふたつのしるし 宮下奈都著

二つの祖国　一 二つの祖国 山崎豊子

二つの祖国　三 二つの祖国 山崎豊子

二つの祖国　二 二つの祖国 山崎豊子

ふたつめの月 近藤史恵著

ふたつめの庭 新潮文庫 大崎梢

ふたつめのほんと Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ パトリシア・マクラクラン∥作 夏目道子∥訳 中村悦子∥絵

豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペック∥著 金原瑞人∥訳

豚の死なない日 続 ロバート・ニュートン・ペック∥著 金原瑞人∥訳

ぶたのフレディ南へ行く 子どもの文学・青い海シリーズ　１５ ウォルター・ブルックス作　小沢正訳

ぶたのフレディ名探偵 子どもの文学・青い海シリーズ １３ ウォルター・ブルックス∥作 小沢正∥訳 クルト・ヴィーゼ∥絵

ぶたの・ポテトのひみつのやくそく 子どもの本 武鹿悦子∥作 渡辺洋二∥絵

ぶたの・ポテトはこわがりや 子どもの本 武鹿悦子∥作 渡辺洋二∥絵

ぶたの・ポテトはひとりぼっち？ 子どもの本 武鹿悦子∥作 渡辺洋二∥絵

ブタの丸かじり 東海林さだお∥著

豚の報い 又吉栄喜∥著

ぶたのめいかしゅローランド 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ∥作 せたていじ∥やく
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ぶたぶたくんのおかいもの こどものとも傑作集 ８１ 土方久功∥さく　え

ふたり 瀬川康男∥さく

ふたり 福田隆浩著

二人静 盛田隆二著

ふたりで遊ぶ本 松田道弘あそびの本 ３ 松田道弘∥著

ふたりでおるすばん 伊東寛著

ふたりで　しゃしんを
ブック・ローン出版のえほん くまの

アーネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

ふたりでスーパーマーケット
ポプラ社の世界どうわの本 ７ マーと

ミーのはなし ２
パット・ロス∥さく 百々佑利子∥やく おかべりか∥え

ふたりで泊まるほんものの宿 新潮新書　０５６ 宮城谷昌光，宮城谷聖枝〔共〕著

ふたりでまいご いとうひろし∥さく

ふたり道三 １ 宮本昌孝∥著

ふたり道三 ２ 宮本昌孝∥著

ふたり道三 ３ 宮本昌孝∥著

ふたり道三 ４ 宮本昌孝∥著

ふたりに贈る手作りプレゼント 木綿でシンプルに

ふたりのアーサー　２　運命の十字 ケビン・クロスリー＝ホランド著　亀井よし子訳

ふたりのアーサー　１　予言の石 ケビン・クロスリー＝ホランド著　亀井よし子訳

ふたりのイーダ 子どもの文学傑作選 松谷みよ子∥著 司修∥絵

ふたりのイーダ 講談社青い鳥文庫 ００６‐６ 松谷みよ子∥著 司修∥絵

ふたりの　おきゃくさま
ブックローン出版のえほん くまのアー

ネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥作 森比左志∥訳

ふたりの夫からの贈りもの 長岡輝子∥著

二人のガスコン 上 佐藤賢一∥著

二人のガスコン 中 佐藤賢一∥著

二人のガスコン 下 佐藤賢一∥著

ふたりの証拠 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ アゴタ・クリストフ∥著 堀茂樹∥訳

ふたりの秘密 永六輔著　矢崎泰久[共]著

ふたりの星 世界の子どもライブラリー
ロイス＝ローリー∥作 掛川恭子∥共訳 卜部千恵子∥共訳 津尾美智子∥

絵

ふたりの老女 ヴェルマ・ウォーリス∥著 亀井よし子∥訳

ふたりのロッテ ケストナー少年文学全集 ６ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

ふたりのロッテ 改版 岩波少年文庫 ２０１３ エーリヒ・ケストナー∥作 高橋健二∥訳

ふたり秘剣 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳
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ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

ふたりはなかよし レーシー・ヘルプス∥作 河毛二郎∥訳 福島栗雄∥訳

ふたりは　まちの　おんがくか
ブック・ローン出版のえほん くまの

アーネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥さく もりひさし∥やく

ブータレとゆかいなマンモス 新しい世界の童話シリーズ デリク＝サンプソン∥作 張替恵子∥訳 サイモン＝スターン∥画

普段着ＢＯＯＫ ナチュリラ別冊 香菜子著

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

くもんのノンフィクション・愛のシリー

ズ ２５
木暮正夫∥作 こぐれけんじろう∥絵

ふだんのおかず12ヶ月 有元葉子著

ふちなしのかがみ 辻村深月著

ふちなしのかがみ 角川文庫 辻村深月著

ブーちゃんの秋 新日本にじの文学 １２ 最上一平∥作 久米宏一∥絵

不忠　鬼役　二十一 鬼役 坂岡真

部長の大晩年 城山三郎∥著

部長漂流 江波戸哲夫∥著

浮沈 剣客商売 池波正太郎∥著

仏果を得ず 三浦しをん著

二日月 いとうみく作

仏教　キリスト教　死に方・生き方 ＰＨＰ文庫 玄侑宗久　鈴木秀子

仏教入門 岩波ジュニア新書 ３２２ 松尾剛次∥著

腹鼓記 井上ひさし∥著

仏事の「しきたり」がわかる本 仏教のこころを知り確かな作法が身

につく知恵
ひろさちや∥著

ブッシュの戦争 ボブ・ウッドワード∥著 伏見威蕃∥訳

物情騒然。 人生は五十一から 小林信彦∥著

仏像の見分け方 とんぼの本 西村公朝∥著 小川光三∥著

ブッダ物語 岩波ジュニア新書 １７１ 中村元∥著 田辺和子∥著

ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 ３ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

物理が苦手になる前に 岩波ジュニア新書 ３６５ 竹内淳∥著

物理の小事典 岩波ジュニア新書 ３４５ 事典シリーズ 小島昌夫∥著 鈴木皇∥著

物理のトビラをたたこう 岩波ジュニア新書 ４３４ 阿部龍蔵∥著

ブッレブッセとまほうのもり シールス・グラネール∥文 ルイス・モー∥絵 やまのうちきよこ∥訳

不敵雑記 たしなみなし 佐藤愛子∥著

ふでこぞう せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

プーテルとぼく 福音館創作童話シリーズ 大岳洋子∥さく 垂石真子∥え

ブドウ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １７ 岩松清四郎∥著

舞踏会・蜜柑 角川文庫 芥川龍之介∥〔著〕
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不登校、選んだわけじゃないんだぜ！ よりみちパン！セ　０７ 貴戸理恵，常野雄次郎 [共]著

ブドウの絵本 そだててあそぼう ４５ たかはしくにあき∥へん さわだとしき∥え

不撓不屈 高杉良∥著

不等辺三角形 内田康夫著

葡萄物語 林真理子∥著

風土記 上 日本古典選 久松潜一∥校註

風土記 下 日本古典選 久松潜一∥校註

ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田文弘∥著 西川肇∥著

ふとったきみとやせたぼく 名作ランド 長崎源之助∥作 鈴木たくま∥え

ふとっちょねこ　デンマーク民話 ジャック・ケント作　まえざわあきえ訳

太らないおかずの正解 暮しの正解ｼﾘｰｽﾞ 岩﨑啓子著

ふとんかいすいよく あかね創作どうわ １ 山下明生∥作 渡辺洋二∥絵

ふなうた 短篇集モザイク ２ 三浦哲郎∥著

フナ 躍るヘラ、金と銀 大塚高雄∥著

船参宮　新酔いどれ小籐次　九 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

ブナの森は生きている かがくのほん 甲斐信枝∥ぶん・え

ふなひき太良 沖縄の絵本 創作絵本 ２ 儀間比呂志∥作・絵

ぶなぶなもりのくまばあば わくわく幼年どうわ ４ 高橋たまき∥作 藤田ひおこ∥絵

ぶな森のキッキ 絵本・ちいさななかまたち 今村葦子∥作 遠藤てるよ∥絵

船宿たき川捕物暦 樋口有介著

ふにゃふにゃになった日本人 しつけを忘れた父親と甘やかすだけの

母親
マークス寿子∥著

船 絵巻えほん 柳原良平著

舟を編む 三浦しをん著

船 航海のあゆみ 小学館の学習百科図鑑 １７ 青木栄一∥共編 山田廸生∥共編

船 しくみがわかる！ひみつがわかる！ クロスセクション図鑑 ジョナサン・ポッター∥絵 モイラ・バターフィールド∥文 柳井知∥訳

ふねにのった 福音館ののりものずかん 谷井建三∥さく

船のクリスマス あなぐまビルのぼうけん ２ ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥絵

プーのゾゾがり クマのプーさんえほん ３ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

プーのたのしいパーティー クマのプーさんえほん ８ Ａ．Ａ．ミルン∥さく Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

プーのはちみつとり クマのプーさんえほん １ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

プーのほっきょくたんけん クマのプーさんえほん ６ Ａ．Ａ．ミルン∥ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード∥え 石井桃子∥やく

ふふふ 井上ひさし著

ぶーぶーぶー ０．１．２．えほん こかぜさち文　わきさかかつじ絵

ぷぷぷうプウタは一年生 どうわがいっぱい　７０ 神沢利子作
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ふふふふ 井上ひさし著

ふふふんへへへんぽん！ もっといいこときっとある モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

不夜城 馳　星周

不愉快な本の続編 絲山秋子著

ふゆがすき ロイス・レンスキー作　さくまゆみこ訳

冬亀 お医者同心　中原龍之介 和田はつ子

冬吉と熊のものがたり こども童話館 ７ 安房直子∥作 上野紀子∥絵

冬子の兵法愛子の忍法 上坂冬子∥著 佐藤愛子∥著

冬桜ノ雀 居眠り磐音江戸双紙　２９ 佐伯泰英

ふゆじたくのおみせ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん ふくざわゆみこ作

フﾕーチャー・イズ・ワイルド　驚異の進化を遂げた2億年後の生命

世界
ドゥーガル・ディクソン　ジョン・アダムス ［共］ 著

ふゆねこさん ハワード・ノッツ∥さく まつおかきょうこ∥・やく

冬のアゼリア 大正十年・裕仁皇太子拉致暗殺計画 西木正明∥著

冬のイニシアル 偕成社の創作文学 ６７ 竹田まゆみ∥著 岩淵慶造∥絵

冬の入江 マッツ・ヴォール∥作 菱木晃子∥訳

冬の梅 芝木好子∥著

冬の運動会 新潮文庫 向田邦子∥著

冬のおはなし ポプラの木かげ ２ 松居スーザン∥作 山内ふじ江∥絵

冬のオペラ 北村薫∥著

冬の陽炎 梁石日著

冬の蜉蝣　鎌倉河岸捕物控　十二の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

ふゆのくまさん
ルース・クラフト∥ぶん エリック・ブレッグバッド∥え やまだしゅ

うじ∥やく

冬の刺客 澤田ふじ子

冬の巡礼 志水辰夫∥著

冬の標 乙川優三郎∥著

冬の蜃気楼 山田太一∥著

冬の水練 南木佳士∥著

冬のソナタ　上 キム・ウニ，ユン・ウンギョン〔共〕著　宮本尚寛訳

冬のソナタ　下 キム・ウニ，ユン・ウンギョン〔共〕著　宮本尚寛訳

冬の旅 辻原登著

冬の旅人 皆川博子∥著

冬の椿 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

冬の童話 白川道著

冬の棘 文春文庫 ウィリアム・Ｄ・ピーズ∥著 田村義進∥訳
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冬の野 橋廻り同心・平七郎控 藤原緋沙子

ふゆのはなし 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本 エルンスト・クライドルフ∥ぶん・え おおつかゆうぞう∥やく

冬の花火 集英社文庫 渡辺淳一∥著

冬のはなびら 伊集院静∥著

冬の光 篠田節子著

冬の風鈴 日暮し同心始末帖　３ 辻堂魁

冬の兵士　イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実 反戦イラク帰還兵の会　アーロン・グランﾂ著　TUP訳

冬の保安官 角川文庫 大沢在昌

冬の螢 日溜り勘兵衛極意帖 藤井邦夫

冬の炎 上 高橋治∥著

冬の炎 下 高橋治∥著

冬の虫冬の自然 福音館のかがくのほん たかはしきよし∥絵 奥本大三郎∥文

ふゆのものがたり 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース∥作 河本祥子∥訳・絵

冬晴れの花嫁 くらまし屋稼業 今村翔吾

冬日淡々 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 ３４ 富成忠夫∥写真 茂木透∥写真 長新太∥文

冬物語 南木佳士∥著

武揚伝 上 佐々木譲∥著

武揚伝 下 佐々木譲∥著

プー横丁にたった家 改版 岩波少年文庫 １０１２ Ａ．Ａ．ミルン∥作 石井桃子∥訳

プー横丁のお料理読本
Ａ・Ａ・ミルン∥作 ケーティ・スチュアート∥お料理の作り方 アー

ネスト・Ｈ・シェパード∥絵 鈴木佐知子∥訳

フョードルおじさんといぬとねこ 世界傑作童話シリーズ エドアルド・ウスペンスキー∥作 松谷さやか∥訳 スズキコージ∥画

ブライティー 大峡谷をかけるロバ 文学の扉 １６ マーガライト・ヘンリー∥作 越智道雄∥訳 梅田紀代志∥画

プライド、このやっかいなもの 生き方を考える十章 河津千代∥著

無頼の絵師　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

フライパンが空をとんだら 新版 子ども図書館 神沢利子∥作 渡辺三郎∥画

ふらいぱんじいさん 日本の創作幼年童話 ５ 神沢利子∥作 堀内誠一∥絵

フライパン１つで簡単中国料理
生活実用シリーズ　NHK「きょうの料

理」ハンドブック

フライング・ソロ ひとりで飛んだ日 文研じゅべにーる ラルフ・フレッチャー∥作 はらるい∥訳 小泉るみ子∥絵

ブラウス

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

２４ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

ぶらさがり いのうえようすけのちいさなエホン いのうえようすけ∥さく

ブラザー・サンシスター・ムーン 恩田陸著

ブラジル蝶の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第３弾 有栖川有栖∥著

プラチナタウン 楡　周平著
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プラチナデータ 東野圭吾著

プラチナ・ビーズ 五條瑛∥著

ブラック＆ブルー 水姫透∥著

ブラックオアホワイト 浅田次郎著

ブラックチェイン 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

ブラック・チェリー・ブルース 角川文庫 ジェイムズ・リー・バーク∥〔著〕 佐和誠∥訳

ブラックチェンバー 大沢在昌著

ブラック・ティー 角川文庫　１０５６５ 山本文緒著

ブラックペアン１９８８ 海堂尊

ブラックペアン　１９８８　新装版 講談社文庫 海堂尊著

ブラック・ベルベット 恩田陸著

ブラックボックス 篠田節子著

プラテーロとぼく アンダルシアのエレジー 岩波少年文庫 ３０９４ フワン・ラモン・ヒメネス∥作 長南実∥訳

プラテーロとわたし Ｊｕｎｉｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ ファン．ラモン．ヒメネス∥作 伊藤武好∥訳 伊藤百合子∥訳

プラトン
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

５
中野幸次∥著

降らなきゃ晴れ さすらいのキャンパー探偵 香納　諒一

プラナリア 文春文庫 山本文緒著

ブラネックさんにご注意！
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 クリスティーネ・ネストリン

ガーＪｒ．∥絵 上田真而子∥訳

プラ・バロック 光文社文庫 結城充孝著

プラハは忘れない 母と子でみる ２７ 早乙女勝元∥編

ブラバンキッズ・オデッセイ 野庭サウンドの伝説と永遠のきずな 石川高子著

ブラバンキッズ・ラプソディー 野庭高校吹奏楽部と中澤忠雄の挑戦 石川高子著

ブラフマンの埋葬 小川洋子著

プラム・クリークの土手で
世界傑作童話シリーズ インガルス一家

の物語 ３

ローラ・インガルス・ワイルダー∥著 恩地三保子∥訳 ガース・ウィ

リアムス∥画

ぶらり十兵衛　本所見廻り同心控 本所見廻り用心棒 稲葉稔

ぶらり日本史散策 半藤一利著

フラワーアレンジメント 季節の花を飾る 原裕子∥著 村山百合子∥著

フラワー・アレンジメント 花の扱い方からブーケまで ヴォーグ基礎シリーズ

ブランケット・キャッツ 朝日文庫 重松清

ブランケットになったやぎ
チャールズ・Ｌ・ブラッド∥作 マーティン・リンク∥作 ナンシー・

ウィンスロー・パーカー∥絵 くどうなおこ∥訳

フランケンシュタイン 山中恒

フランシスとたんじょうび フランシス絵本シリーズ
リリアン・ホーバン∥〔絵〕 ラッセル・ホーバン∥さく まつおか

きょうこ∥やく

フランシスのいえで フランシス絵本シリーズ
リリアン・ホーバン∥〔絵〕 ラッセル・ホーバン∥さく まつおか

きょうこ∥やく

フランシスのおともだち フランシス絵本シリーズ
リリアン・ホーバン∥〔絵〕 ラッセル・ホーバン∥さく まつおか

きょうこ∥やく
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フランス ブルーガイドわがまま歩き

フランス革命 上 改版 岩波新書　青版 １４０ アルベール・ソブール∥著 小場瀬卓三∥訳 渡辺淳∥訳

フランス革命 １７８９‐１７９９年 下 改版 岩波新書　青版 １５２ アルベール・ソブール∥著 小場瀬卓三∥訳 渡辺淳∥訳

フランス革命 歴史における劇薬 岩波ジュニア新書 ２９５ 遅塚忠躬∥著

フランス座 ビートたけし

フランス刺しゅう ＮＨＫ婦人百科 森山多喜子∥著

フランス人のまっかなホント ニック・ヤップ／ミシェル・ｼレット

フランス人ママ記者、東京で子育てする 西村・プペ・カリン著

フランス人は10着しか服を持たない　パリで学んだ“暮らしの質”を

高める秘訣
ジェニファー・L・スコット著　神崎朗子

フランスの庭　奇想のパラダイス とんぼの本 横田克己著　松永学ほか写真

フランスの道 安野光雅∥著

フランスのむかし話 偕成社文庫 ３１１６ 榊原晃三∥編訳

フランスのむかし話 ゆうかんなリヨンほか
大人と子どものための世界のむかし話

３
長野晃子∥編訳

フランス橋暮色 五十嵐均∥著

フランス　パリ　イル・ド・フランス　ブルゴーニュ　コート・ダ

ジュール　プロヴァンス
ワールドガイド　ヨーロッパ　９

フランス名詩選 岩波文庫 安藤元雄∥〔ほか〕編

フランセスの青春 ヒルクレストの娘たち ２ ルース・エルウィン・ハリス∥作 脇明子∥訳

フランダースの犬 岩波少年文庫１１４ ウイーダ作　野坂悦子訳

フランダースの帽子 長野まゆみ著

フランチェスコとフランチェスカ 世界傑作童話シリーズ ベッティーナ∥さく・え わたなべしげお∥やく

フランツおばけをこらしめる 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ５
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

フランツはじめて恋をする 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ７
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

フランツまいごになる 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ １
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

ふり返るな　ドクター　研修医純情物語 幻冬舎文庫 川渕圭一

振りかえるのはまだ早い 女の自叙伝 杉村春子∥著

ブリジンガメンの魔法の宝石 児童図書館・文学の部屋 アラン・ガーナー∥作 芦川長三郎∥訳

フリース

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

１２ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ

ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

フリースの子供服 Ｓｉｚｅ１２０～１５０ｃｍ ぶきっちょママの手作りブック

フリスビーおばさんとニムの家ねずみ
ロバート・Ｃ・オブライエン∥作 越智道雄∥訳 ゼナ・バーンスタイ

ン∥さし絵

プリズム 百田尚樹著

プリズム 幻冬舎文庫 百田尚樹著

プリズン・トリック 遠藤武文著

プリズンの満月 吉村昭∥著

フリーター、家を買う。 有川浩著
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プリティ・パールのふしぎな冒険 ヴァジニア・ハミルトン∥作 荒このみ∥訳

プリデイン物語 ４ 旅人タラン 児童図書館・文学の部屋 ロイド・アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳

プリデイン物語 ５ タラン・新しき王者 児童図書館・文学の部屋 ロイド・アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳

プリデイン物語 ２ タランと黒い魔法の釜 児童図書館・文学の部屋 ロイド・アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳

プリデイン物語 １ タランと角の王 児童図書館・文学の部屋 ロイド・アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳

プリデイン物語 ３ タランとリールの城 児童図書館・文学の部屋 ロイド・アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳

フリー　＜無料＞からお金を生みだす新戦略 クリス･アンダーソン著

ブリューゲル、飛んだ 荻野アンナ∥著

「不良中年」は楽しい Ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｆｉｆｔｉｅｓ 嵐山光三郎∥著

不良とよばれたベン 文学の扉 ３４ ヤン・デ・ツァンガー∥作 天沼春樹∥訳 森ヒロコ∥画

プリンス・エドワード島 写真集 近藤三千雄∥写真・構成・文

プリンセス・トヨトミ 万城目学著

プリンセス・トヨトミ 文春文庫 万城目学著

プリンセスはご・入・学 集英社文庫 赤川次郎∥著

不倫と南米 吉本ばなな∥著

ブルーアウト 鈴木光司著

ふるあめりかに袖はぬらさじ 中公文庫 有吉佐和子∥著

ブルーイッシュ ヴァージニア・ハミルトン∥著 片岡しのぶ∥訳

震える岩 霊験お初捕物控　一 宮部みゆき

震える牛 相場英雄著

ブルーガイド　てくてく歩き1　北海道 ブルーガイド　てくてく歩き

古川 吉永達彦∥著

ブルくん　ダンプくん のりものストーリー ３ 谷真介∥作 山本忠敬∥絵

ブルくんとかなちゃん 福音館の幼児絵本 ふくざわゆみこ作

ふるさと
絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 ゾ

ウのかぞく
吉田遠志∥絵と文

ふるさと・野菊の墓 少年少女日本文学館　３ 島崎藤村　国木田徒歩　伊東左千夫

ふるさと磯子のむかしばなし

ふるさと磯子のむかしばなし

ふるさとの民芸・工芸品二二〇選 改訂版 ふるさとシリーズ

ふるさとは、夏 福音館創作童話シリーズ 芝田勝茂∥作 小林敏也∥画

ブルータワー 石田衣良著

ブルックフィールドの小さな家
世界傑作童話シリーズ クワイナー一家

の物語 １

マリア・Ｄ．ウィルクス∥作 ダン・アンドレイアセン∥画 土屋京子∥

訳

フルーツポンチ　はいできあがり
ポプラ社の小さな童話 ４７ 角野栄子の

小さなおばけシリーズ
角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え

古手屋喜十　為事覚え 宇江佐真理著
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古道具中野商店 川上弘美著

古道具屋　皆塵堂 講談社文庫 輪渡颯介

ブルドーザとなかまたち 福音館の幼児絵本 山本忠敬∥さく

プールーとセバスチャン ルネ・エスキュディエ作　ウリセス・ヴェンセル絵　末松氷海子訳

ブルートレイン　夢を運んで半世紀 キャンブックス 三宅俊彦著

フルハウス 柳美里∥著

ブルーバック ティム・ウィントン作　小竹由美子訳

ぷるぷるかたまるふしぎ 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　１ 生活環境教育研究会編

ブルーベリー・キイチゴ類 ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３９ 高橋栄治∥著

ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え おのでらゆりこ∥やく

古本で見る昭和の生活 ご家庭にあった本 岡崎武志

ブルボンの封印 藤本ひとみ∥著

ブルーマーダー 誉田哲也著

ブルーマーダー 誉田哲也

ふるやのもり むかしむかし絵本 １０ いまえよしとも∥ぶん まつやまふみお∥え

ふるやのもり こどものとも傑作集 ４０ 瀬田貞二∥再話 田島征三∥画

フルリーナと山の鳥 大型絵本 １８ ゼリーナ・ヘンツ∥文 アロワ・カリジェ∥絵 大塚勇三∥訳

プレイ 獲物 上 マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

プレイ 獲物 下 マイクル・クライトン∥著 酒井昭伸∥訳

ブレイズメス１９９０ 海堂尊著

ブレイン・ヴァレー 上 瀬名秀明∥〔著〕

ブレイン・ヴァレー 下 瀬名秀明∥〔著〕

Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 角田光代小説　松尾たいこ絵

プレゼントカード シリーズ子どもとつくる ３６ 檜山永次∥著

プレゼントのくふう くふうする工作教室 ２０ 内海久子∥著

プレゼントパッケージ やさしい手芸 文化出版局∥編

フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ∥作 谷川俊太郎∥訳

ふれ、ふれ、あめ！ 海外秀作絵本 ４ カレン・ヘス∥作 ジョン・Ｊ．ミュース∥絵 さくまゆみこ∥訳

ブレーメンのおんがくたい グリム童話 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
グリム∥〔原作〕 グリム∥〔原作〕 ハンス・フィッシャー∥え せた

ていじ∥やく

ブレーメンの楽隊 グリム童話 児童図書館・絵本の部屋 スベン・オットー∥え 矢川澄子∥やく

触れもせで 向田邦子との二十年 久世光彦∥著

不連続の世界 恩田　陸

フレンチスタイルの布箱 素敵な布でつくる 文化出版局∥編

プロアナウンサーに学ぶ話す技術 梅津正樹
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フロイト
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２４
鈴村金弥∥著

プロが教えるわが家のシミ抜き＆洗濯術 特選実用ブックス クリーニング技術研究会［監］

プロコフィエフ 音楽はだれのために？ 作曲家の物語シリーズ １５ ひのまどか∥著

プロジェクトＸリーダーたちの言葉 今井彰∥〔著〕

ブロックルハースト・グローブの謎の屋敷 メニム一家の物語 シルヴィア・ウォー∥作 こだまともこ∥訳 佐竹美保∥絵

ブロッコリー・カリフラワーの絵本 そだててあそぼう　７５ 藤目幸擴編　杉田比呂美絵

ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン著　千葉茂樹訳

ブロードキャスト 湊かなえ

プロフェッション 今野敏著

フロンガスが地球を破壊する 岩波ブックレット Ｎｏ．１２７ 山田國廣∥〔著〕

不惑 新剣客太平記　五 岡本さとる

ふわふわくんとアルフレッド 岩波の子どもの本 ３０ ドロシー・マリノ∥文・絵 石井桃子∥訳

ふわふわしっぽと小さな金のくつ
デュ・ボウズ・ヘイワード∥作 マージョリー・フラック∥絵 羽島葉

子∥訳

ふわふわなあに びじゅつのゆうえんち 淺川真紀文

ふわふわブイブイ気球旅行 アーサー・ガイサート∥作 たかはしけいすけ∥訳

ふわふわふとん
こどものとも傑作集 やなぎむらのおは

なし
カズコ・Ｇ．ストーン∥さく

フンを食べる虫 保育室のひみつ ジュニア写真動物記 ２８ 今森光彦∥著

分解日記　光二郎備忘ファイル 大山淳子著

文学王 高橋源一郎∥著

文学少女 林真理子∥著

文学の中の神奈川　「月刊かながわ」６００号記念誌

文学部唯野教授 筒井康隆∥著

文学部唯野教授の女性問答 筒井康隆∥著

文久元年の万馬券 日本競馬事始め 岳真也∥著

プンクマインチャ ネパール民話 新版 こどものとも傑作集 ３１ 大塚勇三∥再話 秋野亥左牟∥画

文藝春秋 芥川賞発表

文藝春秋 コロナ時代の生と死

文藝春秋　２０２０・０５ コロナ戦争

文藝春秋　２０２０・０６ ウィルスＶＳ．日本人

文藝春秋　２０２０・０７ コロナ後の世界

文藝春秋　２０２０・０８ 第二波に備えよ

文藝春秋　２０２０・１１ ここまでわかったコロナの新常識

文藝春秋　２０２０１２ 亡国の改革至上主義

文藝春秋　２０２１.１ 日米中激突
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文藝春秋　２０２１・０２ 第二次コロナ戦争

文藝春秋　２０２１０３ 芥川賞発表

文藝春秋　２０２１　０４ 日本の敗戦「フクシマ」と「コロナ」

文藝春秋　２０２１・０５ 菅義偉「ファミリー」の研究

文藝春秋　２０２１　０７
東京五輪と日本人　リーダーなき国の悲

劇

文藝春秋　２０２１　０６ コロナ「緊急事態列島」

文藝春秋　２０２１・０９ 芥川賞発表

文藝春秋　２０２１　１０ コロナ猛威　世界は警告する

文豪たちの大喧嘩　鴎外・逍遥・樗牛 谷沢永一著

豊後水道殺人事件 JOY　NOVELS 木谷恭介著

文士の愛した鎌倉 古都に咲いたやわらかな文化をめぐる ＪＴＢキャンブックス 文芸散策の会∥編

文士の肖像 とんぼの本 田沼武能∥著

文士の魂 車谷長吉∥著

文士の風貌 井伏鱒二∥著

文人悪食 嵐山光三郎∥著

文人暴食 嵐山光三郎∥著

分数と小数 わけのわかる算数のはなし 小和田正∥共著 山崎直美∥共著

分数のたべかた さんすう文庫 ３ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

分断 百万石の留守居役　十二 上田　秀人

憤怒の剣 目安箱こって牛征史郎 早見俊

文福茶釜 黒川博行∥著

フンブとノルブ 朝鮮名作絵本シリーズ ２ 韓丘庸∥ぶん 金正愛∥え

ふんふん　なんだかいいにおい にしまきかやこ∥えとぶん

ぶんぶんむしとぞう マーガレット･ワイズ・ブラウン作　クレメント･ハード絵

文房具５２話 串田孫一∥著

文明怪化　完四郎広目手控 高橋克彦著

文明の迷路　古代都市をめぐってアトランティスへ 迷路シリーズ 香川元太郎作・絵

平安時代 岩波ジュニア新書 ３３３ 日本の歴史 ３ 保立道久∥著

平安妖異伝 平岩弓枝著

「平穏死」１０の条件　胃ろう、抗がん剤、延命治療いつやめます

か？
長尾和宏著

陛下 久世光彦∥著

平気でうそをつく人たち 虚偽と邪悪の心理学 Ｍ・スコット・ペック∥著 森英明∥訳

平家 上巻 池宮彰一郎∥著

平家 下巻 池宮彰一郎∥著
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平家 中巻 池宮彰一郎∥著

平家物語 中 日本古典選 富倉徳次郎∥校註

平家物語 下 日本古典選 富倉徳次郎∥校註

平家物語 杉本秀太郎∥著

平家物語　上 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１１ 吉村昭著

平家物語　下 ２１世紀版　少年少女古典文学館　１２ 吉村昭著

平家物語
コミックストーリーわたしたちの古典

8
監修　長谷川孝士

平家物語 見ながら読む無常の世界 実用特選シリーズ 水上勉∥訳

米語＋英語 地球の歩き方トラベル会話　１ 地球の歩き方編集室著編

閉鎖病棟 帚木蓬生∥著

兵士に聞け 杉山隆男∥著

平城京 古代の都市計画と建築
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ７
宮本長二郎∥著 穂積和夫∥イラストレーション

平城京 古代の都市計画と建築
日本人はどのように建造物をつくってき

たか ７
宮本長二郎∥著 穂積和夫∥イラストレーション

平常心のコツ　「乱れた心」を整える９３の言葉 植西聰著

平成お徒歩（かち）日記 宮部みゆき∥著

平成元年のオードブル 東海林さだお∥著

平成講釈 　安倍晴明伝 夢枕獏著

平成猿蟹合戦図 吉田修一著

平成三十年 下 天下分け目の「改革合戦」 堺屋太一∥著

平成三十年 上 何もしなかった日本 堺屋太一∥著

平成新選百人一首 宇野精一∥編

平成トム・ソーヤー 集英社文庫 原田宗典∥著

平蔵狩り 逢坂剛著

平蔵の首 逢坂剛著

ヘイ、太鼓もちがまいりました！ 「ヨイショの達人」が語る江戸の

芸と粋の真髄
梅后亭千代介∥著

平太の初恋 はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

平中物語 和泉式部日記 篁物語 日本古典選 山岸徳平∥校註 和泉式部∥著 山岸徳平∥校註 山岸徳平∥校註

平凡 角田光代著

閉門謹慎 鎌倉河岸捕物控　二十六の巻 佐伯泰英

へいわって　どんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田桂子作

平和の種をまく　ボスニアの少女エミﾅ 大塚敦子文・写真

ペイントクラフトレッスンズ

ﾍヴンリー･ブルー　「天使の卵」アナザーストーリー 村山由佳著

ヘカッタラ　シノッ　むかしのアイヌのこどもたち ちむらまさる作

へ



ペカリぼうやはくびわがほしい ヒューエット・どうぶつのお話 ６
アニタ・ヒューエット∥さく 清水真砂子∥やく シャーロット・ハフ∥

え

碧燕の剣 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

へくそ花も花盛り 大道あや聞き書き一代記とその絵の世界 大道あや∥著

ヘクター・プロテクターとうみのうえをふねでいったら マザー・

グースのえほん
モーリス・センダック∥作 じんぐうてるお∥やく

ヘーゲル
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１７
沢田章∥著

へこたれない人　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著

ベーコン
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

４３
石井栄一∥著

へこんでも ２５歳ナツコの明るいガン闘病記 多和田奈津子∥著

ベーコンわすれちゃだめよ！ ハッチンスの絵本 パット＝ハッチンス∥さく わたなべしげお∥やく

ヘスターとまじょ 世界の絵本コレクション バイロン・バートン著　掛川恭子訳

ベスト

ぶきっちょさんのソーイングレッスン

７ Ａ　ｓｔｅｐ‐ｂｙ‐ｓｔｅｐ　ｇ

ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｓｅｗｉｎｇ

ベスとアンガス マージョリー・フラック作・絵　まさきるりこ訳

へそまがり人生設計メモ 自分を面白くするのは簡単だ 藤本義一∥著

へそもち 《こどものとも》傑作集 渡辺茂男∥さく 赤羽末吉∥え

ペーターという名のオオカミ Y．A．Books 那須田淳作

βの悲劇 夏樹静子∥著 五十嵐均∥著

ベターホームのお魚料理 ベターホーム協会∥編集

ベターホームのおもてなし料理 ベターホーム協会∥編集

ベターホームの手づくり食品 ベターホーム協会∥編集

ベターホームの電子レンジ料理 おかず編 ベターホーム協会∥編集

ベターホームのひとり分の料理 ベターホーム協会∥編集

ベターホームの和食の基本 ベターホーム協会編

へたも絵のうち 熊谷守一∥著

ヘチマ カラー自然シリーズ ３６ 佐藤有恒∥文・解説・写真

ヘチマとアリのなぞ やさしい科学 佐藤有恒∥著

ヘチマの絵本 そだててあそぼう ２２ ほりやすお∥へん のむらとしお∥え

ヘチマのかんさつ 科学のアルバム ３９ 佐藤有恒∥著

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン∥文 トミー・ウンゲラー∥絵 さくまゆみこ∥訳

ペチューニアごようじん ロジャー・デュボワザン∥作 まつおかきょうこ∥訳

ペチューニアすきだよ がちょうのペチューニアシリーズ ４ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 乾侑美子∥訳

ペチューニアのうた がちょうのペチューニアシリーズ ５ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 乾侑美子∥訳

ペチューニアの　クリスマス がちょうのペチューニアシリーズ ７ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 乾侑美子∥訳

ペチューニアのだいりょこう ロジャー・デュボワザン∥作 まつおかきょうこ∥訳

ペチューニアのたからもの がちょうのペチューニアシリーズ ６ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 乾侑美子∥訳

へ



ベッコウバチのクモがり ぼくのさんすう・わたしのりか ２３ 遠藤彰∥〔著〕

へっちゃらへっちゃら ジョン・サブロー∥さく いまえよしとも∥やく

竃河岸　髪結い伊三次捕り物余話 宇江佐真理著

ベッツィーとテイシイ モード・ハート・ラブレイス著　恩地三保子訳

ペッテルとロッタのクリスマス
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

ペッテルとロッタのぼうけん
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

ペット・コンテストは大さわぎ めいたんていネート
マージョリー・Ｗ．シャーマット∥さく マーク・シマント∥え 神宮

輝夫∥やく

ペットねずみ大さわぎ フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

ベッドのしたにはなにがある？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい

マイク・マニング∥さく ブライタ・グランストローム∥さく せなあ

いこ∥やく

ペットの診察室から 小川清巳∥著

ペットボトルで作る実用アイデア小物 レディブティックシリーズ

ペットみつけた！ Ｄ・マクフェイル∥ぶん・え しみずゆうすけ∥やく

ヘッドライン 今野敏

べっぴん あくじゃれ瓢六捕物帖 諸田玲子著

別離 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

ぺレフレット荘のプルｯク　上　あたらしい友だち アニー・M・G・シュミット作　西村由美訳

ペテフロッテ荘のプルック　下　とんでけ、空へ アニー・M・G・シュミット作　西村由美訳

ペーテルおじさん エルサ・ベスコフ∥さく 石井登志子∥やく

ペーテルとペトラ
アストリッド・リンドグレーン文　クリスティーナ・ディーグマン

絵　大塚勇三訳

ペテロの葬列 宮部みゆき著

ベートーヴェンの生涯 岩波版ほるぷ図書館文庫 ロマン・ロラン∥著 片山敏彦∥訳

ベトナム･アンコールワット ワールドガイド

ベトナムで見つけたかわいい・おいしい・安い！ 杉浦さやか

ベトナム難民少女の十年 トラン・ゴク・ラン∥著 吹浦忠正∥構成

ベトナムのむかし話 貉竜君と嫗姫ほか
大人と子どものための世界のむかし話

１５
富田健次∥編訳

ベートーベン 子どもの伝記全集 １５ 浜野政雄著

ペトロ 今野敏著

ペトロ 警視庁捜査一課・碓氷弘一５ 今野敏

紅けむり 山本一力著

ペニーさん マリー・ホール・エッツ∥作・絵 松岡享子∥訳

ペニーさんと動物家族 マリー・ホール・エッツ∥作・絵 松岡享子∥訳

紅椿ノ谷 居眠り磐音　江戸双紙　１７ 佐伯泰英

ペニーの手紙「みんな、元気？」 チア・ブックス ７ ロビン・クライン∥作 アン・ジェイムズ∥絵 安藤紀子∥訳

ペニーの日記読んじゃだめ ロビン・クライン∥作 アン・ジェイムズ∥絵 安藤紀子∥訳

へ



紅はこべ 山崎洋子

紅花染め秘帳　はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著

紅花ノ邨 居眠り磐音（二十六） 佐伯泰英

ぺにろいやるのおにたいじ こどものともえほん D.S.ジョーダン文　山中春雄画　吉田甲子太郎訳

ベネチア行き 光野桃∥著

蛇を踏む 川上弘美∥著

ベヒシュタイン歌う 高橋治∥著

蛇と月と蛙 田口ランディ著

ヘビとトカゲ 科学のアルバム ７３ 増田戻樹∥著

蛇にピアス 集英社文庫 金原ひとみ著

へびのクリクター トミー・ウンゲラー∥作 中野完二∥訳

ベビーベッドはずる休み 集英社文庫 赤川次郎∥著

ペープサート　ＡからＺ 保育のアイデア ７ 村上幸雄∥著

ベーブ・ルース 子どもの伝記全集 ２８ 赤坂包夫∥〔著〕

ヘブン 川上未映子著

ペペとチッチ やなぎ村物語 ジョイ・ストリート わたりむつこ∥著 降矢奈々∥絵

へへののもへじ 高梨章∥ぶん 林明子∥え

ヘマの名人

Ｔｈｅ　ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　ｓｅｒｉ

ｅｓ　ｏｆ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌｉｔｅ

ｒａｔｕｒｅ　ｂｏｏｋｓ

ゲールハルト・ホルツ‐バウメルト∥作 マンフレット・ボーフィン

ガー∥絵 山下しげる∥訳

ヘミングウェイの海 求龍堂グラフィックス 今村楯夫∥著 和田悟∥写真

ヘムロック山のくま 世界傑作童話シリーズ アリス・デルグレーシュ∥作 松岡享子∥共訳 藤森和子∥共訳

へらない稲たば 朝鮮のむかしばなし 岩崎創作絵本 ９ 李錦玉∥作 朴民宜∥絵

ベラルーシの林檎 岸惠子∥著

ベランダの庭づくり 心地いい空間に仕立てる 屋上ガーデンも登場！

秘訣いっぱいの実例集
別冊家庭画報

ペリカンとうさんのおみやげ こみね幼年どうわ ２１ 大石真∥作 渡辺有一∥絵

ペリカン文書 Ｊ・グリシャム∥〔著〕 白石朗∥訳

ヘリコプター〈操縦士〉ライセンスの取り方 未来へのパスポート 学

科から実技までを一冊に凝縮！ 〔１９９０〕
成美堂出版∥編

ベーリング海峡をわたる
グレートジャーニー人類５万キロの旅

７
関野吉晴∥著

ベルカ、吠えないのか？ 文春文庫 古川日出男著

ペルシアのむかし話 偕成社文庫 ３１８２ ヘプナー∥再話 細田理美∥訳

ヘルシー簡単おかず
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２
ＮＨＫ出版∥編

ペルシャ猫の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第５弾 有栖川有栖∥著

ペルシャの幻術師 文春文庫 司馬遼太郎∥著

ペルソナ 三島由紀夫伝 猪瀬直樹∥著

ヘルプ　心がつなぐストーリー　上 キャスリン・スケット

へ



ヘルプ　心がつなぐストーリー　下 キャスリン・ストケット

ペルー・ボリビアのむかし話 インカにつたわる話
大人と子どものための世界のむかし話

６
加藤隆浩∥編訳

伯林感傷旅行 旅券は俳句 江國滋∥著

ベルリンの秋 上 春江一也∥著

ベルリンの秋 下 春江一也∥著

ベルリン美術散歩 とんぼの本 水沢勉，津田孝二[共]著

ペレのあたらしいふく
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え おのでらゆりこ∥やく

ヘレン・ケラー 子どもの伝記全集 ３ 山口正重∥〔著〕

ヘレン・ケラー 光と音を求めた“奇跡”の人生 １８８０－１９６８ 愛と勇気をあたえた人びと ４ リチャード・テームズ∥著 山田恵子∥訳

ヘレン、ようこそどうぶつえんへ マーガレット・ブロイ・グレアム∥さく・え とものふゆひこ∥やく

ベロ出しチョンマ 新・名作の愛蔵版 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

ベーロチカとタマーロチカのおはなし 世界傑作童話シリーズ Ｌ・パンテレーエフ∥さく 内田莉莎子∥やく 浜田洋子∥え

ベロニカと　バースデープレゼント かばのベロニカシリーズ ５ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 神宮輝夫∥訳

へろりのだいふく おはなしわくわくシリーズ たかどのほうこ著

辺境のオオカミ ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳

勉強法が変わる本 心理学からのアドバイス 岩波ジュニア新書 ３５０ 市川伸一∥著

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 河出ブックス　０７０ 渡辺祐基著

ペンギンかんそくたい 斉藤洋著

ペンギン図鑑 上田一生∥著 福武忍∥画 鎌倉文也∥写真

ペンギンたちの夏 福音館のかがくのほん スーザン・ボナーズ∥作 つぼいいくみ∥訳

ペンギンたんていだん どうわがいっぱい ５１ 斉藤洋∥作 高畠純∥絵

ペンギン 南極からの手紙 青柳昌宏∥著

ペンギンの国 保育園のごあいさつ ジュニア写真動物記 ２２ 青柳昌宏∥著

ペンギンのヘクター
ルイーズ・ファティオ∥ぶん ロジャー・デュボアザン∥え 岡本浜江∥

やく

ペンギンパトロールたい どうわがいっぱい ４２ 斉藤洋∥作 高畠純∥絵

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

べんけいとおとみさん 福音館創作童話シリーズ 石井桃子∥作 山脇百合子∥絵

変化 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

変幻 今野敏

弁護側の証人 集英社文庫 小泉喜美子

弁護士探偵物語　天使の分け前 法坂一広著

弁護士の頼み方Ｑ＆Ａ くらしの相談室 有斐閣選書 １６３ 市民相談室シリーズ 日本弁護士連合会∥編

へんこつ 下 文春文庫 １６８‐３６ 平岩弓枝∥著

ベンサム
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１６
山田英世∥著

へ



変死体　上 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル

変死体　下 講談社文庫 パトリシア・コーンウェル著

ベンジーとおうむのティリー マーガレット・ブロイ・グレアム作　わたなべてつた訳

ベンジーのふねのたび 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マーガレット・ブロイ・グレアム∥さく・え わたなべしげお∥やく

ヘンショーさんへの手紙 あかね世界の文学シリーズ Ｂ．クリアリー∥作 谷口由美子∥訳 むかいながまさ∥画

返事はいらない 宮部みゆき∥著

変身 講談社文庫 東野圭吾

へんしん 星乃あかり

変身　掟の前で 光文社古典新訳文庫 カフカ著　丘沢静也訳

ヘンゼルとグレーテル 大型絵本
グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 バーナディット・ワッツ∥絵 相良守

峯∥訳

ヘンゼルとグレーテル グリム童話 佐久間彪∥訳 リスベス・ツヴェルガー∥絵

変体少女文字の研究 文字の向うに少女が見える 山根一真∥著

ベンチがひとつ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

ペンテコストの冒険 文学の扉 ２１ Ｗ・コーベット∥作 小柴一∥訳 上矢津∥画

ペンテコストの冒険ヒーローは誰だ 文学の扉 ３８ Ｗ・コーベット∥作 熊谷鉱司∥訳 上矢津∥画

へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ∥作・絵

へんてこもりのきまぐれろ へんてこもりのはなし　４ たかどのほうこ作・絵

へんてこもりのなまえもん たかどのほうこ∥作・絵

ベンとブロックさん アーネスト・シェパード∥作・絵 阿部宏∥訳

ベンとぼく 天才ネズミ大かつやく Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ロバート・ローソン∥作・絵 小峰和子∥訳

ベントリー・ビーバーのものがたり
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん 掛川恭子∥やく リリアン・

ホーバン∥え

へんなかくれんぼ 子どもの季節とあそびのうた 岸田衿子∥詩 織茂恭子∥絵

へんなどうつぶ 岩波の子どもの本 １０１ ワンダ・ガーグ∥文・絵 わたなべしげお∥訳

へんなネコのセラピナ 世界の傑作童話 ９ アン・ホワイト∥著 鈴木哲子∥訳

変容 岩波文庫 伊藤整∥作

ヘンリーいえをたてる 世界傑作絵本シリーズ Ｄ．Ｂ．ジョンソン文･絵　今泉吉晴訳

ヘンリーくんとアバラー ゆかいなヘンリーくんシリーズ ２ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ヘンリーくんと新聞配達 ゆかいなヘンリーくんシリーズ ５ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ヘンリーくんとビーザス ゆかいなヘンリーくんシリーズ ３ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ヘンリーくんと秘密クラブ ゆかいなヘンリーくんシリーズ ６ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ヘンリーフィッチバーグへいく 世界傑作絵本シリーズ Ｄ．Ｂ．ジョンソン∥文・絵 今泉吉晴∥訳

ヘンリーやまにのぼる 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ Ｄ.Ｂ.ジョンソン文・絵　今泉吉晴訳

遍路みち 津村節子著

ポアロ登場
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－３

２
アガサ・クリスティー∥著 小倉多加志∥訳

へ

ほ



ポアロのクリスマス
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１‐１

５
アガサ・クリスティー∥著 村上啓夫∥訳

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ著

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッぺルト＆アリスン・マギー

一二（ホイ）とうげ ＰＨＰのえほん 森はな∥さく 梶山俊夫∥え

ポイポイ鳥のうたう日 文研ブックランド 今村葦子∥著

法医学教室との別れ 西丸与一∥著

抱影 北方謙三著

望遠鏡をつくる人びと 岩波科学の本 ２ 森本雅樹∥〔著〕

法王庁殺人事件 塩野七生∥著

鳳凰の巻　強つく女 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

ぼうが一ぽんあったとさ あそびえかきうた　伝承編 よしだていいち∥へん しのはらよしたか∥え

放課後 東野圭吾

放課後図書室 イアム著

放課後の時間割 子どもの文学 ３９ 岡田淳∥作・絵

放課後はミステリーとともに 東川篤哉著

ほうきにのれない魔女 ポプラの木かげ １ 茂市久美子∥作 ささめやゆき∥絵

ほうき星　上 山本一力著

ほうき星　下 山本一力著

暴虐 強請屋稼業 南　英男

望郷 湊かなえ著

望郷 角川文庫 森瑤子著

望郷 中国残留孤児の父・山本慈昭
くもんのノンフィクション・愛のシリー

ズ １４
和田登∥作 こさかしげる∥絵

望郷の海　侠客銀蔵江戸噺 侠客銀蔵江戸噺 稲葉稔

望郷の道　上 北方謙三著

望郷の道　下 北方謙三著

方言 ポプラディア情報館 佐藤亮一［監］

方言をしらべよう 郷土の研究 １０ 絵でみる方言地図

方言をしらべよう 郷土の研究 ３ 関東地方

方言をしらべよう 郷土の研究 ２ 東北地方

方言をしらべよう 郷土の研究 １ 北海道地方

冒険者たち ガンバと十五ひきの仲間 斎藤惇夫∥作 薮内正幸∥画

冒険図鑑 野外で生活するために さとうち藍∥文 松岡達英∥絵

縫合 表御番医師診療禄　２ 上田秀人

亡国のイージス 福井晴敏∥著

ほ



ぼうさまになったからす 新編・絵本平和のために ２ 松谷みよ子∥文 司修∥絵

ぼうし 日本傑作絵本シリーズ せがわやすお∥〔著〕

法師蝉 吉村昭∥著

帽子大好き。 一晩で編む。ぐるぐる編む。

ぼうしネコとゆかいな仲間 ジーモン・ルーゲ∥作 デージ・ルーゲ∥作 若林ひとみ∥訳

ぼうしネコのたのしい家
ジーモン・ルーゲ∥作 デージ・ルーゲ∥作 若林ひとみ∥訳 ヘルガ・

ゲーベルト∥画

ぼうしの上にまたぼうし ローラ・ゲリンジャー∥文 アーノルド・ローベル∥絵 福本友美子∥訳

ぼうしのおうち
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

方丈記 日本古典選 〔鴨長明∥著〕 細野哲雄∥校註

北条早雲3　相模侵攻篇 北条早雲 富樫倫太郎

北条政子 嵐の中の日本人シリーズ １６ 山主敏子∥著 成瀬数富∥絵

宝石 １ 春山行夫の博物誌 ４ 春山行夫∥著

宝石 ２ 春山行夫の博物誌 ４ 春山行夫∥著

宝石泥棒 斎藤　栄

宝石宝飾事典

暴雪圏 新潮文庫 佐々木譲著

ホウセンカ カラー自然シリーズ ６５ 小田英智∥構成・文 佐藤有恒∥写真

ホウセンカの絵本 そだててあそぼう　８６ 森源治郎［編］　市川智子絵

房総・千葉・筑波 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

房総の列車が停まった日 西村京太郎著

暴走老人！ 藤原智美著

包帯クラブ ちくまプリマー新書　Ｘ０１ 天童荒太著

忙中閑語 安野光雅著

防諜捜査 今野敏著

放蕩記 村山由佳著

亡八仕置 日溜り勘兵衛極意帖 藤井邦夫

防波堤 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著

宝引きさわぎ　鎌倉河岸捕物控　二十の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

報復 ジリアン・ホフマン

ぼうぼうあたま 新版 ハインリッヒ・ホフマン∥作 伊藤庸二∥訳 伊藤良昌∥編 伊藤光昌∥編

法務教官・夏川凛子 医療少年院ナース物語 江川晴∥著

葬られた王朝　古代出雲の謎を解く 梅原猛著

亡命者　ザ・ジョーカー 大沢在昌

訪問者 恩田陸著

ほ



抱擁、あるいはライスには塩を 江國香織著

蓬莱 今野敏∥著

蓬莱橋にて 時代小説 諸田玲子∥著

ほうらかめだ 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ∥文 せがわやすお∥絵

法律事務所 Ｊ・グリシャム∥〔著〕 白石朗∥訳

法律の基本がわかる事典 高橋裕次郎

法隆寺 世界最古の木造建築
日本人はどのように建造物をつくってき

たか １
西岡常一∥著 宮上茂隆∥著 穂積和夫∥イラストレーション

法隆寺千四百年 とんぼの本 高田良信∥著

法隆寺の建築 図説日本の文化をさぐる ５ 浅野清∥文 斎藤博之∥絵

傍流の記者 本城雅人

暴力租界 大薮春彦∥著

ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう ４７ かがわあきら∥へん いしくらひろゆき∥え

頬をつたう涙 常盤新平∥著

酸漿は殺しの口笛 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

ほかならぬ人へ 白石一文著

簿記入門 ビジネス・ゼミナール 脇田良一∥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

ホーキングの最新宇宙論 ブラックホールからベビーユニバースへ スティーヴン・Ｗ・ホーキング∥著 佐藤勝彦∥監訳

ぼく 教育画劇みんなのえほん 竹田まゆみ∥作 渡辺有一∥絵

ぼく　モグラ　キツネ　馬 チャーリー・マッケンジー

ぼくうんてんできるんだ！ くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

ぼくうんてんできるんだ！ くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

ぼくＳＬにのったんだ くまたくんのえほん ８ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

北欧神話 改版 岩波少年文庫 ３１４２ Ｐ．コラム∥作 尾崎義∥訳

北欧物語 白夜とフィヨルドと古城の旅 一ノ瀬昭∥写真・文

ぼく、お月さまとはなしたよ 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

ぼく　およげるよ 絵本・ちいさななかまたち 西内ミナミ∥文 いまきみち∥絵

ぼく　およげるんだ くまたくんのえほん ２ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくがあかちゃんだったとき みんなのえほん 浜田桂子作･絵

ぼくがあるくと　月もあるく ぼくのさんすう・わたしのりか ２ 板倉聖宣∥〔著〕 田中秀幸∥え

ボクが医者になるなんて 幻冬舎文庫 川渕圭一

ぼくが一番望むこと マリー・ブラッドビー文　クリス・スーンピート絵

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也著

ぼくがうまれてから ねこの青目くんの日記から　１
ヨゼフ・コラーシ∥さく いでひろこ∥やく ヘレナ・ズマトリーコ

バー∥え

ほ



僕が家族に造りたい　毎日の家ごはん　保存版 コウケンテツ著

ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド まつおかたつひで　作・絵

ぼくがここに まどみちお∥詩

ぼくが探偵だった夏 内田康夫著

ぼくが父さんなら シャーロット・ゾロトウ∥文 ヒラリー・ナイト∥絵 みらいなな∥訳

ぼくが肉を食べないわけ 新版 ピーター・コックス∥著 浦和かおる∥訳

ぼくがぼくであること 少年少女小説傑作選 山中恒∥著

ぼくが燃えてしまう 文学の扉 ９ 岡本文良∥作 山中冬児∥画

ぼくからみると かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 高木仁三郎∥ぶん 片山健∥え

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史作・絵

ぼくキャンプにいったんだ くまたくんのえほん ７ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくキャンプにいったんだ くまたくんのえほん ７ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

北限の花　アッツ島再訪 杉山吉良∥著

北斎あやし絵帖 森雅裕∥著

ぼく字がかけるよ 教室ねずみジョンのお話 幼年翻訳どうわ ビバリィ＝ランデル∥作 ノエラ＝ヤング∥絵 かわいともこ∥訳

ぼくじてんしゃにのれるんだ くまたくんのえほん １５ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくじょうにきてね 不思議いっぱい写真絵本　４ 星川ひろ子，星川治雄［共］写真･文

ぼくじょうのくまさん
フィービ・ウォージントン∥さく・え ジョーン・ウォージントン∥さ

く・え まさきるりこ∥やく

ぼくしんかんせんにのったんだ くまたくんのえほん ６ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくだけしってる あかね幼年どうわ ４１ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 ３１ 長崎源之助∥作 岡本順∥絵

ぼくたち１ばんすきなもの にしまきかやこ∥作・絵

ぼくたち五人家族 ロティ・ペトロビッツ∥作 岡本浜江∥訳 オノビン∥絵

ぼくたちのかしの木 ゲルダ・ミューラー∥作 ささきたづこ∥訳

ぼくたちの好きな戦争 小林信彦∥著

ぼくたちの宝島 新・文学の扉 １１ Ｃ・アドラー∥作 久米穣∥訳 秋山幸代∥画

ぼくたちの船タンバリ 岩波少年文庫 ３１４７ ベンノー・プルードラ∥作 上田真而子∥訳

僕たちのミシシッピ・リバー　季節風　夏 重松清著

ぼくたちのリアル 課題図書 戸森しるこ

ぼくたち緑の時間 偕成社文庫 ２０８１ 大石真∥著

ぼくたちもそこにいた 岩波少年文庫 ３１３５ ハンス・ペーター・リヒター∥作 上田真而子∥訳

ぼくたち、ロンリーハート・クラブ おはなしプレゼント ウルフ・スタルク∥作 菱木晃子∥訳 堀川理万子∥絵

ぼくたちは池田先生をわすれない 筋ジスとたたかいながら塾をつづ

けた池田浩己さんの記録
わたしのノンフィクション ２８ 小川陽子∥文 保田義孝∥絵

ぼくたちは、銀行を作った。 ソニー銀行インサイド・ストーリー 十時裕樹∥著

ほ



ぼく、だんごむし かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 得田之久文　たかはしきよし絵

ボクちゃんの戦場 理論社の大長編シリーズ 奥田継夫∥作 しらいみのる∥絵

北天の馬たち 貫井徳郎著

北斗　ある殺人者の回心 石田衣良著

ぼくといっしょにあそんでよ
ドルフ・フェルルーン文　ヴォルフ・エァルブルッフ絵　上野陽子

訳

［ぼく］東綺譚 改版 岩波文庫 永井荷風∥作

ぼく、とうさんの足になる 子どもの本 岸川悦子∥作 安永幸夫∥絵

僕と「彼女」の首なし死体 白石かおる著

ぼくと〈ジョージ〉 岩波少年文庫 ２１１６ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

僕と先生 双葉文庫 坂本司

僕と妻の１７７８の物語 角川文庫 百瀬しのぶ著

ぼくとテスの秘密の七日間 文学の森 アンナ・ウオルツ作　野坂悦子訳

北斗の銃弾 宮本昌孝∥著

ボクとパパのニット ヴォーグ・カラーワイド・シリーズ

北都物語 新潮文庫 渡辺淳一∥著

ぼく、とりをかっていい？
マルティン・アウアー∥ぶん シモーネ・クラーゲス∥え ひらのきょ

うこ∥やく

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブラウン∥ぶん クレメント・ハード∥え いわた

みみ∥やく

ぼくねむれないよ！ ミレイユ・ダランセ∥作 あおやぎひでゆき∥訳

ぼくの　あかちゃん ぬぷん絵本シリーズ １ リンドグレーン∥作 ヴィークランド∥絵 いしいみつる∥訳

ぼくの家ができる たてるじゅんじょ・つかうどうぐ みるずかん・かんじるずかん 銀の本 嘉来国夫∥ぶん 樺山祐和∥え

ぼくのイヌ ナネット・ニューマン∥さく 掛川恭子∥やく 長新太∥え

ぼくのいぬがまいごです！
エズラ・ジャック・キーツ∥作・絵 パット・シェール∥作・絵 さく

まゆみこ∥訳

ぼくの犬キング 改訂 世界のどうわ傑作選 １３
サンドール＝Ｓ＝ウォーバーグ∥作 レオナード＝ウェイスガード∥絵

中村妙子∥訳

ぼくのいまいるところ 新版 かこ・さとしかがくの本 １ かこさとし∥著 太田大輔∥絵

ぼくのおじいちゃんのかお 幼児絵本シリーズ 天野祐吉∥文 沼田早苗∥写真

ぼくのおじさん 偕成社おたのしみクラブ 斉藤洋∥作 いとうひろし∥絵

ぼくのおじさん アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

ぼくのおじさんは世界一 世界のよみもの ヤン・テルラウ∥作 横山和子∥訳 シューベルト∥絵 シューベルト∥絵

ぼくのおとうと かどのえいこ∥〔作〕 いとうひろし∥〔作〕

ぼくのおにいちゃん 星川ひろ子∥写真文 星川治雄∥写真

ぼくのお姉さん 偕成社の創作 丘修三∥著 かみやしん∥絵

ぼくのきもち げんきななかまシリーズ 三好富美子∥脚本 藤本四郎∥画

ぼくの恐竜ブタノドン ぶんけい童話館 ７ いわままりこ∥作 かみやしん∥絵

ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ∥作 百々佑利子∥訳 広野多珂子∥絵

ほ



ぼくのくれよん 講談社の創作絵本 長新太作･絵

ぼくの黒うさぎシャデラク 偕成社文庫 ２０２０ マインダート・ディヤング∥作 中村妙子∥訳

ぼくのコレクション 自然のなかの宝さがし 盛口満∥文・絵

ぼくのじしんえにっき いわさき創作童話 １ 八起正道∥作 伊東寛∥絵

ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美

僕の死に方　エンディングダイアリー５００日 金子哲雄著

ぼくのジープ ちいさいえほん １５ さとうさとる∥・ぶん むらかみつとむ∥・え

僕の昭和史 １ 安岡章太郎∥著

僕の昭和史 ２ 安岡章太郎∥著

僕の昭和史 ３ 安岡章太郎∥著

ぼくのせかいをひとまわり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 Ｍ．Ｗ．ブラウン∥ぶん Ｃ．ハード∥え おがわひとみ∥やく

ぼくの瀬戸内海案内 岩波ジュニア新書 ４１０ 大林宣彦∥著

ぼくのせなかにのせてってあげる！ 市川里美∥作・絵 堀内紅子∥訳

ぼくの象をかえして！ ジュニア・ライブラリー キャロル・キャリック∥作 岡本浜江∥訳 ドナルド・キャリック∥画

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン文　アナ・ファン絵　小島希里訳

ぼくのだいすきなパパ 岩崎少年文庫 １ Ｂ．ガリヤフキン∥作 宮川やすえ∥訳

ぼくのだ　ぼくのだ ぶうとぴょんのえほん 多田ヒロシ∥著

ぼくのちいさなせんちょうさん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 クラウディオ・ムニョス∥さく 山口文生∥やく

ぼくの小さな村ぼくの大すきな人たち ジャミル・シェイクリー∥作 アンドレ・ソリー∥絵 野坂悦子∥訳

ぼくの父はこうして死んだ　男性自身外伝 山口正介著

ぼくのつくえはぼくのくに 新しい日本の幼年童話 ３ 佐藤さとる∥作 村上勉∥え

ぼくのつくった魔法のくすり 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 宮下嶺夫∥訳 クェンティン・ブレイク∥絵

ぼくの手のひみつ どうわほのぼのシリーズ 山末やすえ∥作 にしかわおさむ∥絵

ぼくのとうさん 創作こどもクラブ ８ 東君平∥さく・え

ぼくの図書館カード ウィリアム・ミラー文　グレゴリー・クリスティ絵　斉藤規訳

ぼくの最高機密（トップ・シークレット） ジョン・レナルズ・ガードナー∥作 渡邉了介∥訳 タカタケンジ∥絵

ぼくのともだちミーシカ ニコライ・ノーソフ∥作 清水陽子∥訳

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ　作

ぼくの庭ができたよ ゲルダ・ミューラー∥作 ささきたづこ∥訳

ぼくのにんじん
ルース・クラウス∥さく クロケット・ジョンソン∥え わたなべしげ

お∥やく

ぼくのねこみなかった？ エリック＝カール∥さく おおつきみずえ∥やく

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック文　イングリッド・ゴドン絵　いずみちほこ訳

ぼくのハはもうおとな ６さいきゅうしがはえてきた かこさとしむしばのほんシリーズ かこさとし∥ぶん・え

ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集 ２３ 神沢利子∥ぶん 林明子∥え

ほ



ぼくの、ひかり色の絵の具 ノベルズ・エクスプレス　２５ 西村すぐり著

ぼくの羊をさがして ヴァレリー･ハブズ作

ぼくのひみつの庭 文研ブックランド Ｃ・Ｒ・ブラ∥作 谷口由美子∥訳 田中槙子∥絵

ぼくのブッベはどこ？ 幼児絵本シリーズ 藤田千枝∥ぶん イロン・ヴィークランド∥え

ぼくのへやにうみがある
マーガレット・ワイルド∥ぶん ジェーン・タナー∥え しろたのぼる∥

やく

ぼくのほうがえらい
児童図書館・絵本の部屋 おにいちゃん

とあたしの本
スーザン・ウィンター∥さく せなあいこ∥やく

ぼくのぼうけん 福音館創作童話シリーズ なかのひろたか∥さく

ぼくの町に電車がきた ちしきのぽけっと　３ 鈴木まもる著

ぼくの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク∥作 菱木晃子∥訳 オロフ・ランドストローム∥絵

ぼくのママはうんてんし おおともやすおさく

僕のみつけたもの 五木寛之∥〔著〕

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち ４５ 小林豊∥作・絵

ぼくのもものき 広野多珂子

ぼくのヨット ちいさいえほん １３ さとうさとる∥・ぶん むらかみつとむ∥・え

ぼくのリビングルーム 三田誠広∥著

ぼくのロボット恐竜探検 福音館のかがくのほん 松岡達英∥さく

ぼくのロボット大旅行 福音館のかがくのほん 松岡達英∥さく

ぼくのわたしのこんちゅうえん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 小林俊樹∥文 津田櫓冬∥絵

ぼくのわたしのすいぞくかん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 小宮輝之∥文 津田櫓冬∥絵

ぼくのワンちゃん シャリー＝ヒューズ∥さく あらいゆうこ∥やく

ぼくパトカーにのったんだ くまたくんのえほん １ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくひこうきにのったんだ くまたくんのえほん １１ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼく、ひとりでいけるよ 創作こども文庫 ９ リリアン・ムーア∥〔著〕 フイアメンギ∥え じんぐうてるお∥やく

ぼくびょうきじゃないよ こどものとも傑作集 １０１ 角野栄子∥さく 垂石真子∥え

ぼくブルートレインにのったんだ くまたくんのえほん １４ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくぼうしとらないぞ 園の生活１２か月 ３　６月のお話 しみずみちお∥さく 長谷川知子∥え

ぼくまいごになったんだ くまたくんのえほん ４ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくもいくさに征くのだけれど　竹内浩三の詩と死 稲泉連著

北門の狼　重蔵始末　６　蝦夷篇 逢坂剛著

ぼくよわむしじゃない イリーナ・コルシュノウ∥作 かんざきいわお∥訳 花之内雅吉∥絵

僕らが死体を拾うわけ 僕と僕らの博物誌 盛口満∥著

ぼくらの秋田県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２５ 岩谷貞三∥編著

ぼくらの石川県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １２ 菅野八郎∥編著

ぼくらの岩手県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ３２ 名須川溢男∥編著

ほ



ぼくらの愛媛県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １０ 佐々木茂∥編著

ぼくらの大分県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １ 藤原正教∥編著

ぼくらの岡山県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２４ 金谷達夫∥編著

ぼくらの鹿児島県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ７ 四本健光∥編著

ぼくらの神奈川県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ６ 白井禄郎∥編著

ぼくらのカマキリくん 創作どうわ いずみだまきこ∥文 浜田桂子∥画

ぼくらの岐阜県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ３３ 高橋百之∥編著

ぼくらの熊本県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２７ 井上司朗∥編著 矢野信次∥編著

ぼくらの群馬県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ４ 群馬県郷土教育研究会∥編

ぼくらの鉱石ラジオ 小林健二∥著

ぼくらの高知県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ８ 西本靖生∥編著

僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ著

ぼくらの埼玉県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １８ 福島正∥編著 平野禎一∥編著

ぼくらのサイテーの夏 講談社文庫 笹生陽子著

ぼくらの静岡県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ３７ 清水達也∥編著

ぼくらの島根県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ３０ 有馬毅一郎∥編著

ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須正幹∥ぶん 西村繁男∥え

ぼくらの千葉県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２９ 樋口誠太郎∥編著

ぼくらの東京都 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２ 山鹿誠次∥編著

ぼくらの東京物語 貧乏は正しい！ １７歳のための超絶社会主義読本 橋本治∥著

ぼくらの徳島県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ９ 沖野舜二∥編著

ぼくらの栃木県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １３ 山口俊治∥編著 尾島利雄∥編著

ぼくらの鳥取県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２０ 頼田照正∥編著

ぼくらの富山県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １６ 北林吉弘∥編著

ぼくらのなまえはぐりとぐら 絵本「ぐりとぐら」のすべて。 福音館書店母の友編集部∥編

ぼくらの新潟県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ５ 本間道夫∥編著

ぼくらのひきざん王国 ぼくのさんすう・わたしのりか ２０ 松井幹夫∥〔著〕 守谷信介∥え

ぼくらの広島県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １５ 有田吉之∥編著

ぼくらの福井県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １７ 福井県郷土史教育研究会∥編

ぼくらの北海道 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２８ 大井源一郎∥編著

ぼくらの三重県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２６ 樋田清砂∥編著

ぼくらの宮城県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２２ 大村栄∥編著

ぼくらの宮崎県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２１ 下村数馬∥編著

ぼくらの山形県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ １９ 須藤克三∥編著

ほ



ぼくらの山口県 郷土の地理と歴史 ポプラ社の県別シリーズ ２３

ぼくらは赤いうたうさぎ ことばのからくり 大津由紀雄∥文 藤枝リュウジ∥絵

ぼくらはガリレオ 落下の法則の探究 岩波科学の本 ４ 板倉聖宣∥〔著〕

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 １１ 関屋敏隆∥文・型染版画

ぼくらは世界一の名コンビ！ ダニィと父さんの物語 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 小野章∥訳

ぼくらはみんな生きている　都市動物観察記 佐々木洋文・写真

北陸 改訂８版 ＪＴＢのポケットガイド

墨龍賦 葉室　麟

ぼくれんらくせんにのったんだ くまたくんのえほん １３ わたなべしげお∥さく おおともやすお∥え

ぼくはあの戦争を忘れない ジャン＝ルイ・ベッソン∥文・絵 加藤恭子∥訳 平野加代子∥訳

ぼくは行くよ ジャン・エシュノーズ∥著 青木真紀子∥訳

ぼくは一ねんせいだぞ！ 絵本・ちいさななかまたち 福田岩緒∥作

ぼくはいろいろしってるよ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 アン・ランド∥作 ポール・ランド∥作 青山南∥訳

ぼくはうちゅうじん　ちきゅうのふしぎ絵本 中川ひろたか文　はたこうしろう絵

ぼくは黄金の国へ渡った ロレンス・イェップ∥作 夏目道子∥訳

ぼくはおこった ハーウィン・オラム∥文 きたむらさとし∥絵・訳

ぼくは落ち着きがない 長嶋有著

ぼくはおにいちゃん かどのえいこ∥〔作〕 いとうひろし∥〔作〕

ぼくはきみが好き 文学の扉 ３６ Ａ・ブレーガー∥作 平野卿子∥訳 藤浪理恵子∥画

ぼくはきみのおにいさん ものがたりうむ 角田光代∥著

僕は９歳のときから死と向きあってきた 柳田邦男著

ぼくはこんな本を読んできた 立花式読書論、読書術、書斎論 文春文庫 立花隆∥著

ぼくはジャフタ ヒュー・ルーウィン∥文 リサ・コッパー∥絵 多田ひろみ∥訳

ぼくはジョナサン…エイズなの 写真絵本 ジョナサン・スウェイン∥著 シャロン・シーリング∥著 山本直英∥訳

ぼくはぞうだ かがくのとも傑作集 ２９ 五味太郎∥さく

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩著

ぼくはちびパンダ ハンヌ・マケラ∥作 クリスティーナ・ロウヒ∥絵 坂井玲子∥訳

ぼくはねこのバーニーがだいすきだった
ジュディス・ボースト∥さく エリック・ブレグバッド∥え なかむら

たえこ∥やく

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イワサキ・ライブラリー ７ 谷本雄治∥著

ぼくはハナの警察犬 婦人警察官との愛情物語 ポプラ・ノンフィクション ６１ 舟越健之輔∥著

ぼくはひまご 創作こどもクラブ １３ 岩本敏男∥さく 東貞美∥え

ぼくは松葉杖のおじさんと会った ペーター＝ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

ぼくはめいたんてい ５ かぎはどこだ
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん マーク・シマント∥え 光吉

夏弥∥やく

ぼくはめいたんてい １ きえた犬のえ
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん マーク・シマント∥え 光吉

夏弥∥やく

ほ



ぼくはめいたんてい ３ なくなったかいものメモ
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん マーク・シマント∥え 光吉

夏弥∥やく

ぼくはめいたんてい ２ まよなかのはんにん
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん マーク・シマント∥え 光吉

夏弥∥やく

ぼくはめいたんてい ６ ゆきの中のふしぎなできごと
マージョリー・Ｗ・シャーマット∥ぶん マーク・シマント∥え 光吉

夏弥∥やく

ぼくは野鳥のレンジャーだ ひくまのノンフィクションシリーズ ６ 大畑孝二∥作 阿部肇∥絵

ぼくはレース場の持主だ！ 児童図書館・文学の部屋 パトリシア・ライトソン∥作 Ｍ．ホーダー∥絵 猪熊葉子∥訳

ぼくんちカレーライス つちだのぶこ著

ぼくんちどうぶつえん 絵本・ちいさななかまたち 正道かほる∥文 大島妙子∥絵

ぼくんちの安全・安心ブック ひとりだってだいじょうぶ！！

ぼくんちのかいじゅう
リチャード・グラハム∥ぶん スーザン・バーレイ∥え おびかゆうこ∥

やく

ぽけっとにいっぱい 新・名作の愛蔵版 今江祥智∥作 長新太∥絵

ポケットに名言を 寺山修司

ポケットにライ麦を
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－１

７
アガサ・クリスティー∥著 宇野利泰∥訳

ぽけっとのお祭り 理論社名作の愛蔵版 今江祥智∥作 長新太∥絵

ポケットのジェーン
Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉

四つの人形のお話 ３
ルーマー・ゴッデン∥さく 久慈美貴∥やく

ポケットのたからもの レベッカ・コーディル∥文 エバリン・ネス∥絵 三木卓∥訳

ポケットのないカンガルー 改訂版 Ｈ．Ａ．レイ∥え エミイ・ペイン∥さく にしうちミナミ∥やく

ポケットの中の赤ちゃん 児童文学創作シリーズ 宇野和子∥作・絵

ポケットの中のねこ 改訂 創作どうわライブラリー ２ 岡野薫子∥作 丸木俊∥絵

ボケの原因を探る 岩波新書　新赤版 ２５５ 黒田洋一郎∥著

ほこらの神さま 富安陽子∥作 小松良佳∥絵

誇 毘沙侍　降魔剣　１ 牧秀彦

誇りあれ 札幌方面中央警察署　南支署 東直己

菩薩花 羽州ぼろ鳶組　５ 今村翔吾

ほしいほしい小僧 改訂 創作どうわライブラリー ４ 前川康男∥文 油野誠一∥絵

星落ちて、なお 澤田瞳子

ほしをもったひめ　セルビアのむかしばなし 八百板洋子文　小沢さかえ絵

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ 西村豊写真・文

星からおちた小さな人 コロボックル物語　３ 佐藤さとる著

星新一　一〇〇一話をつくった人 最相葉月著

星・星座 ニューワイド学研の図鑑

星・星座 学研の図鑑 堀源一郎∥指導・執筆 小林悦子∥指導・執筆

星空 流奈著

「星空」体感・再発見　天文台を歩く 月光天文台［監］

星空の話 かがくのほん 関口シュン∥ぶんえ

ほ



星空ロック 那須田淳著

干したから・・・ ふしぎびっくり写真えほん 森枝卓士

星月夜 伊集院静著

星月夜 李琴峰

「ポジティブ脳」のつかい方 もっと結果を出せる人になる！ 茂木健一郎

星と宇宙 子ども天文教室 前川光∥著

星と海の楽園 ＫＡＧＡＹＡ

星と星座 小学館の図鑑ＮＥＯ

ほしとそらのしたで フレーベル幼年どうわ文庫 １６ 矢崎節夫∥作

保科正之 徳川将軍家を支えた会津藩主 中公新書 １２２７ 中村彰彦∥著

星にいったむすめ 世界みんわ絵本 アメリカ 阿彦周宜∥文 太田大八∥絵

星になったチロ イヌの天文台長 ポプラ・ノンフィクション １２ 藤井旭∥著

ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 君島久子∥再話 赤羽末吉∥画

ほしのあかちゃん フランク・アッシュ∥さく とざわきょうこ∥やく

星の一生　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　３ 藤井旭著

星の海を君と泳ごう 光文社文庫 柴田よしき著

星の王子さま 改版 サン＝テグジュペリ∥作 内藤濯∥訳

星の王子さまのはるかな旅 求龍堂グラフィックス 山崎庸一郎監修・文

星の輝き 上 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

星の輝き 下 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳

星の基本定石これだけは　初級 囲碁ブックス 囲碁編集部編

ほしのぎんか グリム童話
〔グリム∥原著〕 〔グリム∥原著〕 シュチェパーン・ザブジェル∥絵

佐々木元∥訳

星の国から孫ふたり　バークレーで育つ「自閉症」児 門野晴子著

星の子 今村夏子

星の使者　高名な科学者、数学者､天文学者、哲学者にして物理学

者、ガリレオ・ガリレイの生涯
ピーター・シス文・絵　原田勝訳

星の証言 集英社文庫 夏樹静子∥著

星の陣　上 森村誠一

星の陣　下 森村誠一

星の砦 ファンタジーの冒険 芝田勝茂∥作

星のひとみ 岩波おはなしの本 サカリアス・トペリウス∥作 万沢まき∥訳 丸木俊∥絵

星のひとみ 改版 岩波少年文庫 １００４ トペリウス∥作 万沢まき∥訳

星のひとみ Ｚ・トペリウス∥作 おのちよ∥絵 万沢まき∥訳

星のまつり 童心社のジョイブックス 最上一平∥文 織茂恭子∥絵

星の都と湖の王国 中央アメリカのインディオの歴史 子どものための民族学 ３
カリン・フォン・ヴェルク∥著 ガブリエレ・ハーファーマース∥絵

平野卿子∥訳

ほ



星降り山荘の殺人 講談社文庫 倉知淳著

星降る街の物語 木崎さと子∥著

星々の舟 村山由佳∥著

星めぐり フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

星モグラサンジの伝説 童話パラダイス ２ 岡田淳∥作

干し野菜のすすめ 干すだけで驚きのおいしさ！ 有元葉子∥著

ホジャどんのしっぺがえし トルコの民話 ギュンセリ・オズギュル∥さいわ・え ながたまちこ∥やく

戊辰算学戦記 金重明∥著

ポースケ 津村記久子著

ホスピス通信 生の終わりに小さな「もてなし」 桜町病院聖ヨハネホスピス∥編

ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く　笑って病気をふっとばせ！ 課題図書 あんずゆき著

母性 湊かなえ著

母性 湊かなえ

細川ガラシャ夫人 上巻 新潮文庫 三浦綾子∥著

細川ガラシャ夫人 下巻 新潮文庫 三浦綾子∥著

保存食のはなし 人間の知恵 ９ 久繁貴恵子∥著

ぽたぽたとぷん ことばあそびえほん 谷川俊太郎∥文 今井弓子∥絵

ぼたもちをくったほとけさま ワッハハ！ゆかいでおかしい日本の民話 やすいすえこ文　ひらのてつお画

ボーダーライン 真保裕一∥著

ホタル 観察の本 ３ 矢島稔∥著 荻野昭∥著

ホタルが教えてくれたこと わたしの昆虫記 ２ 矢島稔∥著

蛍篭 高橋昌男∥著

螢川・泥の河 新潮文庫 宮本輝∥著

蛍草 葉室麟

ほたる　慶次郎縁側日記 北原亜以子著

螢・納屋を焼く・その他の短編 村上春樹∥著

ホタルのくらし カラー自然シリーズ ４６ 矢島稔∥文・解説 佐藤有恒∥写真

蛍の航跡　軍医たちの黙示録 帚木蓬生著

ホタルの里 森の新聞 ４ 大場信義∥著

蛍の橋 澤田ふじ子

蛍の行方 お鳥見女房 諸田玲子∥著

ほたるのよる えほんのもり １０ 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

螢火 蜂谷涼著

ホタル 光のひみつ 科学のアルバム ６８ 栗林慧∥著

ほ



蛍火の怪 旗本絵師描留め帳 小笠原　京

蛍火ノ宿 居眠り磐音　江戸双紙　１６ 佐伯泰英

ほたるホテル
こどものとも傑作集 やなぎむらのおは

なし
カズコ・Ｇ・ストーン∥作

牡丹酒 深川黄表紙掛取り帖(二） 山本一力

牡丹酒　深川黄表紙掛取り帖　２ 山本一力著

ボタン・シャクヤク ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２５ 妻鹿加年雄∥著 染井孝煕∥著

ボタンちゃん 小川洋子作　岡田千晶絵

ボタンのくに なかむらしげお∥さく 西巻茅子∥さく

ぼちぼちいこか マイク＝セイラー作　ロバート＝グロスマン絵　今江祥智訳

ＨＯＫＫＡＩ 高樹のぶ子著

北海道・東北地方　都道府県別　日本地理 ポプラディア情報館 小松陽介［監]

北海道の民話 金の小犬銀の小犬 県別ふるさとの民話 ６　北海道 日本児童文学者協会∥編

北海道の夜明け 常紋トンネルを掘る 小池喜孝∥著

北海道　楽楽

北帰行 佐々木譲著

ホッキョクグマ 大自然の動物ファミリー ５
トーア・ラーセン∥著 シュビレ・カラス∥著 内藤靖彦∥日本語版監

修・訳

ボックス　下 百田尚樹著

ボックス　上 百田尚樹著

ぼっけえ、きょうてえ 岩井志麻子∥著

ぼっこ 偕成社ワンダーランド ２０ 富安陽子∥作 瓜南直子∥絵

北国街道殺人事件 内田康夫

ボッコちゃん 新潮文庫 星新一∥著

ほっこりあたたか　手編みのルームシューズ

墨痕 奥右筆秘帳 上田秀人

堀田力の「おごるな上司！」 人事と組織の管理学 堀田力∥著

坊っちゃん 岩波文庫 夏目漱石∥作

坊ちゃん 少年少女日本文学館　２ 夏目漱石

坊ちゃん殺人事件 内田康夫

ポットくんとミミズくん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 真木文絵文　石倉ヒロユキ絵

ポットくんとわたげちゃん 福音館のかがくのほん 真木文絵∥ぶん 石倉ヒロユキ∥え

ポットくんのおしり 福音館のかがくのほん 真木文絵∥ぶん 石倉ヒロユキ∥え

ホットケーキできあがり！ エリック･カール作　アーサー･ビナード訳

ホット・ゾーン 上巻 リチャード・プレストン∥著 高見浩∥訳

ホット・ゾーン 下巻 リチャード・プレストン∥著 高見浩∥訳

ほ



ポットマム ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３８ 橋本貞夫∥著 羽村宗夫∥著

ポッパーさんとペンギン・ファミリー
Ｍｏｄｅｒｎ　ｃｌａｓｓｉｃ　ｓｅｌ

ｅｃｔｉｏｎ ３

Ｒ・アトウォーター∥著 Ｆ・アトウォーター∥著 Ｒ・ローソン∥絵

上田一生∥訳

ポップコーンの科学 ふくらむなぞに挑戦 やさしい科学 相場博明∥著 藤田ひおこ∥絵

ほっぷ　すてっぷ　かぶとむし ０．１．２．えほん 増田純子

ぽっぺん先生　地獄へようこそ 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生と帰らずの沼 ちくま文庫 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生と鏡の女王 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生とどろの王子 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生と星の箱舟 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生のクリスマス 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生の動物事典 舟崎克彦∥著

ぽっぺん先生の日曜日 舟崎克彦∥著

北方の夢 近代日本を先駆した風雲児ブラキストン伝 豊田有恒∥著

ホテル・ニューハンプシャー 上 新潮・現代世界の文学 ジョン・アーヴィング∥〔著〕 中野圭二∥訳

ホテル・ニューハンプシャー 下 新潮・現代世界の文学 ジョン・アーヴィング∥〔著〕 中野圭二∥訳

ホテル・メランコリア 篠田真由美著

ホテルローヤル 桜木紫乃著

ホテルローヤル 集英社文庫 桜木紫乃著

ボートがしずんだの、だれのせい？ パメラ・アレン∥作 ゆあさふみえ∥訳

保土ヶ谷ものがたり

ボード・ゲーム 松田道弘あそびの本 ２ 松田道弘∥著

ポトスライムの舟 津村記久子著

ほととぎすを待ちながら 好きな本とのめぐりあい 田辺聖子∥著

ポートリーのぼうし ルーシー・カズンズ∥作 五味太郎∥訳

ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠∥著 村上春樹∥著

ぽとんぽとんはなんのおと こどものとも傑作集 ７１ 神沢利子∥さく 平山英三∥え

ポニーにのろう ぼくとクララおねえちゃん ４ ディミーター・インキオフ∥作 飯豊道男∥訳 曽我舞∥絵

母乳で育ててみませんか 妊娠中の準備から離乳・断乳まで 母乳が変

える、ママと赤ちゃんの心とからだ
ホーム・メディカ・ブックス 母乳育児を広める会∥著

ボニーはすえっこ、おしゃまさん 文研子どもランド レベッカ・コーディル∥作 谷口由美子∥訳

ほね かがくのとも傑作集 ２５ 堀内誠一∥さく

骨をかぎだせ！ めいたんていスーパーわん ３ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

骨を丈夫に、貧血を防ぐ食事
ＮＨＫきょうの料理 家族のヘルシー食

卓 ４
宗像伸子∥著

骨が語る日本人の歴史 ちくま新書 片山一道著

ほ



骨と沈黙

Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １５８５ ダル

ジール警視シリーズ

レジナルド・ヒル∥著 秋津知子∥訳

骨と骨組みのはなし 岩波ジュニア新書 ３７４ 神谷敏郎∥著

ほねほね 知識の絵本 １８ さとうまもる∥えと文

ほねはおれますくだけます かこさとしからだの本　８ かこさとし著

骨を追え ラストライン　４ 堂場瞬一

炎に消えた名画 扶桑社ミステリー チャールズ・ウィルフォード著　浜野アキオ訳

炎の色 新鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

炎の回廊　満州国演義　４ 船戸与一著

炎の条件 KAPPA　NOVELS 森村誠一著

炎の秘密 ヘニング・マンケル∥作 オスターグレン晴子∥訳

ぽぱーぺぽぴぱっぷ おかざきけんじろう絵　谷川俊太郎文

ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥作 瀬田貞二∥訳 寺島竜一∥絵

ホビットの冒険 上 岩波少年文庫 ２０８８ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥作 瀬田貞二∥訳

ホビットの冒険 下 岩波少年文庫 ２０８９ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥作 瀬田貞二∥訳

ボビーとそらいろのヨット カエデのもりのものがたり マーガレット・バーディック∥さく わたなべしげお∥やく

ポビーとディンガン ベン・ライス∥著 雨海弘美∥訳

ポピーとライ 新たなる旅立ち あかね・ブックライブラリー ３ アヴィ∥作 Ｂ．フロッカ∥絵 金原瑞人∥訳

ポピーのあかちゃん
講談社の翻訳絵本 のばらの村のものが

たり ８
ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

ポピー ミミズクの森をぬけて ジョイ・ストリート アヴィ∥作 Ｂ・フロッカ∥絵 金原瑞人∥訳

墓標なき街 逢坂剛著

ボビンレース ＮＨＫ婦人百科 福山有彩∥著

HOPE！　おばちゃんとぼく 阪本啓一著

ポプラ社の音楽シリーズ １ 美しい歌声 発声と発音・歌いかた 小原光一∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ８ オーケストラのひびき オーケストラと

ブラスバンド
若林英鋭∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ７ 楽譜のはなし 楽譜の読みかた・歌いか

た
若林英鋭∥著

ポプラ社の音楽シリーズ １０ 楽器の生いたち 日本の楽器と世界の

楽器
真篠将∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ６ 合奏のよろこび 合奏のしくみと演奏 川池聡∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ３ ピアノはうたう けん盤楽器と弦楽器 宮野文隆∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ９ やさしい作曲 歌詞と旋律・編曲のしか

た
川池聡∥著

ポプラ社の音楽シリーズ ５ リズムにのって いろいろな打楽器 宮野文隆∥著

ポプラ社の天文シリーズ ８ 気象のはなし 塚本治弘∥著

ポプラ社の天文シリーズ ７ 初歩の天体観測 浜根洋∥著

ポプラ社の天文シリーズ １ 太陽のはなし 桜井邦朋∥著

ポプラ社の天文シリーズ ３ 土星・木星のなぞ 清水幹夫∥著

ほ



ポプラ社の天文シリーズ ９ 星の神話と伝説 上 草下英明∥著

ポプラ社の天文シリーズ １０ 星の神話と伝説 下 草下英明∥著

ポプラ社の天文シリーズ ４ 星はどうして生まれるか 磯部　三∥著

ポプラ社の天文シリーズ ２ わく星・月・地球 清水幹夫∥著

ポプラの秋 新潮文庫 湯本香樹実∥著

ポプリ＆ラブフラワー 私の手作り 中学生コレクション

歩兵の本領 浅田次郎∥著

微笑む人 貫井徳郎著

ぽぽぽぽぽ 五味太郎∥作

ホーマーとサーカスれっしゃ　改訂新版 グラマトキーののりものどうわ　４ ハーディー・グラマトキー著　渡辺茂男訳

ホームシック・ベイビー 片翼だけの韓国 生島治郎∥著

ホームベーカリーで焼きたてパン 新版 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ

ホームヘルパーになる本 なるための方法・なってからの働き方 晶文社出版編集部∥編集

火群のごとく あさのあつこ著

ホームレス中学生 田村裕著

ホメーロスのイーリアス物語 ホメーロス∥〔原作〕 バーバラ・レオニ・ピカード∥作 高杉一郎∥訳

ホメーロスのオデュッセイア物語 ホメーロス∥〔原作〕 バーバラ・レオニ・ピカード∥作 高杉一郎∥訳

ホメロス物語 イリアス・オデュッセイア 岩波ジュニア新書 ８２ 森進一∥著

ぼやき地蔵　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

保養と湯治の宿 自然と湯の恵みで心も体も生き生き。ヘルスケアの

宿２１２軒
日本の宿

ほらあなのげんしじん とおい昔の謎をとく ５ たかしよいち∥文 石津博典∥え

ほら、きのこが… たくさんのふしぎ傑作集 越智典子∥文 伊沢正名∥写真

ポーラースター　ゲバラ覚醒 海堂尊著

ホラ吹きアンリの冒険 荻野アンナ∥著

ほらふき男爵の冒険 ペーター・ニクル∥再話 Ｂ・シュレーダー∥画 矢川澄子∥訳

ほらふきマックス 新しい世界の童話シリーズ ２ エーロン＝ジューダ∥作 神宮輝夫∥訳 大古剋己∥画

ボランティアしあおうよ 車イスのぼくから君へ おとなになること ８ 松兼功∥著 渡辺則子∥絵

ボランティアまるごとガイド まるごとガイドシリーズ１０ 安藤雄太〔監〕

堀江泰子の母からまなんだ味娘へ伝える味 ＮＨＫきょうの料理シリーズ 堀江泰子∥著

堀口大学 日本の詩 堀口大学∥〔著〕 平田文也∥編

ホリス・ウッズの絵 パトリシア・ライリー・ギフ作　もりうちすみこ訳

ボリスとあおいかさ ブルーナのおはなし文庫 ２２ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ボリスとバーバラのあかちゃん ブルーナのおはなし文庫 １１ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ボリスのすてきなふね ブルーナのおはなし文庫 １８ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ほ



ポリッセリーナの冒険 ＢＯＯＫＳ　ＦＯＲ　ＣＨＩＬＤＲＥＮ ビアンカ・ピッツォルノ作　長野徹訳

ポリティコン　下 桐野夏生著

ポリティコン　上 桐野夏生著

ホリデー・イン 坂木司著

ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー∥作 掛川恭子∥訳

ポリネシア・メラネシアのむかし話 海の少女ヒナほか
大人と子どものための世界のむかし話

５
ダイクストラ好子∥編訳

ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール

ポリぶくろの実験 たのしい科学あそび 立花愛子∥著 永井泰子∥絵

堀部安兵衛 上巻 新潮文庫 池波正太郎∥著

堀部安兵衛 下巻 新潮文庫 池波正太郎∥著

ボリボン 世界傑作絵本シリーズ マレーク・ベロニカ∥ぶん・え みやこうせい∥やく

ボルカ はねなしガチョウのぼうけん ジョン・バーニンガム∥さく きじまはじめ∥やく

ポルコさまちえばなし スペインのたのしいお話 岩波おはなしの本 ８ ロバート・デイヴィス∥文 瀬田貞二∥訳 Ｆ．アイヘンバーグ∥絵

ポルトガル・リスボン　ポルト　オビドス　コインブラ　エヴォラ

マデイラ島
ワールドガイド　ヨーロッパ　１６

ホルトハウス房子のくだもので作るお菓子 ホルトハウス房子∥著

ボルネオの熱帯雨林　生命のふるさと 横塚眞己人著

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン∥さく 久山太市∥やく

ボルピィ物語 那須田淳∥作 村上勉∥絵

ボールペンで実験をしよう やさしい科学 １３ 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

ホルモー六景 万城目学著

ホレおばさん グリムのほん ２ グリム∥〔著〕 グリム∥〔著〕 石井桃子∥〔ほか〕再話 田中久司∥画

ホロー荘の殺人
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－２

８
アガサ・クリスティー∥著 中村能三∥訳

ボロディン，ムソルグスキー，リムスキー＝コルサコフ 嵐の時代を

のりこえた「力強い仲間」
作曲家の物語シリーズ １１ ひのまどか∥著

ボローニャ紀行 井上ひさし著

滅びし者へ 志水辰夫∥著

滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう

滅びゆく野生動物 精密なイラストで野生１６１種をここに保存 万有ガイド・シリーズ ２７
Ｆ．バスキエーリ・サルバドーリ∥著 ピエール・ロレンツォ・フ

ローリオ∥著 花野秀男∥訳

ボロブドール遺跡めぐり とんぼの本 田枝幹宏∥著 伊東照司∥著

ほろよいかげん 檀ふみ∥著

ホワイトアウト 新潮ミステリー倶楽部 真保裕一∥著

ホワイト・グース
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

ホワイトハウス物語 宇佐美滋∥著

ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ∥著 斎藤倫子∥訳

ほ



ホワイトラビット 伊坂幸太郎

本をつんだ小舟 宮本輝∥著

本を読む女 新潮文庫 林真理子∥著

本格小説 日本近代文学 上 水村美苗∥著

本格小説 日本近代文学 下 水村美苗∥著

ほんがすき！ Ｄ・マクフェイル∥ぶん・え しみずゆうすけ∥やく

本ができるまで カラー版 岩波ジュニア新書 ４４０ 岩波書店編集部∥編

本　起源と役割をさぐる 岩波ジュニア新書　４７６ 犬養道子著

ぼんくら　上 講談社文庫 宮部みゆき

ぼんくら　下 講談社文庫 宮部みゆき

ぽんこつマーチ 子ども図書館 阪田寛夫∥著

本・子ども・大人 ポール・アザール∥〔著〕 矢崎源九郎∥訳 横山正矢∥訳

ボーン・コレクター ジェフリー・ディーｳﾞｧー著　池田真紀子訳

香港　マカオ ブルーガイドわがまま歩き　１０

盆栽癒しの小宇宙 とんぼの本 丸島秀夫∥著 南伸坊∥著

本日は、お日柄もよく 徳間文庫 原田マハ

ボンジュール！キルト　パリ色のおしゃれなバッグと小物 キャシー中島，洋輔［共］著

本所おけら長屋　三 ＰＨＰ文芸文庫 畠山健二

本所おけら長屋　四 ＰＨＰ文芸文庫 畠山健二

本所おけら長屋　五 ＰＨＰ文芸文庫 畠山健二

本所おけら長屋　六 ＰＨＰ文芸文庫 畠山健二

本所おけら長屋　七 ＰＨＰ文芸文庫 畠山健二

本所おけら長屋　十三 畠山　健二

本所しぐれ町物語 藤沢周平

本所深川ふしぎ草紙 宮部みゆき∥著

本陣殺人事件 改版 金田一耕助ファイル ２ 横溝正史∥〔著〕

本朝金瓶梅 林真理子著

本朝金瓶梅　お伊勢篇 林真理子著

本朝金瓶梅　西国漫遊篇 林真理子著

ほんとうに７０代は面白い 桐島洋子著

本当は恐ろしいグリム童話 桐生操∥著

ほんとうはひとつの話 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

本と鍵の季節 米澤穂信

ほんとにほんとにほしいもの あかねせかいの本 ベラ　Ｂ．ウィリアムズ∥作絵 佐野洋子∥訳

ほ



ほんとに本はやくにたつ クロード・ブージョン∥文と絵 末松氷海子∥訳

本と私 岩波新書　新赤版 別冊８ 鶴見俊輔∥編

本と私 四十四人の体験的読書論 三省堂編集部∥編

ほんとはともだち わくわくライブラリー 森山京∥作 新野めぐみ∥絵

本能寺 上 池宮彰一郎∥著

本能寺 下 池宮彰一郎∥著

本能寺の変 津本陽∥著

本能寺の変　８８の謎 祥伝社黄金文庫 井上慶雪

本の背中本の顔 出久根達郎∥著

本のなかの少女たち 津島佑子∥著

本の話絵の話 山本容子∥著

本のれきし５０００年 たくさんのふしぎ傑作集 辻村益朗∥作

ポンペイ
児童図書館・絵本の部屋 探検と発掘シ

リーズ ５
ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文

ポンペイの四日間 ハヤカワ文庫　NV1078 ロバート・ハリス著　菊地よしみ訳

ぼんぼん 今江祥智著

ぽんぽん山の月 えほんのもり ７ あまんきみこ∥文 渡辺洋二∥絵

ほんもの探し旅 小林泰彦∥著

ほんもの　白洲次郎のことなど 白洲正子著

本物の味ウメ干し・ウメ料理 ヘルシーライフ 都築佐美子∥著

本屋さんで待ち合わせ 三浦しをん著

本屋さんのダイアナ 柚木麻子著

ボンヤリどうぶつえん
理論社のようねんどうわ ナンジャコ

リャ童話館
長新太∥さく

本よみの虫干し 日本の近代文学再読 岩波新書　新赤版 ７５３ 関川夏央∥著

本はこうしてつくられる アリキ∥作・絵 松岡享子∥訳

ほんはまっています　のぞんでいます かこさとししゃかいの本 かこさとし∥さく

まあちゃんのながいかみ こどものとも傑作集 １０５ たかどのほうこ∥さく

まあちゃんのまほう こどものとも傑作集 たかどのほうこ∥さく

まあるいまあるい イエラ・マリ∥作

舞い上がったサル デズモンド・モリス∥著 中村保男∥訳

マイク・マリガンとスチーム・ショベル 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 バージニア・リー・バートン∥ぶん・え いしいももこ∥やく

まいご 吉田遠志・動物絵本シリーズ ２ 吉田遠志∥絵と文

迷子石 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

まいごになったおにんぎょう 岩波の子どもの本 Ａ．アーディゾーニ∥文 Ｅ．アーディゾーニ∥絵 石井桃子∥訳

まいごに　なった　セレスティーヌ
ブックローン出版のえほん くまのアー

ネストおじさん
ガブリエル・バンサン∥作 森比左志∥訳

ほ

ま



まいごのアンガス 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マージョリー・フラック∥さく・え 瀬田貞二∥やく

まいごのたまご アレックス・ラティマー

迷子の天使 福音館創作童話シリーズ 石井桃子∥作 脇田和∥画

まいごのフォクシー 大型絵本
イングリ・ドーレア∥文・絵 エドガー・ドーレア∥文・絵 うらべち

えこ∥訳

まいごのふたご 岩波の子どもの本 アイネス・ホーガン文　石井桃子訳　野口彌太郎絵

まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 ８ 神沢利子∥作 井上洋介∥絵

舞鶴の海を愛した男 十津川警部 西村京太郎

まいない節　献残屋佐吉御用帖 山本一力著

毎日を快適に過ごすミセスのふだん着 小杉早苗∥著

まいにち着る女の子服　パターンレーベルのこども服 片貝夕起著

毎日使いたい手編みの帽子とおでかけこもの

毎日の手編みこもの すぎやまとも著

舞姫　うたかたの記 他三篇 岩波文庫 森鴎外∥作

舞姫・うたかたの記 角川文庫 森鴎外∥〔著〕

舞姫通信 重松清∥著

埋伏 表御番医師診療禄　１１ 上田秀人

マイ・ベスト・フレンド チア・ブックス １３
ジャクリーン・ウィルソン∥作 小竹由美子∥訳 ニック・シャラット∥

絵

マイロのふしぎな冒険 ＰＨＰ創作シリーズ ノートン・ジャスター∥作 斉藤健一∥訳 横川ジョアンナ∥絵

マインド 今野敏著

マインド 警視庁捜査一課碓氷弘一６ 今野敏

マウイたいようをつかまえる ピーター・ゴセージ∥作 浜島代志子∥訳

マウイ島ホノルル ブルーガイドわがまま歩き

マーヴェラス・マインド 光輝く闇 マインド・スパイラル ３
キャロル・マタス∥作 ペリー・ノーデルマン∥作 金原瑞人∥訳 代田

亜香子∥訳

舞う百日紅 上絵師　律の似面絵帖 知野みさき

マウルスと三びきのヤギ 大型絵本 ６ アロワ・カリジェ∥文・絵 大塚勇三∥訳

マウルスとマドライナ 大型絵本 ２４ アロワ・カリジェ∥文・絵 大塚勇三∥訳

マエストロ 上 創元推理文庫 ジョン・ガードナー∥著 後藤安彦∥訳

マエストロ 下 創元推理文庫 ジョン・ガードナー∥著 後藤安彦∥訳

前向き。　９３歳、現役。明晰に暮らす吉沢久子の生活術 吉沢久子著

魔王 伊坂幸太郎著

マオ　誰も知らなかった毛沢東　下 ユン・チアン，ジョン・ハリデイ[共]著

マオ　誰も知らなかった毛沢東　上 ユン･チアン，ジョン・ハリデイ［共]著

魔界への招待 時代小説の楽しみ １１ 山田風太郎∥〔ほか〕著

魔界京都放浪記 西村京太郎

ま



マガーク少年探偵団 !  ２  あのネコは犯人か？ Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ４　あやうしマガーク探偵団 Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ６　あやしい手紙 Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ３  消えた新聞少年 Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ７　木の上のたからもの Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  １  こちらマガーク探偵団 Ｅ・Ｗ・ヒルディック著  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ５　見えない犬のなぞ Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

マガーク少年探偵団 !  ８　雪の中のスパイ Ｅ・Ｗ・ヒルディック作  蕗沢忠枝訳

まがればまがりみち こどものとも傑作集 井上洋介∥さく

マカロンだいすき 子どもの本 ジュリア・カニンガム∥作 小杉佐恵子∥訳 エバライン・ネス∥絵

まき貝のうた 福音館創作童話シリーズ 坪井郁美∥作 西村繁男∥画

マキちゃんのえにっき わくわくライブラリー いせひでこ∥作・絵

牧野富太郎 子どもの伝記全集 ３９ 氷川瓏∥〔著〕

牧野富太郎植物記 ６ 海辺の花 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ５ 木の花 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ８ 植物採集 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ７ 植物日記 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ４ 庭の花 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 １ 野の花 １ 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ２ 野の花 ２ 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

牧野富太郎植物記 ３ 山の花 牧野富太郎∥著 中村浩∥編

マギーはお手上げ 二見文庫　ザ・ミステリ・コレクション ケイシー・マイケルズ著

まく子 西加奈子著

マクスとモーリツのいたずら ブッシュの絵本 ヴィルヘルム・ブッシュ∥文　絵 上田真而子∥訳

マークスの山 上 講談社文庫 高村薫∥〔著〕

マークスの山 下 講談社文庫 高村薫∥〔著〕

マークスマン 警視庁公安Ｊ 鈴峯紅也

マーク・トウェイン自伝 上 ちくま文庫 マーク・トウェイン∥著 勝浦吉雄∥訳

マーク・トウェイン自伝 下 ちくま文庫 マーク・トウェイン∥著 勝浦吉雄∥訳

マーク・トウェイン短編集 新潮文庫 マーク・トウェイン∥〔著〕 古沢安二郎∥訳

マグネット 山田詠美∥著

マクブルームさんのすてきな畑 あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン∥作 Ｑ．ブレイク∥画 金原瑞人∥訳

マクブルームさんのへんてこ動物園 あかね世界の文学シリーズ
Ｓ．フライシュマン∥作 Ｑ．ブレイク∥画 金原瑞人∥訳 長滝谷富貴

子∥訳

ま・く・ら 講談社文庫 柳家小三治∥〔著〕
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枕絵　吉原裏同心　(七) 吉原裏同心　七 佐伯泰英

枕詞千年の謎 藤村由加∥著

枕詞の秘密 李寧煕∥著

枕女優 新堂冬樹著

枕草子 ２１世紀版　少年少女古典文学館　４ 大庭みな子著

枕草子 コミックストーリーわたしたちの古典 監修　長谷川孝士

まぐろ土佐船 斎藤健次∥著

マグロは時速１６０キロで泳ぐ ふしぎな海の博物誌 中村幸昭∥著 村瀬泰央∥画

幕はおりたのだろうか 林真理子∥著

負けるな、届け！ 双葉文庫 こかじさら

まこちゃんともりのおくりもの 神沢利子∥さく 片山健∥え

まこちゃんのおたんじょうび にしまきかやこ∥えとぶん

マコチン あかね新作幼年童話 １４ 灰谷健次郎∥著 長新太∥画

マコチンとマコタン あかね新作幼年童話 ２１ 灰谷健次郎∥著 長新太∥画

孫に語り伝える「満州」 岩波ジュニア新書 ２９６ 坂本龍彦∥著

孫ニモ負ケズ 北杜夫∥著

孫のための「まごまご塾」 なだいなだ∥著

まさかさかさま動物回文集 石津ちひろ∥文 長新太∥絵

マザー・グースをくちずさんで 英国童謡散歩 求龍堂グラフィックス 鷲津名都江∥監修・文 中川祐二∥写真 アンディ・キート∥写真

マザー・グースのうた 第１集 おとこのこってなんでできてる　おん

なのこってなんでできてる
谷川俊太郎∥訳 堀内誠一∥画

マザー・グースのうた 第３集 だれがこまどりころしたの 谷川俊太郎∥訳 堀内誠一∥画

マザー・グースのうた 第２集 ばらのはなわをつくろうよ 谷川俊太郎∥訳 堀内誠一∥画

マザー・グースのうた 第５集 マザー・グースのおっかさん 谷川俊太郎∥訳 堀内誠一∥画

マザー・グースのうた 第４集 ６ペンスのうたをうたおう 谷川俊太郎∥訳 堀内誠一∥画

雅子さまと「新型うつ」 朝日新書１６６ 香山リカ著

マザーズ 金原ひとみ著

マザー・テレサこんにちは 千葉茂樹∥著 依光隆∥絵

マザー・テレサ すべての人に愛を伝える世界の母 １９１０－１９９

７
愛と勇気をあたえた人びと １ リチャード・テームズ∥著 内藤ゆかり∥訳

Masato 岩城けい著

政と源 三浦しをん著

政宗遺訓 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

マザーランドの月 ＳＵＰＥＲ！ＹＡ サリー・ガードナー

マヂック・オペラ　二・ニ六殺人事件 ハヤカワ・ミステリーワールド 山田正紀著

マジック入門 小学館入門百科シリーズ ５７ 高木重朗∥著
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マージナル・マン境界の民 安田峰俊著

マーシャとくま ロシア民話 世界傑作絵本シリーズ ソビエトの絵本 Ｅ・ラチョフ∥え Ｍ・ブラトフ∥さいわ うちだりさこ∥やく

マージャンを初めてやる人の本 関根二郎

摩周湖　黒衣の女 徳間文庫 梓林太郎

魔術師 創元推理文庫 ４０１－０４ 江戸川乱歩∥著

魔術師のおい 改版 ナルニア国ものがたり ６ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

魔障 蘭方医・宇津木新吾 小杉健治

魔性の群像 森村誠一∥著

魔女学校、海へいく
評論社の児童図書館・文学の部屋 ミル

ドレッドの魔女学校 ４
ジル・マーフィ∥作・絵 松川真弓∥訳

魔女学校の一年生
児童図書館・文学の部屋 魔女学校シ

リーズ １
ジル・マーフィ∥作　絵 松川真弓∥訳

魔女学校の転校生
児童図書館・文学の部屋 魔女学校シ

リーズ ２
ジル・マーフィ∥作　絵 松川真弓∥訳

魔女からの贈り物 評論社の児童図書館・文学の部屋 ジェニー・ニモ∥作 佐藤見果夢∥訳 ポール・ハワード∥絵

魔女からの手紙 角野栄子

魔女ジェニファとわたし 岩波ものがたりの本 １８ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

魔女集会通り２６番地 ディアナ＝ウィン＝ジョーンズ∥作 掛川恭子∥訳

魔女たちの饗宴 現代ロシア女性作家選 沼野恭子∥訳

魔女と暮らせば 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 田中薫子∥訳 佐竹美保∥絵

魔女とふたりのケイト キャサリン．Ｍ．ブリッグズ∥作 石井美樹子∥訳

魔女と呼ばれて フェイ・ウェルドン∥著 森沢麻里∥訳

魔女とルパン シリーズ怪盗ルパン 第１４巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

魔女に会った たくさんのふしぎ傑作集 角野栄子∥文・写真 みやこうせい∥写真

魔女になりたくない女の子 新しい世界の童話シリーズ アンナ＝ベネット∥作 磯村愛子∥訳 むかいながまさ∥画

魔女の１ダース 正義と常識に冷や水を浴びせる１３章 米原万里∥著

魔女の笑窪 大沢在昌著

魔女のおくりもの
岩波少年文庫 １０５６ かめのシェル

オーバーのお話 ２
ルース・エインズワース∥作 河本祥子∥訳

魔女のこねこゴブリーノ 世界傑作童話シリーズ アーシュラ・ウィリアムズ作　中川千尋訳

まじょのスーパーマーケット スーザン・メドー∥さく ひがしはるみ∥やく

魔女のスープ　残るは食欲 阿川佐和子

魔女のソナタ 伊集院大介の洞察 栗本薫∥著

魔女の宅急便 福音館創作童話シリーズ 角野栄子∥作 林明子∥画

魔女の宅急便 その２ キキと新しい魔法 福音館創作童話シリーズ 角野栄子∥作 広野多珂子∥画

魔女の宅急便 その３ キキともうひとりの魔女 福音館創作童話シリーズ 角野栄子∥作 佐竹美保∥画

魔女の宅急便　その４　キキの恋 創作童話シリーズ 角野栄子著

魔女の宅急便　その６　それぞれの旅立ち 角野栄子作　佐竹美保画

ま



魔女の宅急便　その５　魔法のとまり木 福音館創作童話シリーズ 角野栄子著

魔女のたまご あかねせかいの本 １ マデライン・エドモンドソン∥作 ケイ・コラオ∥絵 掛川恭子∥訳

まじょのひ パプア・ニューギニアの昔話 こどものとも世界昔ばなしの旅 １０ 大塚勇三∥再話 渡辺章人∥画

魔女の封印 大沢在昌著

魔女の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著

魔女のむすこたち 岩波ものがたりの本 １０７ カレル・ポーラーチェク∥〔著〕 小野田澄子∥訳

魔女の盟約 大沢在昌著

まじょのるすばんやさん どうわほのぼのシリーズ 山末やすえ∥作 長野ヒデ子∥絵

魔女のワナムケ かいぞくポケット ７ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

猿屋形　鬼悠市風信帖 高橋義夫著

魔神の指輪　シェーラひめのぼうけん　1 フォア文庫 村山早紀著

麻酔 渡辺淳一∥著

麻酔科医 江川晴著

マスカット・エレジー 山崎洋子∥著

マスカレード・ナイト 東野圭吾

マスカレード・ホテル 東野圭吾著

マスコミ・ＩＴ くわしい！わかる！図解日本の産業８

ますとおじいさん 紙しばい名作選 浜田広介∥作 安泰∥画

マスとミラリク
児童図書館・絵本の部屋 グリーンラン

ドの絵本
スベン・オットー∥さく 奥田継夫∥やく 木村由利子∥やく

増山超能力師事務所 文春文庫 誉田哲也著

また！ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本　１８ 上野紀子

まだ生きている　我が老後 佐藤愛子著

またおいで もりやまみやこ作

まだかんがえるカエルくん いわむらかずお∥作

マタギに育てられたクマ 感動ノンフィクションシリーズ 金治直美文

【マタギ】物見隊顛末 葉治英哉∥著

また、桜の国で 須賀しのぶ

又蔵の火 藤沢周平

またたびねこまつり どうわがいっぱい ２８ 白阪実世子∥作 荒井良二∥絵

また次の春へ 重松清著

マタニティーダイエット 初めての赤ちゃん食事シリーズ １ 女子栄養大学出版部∥編

マタニティママの生活着 クライ・ムキのパターンソーイング クライ・ムキ∥著

また！ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ２２ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

マタビアは貝のおまもり マリオン・ブルーム∥作 野坂悦子∥訳
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また　また！ねずみくんのチョッキ 絵本のひろば ３３ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

まだまだはらぺこオオカミ キャサリン・ストー∥作 掛川恭子∥訳

まだまだはらぺこオオカミ せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー作

マダム・ジゼル殺人事件 新潮文庫 クリスティ∥〔著〕 中村妙子∥訳

またもりへ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マリー・ホール・エッツ∥ぶんえ まさきるりこ∥やく

街歩き読本 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

まちをつくるじどうしゃ のりものえほん 松本典久∥ぶん 井上広和∥しゃしん

まちがい王さま本になる ちいさな王さまシリーズ １０ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

間違いだらけのリフォーム術 これだけは知っておかなければならな

いＱ＆Ａ

Ｓｅｉｓｈｕｎ　ｓｕｐｅｒ　ｂｏｏｋ

ｓ
ホームライフセミナー∥編

街・かくれんぼ 詩集 重清良吉∥著

街角には物語が．．． 高橋方子

町かどのジム 新しい世界の童話シリーズ エリノア・ファージョン∥〔作〕 松岡享子∥訳 三芳悌吉∥画

街かどの夏休み 旺文社創作児童文学 木暮正夫∥作 菅輝男∥絵

まちからうみへはしれ江ノ電 のりものえほん 持田昭俊文･写真

マーチ家の父　もうひとつの若草物語 ジェラルディン・ブルックス著　高山真由美訳

町工場・スーパーなものづくり ちくまプリマーブックス １２３ 小関智弘∥著

町たんけん はたらく人みつけた みぢかなかがく 秋山とも子∥作

町といなか 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 水沢勉∥訳

待ち遠しい 柴崎友香

町にきたドラゴンたち ジャネット・マクネイル∥作 松野正子∥訳

マチネの終わりに 平野啓一郎著

街のアラベスク 阿刀田高著

街のいちにち 絵本ミュージアム 杉田比呂美∥著

町の化石しらべ ジュニア図鑑 １３ 川瀬信一∥著 三宅隆三∥著

町のけんきゅう 世界一のけんきゅう者になるために みぢかなかがく 岡本信也∥文・絵 岡本靖子∥文・絵 伊藤秀男∥絵

町の水族館町の植物園 さかなやさんとやおやさん みぢかなかがく 小林亜里∥文 三柴啓子∥絵

待ち望まれし者　上 マグダラのマリアによる福音書 キャスリン・マゴーワン著　山城咲子訳

待ち望まれし者　下 マグダラのマリアによる福音書 キャスリン･マゴーワン著　山城咲子訳

まちの図書館でしらべる 『まちの図書館でしらべる』編集委員会∥編

まちのねずみといなかのねずみ ポール･ガルドン絵

まちのねずみといなかのねずみ イソップ寓話より ポール・ガルドン∥絵 木島始∥訳

街の灯
Ｈｏｎｋａｋｕ　ｍｙｓｔｅｒｙ　ｍａ

ｓｔｅｒｓ
北村薫∥著

待ち伏せ 剣客商売 池波正太郎∥著

待ちわびた花嫁 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著
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まちんと 新編・絵本平和のために １ 松谷みよ子∥文 司修∥絵

松居一代の超スーパーおそうじ術 松居一代著

松江・出雲・石見銀山・境港　楽楽

松岡修造とLet's Enjoy Tennis　キーワードで夢をひらく 趣味悠々

まっかな秋 薩摩忠詩集 ジュニア・ポエム双書 薩摩忠∥著

マック式短距離トレーニング 改訂新版 講談社スポーツシリーズ ゲラルド・マック∥著 佐々木秀幸∥訳・構成 小林義雄∥訳・構成

マックスとたんじょうびケーキ マックスとルビーのえほん ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ｳｴﾙｽﾞ作　さくまゆみこ訳

マックスのどろぼう修行 キッズパラダイス 斉藤洋∥作 おぼまこと∥絵

まっくろけのまよなかネコよおはいり 大型絵本 ３２ Ｊ．ワグナー∥文 ロン＝ブルックス∥絵 大岡信∥訳

まっ黒なおべんとう 新日本にじの文学 １８ 児玉辰春∥作 北島新平∥絵

まっくろネリノ ガルラーの絵本 ヘルガ＝ガルラー∥さく やがわすみこ∥やく

まっくろローラ ローラのぼうけんえほん １ 海のぼうけん 国土社の世界の童話 ２ フィリップ・デュマ∥文・え 末松氷海子∥やく

まっくろローラ ローラのぼうけんえほん ４ おふろのぼうけん フィリップ・デュマ∥文・え 末松氷海子∥やく

まっくろローラ ローラのぼうけんえほん ３ どろぼうたいじ 国土社の世界の童話 ４ フィリップ・デュマ∥文・え 末松氷海子∥やく

まっくろローラ ローラのぼうけんえほん ２ パリへのたび 国土社の世界の童話 ３ フィリップ・デュマ∥文・え 末松氷海子∥やく

真向法 ３分間でできる健康体操 真向法体操普及会∥著

抹殺　古着屋総兵衛影始末　第三巻 古着屋総兵衛影始末 佐伯泰英

マッサンとリタ 川嶋康男著

松島・蔵王殺人事件　十津川警部　日本縦断長編ベスト選集　１７

宮城
TOKUMA NOVELS 西村京太郎著

まっすぐ進め 石持浅海著

まっすぐに編むニット 生活実用シリーズ 米村望［編］

まったなし 畑中恵著

マッチ箱日記
ポール・フライシュマン文　バグラム・イバトゥーリン絵　島式子

島玲子訳

マッチメイク 不知火京介著

マッティのうそとほんとの物語 ザラー・ナオウラ作　森川弘子訳

まっててね
シャーロット・ゾロトウ∥文 エリック・ブレグヴァド∥絵 みらいな

な∥訳

まっててね　ハリー 世界傑作絵本シリーズ メアリーｰ･チャルマーズ作　おびかゆうこ作

マットくんのきょうりゅうだ！ ピーター・シス∥さく

マットくんのしょうぼうじどうしゃ ピーター・シス∥さく 中川ひろたか∥やく

マットくんのトラックトラック ピーター・シス∥さく 中川ひろたか∥やく

松　日本の風景 絵本＜気になる日本の木＞シリーズ ゆのきようこ文　阿部伸二絵

マツの木の王子 キャロル＝ジェイムズ∥作 猪熊葉子∥訳 セビン＝ウネル∥画

待つ春や 風の市兵衛 辻堂魁

マップス　新・世界図絵 アレクサンドラ・ミジェリンスカ　ダニエル・ミジェリンスカ[共]

ま



まっぷる伊豆

まっぷる箱根

まつぼっくり公園のふるいブランコ 童話パラダイス ９ 今村葦子∥作 菊池恭子∥絵

まつぼっくりノート ひろってふしぎつくってたのしい いわさゆうこ∥作

松本～鹿児島殺人連鎖 人情刑事・道原伝吉 梓　林太郎

松本清張の残像 文春新書 ２９０ 藤井康栄∥著

マツヨイグサとはなたち
福音館のかがくのほん つながりあうい

きもの
得田之久∥ぶん 高森登志夫∥え

まつりのばん かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 川崎大治∥脚本 福田庄助∥画

祭りの日　慶次郎縁側日記 北原亞以子著

マディソン郡の橋終楽章 ロバート・ジェームズ・ウォラー∥著 村松潔∥訳

マディソン通りの少女たち ２ 青い丘のメイゾン ポプラ・ウイング・ブックス ２ ジャクリーン・ウッドソン∥作 さくまゆみこ∥訳 沢田としき∥絵

マディソン通りの少女たち １ マーガレットとメイゾン ポプラ・ウイング・ブックス １ ジャクリーン・ウッドソン∥作 さくまゆみこ∥訳 沢田としき∥絵

マディソン通りの少女たち ３ メイゾンともう一度 ポプラ・ウイング・ブックス ３ ジャクリーン・ウッドソン∥作 さくまゆみこ∥訳 沢田としき∥絵

マティーニに懺悔を ハルキ文庫 今野敏著

魔笛 講談社文庫 野沢尚著

マデックの罠
児童図書館・文学の部屋 ＳＯＳシリー

ズ ７
ロブ・ホワイト∥〔著〕 宮下嶺夫∥訳

摩天楼の怪人 島田荘司著

まとい大名 山本一力著

窓から逃げた100歳老人 ヨナス・ヨナソン著　柳瀬尚紀訳

窓際ドクター　研修医純情物語 幻冬舎文庫 川渕圭一

窓ぎわのトットちゃん 講談社文庫 黒柳徹子∥〔著〕

まどのそとの　そのまたむこう 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 モーリス・センダック∥さく・え わきあきこ∥やく

窓の外は向日葵の畑 樋口有介著

マトリョーシカちゃん こどものとも傑作集 ９０ 加古里子∥ぶん・え

マドレーヌといたずらっこ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥作・画 瀬田貞二∥訳

マドレーヌといたずらっこ ルドウィッヒ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ作・画　瀬田貞ニ訳

マドレーヌといぬ 世界傑作絵本シリーズ ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥作・画 瀬田貞二∥訳

マドレーヌとジプシー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥作画 瀬田貞二∥訳

マドレーヌとジプシー ルドウィッヒ・ベーメルマンズ作・画　瀬田貞ニ訳

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

まどろみの秋 藤堂志津子∥著

マドンナ 奥田英朗∥著

マドンナ・ヴェﾙデ 海堂尊著

聖母（マドンナ）の深き淵 角川文庫 柴田よしき∥〔著〕

ま



真夏の犬 宮本輝∥著

真夏の島に咲く花は 垣根涼介著

真夏の方程式 東野圭吾著

真鶴 川上弘美著

マナーのいい子は親次第 しつけの第一歩は家庭から始まる 高橋系吾∥著

学ぶ力 河合隼雄〔等〕著

マニュアル不要のパソコン術　パソコンをもっと快適に使うひと工

夫
ブルーバックス　Ｂ－１４７５ 朝日新聞ｂｅ編集部編

まぬけなワルシャワ旅行 岩波少年文庫 ２０９５ Ｉ．Ｂ．シンガー∥作 工藤幸雄∥訳

まねき通り十二景 山本一力著

招き猫 新・知らぬが半兵衛手控帖 藤井邦夫

まねっこきょうだい ぼくとクララおねえちゃん ３ ディミーター・インキオフ∥作 飯豊道男∥訳 曽我舞∥絵

まねやのオイラ わくわくライブラリー 森山京∥作 小田桐昭∥絵

まねやのオイラ旅ねこ道中 わくわくライブラリー 森山京∥著 小田桐昭∥絵

真昼なのに暗い部屋 江國香織著

まひる野 上巻 新潮文庫 渡辺淳一∥著

まひる野 下巻 新潮文庫 渡辺淳一∥著

真昼の闇 光文社文庫 清水一行∥著

まーふぁのはたおりうた 日本傑作絵本シリーズ 小野かおる∥ぶん・え

マーフィー　100の成功法則 大島　淳一

マフラーてぶくろぼうし リクエスト版かんたん小もの２３０ Ｍｅ

ｎ’ｓ　＆　ｌａｄｉｅｓ’

マフラー・ぼうし・てぶくろの本 総集編 棒針あみ
Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍ　ｈａｎｄｗｏｒ

ｋ　ｂｏｏｋｓ

魔法がいっぱい 大魔法使いクレストマンシー 外伝
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 田中薫子∥共訳 野口絵美∥共訳

佐竹美保∥絵

魔法使いの台所 まとめづくりと手早い料理 婦人之友社編集部∥編

魔法使いの卵 ダイアナ・ヘンドリー∥作 田中薫子∥訳 佐竹美保∥絵

魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒーお話集 世界傑作童話シリーズ マーガレット・マーヒー∥作 石井桃子∥訳 シャーリー・ヒューズ∥画

魔法使いのチョモチョモ 新版 寺村輝夫の王さまシリーズ １０ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥画

まほうつかいのでし ゲーテのバラードによる 日本傑作絵本シリーズ ゲーテ∥〔原作〕 上田真而子∥文 斎藤隆夫∥絵

魔法使いの弟子たち 井上夢人著

まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ∥ぶん・え ゆあさふみえ∥やく

魔法使いの本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

魔法使いハウルと火の悪魔 空中の城 １ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 西村醇子∥訳

まほうつかいバーバ・ヤガー ロシア民話 世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本 松谷さやか∥再話 ナタリー・パラン∥絵

魔法使いはだれだ 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥作 野口絵美∥訳 佐竹美保∥絵

魔法にかかった世界じゅうのお金 文研じゅべにーる ビル・ブリトゥン∥作 谷口由美子∥訳 本庄ひさ子∥絵

ま



魔法のアイロン 岩波少年文庫 １０４５ ジョーン・エイキン∥作 猪熊葉子∥訳

まほうの馬 ロシアのたのしいお話 岩波おはなしの本 ６
Ａ．トルストイ∥文 Ｍ．ブラートフ∥文 高杉一郎∥訳 田中泰子∥訳

Ｅ・ラチョフ∥絵

魔法のうわぎ 子ども図書館 デ・ラ・メア∥著 神宮輝夫∥訳

魔法の贈りもの 砂の上の小さな恋 ときめき文学館 ８ Ｃ・アドラー∥作 久米穣∥訳 木村直代∥画

魔法のオレンジの木 ハイチの民話 ダイアン・ウォルクスタイン∥採話 清水真砂子∥訳

魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ∥作 川西芙沙∥訳

まほうのコップ ふしぎなたねシリーズ 藤田千枝［原案］　川島敏生写真　長谷川摂子文

魔法のことばツェッペリン 文研じゅべにーる トールモー・ハウゲン∥作 木村由利子∥訳 浜田洋子∥絵

まほうの式 さんすう文庫 ４ 藤沢市算数教育研究会∥著 秋玲二∥絵

魔法の品売ります 岩波の愛蔵版 ２１ サムイル・マルシャーク∥〔著〕 湯浅芳子∥訳

まほうのじゅうたんあそび 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ニコラス・ヘラー∥さく そのひかる∥やく

魔法の城 Ｅ・ネズビット∥作 八木田宜子∥訳

まほうのスープ ミヒャエル・エンデ∥文 ティーノ∥絵 ささきたづこ∥訳

魔法のスリッパ ディック・キング＝スミス∥作 三原泉∥訳 岡本颯子∥絵

まほうのたいこ シベリアの昔話 世界傑作絵本シリーズ うちだりさこ∥ぶん シェイマ・ソイダン∥え

魔法のどうぶつえん　旭山動物園写真集 Pen books 岩合光昭写真・文

まほうのなべ ポール・ガルドン∥再話・絵 晴海耕平∥訳

まほうのはっぱでおくりもの あかねおはなし図書館 １９ 茂市久美子∥作 土田義晴∥絵

魔法のひまわり くれよん文庫 エヴェリーン・ハースラー∥文 遠山明子∥訳 スーザン・オーペル∥絵

まほうのふで 中国民話原話 かみしばい世界むかしばなし 川崎大治∥脚本 二俣英五郎∥画

魔法のゆび 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール∥作 宮下嶺夫∥訳 ウィリアム・ペン・デュボワ∥絵

まほうのレッスン まほうつかいのノーナさま ２ トミー＝デ＝パオラ∥さく ゆあさふみえ∥やく

まほうのレンズ 岩波少年文庫 ２１３１ リチャード・ヒューズ∥作 矢川澄子∥訳

魔法物語 ヴィルヘルム・ハウフ∥著 種村季弘∥訳

まほろ駅前狂騒曲 三浦しをん著

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん著

まほろ駅前番外地 文春文庫 三浦しをん著

まぼろし御殿 村上元三∥著

幻のオリンピック ちくまプリマーブックス ６１ 川成洋∥著

幻の女 香納諒一∥著

まぼろしの川 私の履歴書 安岡章太郎∥著

幻の城 遠国御用 大久保智弘∥著

まぼろしのすむ館 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ アイリーン・ダンロップ∥作 中川千尋∥訳

まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス∥作 猪熊葉子∥訳

ま



幻の翼 集英社文庫 逢坂剛著

まぼろしのデレン　間宮林蔵の北方探検 日本傑作絵本シリーズ 関屋敏隆作

幻の特装本
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　２０５

－２
ジョン・ダニング∥著 宮脇孝雄∥訳

マボロシの鳥 太田光著

まぼろしの白馬 岩波少年文庫 ２１４１ エリザベス・グージ∥作 石井桃子∥訳

まぼろしの白馬 福武文庫 エリザベス・グージ∥著 石井桃子∥訳

まぼろしの４番バッター
ひくまの出版創作童話 はばたきシリー

ズ ２
竹崎有斐∥作 阿部肇∥絵

ママがおばけになっちゃった！ 講談社の創作絵本 のぶみ作

ママがせんせい 食べてほしいもの・守ってほしいこと 小林カツ代∥著

ママがやった 井上荒野著

ママ、ごめんね あっ子ちゃんの日記 改訂新版 植木亜紀子∥著 植木誠∥編著

まま、そりにのる ちいさいえほん １１ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

ママだいすき 福音館のペーパーバック絵本 真島節子∥え まどみちお∥文

ママちいさくなーれ！ リン・ジョネル∥文 ペトラ・マザーズ∥絵 小風さち∥訳

ママ作って！ボクの、わたしの幼稚園バッグ 通園　通学

ママと子供の夏の服
レディブティックシリーズ　no.３２１

７

ママのおはなし 村山籌子童話集 童心社の母と子のほんシリーズ 村山籌子∥著

ママの黄色い子象 児童文学創作シリーズ 末吉暁子∥作 中地智∥絵

ママの狙撃銃 荻原浩著

ママの手作り布絵本 楽しい仕掛けと遊び心がいっぱい レッスンシリーズ 山田由紀子∥〔著〕

ままの　ゆきだるま ちいさいえほん ２９ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

ママはやくかえってきて ルイス・バウム∥作 スーザン・バーレイ∥絵 佐伯靖子∥訳

ママ、ママ、おなかがいたいよ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
レミー・チャーリップ∥さく バートン・サプリー∥さく レミー・

チャーリップ∥え つぼいいくみ∥やく

ままはあわてんぼ ちいさいえほん ８ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

ままはいつでもいそがしい ちいさいえほん １８ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

ママはお休み おとぼけアンナ ２
マンフレート・マイ∥さく デトレフ・ケルステン∥え ひらのきょう

こ∥やく

ママはだめっていうけど 世界傑作絵本シリーズ サッチャー・ハード∥さく　え わきあきこ∥やく

ままは　はなよめさん ちいさいえほん ３０ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

ままはもうおこっていない ちいさいえほん ３ ながさきげんのすけ∥ぶん にしまきかやこ∥え

狸穴あいあい坂 諸田玲子著

満水子 上 高樹のぶ子∥著

満水子 下 高樹のぶ子∥著

間宮兄弟 江國香織著

まめ かがくのとも傑作集 ２４ 平山和子∥さく

ま



豆つぶほどの小さないぬ コロボックル物語 ２ 佐藤さとる著

豆の上で眠る 湊かなえ著

豆のひみつ やさしい科学 たのしい料理と実験 小竹千香子∥著 永井泰子∥絵

豆畑の昼 中沢けい∥著

魔物　下 大沢在昌著

魔物　上 大沢在昌著

魔物　下 角川文庫 大沢在昌

魔物　上 角川文庫 大沢在昌

魔物が棲む町　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著

魔物を抱く女　生活安全課刑事・法然隆三 前川裕

護られなかった者たちへ 中山七里

守り神 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

マヤ
児童図書館・絵本の部屋 探検と発掘シ

リーズ １
ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文

マヤ／グアテマラ＆ベリーズ 写真でわかる謎への旅 辻丸純一∥〔著〕

マーヤの植物だより 世界の絵本コレクション レーナ・アンデション∥作 ひしきあきらこ∥訳

マーヤの春・夏・秋・冬 レーナ・アンダション∥絵 ウルフ・スヴェドベリ∥文 藤田千枝∥訳

マーヤのやさいばたけ レーナ・アンダション∥作 やまのうちきよこ∥訳

まゆこのるすばん あかね幼年どうわ １７ 征矢清∥作 さとうわきこ∥絵

迷い猫あずかってます 遊興一匹 金井美恵子∥著

迷い花 閻魔亭事件草紙 藤井邦夫

まよい道 新吉原裏同心抄（一） 佐伯泰英

まよい道　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

真夜中の意匠 徳間文庫 斎藤栄∥著

真夜中の神話 真保裕一著

まよなかのだいどころ モーリス・センダック∥さく じんぐうてるお∥やく

真夜中の誕生 あかね創作文学シリーズ 三輪裕子∥著 中村悦子∥絵

まよなかのたんじょうかい 西本鶏介作

真夜中の探偵 有栖川有栖著

まよなかのパーティー ピアス短篇集 フィリッパ・ピアス∥作 猪熊葉子∥訳

真夜中のパン屋さん　午前５時の朝告鳥 ポプラ文庫 大沼紀子

真夜中のパン屋さん　午前１時の恋泥棒 ポプラ文庫 大沼紀子著

真夜中のパン屋さん　午前３時の眠り姫 ポプラ文庫 大沼紀子著

真夜中のパン屋さん　午前２時の転校生 ポプラ文庫 大沼紀子著

真夜中のパン屋さん　午前4時の共犯者 大沼紀子著

ま



真夜中のパン屋さん　午前０時のレシピ ポプラ文庫 大沼紀子著

真夜中の独りごと 瀬戸内寂聴著

真夜中のペンギン・バー 横田アサヒ

真夜中の保育園はじめました 京都四条の子育て事情 金沢　有倖

真夜中の森で 新・文学の扉 １８ Ｒ・カーヴェン∥作 若林千鶴∥訳 久保田あつ子∥画

マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
マララ・ユスフザイ　パトリシア・マコーミック［共］著　道傳愛

子訳

マリアとコンドル ペルーの民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ８ 稲村哲也∥再話 ハイメ・ロサン∥絵 ヘオルヒーナ・デ・ロサン∥絵

マリアビートル 伊坂幸太郎著

マリアンヌの夢 キャサリン・ストー∥作 猪熊葉子∥訳

マリー・キュリー 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 百々佑利子∥訳

マリー・キュリーが考えたこと 岩波ジュニア新書 ２０１ 高木仁三郎∥著

マリー・キュリー 未来科学のとびらを開いた女性 １８６７－１９３

４
愛と勇気をあたえた人びと ７ リチャード・テームズ∥著 内藤ゆかり∥訳

茉莉子 夏樹静子∥著

まりこちゃんやすきくん 新あかね幼年どうわ ７ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

万里子とわたしの美術館 太田治子∥著

マリ子の肖像 村雨貞郎∥著

まりしてん誾千代姫 山本兼一著

まりーちゃんとおおあめ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 フランソワーズ∥ぶん・え きじまはじめ∥やく

まりーちゃんとおまつり フランソワーズ作･絵

まりーちゃんとひつじ 岩波の子どもの本 １４ フランソワーズ∥文・絵 与田準一∥訳

マリーマリー サラ・ヘイズ∥文 ヘレン・クレイグ∥絵 清水奈緒子∥訳

魔力の胎動 東野圭吾

マリールイズいえでする
Ｎ．Ｓ．カールソン∥さく Ｊ．アルエゴ∥え Ａ．デューイ∥え 星川

菜津代∥やく

マリー・ルイーゼ　ナポレオンの皇妃からパルマ公国女王へ 塚本哲也著

まるいちきゅうのまるいちにち Ａｌｌ　ｉｎ　ａ　ｄａｙ 安野光雅∥編 エリック・カール∥〔ほか絵〕

マルヴェッツィ館の殺人 上 講談社文庫 ケイト・ロス∥〔著〕 吉川正子∥訳

マルヴェッツィ館の殺人 下 講談社文庫 ケイト・ロス∥〔著〕 吉川正子∥訳

マルカの長い旅 ミリヤﾑ・プレスラー作　松永美穂訳

丸がりフランツずるするな！ 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ２
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

マルクス
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２０
小牧治∥著

まるくておいしいよ ０・１・２・えほん こにしえいこ

マルコｳﾞｧルドさんの四季 岩波少年文庫１５８ イタロ･カルヴィーノ作　関口英子訳

まる子だった さくらももこ∥絵と文

まるごと川あそび　ようこそ！せせらぎ教室へ 阿部夏丸文・絵

ま



マルコーニ 世界を変えた科学者 スティーヴ・パーカー∥著 鈴木将∥訳

マルコ・ポーロ 子どもの伝記全集 ４６ おきたかし∥著

まる　さんかく　しかく ぼくのさんすう・わたしのりか ３ 戸村浩∥〔著〕 巽亜古∥え

マルーシャ、またね 新しい世界の文学 ５ イリーナ・トクマコーワ∥作 レフ・トクマコフ∥絵 島原落穂∥訳

殉教（マルチル）の刻印 渡辺千尋∥著

マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね あかね・新えほんシリーズ １
イングリート・オストヘーレン∥作 クリスタ・ウンツナー∥絵 ささ

きたづこ∥訳

マルチンとナイフ 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ∥ぶん ヘレナ・ズマトリーコバー∥え うちだ

りさこ∥やく

マルテの手記 新潮文庫 リルケ∥〔著〕 大山定一∥訳

まるてん　いろてん ０・１・２・えほん 中辻悦子作

まる得マガジン ぽっこりお腹を狙い撃ち

○に十の字　新古着屋総兵衛（五）　　　（五） 新古着屋総兵衛　五 佐伯泰英

丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。８ 竹村優希

マル暴総監 今野敏著

まるまる 幼児絵本シリーズ 中辻悦子∥さく

まるまるの毬 西條奈加著

マレーシア ブルーガイドわがまま歩き

マレー鉄道の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第６弾 有栖川有栖∥著

マローンおばさん
エリナー・ファージョン∥著 エドワード・アーディゾーニ∥絵 阿部

公子∥訳 茨木啓子∥訳

真綿荘の住人たち 島本理生著

まわり道 秋山ちえ子∥著

まわれ！足ながごま 子ども科学図書館 小林実∥文 浅野利治∥絵

まわれ　ぶんぶんごま ぼくのさんすう・わたしのりか ９ 江沢洋∥〔著〕 岩波映画製作所∥しゃしん

万延元年のフットボール 大江健三郎∥著

まんがイラスト教室 ジュニア図鑑 １６ 北星晃平∥著

マンガニニのはてしない旅 ベス・ロバーツ∥作 百々佑利子∥訳

満願 米澤穂信著

満願 米澤穂信

満漢全席 中華料理小説 南條竹則∥著

マングローブ林の迷宮 ボルネオ クストー隊の世界探検 ２ ジャック＝イヴ・クストー∥著 田村真理∥訳

万華鏡 大熊進一∥文 日本万華鏡倶楽部∥監修

満月をまって メアリー・リン・レイ∥ぶん バーバラ・クーニー∥え 掛川恭子∥やく

満月珈琲店の星詠み～本当の願いごと 望月麻衣

まんげつの海 梅田俊作∥作絵 梅田佳子∥作絵

満月の道 流転の海　第七部 宮本輝著

ま



まんげつのよるまでまちなさい
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥さく ガース・ウイリアムズ∥え

まつおかきょうこ∥やく

満月の夜は、なぞだらけ 文研じゅべにーる 沢田徳子∥作 末崎茂樹∥絵

マンゴー・レイン 馳星周∥著

満州歴史紀行 大江志乃夫∥著

マンションを素敵にリフォーム 人気デザイナー・建築家の実例集 家庭画報∥編

マンチュリアン・リポート 浅田次郎著

マンチュリアン・リポート 講談社文庫 浅田次郎著

満潮に乗って ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１－９ アガサ・クリスティー∥著 恩地三保子∥訳

真ん中の子どもたち 温又柔

マンヒのいえ クォンユンドク∥絵と文 みせけい∥訳

マンボウ最後の家族旅行 北杜夫著

マンホールからこんにちは Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 いとうひろし∥さく

まんまこと 畠中恵著

まんまるいちにち木のそばで ローラ・ジェーン・コーツ∥さく くどうなおこ∥やく

まんまるおつきさまをおいかけて 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ケビン・ヘンクス作･絵　小池昌代訳

マンモスが地球を歩いていたとき キャロライン・アーノルド文　ローリー・ケイプル絵

マンモス探検図鑑 絵本図鑑シリーズ １７ 松岡達英∥絵 村田真一∥文

マンモスの謎 アリキ∥作 千葉茂樹∥訳

万葉集 １ 新訂 日本古典選 佐伯梅友∥〔ほか〕校註

万葉集 ２ 新訂 日本古典選 佐伯梅友∥〔ほか〕校註

万葉集 ３ 日本古典選 佐伯梅友∥〔ほか〕校註

万葉集 ４ 日本古典選 佐伯梅友∥〔ほか〕校註

万葉集 ５ 日本古典選 佐伯梅友∥〔ほか〕校註

万葉集
コミックストーリーわたしたちの古典

２
監修　長谷川孝士

万葉集を歩く 大和、近江、難波、紀伊万葉ゆかりの地へ ＪＴＢキャンブックス 文学 ６

万葉秀歌 上 岩波新書　Ｒ ２ 斎藤茂吉∥著

万葉秀歌 下巻 岩波新書　Ｒ ３ 斎藤茂吉∥著

万葉十二カ月 犬養孝∥著

万葉集入門 岩波ジュニア新書 ４１４ 鈴木日出男∥著

万葉集ほか ２１世紀版　少年少女古典文学館　２４ 大岡信著

万葉の茶花 万葉植物一五七種をいける 庄司信洲∥花 井上敬志∥文

万両ノ雪 居眠り磐音　江戸双紙　２３ 佐伯泰英

みあげてごらん空の雲 雲を写して４０年 ポプラ・ノンフィクション ４４ 塚本治弘∥著

ミイラになったブタ 自然界の生きたつながり
スーザン・Ｅ・クインラン∥著 ジェニファー・Ｏ・デューイ∥絵 藤

田千枝∥訳

ま

み



ミイラ物語 その生い立ちを推理する やさしい科学 パトリシア・ローバー∥著 藤田千枝∥訳

三浦一族と相模武士 神奈川新聞横須賀総局編

三重県の民話 県別ふるさとの民話 ３０　三重県 日本児童文学者協会∥編

見えざる貌　刑事の挑戦・一之瀬拓真 中公文庫 堂場瞬一著

見えない貌 夏樹静子著

見えない絆 村松建夫∥著 ありのまま舎∥編

見えない雲 タッチブックス グードルン・パウゼヴァング∥著 高田ゆみ子∥訳

「見えない力」で健康になる 川嶋朗著

見えない橋 澤田ふじ子

見えないほうがよかった 長崎の原爆シリーズ 第２巻 坂口便∥作 村上新一郎∥絵

見えないメッセージ　情報と人間の関係をさぐる Ferris　Books　５ 春木良且著

みえなくなったくびかざり 日本の創作幼年童話 ３ 大石真∥作 多田ヒロシ∥絵

みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ∥編 飯野和好∥絵

身を捨ててこそ　新・病葉流れて 白川道著

澪つくし　深川澪通り木戸番小屋 北原亞衣子著

ミオよ、わたしのミオ リンドグレーン作品集 １３ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

見返り峠　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

味覚日乗 辰巳芳子∥著

三日月ジョリー ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション ３ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

三日月村の黒猫 安房直子∥作 司修∥絵

みかづき 森絵都著

ミカドの肖像 猪瀬直樹∥著

三河雑兵心得七　伊賀越仁義 三河雑兵心得 井原忠政

身代わり 西澤保彦著

身がわり王子と大どろぼう 新・世界の子どもの本 ５ シド＝フライシュマン∥作 谷口由美子∥訳 ピーター＝シス∥絵

身代わり忠臣蔵 土橋章宏

身代わりの空　下 警視庁犯罪被害支援課 堂場瞬一

身代わりの空　上 警視庁犯罪被害者支援課 堂場瞬一

身がわり 母・有吉佐和子との日々 有吉玉青∥著

身代わり若殿　葉月定光 身代わり若殿　葉月定光 佐々木裕一

みかん畑に帰りたかった 北極点単独徒歩日本人初到達・河野兵市の

冒険
埜口保男∥著

ミカン類 ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ２１ 村上嘉彦∥著

三木露風 日本の詩 三木露風∥〔著〕 松浦直巳∥編

汀にて 王国記　２ 花村萬月著

み



ミクロをのぞく やさしい科学 今井壮一∥著

ミクロの恐竜学 ちくまプリマーブックス ２６ 福田芳生∥著

未決　吉原裏同心（十九） 吉原裏同心　十九 佐伯泰英

三毛猫ホームズの暗黒迷路 KAPPA　NOVELS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの仮面劇場 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの危険な火遊び KAPPA　NOVELS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの暗闇 ミステリー傑作集 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの恋占い 推理傑作集 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの降霊会 カッパ・ノベルス 赤川次郎著

三毛猫ホームズの最後の審判 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの茶話会 KAPPA　NOVELS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの四捨五入 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの失楽園 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの十字路 赤川次郎著

三毛猫ホームズの戦争と平和 推理傑作集 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの卒業論文 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの花嫁人形 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホ－ムズの周り舞台 KAPPA　NOVEｌS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの無人島 ミステリー傑作集 カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズの闇将軍 KAPPANOVELS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの夢紀行 KAPPANOVELS 赤川次郎著

三毛猫ホームズの用心棒 カッパ・ノベルス 赤川次郎著

三毛猫ホームズの大改装（リニューアル） カッパ・ノベルス 赤川次郎∥著

三毛猫ホームズは階段を上がる KAPPA　NOVELS 赤川次郎著

操の護り 御広敷用人　大奥記録(七) 上田秀人

岬へ 伊集院静∥著

短いスピーチあいさつ実例大事典１０７４例　カラーで見やすい 主婦の友ベストBOOKS

身近な食品テスト 理科の自由研究 増尾清∥著

身近な植物となかよくなろう 標本づくりと図鑑の見かた やさしい科学 田中肇∥著

短夜 高橋治∥著

短夜の髪　京都市井図絵 澤田ふじ子著

短夜の夢 八丁堀夫婦ごよみ 早見俊

みしのたくかにと 松岡享子∥作 大社玲子∥絵

「三島由紀夫」とはなにものだったのか 橋本治∥著

み



見知らぬ海へ 隆慶一郎∥著

見知らぬ国へ 北杜夫著

見知らぬ妻へ 浅田次郎∥著

見知らぬ町で さすらいのキャンパー探偵 香納諒一

見知らぬわが子 光文社文庫 夏樹静子∥著

ミシンで縫うゆかた・作務衣・甚平

ミシンでぬえる子どものゆかた ２‐８歳　８５‐１３０ｃｍ

みず かがくのとも傑作集 １９ 長谷川摂子∥文 英伸三∥写真

水 楽しい美術シリーズ クリストファ・マクヒュー∥作 水沢勉∥訳

水色のノート 藤堂志津子∥著

水魚 増田みず子∥〔著〕

水を知ろう 岩波ジュニア新書 ３７８ 荒田洋治∥著

水を抱く 石田衣良著

水を出る 軍鶏侍　④ 野口卓

水鏡 増田みず子∥著

水木しげるのラバウル戦記 水木しげる∥著

水草のひみつ 科学のアルバム ８４ 守矢登∥著

みずくさむらとみずべむら　やなぎむらのおはなし こどものとも絵本 カズコ・G・ストーン作

みずたまのたび アンヌ・クロザ　さく

ミステリーを科学したら 由良三郎∥著

ミステリ・オペラ 宿命城殺人事件 ハヤカワ・ミステリワールド 山田正紀∥著

ミステリ・オールスターズ 本格ミステリ作家クラブ[編]

ミステリーズ 山口雅也∥著

ミステリー・トレインで行くスカーレットの故郷　アメリカ南部学

入門
Ferris　Books　６ 前田絢子著

ミステリ・ハンドブック
ハヤカワ・ミステリ文庫 ＨＭ　１６７

‐１
早川書房編集部∥編

水と原生林のはざまで 岩波版ほるぷ図書館文庫 シュヴァイツェル∥著 野村実∥訳

水鳥たちの干潟 森の新聞 ８ 蓮尾純子∥著

水鳥の関 上 平岩弓枝∥著

水鳥の関 下 平岩弓枝∥著

ミストレス 篠田節子著

水に似た感情 中島らも∥著

水の生き物　増補改訂版 ニューワイド学研の図鑑

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ２ 浅井ミノル∥文 浅井粂男∥絵 松原巌樹∥絵

水の面 山本昌代∥著

み



水のかたち　下 宮本輝著

水のかたち　上 宮本輝著

水の子どもたち 陸の子どものための妖精の物語 上 偕成社文庫 ３２１０ キングズリー∥作 芹生一∥訳

水の子どもたち 陸の子どものための妖精の物語 下 偕成社文庫 ３２１１ キングズリー∥作 芹生一∥訳

水の子 陸の子のためのおとぎばなし 改版 岩波少年文庫 ２０８６ キングスレイ∥作 阿部知二∥訳

水の生物 小学館の図鑑ＮＥＯ

水のたび フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

水の旅 エレノア・シュミット∥絵と文 草山万兎∥訳

水の手帳 伊集院静∥著

水の時計 初野晴∥著

水の中のせいぶつ かがくのほん
アルフレッド・ロイチャー∥ぶん コリン・スレッドゴール∥え おお

しまやすゆき∥やく

みずのなかのちいさなせかい かがくのとも傑作集 ９ 三芳悌吉∥ぶん・え

みずのなかのちいさなせかい かがくのとも傑作集 ９ 三芳悌吉∥ぶん・え

水の柩 道尾秀介著

水の柩 講談社文庫 道尾秀介

水のひみつ　変化するすがた 伊知地国夫［等］［監］

水のふしぎを実験しよう やさしい科学 １４ 小林卓二∥著

水の舳先 新潮文庫 玄侑宗久著

水の魔法陣 上 集英社文庫 斎藤栄∥著

水の魔法陣 下 集英社文庫 斎藤栄∥著

ミス・ビアンカのぼうけん ものがたりの本　２０ マージェリー・シャープ著　渡辺茂男訳

ミス・ヒッコリーと森のなかまたち
キャロライン・シャーウィン・ベイリー∥作 ルース・クリスマン・

ガネット∥イラスト 坪井郁美∥訳

水辺の虫の飼いかた ゲンゴロウ・タガメ・ヤゴほか 虫の飼いかた・観察のしかた ６ 海野和男∥文・写真 筒井学∥文・写真 高嶋清明∥文・写真

水辺のゆりかご 柳美里∥著

ミス・マナーズのほんとうのマナー ジュディス・マーティン∥著 片岡しのぶ∥訳 金利光∥訳

水　めぐる水のひみつ　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　１１ 塚本治弘著

Ｍｉｓｓ　ｙｏｕ 柴田よしき∥著

店仕舞い 鎌倉河岸捕物控　二十七の巻 佐伯泰英

ミセス・タッカーと小人ニムビン パトリシア・ライトソン∥作 百々佑利子∥訳 小沢良吉∥画

ミセスのお出かけ着 ちょっとしたお出かけからパーティまで 小杉早苗∥著

ミセスのスタイルブック　２００１秋冬号

ミセスのニット　春夏 レディブティックシリーズ　６１７

ミセスの旅行着 軽い、しわにならない、組合せしやすい 小杉早苗∥著

魅せられて、南極 初の女性観測隊員奮闘記 森永由紀∥著

み



魅せられてプラスチック 文化とデザイン 竹原あき子∥著

晦日の月 六尺文治捕物帖 中島要

みそっかすなんていわせない チア・ブックス ２
ジャクリーン・ウィルソン∥作 ニック・シャラット∥絵 小竹由美子∥

訳

みその絵本 つくってあそぼう 　３ 今井誠一編

三十一文字のパレット 俵万智∥著

三たびの海峡 帚木蓬生∥著

御手洗潔のメロディ 島田荘司∥著

御手洗パロディ・サイト事件 上 島田荘司∥著

御手洗パロディ・サイト事件 下 島田荘司∥著

乱れ坊主 公家武者松平信平　１１ 佐々木裕一

乱れ舞 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

道 ルイス・サッカー∥作 幸田敦子∥訳

道草 岩波文庫 夏目漱石∥作

みちくさ一年生 どうわがいっぱい ３ あまんきみこ∥作 門田律子∥絵

美智子皇后と雅子妃 文春新書 福田和也著

美智子皇后の「いのちの旅」 渡辺みどり∥著

美智子妃 河原敏明∥著

みちづれ 短篇集モザイク １ 三浦哲郎∥著

道づれは好奇心 澤地久枝∥著

道連れ 柳橋の弥平次捕物噺　(四） 藤井郁夫

道 天皇陛下御即位十年記念記録集 天皇∥〔述〕 〔皇后∥述〕 宮内庁∥編

道長の冒険　平安妖異伝 平岩弓枝著

道なきツンドラをゆく
グレートジャーニー人類５万キロの旅

９
関野吉晴∥著

道にまようのはなぜか やさしい科学 ヴィッキー・マクベイ∥著 藤田千枝∥訳 田沢梨枝子∥絵

未知の来訪者 Ｊ．Ｒ．タウンゼンド∥作 神宮輝夫∥訳

道ばたの四季 福音館のかがくのほん 高橋清∥え 岡部牧夫∥ぶん

道ひとすじ　不破哲三とともに生きる 上田七加子

道は生きている 自然と人間 新版 富山和子∥著

道は生きている 自然と人間 講談社青い鳥文庫 ７６‐２ 富山和子∥著

道は開ける 第５版 ＨＤ双書 ２ Ｄ・カーネギー∥〔著〕 香山晶∥訳

３日間で強くなる囲碁の本　詰め碁を楽しみながら実力アップ 苑田勇一著

3日で1000円使い切り献立　おはよう奥さん特別編集 GAKKEN　HIT　MOOK

三日めのかやの実 輝く文部厚生大臣賞シリーズ 浜田広介∥作 安泰∥画

ミツカン社員のお酢レシピ　毎日大さじ１杯のお酢で、おいしく健

康生活
ミツカン［監］

み



三つ首塔 改版 金田一耕助ファイル １３ 横溝正史∥〔著〕

箕作り弥平商伝記 熊谷達也著

みつけたぞぼくのにじ 岩波の子どもの本 ３１ ドン・フリーマン∥文・絵 大岡信∥訳

みつけたものとさわったもの ウィル∥さく ニコラス∥さく 晴海耕平∥やく

みつけたよ　さわったよ　にわのむし かがくのとも絵本 澤口たまみ文　田中清代絵

みつけたよ！自然のたからもの
１：いきもの　２：くさばな・木　３：

あそび
澤口たまみ著

蜜月 新潮エンターテインメント倶楽部ＳＳ 小池真理子∥著

密告 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

三つ子のこぶた 子どもとお母さんのおはなし 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

密室大坂城 安部龍太郎∥著

密室殺人ゲーム2．０ KODANSHA ＮOVELS 歌野昌午著

密室＋アリバイ＝真犯人 講談社文庫 ミステリー傑作選 ４０

ミッション建国 楡周平著

ミッシング・マインド はじまりの記憶 マインド・スパイラル ２
キャロル・マタス∥作 ペリー・ノーデルマン∥作 金原瑞人∥訳 代田

亜香子∥訳

密着母娘（ぼし） 誤った母と正しいつもりの娘 講談社ニューハードカバー 門野晴子∥著 門野智子∥著

三つの祖国 満州に嫁いだ日系アメリカ人 上坂冬子∥著

みっつのねがいごと 岩波の子どもの本 マーゴット・ツェマック文・絵

三つのミント・キャンディー
福音館日曜日文庫 オリヴィエ少年の物

語 ２
ロベール・サバティエ∥作 堀内紅子∥訳

ミッドナイト・コール 田口ランディ∥著

ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人著

三つ巴　新・酔いどれ小藤次　二十 新酔いどれ小藤次 佐伯泰英

三巴の剣 問答無用 稲葉稔

密売人 佐々木譲著

ミツバチ カラー自然シリーズ ４１ 大谷剛∥文・解説 栗林慧∥写真

みつばちじいさんの旅 子どもの文学・緑の原っぱシリーズ ３ フランク・ストックトン∥作 モーリス・センダック∥絵 光吉夏弥∥訳

蜜蜂と遠雷 恩田陸著

ミツバチのくらし カラー版自然と科学 １１ 浜野栄次∥著

ミツバチのなぞ フリズル先生のマジック・スクールバス ジョアンナ・コール∥文 ブルース・ディーギン∥絵 藤田千枝∥訳

ミツバチのふしぎ 科学のアルバム ２７ 栗林慧∥写真 七尾純∥文

みつばちマーヤの冒険 世界の名作全集 １２ ワルデマル・ボンゼルス∥原作 高橋健二∥訳

みつばの郵便屋さん ポプラ文庫 小野寺史宜著

光秀の定理 垣根涼介著

蜜姫村 乾ルカ著

ミッフィーどうしたの？ ブルーナのおはなし文庫 ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

み



ミッフィーのおうち ブルーナのおはなし文庫 ６ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ミッフィーのおばあちゃん ブルーナのおはなし文庫 １７ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

ミッフィーのたのしいテント ブルーナのおはなし文庫 １６ ディック＝ブルーナ∥さく かどのえいこ∥やく

密封 奥右筆秘帳 上田秀人

密謀 藤沢周平∥著

見つめる家
ミステリアス・プレス文庫 １３５ ハヤ

カワ文庫
トム・サヴェージ∥著 奥村章子∥訳

密約　百万石の留守居役　（五） 百万石の留守居役　（五） 上田秀人

三屋清左衛門残日録 藤沢周平∥著

三屋清左衛門残日録 藤沢周平

密輸
Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ 競馬

シリーズ
ディック・フランシス∥著 菊池光∥訳

みてみよう こんちゅうのからだ かがくのとも傑作集 ２７ 得田之久∥さく

みてよ　ぴかぴかランドセル ランドセルﾌﾞｯｸｽ あまんきみこ文　西巻芽子絵

みてるよみてる マンロー・リーフ絵本 マンロー・リーフ∥作 わたなべしげお∥やく

見てわかる　はじめての海釣り入門 高木道郎　監修

未踏峰 笹本稜平著

未登録本　２

未登録本　８

未登録本　３

未登録本　９

未登録本　４

未登録本　５

未登録本　６

ミートクッキング入門 料理入門シリーズ

水戸の偽証 三島着１０時３１分の死者 講談社ノベルス 津村秀介∥著

みどりいろのたね 福音館創作童話シリーズ たかどのほうこ∥作 太田大八∥絵

緑色の休み時間 広太のイギリス旅行 わくわくライブラリー 三輪裕子∥作 いせひでこ∥絵

みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え ひしきあきらこ∥やく

緑区史　資料編　第２巻 緑区史編集委員会編

緑区史　資料編　第１巻 緑区史編集委員会編

緑区史　通史編 緑区史編集委員会編

緑のカーテンの育て方　イラストでわかりやすい！ 生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸

みどりの仮面 ホルゲル・プック∥作 島原落穂∥訳

みどりの川のぎんしょきしょき 創作童話シリーズ いぬいとみこ∥作 太田大八∥画

みどりの機関車ヘンリー 汽車のえほん　６
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

み



みどりの小鳥 イタリア民話選 岩波の愛蔵版 ４５ イタロ・カルヴィーノ∥作 河島英昭∥訳

緑の調査ファイル ＳＴ　警視庁科学特捜班 今野敏

緑の毒 桐野夏生著

みどりのトンネルの秘密 アラン・Ｗ・エッカート∥作 山田順子∥訳

みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク∥作 千葉茂樹∥訳

みどりのホース こどものとも傑作集 安江リエ文　やぎゅうげんいちろう絵

緑の目の少女 シリーズ怪盗ルパン 第１５巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

みどりの森はだれのもの さ・え・ら図書館 マリー・マルクス∥絵と文 若林ひとみ∥訳

みどりのゆび 岩波少年文庫 １０１９ モーリス・ドリュオン∥作 安東次男∥訳

みどりの妖婆 闇の戦い　２ 児童図書館・文学の部屋 スーザン・クーパー∥〔著〕 浅羽莢子∥訳

深泥丘奇談 綾辻行人著

深泥丘奇談・続 綾辻行人著

みなおされる動物の権利 世界はいま… 自然環境編 ３ マイルズ・バートン∥著 小原秀雄∥監訳

見直し以前の「いる保険」「いらない保険」の常識 講談社の実用BOOK 清水香著

南方熊楠 森羅万象を見つめた少年 岩波ジュニア新書 ２６８ 飯倉照平∥著

ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 ６ 最上二郎∥作 宮本忠夫∥絵

みなさん、さようなら 久保寺健彦著

みなしごギツネ イリーナ・コルシュノフ∥作 ラインハルト・ミヒル∥絵 遠山明子∥訳

水底フェスタ 辻村深月著

ミナトのせがれ 藤木幸夫著

ミナト・ヨコハマ･親子情話 現代伝記小説叢書　２ 祖父江一郎著

ミーナの行進 小川洋子著

みなまた　海のこえ 記録のえほん ２ 石牟礼道子∥ぶん 丸木俊∥絵 丸木位里∥絵

南青山骨董通り探偵社 光文社文庫 五十嵐貴久

南アフリカのアパルトヘイト 世界はいま… ８ マイケル・エバンス∥著 轡田隆史∥監訳

南伊豆殺人事件 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎∥著

南から来た男　ホラー短編集２ 岩波少年文庫 金原瑞人編訳

南区の歴史 南区の歴史発刊実行委員会編

みなみのしまのはなのいろ Cocco

南の島の悲劇 テニアン・サイパンの玉砕 母と子でみる １６ 石上正夫∥編

南の聖域を守れ！ 南極 クストー隊の世界探検 ３ ジャック＝イヴ・クストー∥著 奥寺百合子∥訳

南へ舵を　新古着屋総兵衛　（四） 新古着屋総兵衛　四 佐伯泰英

源義経 子どもの伝記全集 ７ 宮脇紀雄∥〔著〕

源義経 嵐の中の日本人シリーズ １０ 稲垣史生∥著 成瀬数富∥絵

み



源頼朝 子どもの伝記全集 ４４ 南原幹雄∥著

見習い職人フラピッチの旅 おはなしメリーゴーラウンド イワナ・ブルリッチ＝マジュラニッチ　山本郁子訳

見習い物語 上 岩波少年文庫 ５５９ レオン・ガーフィールド∥作 斉藤健一∥訳

見習い物語 下 岩波少年文庫 ５６０ レオン・ガーフィールド∥作 斉藤健一∥訳

見習い物語 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ レオン・ガーフィールド∥著 斉藤健一∥訳 中釜浩一郎∥絵

観にいきたい！　はじめての歌舞伎 Gakken　Mook　CARTAシリーズ 南條達也編

みにくいあひるの子
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥さく スベン・オットー∥え

きむらゆりこ∥やく

みにくいあひるのこ 紙しばい名作選 アンデルセン∥原作 与田準一∥脚本 井口文秀∥画

みにくいおひめさま 新しい世界の幼年童話 ７ フィリス・マッギンリー∥著 まさきるりこ∥やく なかがわそうや∥え

みにくいガチョウの子 ディック・キング＝スミス∥作 卜部千恵子∥訳

ミニチュアでみる世界の台所 みるずかん・かんじるずかん 銀の本 宮崎玲子∥文製作 能津喜代房∥写真

ミニトマトの絵本 そだててあそぼう　８７ 菅原眞治［編］　陣崎草子絵

ミニブックトークをどうぞ 北畑博子著

ミニ・ミステリ傑作選 創元推理文庫 １０４‐２４ エラリー・クイーン∥編 永井淳∥〔ほか〕訳

身の上話 佐藤正午著

美濃路殺人事件 内田康夫

身のまわりの材料を使った伝承手づくりおもちゃ 井上重義∥著

みのむし 山本三鈴∥著

ミノムシ カラー自然シリーズ ５５ 三枝豊平∥文・解説 栗林慧∥写真

みのむしがとんだ 改訂 得田之久∥さく

ミハスの落日 貫井徳郎著

壬生義士伝 上 浅田次郎∥著

壬生義士伝 下 浅田次郎∥著

三保の松原天女伝説殺人事件 ジョイノベルス 大谷羊太郎著

ミミズクとオリーブ 創元推理文庫 芦原すなお∥著

みみずくと３びきのこねこ かえでがおか農場シリーズ
アリス・プロベンセン∥さく マーティン・プロベンセン∥さく きし

だえりこ∥やく

みみずくの散歩 五木寛之∥著

みみずくの宙返り 五木寛之∥著

みみずくの日々好日 五木寛之著

みみずのかんたろう たじまゆきひこ∥作

ミミズの生活を調べよう やさしい科学 ４ 渡辺弘之∥著

みみずのたいそう 詩はともだち 神沢利子［等］著　市河紀子編　西巻茅子絵

ミミズは耳がいい？ ユウくんはむし探偵 谷本雄治作　こぐれけんじろう絵

ミミちゃんのぬいぐるみ ふくざわゆみこ著

み



耳なし芳一からの手紙 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 内田康夫∥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

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

耳の中の小人
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 ユッタ・バウアー∥絵 松沢あ

さか∥訳

未明の悪夢 谺健二∥著

未明の家 講談社文庫 建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美∥〔著〕

身も心も　伊集院大介のアドリブ 栗本薫著

宮尾本平家物語 ４ 玄武之巻 宮尾登美子著

宮尾本平家物語 ３ 朱雀之巻 宮尾登美子∥著

宮尾本平家物語 １ 青竜之巻 宮尾登美子∥著

宮尾本平家物語 ２ 白虎之巻 宮尾登美子∥著

宮城県の民話 松島の紅蓮尼ほか 県別ふるさとの民話 ４０　宮城県 日本児童文学者協会∥編

宮口しづえ童話全集 ５ オンタケの子ら 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ４ ゲンとイズミ 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ２ ゲンと不動明王 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ７ 月夜のゴロウ 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ８ まあるい顔のお客さま 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 １ ミノスケのスキー帽 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ６ 胸にともる灯 宮口しづえ∥著

宮口しづえ童話全集 ３ 山の終バス 宮口しづえ∥著

三宅島島民たちの一年 岩波ブックレット Ｎｏ．５４２ 三谷彰∥〔著〕

みやこさわぎ お蔦さんの神楽坂日記 西條奈加

みやこのいちにち こどものとも絵本 小西英子作

宮崎県の民話 椎葉山ものがたりほか 県別ふるさとの民話 ２３　宮崎県 日本児童文学者協会∥編

宮沢賢治 子どもの伝記全集 １４ 馬場正男∥〔著〕

宮沢賢治 日本の詩 宮沢賢治∥〔著〕 入沢康夫∥編

宮沢賢治幻想紀行 求龍堂グラフィックス 畑山博∥編著 石寒太∥編著 中村太郎∥写真

宮沢賢治詩集 岩波文庫 宮沢賢治∥著 谷川徹三∥編

宮辻薬東宮 宮部みゆき他

ミヤマカワトンボのふしぎ やさしい科学 ６ 佐藤有恒∥文と写真

宮本武蔵 ６ 吉川英治歴史時代文庫 １９ 吉川英治

宮本武蔵 ７ 吉川英治歴史時代文庫 ２０ 吉川英治

宮本武蔵 ８ 吉川英治歴史時代文庫 ２１ 吉川英治

宮本武蔵 １ 吉川英治歴史時代文庫 １４ 吉川英治

み



宮本武蔵 ２ 吉川英治歴史時代文庫 １５ 吉川英治

宮本武蔵 ３ 吉川英治歴史時代文庫 １６ 吉川英治

宮本武蔵 ４ 吉川英治歴史時代文庫 １７ 吉川英治

宮本武蔵 ５ 吉川英治歴史時代文庫 １８ 吉川英治

宮脇檀の住宅設計テキスト 宮脇檀建築研究室∥著

深雪アートフラワー 初等科 飯田深雪∥著 飯田倫子∥著

深雪アートフラワー 高等科 飯田深雪∥著 飯田倫子∥著

ミュージカルスパイス こそあどの森の物語 ５ 岡田淳∥作

茗荷谷の猫 文春文庫 木内昇著

三好達治 日本の詩 三好達治∥〔著〕 安西均∥編

三好達治詩集 新潮文庫 三好達治∥著 河盛好蔵∥編

未来 湊かなえ

未来いそっぷ 新潮文庫 星新一∥著

未来へ　（下） 角川春樹事務所 新井素子

ミラクル 辻仁成∥文 望月通陽∥絵

ミラノ霧の風景 須賀敦子∥著

みりとミミのひみつのじかん あかね新作幼年童話 １６ 立原えりか∥作 佐野洋子∥画

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし作

ミリー・モリー・マンデーとともだち 世界傑作童話シリーズ ジョイス・L・ブリスリーさく　上條由美子訳

ミリー・モリー・マンデーのおはなし 世界傑作童話シリーズ ジョイス・Ｌ・ブリスリー∥さく 上条由美子∥やく 菊池恭子∥え

ミルクこぼしちゃだめだよ！
スティーヴン・ディヴィーズ作　クリストファー・コー絵　福本友

美子訳

みるくぱんぼうや あかね幼年どうわ １９ 神沢利子∥作 田畑精一∥絵

みるなのくら 日本傑作絵本シリーズ おざわとしお∥再話 赤羽末吉∥画

みる野鳥記 １９ ウグイスのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 １３ カッコウのなかまたち 日本野鳥の会∥編 松原巌樹∥絵

みる野鳥記 ９ カラスのなかまたち 日本野鳥の会∥編 薮内正幸∥絵

みる野鳥記 ３ カワラヒワのなかまたち 日本野鳥の会∥編 谷口高司∥絵

みる野鳥記 １８ キジのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 ７ キジバトのなかまたち 日本野鳥の会∥編 谷口高司∥絵

みる野鳥記 １５ キツツキのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 １１ キビタキのなかまたち 日本野鳥の会∥編 谷口高司∥絵

みる野鳥記 １０ シジュウカラのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 １ スズメのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 １６ セキレイのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

み



みる野鳥記 １７ タカのなかまたち 日本野鳥の会∥編 薮内正幸∥絵

みる野鳥記 ６ ツグミのなかまたち 日本野鳥の会∥編 ＳＫスタジオ∥絵

みる野鳥記 ２ ツバメのなかまたち 日本野鳥の会∥編 本若博次∥絵

みる野鳥記 ５ ヒヨドリのなかまたち 日本野鳥の会∥編 松原巌樹∥絵

みる野鳥記 １２ フクロウのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 １４ ホオジロのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 ８ ムクドリのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

みる野鳥記 ４ モズのなかまたち 日本野鳥の会∥編 水谷高英∥絵

ミレイの囚人 土屋隆夫∥著

ミレニアム 永井するみ∥著

ミレニアム　４　蜘蛛の巣を払う女　上 ダヴィド・ラーゲルクランツ著　ヘレンハルメ美穂　羽根由[共］訳

ミレニアム　４　蜘蛛の巣を払う女　下 ラーゲルクランツ・ダヴィド

ミレニアム５　下 復讐の炎を吐く女 ダヴィド・ラーゲルクランツ

ミレニアム５　上 復讐の炎を吐く女 ダヴィド・ラーゲルクランツ

ミレニアム　１　ドラゴン・タトｳーの女｛上｝ ステｲーグ･ラーソン著

ミレニアム　1　ドラゴン・タトウーの女｛下｝ ステｲーｸﾞ・ラーソン著

ミレニアム  ３ 　眠れる女と狂卓の騎士　上 スティーグ・ラーソン著

ミレニアム　３　眠れる女と狂卓の騎士　下 スティグ・ラーソン著

ミレニアム　２　火と戯れる女　上 スティグ・ラーソン著

ミレニアム　２　火と戯れる女　下 スティグ・ラーソン著

弥勒 Ｍｅｐｈｉｓｔｏ　ｃｌｕｂ 篠田節子∥著

弥勒の月 あさのあつこ著

弥勒の手 若さま同心　徳川竜之介 風野阿知雄

魅惑の世紀末 海野弘∥著

見分けて選ぶ輸入食品Ｑ＆Ａ１００ 健康双書 食生活研究会∥編

民家の事典 北海道から沖縄まで 図説・日本の文化をさぐる ９ 島田アツヒト∥文絵

ミンケパットさんと小鳥たち
ウルスラ・ジェナジーノ∥作 ヨゼフ・ウィルコン∥絵 いずみちほこ∥

訳

民族楽器を楽しもう 楽器教室徹底ガイド 若林忠宏∥著

みんなあかちゃんだった えほん・こどもとともに 鈴木まもる∥作

みんないきてるみんなでいきてる！ エリック・カール絵　工藤直子詩

みんなうんち かがくのとも傑作集 ２２ 五味太郎∥さく

みんなおおあくび 福音館の幼児絵本 藪内正幸∥さく

みんなおっぱいのんでたよ 福音館の幼児絵本 木坂涼∥ぶん 木村しゅうじ∥え

みんなゴリラ 改訂 創作どうわライブラリー ５ 山中恒∥作 太田大八∥絵

み



みんな邪魔 真梨幸子著

みんな大好き！　ごはんとめん類
かんたんでおいしい！　魔法のクッキン

グBOOK　２
枝元ほなみ著

みんな地球に生きるひと Ｐａｒｔ　２ 岩波ジュニア新書 ２７４ アグネス・チャン∥著

みんな地球に生きるひと 出会い・わかれ・再見 岩波ジュニア新書 １２９ アグネス・チャン∥著

みんなであそぶわらべうた 日本傑作絵本シリーズ 近藤信子∥編・遊び方指導 梶山俊夫∥絵

みんなであそぼう ６５０のあそびのヒント集 みぢかなかがく 有木昭久∥案 西村繁男∥絵

みんなで介護 あたたかい在宅介護のために 婦人之友社・明日の友シリーズ 紅林みつ子∥指導

みんなでつくったクリスマス・ツリー こどものとも傑作集 キャロライン・ベイリー作　うえさわけんじ訳　こうもとさちこ絵

みんなでつくるバリアフリー 岩波ジュニア新書　５１４ 光野有次著

みんなでつくる－－ふゆのかざりもの かがくのとも傑作集 わいわいあそび きうちかつ∥作・絵 ときわまさと∥写真

みんなで見ようガリレオの宇宙 岩波ジュニア新書 ２８２ 若松謙一∥著 渡部潤一∥著

みんななかよしりんらんろん
マリー・コールマン∥文 フェオドール・ロジャンコフスキー∥絵 み

らいなな∥訳

みんななにがすき？ 日本傑作絵本シリーズ 沢野ひとし∥さく・え

みんなにおくろう手づくりカード 妹尾里佳∥著 山本じゅん∥著

みんなのかお さとうあきら∥写真 とだきょうこ∥文

みんなのからだ 大型絵本 かがくとなかよし ミック・マニング∥作 ブリタ・グランストローム∥作 百々佑利子∥訳

みんなの　こもりうた トルード・アルベルチ文　なかたにちよこ絵

みんなの少年探偵団 万城目学［等］著

みんなの世界 岩波の子どもの本 マンロー・リーフ∥文・え 光吉夏弥∥訳

みんなのなやみ よりみちパン！セ 　０１ 重松清著

みんなのなやみ　２ よりみちパン！セ　１２ 重松清著

みんなの秘密 林真理子∥著

みんなの　ぶなのき 福音館創作童話シリーズ きたむらえり∥さく・え

みんなの　ベロニカ かばのベロニカシリーズ ２ ロジャー・デュボアザン∥作・絵 神宮輝夫∥訳

みんなの幽霊ローザ クリスティーネ・ネストリンガー∥作 若林ひとみ∥訳

みんなみーつけた 福音館の幼児絵本 きしだえりこ∥さく やまわきゆりこ∥え

みんなわたしの 幼い子どもにおくる詩集
ドロシー・バトラー∥編 岸田衿子∥訳 百々佑利子∥訳 ミーガン・グ

レッサー∥絵

無影灯 上 文春文庫 渡辺淳一

無影灯 下 文春文庫 渡辺淳一

無縁社会　”無縁死”三万二千人の衝撃 ＮHＫ「無縁社会プロジェクト」取材班

向い風の朝 堺屋太一∥著

むかし道具の考現学 小林泰彦∥著

むかし、ねずみが… インドに古くから伝わるおはなしより マーシャー・ブラウン∥さく 晴海耕平∥やく

昔のくらしの道具事典 小林克［監］

み

む



昔の恋人 集英社文庫 藤堂志津子∥著

昔のこどものくらし事典 本間昇［監］

昔話と日本人の心 河合隼雄∥著

昔ばなしとは何か 小沢俊夫∥著

昔話の本質と解釈 マックス・リューティ∥著 野村　∥訳

昔話の魔力 ブルーノ・ベッテルハイム∥著 波多野完治∥共訳 乾侑美子∥共訳

むかしむかし　おばあちゃんは 福音館書店創作童話シリーズ 神沢利子∥作 山内ふじ江∥画

むかし、レオナルド・ダ・ヴィンチが… シルヴィー・ラフェレール∥〔ほか〕編著 大西昌子∥訳 大西広∥訳

むかでのいしゃむかえ 福音館の幼児絵本 飯野和好∥さく

むかでのおつかい ワッハハ！ゆかいでおかしい日本の民話 吉田タキノ文　原田ヒロミ画

無冠の父 阿久悠著

ムギと王さま 岩波少年文庫 ２０７１ エリナー・ファージョン∥作 石井桃子∥訳

ムギと王さま 岩波少年文庫 ０８２ 本の小べや １ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

ムギと王さま ファージョン作品集 ３ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

ムギの一生 科学のアルバム ９１ 鈴木公治∥著

ムギの絵本 そだててあそぼう ７ よしだひさし∥へん めぐろみよ∥え

麦の滴 おれは一万石 千野隆司

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

麦屋町昼下がり 藤沢周平∥著

麦わらの絵本 つくってあそぼう［２８］ 金子皓彦［編］　吉田稔美絵

むぎわらぼうし 講談社のどうわえほん 竹下文子∥作 いせひでこ∥絵

無菌病棟より愛をこめて 加納朋子著

木槿ノ賦 居眠り磐音江戸双紙　４２ 佐伯泰英

無口な友人 池内紀∥〔著〕

ムクドリ カラー版自然と科学 ５０ 菅原光二∥著 丸武志∥著

ムクドリの子育て日記 たくさんのふしぎ傑作集 河本祥子∥作

無垢の領域 桜木紫乃著

椋鳩十の本 第３１巻 アメリカ紀行・詞華集 旅の思い出 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第３０巻 アルプス動物記 幼きものへ 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１３巻 イノシシ物語 児童文学 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１７巻 馬おどりの町 短編集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１１巻 片耳の大鹿 児童文学 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２３巻 今日より始まる 歳時記 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２５巻 心に炎を 読書論 椋鳩十∥著

む



椋鳩十の本 第２０巻 信濃少年記 随想集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第７巻 信濃動物記 動物譚 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２４巻 太陽の匂い 文学論 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２６巻 藤吉じいとイノシシ 遺作動物記 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第８巻 闘犬列伝 動物譚 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第９巻 動物異変記 動物譚 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２２巻 動物探訪記 紀行集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２７巻 読書随想と対談 本のすすめ 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第６巻 南国動物記 動物譚 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２９巻 南国のふるさと随想 薩摩じまん 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２１巻 南国風土記 随想集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１９巻 博物誌 随想集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１５巻 日高山伏物語 民話集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第３３巻 人と出会う感動 語り部行脚 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１６巻 日当山侏儒譚 民話集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１８巻 牧歌ふうのこと 随想集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１２巻 マヤの一生 児童文学 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第３４巻 椋鳩十の艶笑譚 炉辺の夜話 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 補巻 椋鳩十の世界 たかしよいち∥著

椋鳩十の本 第３２巻 無人島脱出記・孫づきあい 童話と随想 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１４巻 モモちゃんとあかね 児童文学 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第４巻 野性の谷間 前編 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第５巻 野性の谷間 後編 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２８巻 山国のふるさと随想 信州じまん 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第３巻 山の恋 山窩物語 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１０巻 山の太郎熊 児童文学 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第１巻 夕の花園 全詩集 椋鳩十∥著

椋鳩十の本 第２巻 鷲の唄 山窩物語 椋鳩十∥著

骸の爪 幻冬舎文庫 道尾秀介著

無月ノ橋 居眠り磐音　江戸双紙　１１ 佐伯泰英

夢幻　吉原裏同心（二十二） 吉原裏同心　二十二 佐伯泰英

無限花序 宮城谷昌光∥著

夢剣霞ざくら　浮世絵宗次日月抄 光文社文庫 門田泰明

無間地獄 新堂冬樹∥著

む



夢幻の山旅 西木正明∥著

夢幻花 東野圭吾著

夢幻花 東野圭吾

無限連鎖 楡周平∥著

向田邦子の手料理 講談社∥編

向田邦子の遺言 向田和子∥著

向田理髪店 奥田英朗著

むこうだんばら亭 乙川優三郎著

武曲 文春文庫 藤沢周

無国籍 陳天璽著

婿殿開眼 算盤侍影御用 牧秀彦

無言館 戦没画学生「祈りの絵」 窪島誠一郎∥著

無言の名誉 上 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

無言の名誉 下 ダニエル・スティール∥作 天馬竜行∥訳

無罪 深谷忠記著

ムササビ カラー版自然と科学 １３ 浜昇∥著

ムササビを飼う 自然科学シリーズ １９ 小森厚∥著

ムササビ 小さな森のちえくらべ ジュニア写真動物記 ２ 今泉吉晴∥著

むささびのおやこ 新日本動物植物えほん ９ 今泉吉晴∥ぶん 田中豊美∥え

武者鼠の爪 口入屋用心棒 鈴木英治

ムササビの森 科学のアルバム ４６ 菅原光二∥著

無惨なり　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

虫をたおすキノコ 冬虫夏草（とうちゅうかそう） 子ども科学図書館 吉見昭一∥文と写真

虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 虫の飼いかた・観察のしかた ２ 海野和男∥文・写真 筒井学∥文・写真

無鹿 遠藤周作∥著

虫ずかん・なかまさがし かがくのほん 海野和男∥さく

虫たちのいのちの水 みつけた！しぜんのなかで 松山史郎∥文と写真 小川宏∥文と写真

むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田之久∥文 久住卓也∥絵

むしたちのさくせん かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 宮武頼夫∥文 得田之久∥絵

虫たちのふしぎ 新開孝写真･文

虫たちの身をまもる力 みつけた！しぜんのなかで 松山史郎∥文と写真 小川宏∥文と写真

ムジナ探偵局 シリーズじーんドキドキ 富安陽子∥作 おかべりか∥画

ムジナ探偵局完璧な双子 ムジナ探偵局シリーズ　７ 富安陽子著

ムジナ探偵局なぞの挑戦状 シリーズじーんドキドキ 富安陽子∥作 おかべりか∥画

む



ムジナ探偵局　火の玉合戦 富安陽子作

ムジナ探偵局本日休業 シリーズじーんドキドキ 富安陽子作

ムジナ探偵局満月池の秘密 シリーズじーんドキドキ 富安陽子∥作 おかべりか∥画

ムジナ探偵局闇に消えた男 シリーズじーんドキドキ 富安陽子∥作 おかべりか∥画

虫の飼いかたさがしかた 藤丸篤夫∥〔著〕 新開孝∥〔著〕

虫のかくれんぼ みるずかん・かんじるずかん 金の本 海野和男∥さく

虫のすがお 電子顕微鏡で見る 子ども科学図書館 鷹取健∥文 喰代修∥写真 今井桂三∥絵

無地のネクタイ 丸谷才一著

虫のひげ 新日本動物植物えほん １９ 高家博成∥ぶん 横内襄∥え

虫の冬ごし カラー自然シリーズ ２７ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 久保秀一∥写真

むしばちゃんの　なかよし　だあれ かこさとしむしばのほんシリーズ かこさとし∥ぶん・え

むしばになったどうしよう かこさとしむしばのほんシリーズ 加古里子著

むし歯のもんだい かがくのほん 北川原健∥著 柳生弦一郎∥著

むしばミュータンスのぼうけん かこさとし・からだの本 ３ かこさとし∥〔作〕

虫姫 御書物同心日記 出久根達郎∥著

蟲愛づる姫君　後宮の魔女は笑う 宮野美嘉

むしやさかな 指先から知能をはぐくむ　おりがみ　３ エキグチクニオ［編］著

武者とゆく 講談社文庫 稲葉稔

無宿　吉原裏同心（十八） 吉原裏同心　十八 佐伯泰英

無趣味のすすめ 村上龍著

虫は小さな天使たち 創作児童文学選 １８ 岡野薫子∥著 小林与志∥絵

虫はどのように冬を越すのか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション ３３ 茅野春雄∥文 下田智美∥絵

虫はなぜガラス窓をあるけるのか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション ２７ 石井象二郎∥文 つだかつみ∥絵

息子たちの危機 このとき親は何ができるのか？ 永池栄吉∥著

息子よ娘よ 一行詩返信 吉村英夫∥撰著

息子６１歳。仕事をしながらボケた母を介助する。 吉沢勲∥著

ムスタン 曼荼羅の旅 奥山直司∥文 松井亮∥写真

むすび　あそび あそびの絵本 ２２ 新坂和男∥作・絵

結び布 着物始末暦（十） 中島要

むすびつき 畠中恵

結ぶ 皆川博子∥著

娘始末 ?所物奉行　裏帳合　五　新装版 上田秀人

娘と嫁と孫とわたし 集英社文庫 藤堂志津子著

娘と私と娘のムスメ 佐藤愛子∥著

む



娘の味 残るは食欲 阿川佐和子

娘飛脚を救え 大江戸飛脚便 倉阪鬼一郎

娘よ、ゆっくり大きくなりなさい　ミトコンドリア病の子と生きる 集英社新書 堀切和雅著

結んでつくる　ふろしきバッグ 山田悦子著

無制限 渡辺容子∥著

無節の欅 おれは一万石 千野隆司

無銭優雅 山田詠美著

無双の花 葉室麟著

無知 ミラン・クンデラ∥著 西永良成∥訳

無痛 久坂部羊著

睦月童 西條奈加

ムツゴロウの動物交際術 畑正憲∥著

六つの魔法のおはなし イングリット・ユーベ作　さとうのぶひろ訳

ムッドレのくびかざり
イルメリン・サンドマン＝リリウス∥作 木村由利子∥訳 ベロニカ・

レオ∥画

霧笛荘夜話 浅田次郎著

棟居刑事の凶存凶栄 森村誠一∥著

棟居刑事の恋人たちの聖地 森村誠一著

棟居刑事の殺人の隙間 森村誠一著

棟居刑事の代行人　ジ・エージェント 森村誠一著

棟居刑事の永遠の狩人 森村誠一著

棟居刑事の憤怒 カドカワ・エンタテインメント 森村誠一∥著

棟居刑事の見知らぬ旅人 森村誠一著

むね　とんとん おはなしだいすき さえぐさひろこ作

無念坂　くらがり同心裁許帳 ベスト時代文庫 井川香四郎

無農薬でつくるおいしい野菜 家庭の園芸 １ 婦人之友社編集部∥著

霧氷 光文社文庫 夏樹静子∥著

無法者 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

むほん物語 出久根達郎∥著

ムーミン谷の十一月 講談社青い鳥文庫 ２１‐８ トーベ＝ヤンソン∥作・絵 鈴木徹郎∥訳

ムーミン谷の十一月 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミン谷の彗星 講談社青い鳥文庫 ０２１‐２ トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳

ムーミン谷の彗星 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミン谷の仲間たち 講談社青い鳥文庫 ２１‐６ トーベ＝ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

ムーミン谷の仲間たち 講談社文庫 ヤンソン著

む



ムーミン谷の夏まつり 講談社青い鳥文庫 ０２１‐３ トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳

ムーミン谷の夏まつり 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミン谷の冬 講談社青い鳥文庫 ２１‐４ トーベ＝ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

ムーミン谷の冬 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミン童話全集 ２ たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

ムーミン童話全集 別巻 小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン∥作・絵 富原真弓∥訳

ムーミン童話全集 ８ ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン∥作・絵 鈴木徹郎∥訳

ムーミン童話全集 １ ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳

ムーミン童話全集 ６ ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

ムーミン童話全集 ４ ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳

ムーミン童話全集 ５ ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳

ムーミン童話全集 ７ ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳

ムーミン童話全集 ３ ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳

ムーミンパパ海へいく 講談社青い鳥文庫 ２１‐７ トーベ＝ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳

ﾑｰミンパパ海へいく 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミンパパの思い出 講談社青い鳥文庫 ２１‐５ トーベ＝ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳

ムーミンパパﾟの思い出 講談社文庫 ヤンソン著

ムーミンパパの「手帖」 トーベ・ヤンソンとムーミンの世界 東宏治∥著

ムーミンママのお料理の本 サミ・マリラ∥作 トーベ・ヤンソン∥絵と引用文 渡部翠∥訳

無用の隠密　未刊行初期短篇 文春文庫 藤沢周平著

村上海賊の娘　一 新潮文庫 和田竜

村上海賊の娘　二 新潮文庫 和田竜

村上海賊の娘　四 新潮文庫 和田竜

村上海賊の娘　三 新潮文庫 和田竜

村上海賊の娘　下巻 和田竜著

村上海賊の娘　上巻 和田竜著

村上祥子の電子レンジらくらくクッキング 村上祥子∥著

村上祥子のふんわりパン　こねない！３５分からできる！電子レン

ジで３０秒発酵
村上祥子著

村上ラヂオ 村上春樹∥文 大橋歩∥画

紫同心江戸秘帖　吉原哀切の剣 静山社文庫 大谷羊太郎著

紫匂う 葉室麟著

「紫の女（ひと）」殺人事件 内田康夫∥著

紫の夢 おれは一万石 千野隆司

紫房の十手　鎌倉河岸捕物控　十七の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

む



村に学校ができた 岩波少年文庫復刻版 Ｅ・ターシス∥作 杉木喬∥訳

村のお医者さん 日本傑作絵本シリーズ 三芳悌吉∥さく

村野四郎 日本の詩 村野四郎∥〔著〕 平井照敏∥編

村の名前 辻原登∥著

村の広場 安野光雅∥著

村は大きなパイつくり 岩波ものがたりの本 １０９ ヘレン・クレスウェル∥〔著〕 猪熊葉子∥訳

無理 奥田英朗著

無理　下 奥田英朗

無理　上 奥田英朗

無量の光　親鸞聖人の生涯　下 津本陽著

無量の光　親鸞聖人の生涯　上 津本陽著

ムルガーのはるかな旅 岩波少年文庫 ３１４５ ウォルター・デ・ラ・メア∥作 脇明子∥訳

室生犀星 日本の詩 室生犀星∥〔著〕 安宅夏夫∥編

室の梅 おろく医者覚え帖 宇江佐真理∥著

室町無頼 垣根涼介著

ムーン・キング 新しい世界の文学 ７ シヴォーン・パーキンソン∥作 乾侑美子∥訳 堀川理万子∥絵

ムンジャクンジュは毛虫じゃない 偕成社文庫 ３１９３ 岡田淳∥著

ムーン・ダークの戦い パトリシア・ライトソン∥作 百々佑利子∥訳

ムーンナイト・ダイバー 天童荒太著

夜行快速えちご殺人事件 NON・NOVEL 西村京太郎著

メアリー・スミス アンドレア・ユーレン作　千葉茂樹訳

メアリー・ポピンズのお料理教室 おはなしつき料理の本
Ｐ・Ｌ・トラヴァース∥著 メアリー・シェパード∥さし絵 鈴木佐知

子∥訳

名医と治す漢方事典 週刊朝日∥編

メイヴィスのふしぎな赤ちゃん ブロック・コール∥文と絵 ゆあさふみえ∥訳

メイおばちゃんの庭 あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント∥著 斎藤倫子∥訳 中村悦子∥画

メイおばちゃんの庭 あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント∥著 斎藤倫子∥訳 中村悦子∥画

迷宮へどうぞ たくさんのふしぎ傑作集 種村季弘∥文 川原田徹∥ほか絵

迷宮捜査 緒川怜著

名犬ラッシー 講談社青い鳥文庫 １８２－１ エリック＝ナイト∥作 飯島淳秀∥訳 岩淵慶造∥絵

名犬ラッド 改版 岩波少年文庫 ３００４ Ａ．Ｐ．ターヒューン∥作 岩田欣三∥訳

名作バレエ５０鑑賞入門　これだけは知っておきたい 渡辺真弓著　瀬戸秀美写真

名作文学に見る「家」 小幡陽次郎∥文 横島誠司∥図

名山の日本史 高橋千劔破著

明治・妖モダン 畠中恵著

む

め



明治維新 岩波ジュニア新書 ３３７ 日本の歴史 ７ 田中彰∥著

明治維新という過ち
日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリス

ト
原田伊織著

明治おんな橋 平山壽三郎∥著

明治・金色キタン 畠中恵著

明治十手架 上 山田風太郎∥著

明治十手架 下 山田風太郎∥著

明治大正見聞史 中公文庫 生方敏郎∥著

明治・大正の詩 日本の詩 片岡文雄∥編

明治・大正・昭和詩歌選 少年少女日本文学館　８ 大岡信

明治天皇 上巻 ドナルド・キーン∥著 角地幸男∥訳

明治天皇 下巻 ドナルド・キーン∥著 角地幸男∥訳

明治東京畸人伝 森まゆみ∥著

明治無頼伝 角川文庫 中村彰彦著

明治横浜れとろ奇譚　堕落者たちと、ハリー彗星の夜 相川真著

名人が教える一番やさしい釣りの本 つり情報社∥編著

名臣伝 津本陽∥著

名人は危うきに遊ぶ 白洲正子∥著

名探偵カッレくん リンドグレーン作品集 ８ リンドグレーン∥作 尾崎義∥訳

名探偵カッレくん 岩波少年文庫 アストリッド・リンドグレーン作　尾崎義訳

名探偵カッレとスパイ団 リンドグレーン作品集 １０ リンドグレーン∥作 尾崎義∥訳

名探偵しまうまゲピー 世界の傑作童話 １ ウイリアム・デュボア∥著 渡辺茂男∥訳

めいたんていスキーに行く めいたんていスーパーわん ４ メアリ・Ｂ・クリスチャン∥作 神鳥統夫∥訳 リサ・マッキュー∥絵

名探偵の掟 講談社文庫 東野圭吾

名探偵マリリン 荻野アンナ∥著

鳴動の徴 お髷番承り候　六 上田秀人

冥土めぐり 鹿島田真希著

名馬風の王
講談社青い鳥文庫 １１９‐１ 動物感動

読み物シリーズ
マーゲライト＝ヘンリー∥〔著〕 那須辰造∥訳 古賀亜十夫∥絵

名馬キャリコ 岩波の子どもの本 １０７ バージニア・リー・バートン∥え・ぶん せたていじ∥やく

冥府からの刺客　日暮左近事件帖 日暮左近事件帖 藤井邦夫

名文を書かない文章講座 村田喜代子∥著

メイベルおばあちゃんと川べの家 おばあちゃんの屋根裏部屋 ８ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんと町の人びと おばあちゃんの屋根裏部屋 ９ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんとミシガンの小川 おばあちゃんの屋根裏部屋 ２ アリータ・リチャードソン∥作 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんとやんちゃたち おばあちゃんの屋根裏部屋 １０ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

め



メイベルおばあちゃんの贈りもの おばあちゃんの屋根裏部屋 ４ アリータ・リチャードソン∥作 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんのキッチン おばあちゃんの屋根裏部屋 ３ アリータ・リチャードソン∥作 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんの小さかったころ おばあちゃんの屋根裏部屋 １ アリータ・リチャードソン∥作 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんは１９歳 おばあちゃんの屋根裏部屋 ７ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんは１８歳 おばあちゃんの屋根裏部屋 ６ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

メイベルおばあちゃんは１６歳 おばあちゃんの屋根裏部屋 ５ アリータ・リチャードソン∥著 中村妙子∥訳

盟約 上 Ｃ・Ｗ・ニコル∥著 村上博基∥訳

盟約 下 Ｃ・Ｗ・ニコル∥著 村上博基∥訳

迷路 新・鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

迷路の始まり ラストライン　３ 堂場瞬一

めいわくなおくりもの かえるくんのほん ６ マーサー・メイヤー∥さく マリアンヌ・メイヤー∥さく

目をさませトラゴロウ 理論社名作の愛蔵版 小沢正∥童話 井上洋介∥絵

目をつぶれば、きつねの世界 学研の新しい創作 津島節子∥作 狩野富貴子∥絵

夫婦岩殺人水脈 光文社文庫 浅黄斑∥著

夫婦からくり 六尺文治捕物帖 中島要

目を閉じて心開いて ほんとうの幸せって何だろう 岩波ジュニア新書 ４０１ 三宮麻由子∥著

妾屋の四季 上田秀人

妻敵にあらず　足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子著

めがねうさぎ 絵本のひろば ９ せなけいこ∥作・絵

めがねうさぎのうみぼうずがでる ！！ めがねうさぎシリーズ せなけいこ作・絵

めがねっこマノリート マノリート・シリーズ　１ エルビラ・リンド作　とどろきしずか訳

めがねなんか、かけないよ レイン・スミス∥さく 青山南∥やく

メガネのはなし 人間の知恵 ４ 藤田千枝∥著

眼鏡屋直次郎 ねじめ正一∥著

メガバンク最後通牒 執行役員　二瓶正平 波多野聖

メガバンク絶体絶命 総務部長　二瓶正平 波多野聖

メガバンク宣戦布告 総務部　二瓶正平 波多野聖

女神 山本道子∥著

目からウロコのコーチング 播磨　早苗

メギー新しい国へ メギー・マッキントッシ 岩波少年文庫復刻版 ヴァイニング夫人∥作 清水二郎∥訳

目利きのヒミツ 赤瀬川原平∥著

メキシコのわが家へようこそ 黒沼ユリ子∥著

女狐の罠 足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子

めぐみ キョウコ・モリ∥著 池田真紀子∥訳

め



めぐみへ　横田早紀江、母の言葉 横田早紀江著

めぐみ園の夏 高杉良

目眩み万両 北町影同心 沖田正午

目眩み万両 北町影同心　４ 沖田正午

めくらやなぎと眠る女 村上春樹著

めぐりくる夏 フランバース屋敷の人びと　３ 岩波少年文庫 ３１１０ Ｋ．Ｍ．ペイトン∥作 掛川恭子∥訳

巡る桜 上絵師　律の似面絵帖 知野みさき

めざすは月 タンタンの冒険旅行 １２ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

めざすは貧困なき世界　政府と市民の国際開発協力 Ferris Books 高柳彰夫著

めざせ、世界のフィールドを 国際公務員の仕事 岩波ジュニア新書 ２８９ 小沼広幸∥著

めざせダウニング街１０番地 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥著 永井淳∥訳

めざめのもりのいちだいじ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん ふくざわゆみこ作

目覚めのヨーガ 図解 健康ライブラリー 番場一雄∥著

目覚めよと人魚は歌う 星野智幸∥著

目覚めよ、薬剤師たち！地域医療を支える薬剤師の使命 鶴蒔靖夫

めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー∥作 清水真砂子∥訳

召抱 奥右筆秘帳 上田秀人

｢メシが食える大人」に育つ　子どもの習慣 高濱正伸著

目線 天野節子著

メダカ そだててみよう ４ 吉家世洋∥構成・文 森上義孝∥絵

めだか かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 吉崎正巳∥さく

メダカのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん １３ 小宮輝之∥文 浅井粂男∥絵

メダカのくらし 科学のアルバム ９３ 草野慎二∥著

メダカの誕生 カラー版自然と科学 １６ 稗田一俊∥著 大塚高雄∥著

めたねこムーニャン 山中恒よみもの文庫 １４ 山中恒∥作

メタボラ 桐野夏生著

メタボリアン改造計画 西村周三　武田和夫　森谷敏夫　坂根直樹

目だまし手品 アーリーン・ボーム∥作 ジョゼフ・ボーム∥作 なかがわちひろ∥訳

めだまやきの化石 寺村輝夫の王さまシリーズ ５ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

メチャクサ ジョナサン・アレン作　岩城敏之訳

めちゃまちゃごためぜ 童話だいすき ７ パウル・マール∥作 虎頭惠美子∥〔ほか〕訳 古味正康∥絵

メッタ斬りの歌 佐藤愛子∥著

愛逢い月 篠田節子∥著

メデｲアの支配者　上 中川一徳著

め



メデｲアの支配者　下 中川一徳著

メディア買収の野望 上巻 新潮文庫 Ｊ・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

メディア買収の野望 下巻 新潮文庫 Ｊ・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

メディチ家殺人事件 塩野七生∥著

目で見る世界の古代文明シリーズ ７ イスラム文明 アントン・パウエル∥著 篠原恭子∥訳

目で見る世界の古代文明シリーズ ５ インカ文明 アン・ミラード∥著 楢谷佳江∥訳

目で見る世界の古代文明シリーズ ２ 古代ギリシア文明 クリストファ・ファッグ∥著 今光崇子∥訳

目で見る世界の古代文明シリーズ ４ 古代中国文明 ロバート・ノックス∥著 小滝久子∥訳

目で見る世界の古代文明シリーズ ３ 古代ローマ文明 クリストファ・ファッグ∥著 鈴木千歳∥訳

目で見る世界の古代文明シリーズ ６ バイキング文明 ロビン・プレイス∥著 木藤万里∥訳

メドゥサ、鏡をごらん 講談社ノベルス 井上夢人∥著

め どうしてみえるの？ 知識の絵本 ２２ 佐藤まもる∥作絵

メトレス　愛人 渡辺淳一∥著

メトロポリタン美術館のクリスマス・ソングブック ダン・フォックス∥編曲

目に見えない生き物たち しらべてみよう ７ 津田妍子∥著 水戸一行∥絵

眼の狩人 戦後写真家たちが描いた軌跡 フォトミュゼ 大竹昭子∥著

目の病気がわかる本　見えにくい見づらい

眼の病気・Ｑ＆Ａ 子供からお年寄りまで 糸井素一∥著 普天間稔∥著

めの　まど　あけろ 福音館の幼児絵本 谷川俊太郎∥ぶん 長新太∥え

メリー・クリスマス みうらますこ∥作

メルくんようちえんにいく 日本傑作絵本シリーズ おおともやすお∥さく

メルヘン紙ねんど 手作り 原田和子∥著

メロップスのわくわく大冒険 １ 児童図書館・文学の部屋 トミー・ウンゲラー∥えとぶん 麻生九美∥やく

メロップスのわくわく大冒険 ２ 児童図書館・文学の部屋 トミー・ウンゲラー∥えとぶん 麻生九美∥やく

メロンの絵本 そだててあそぼう １３ せこたつお∥へん さいとうやすひさ∥え

目は嘘をつく ミステリアス・プレス文庫 ７６ ジェイン・スタントン・ヒッチコック∥著 猪俣美江子∥訳

面一本 出久根達郎∥著

めんどり母さんがあぶない！ リトル・グレイラビット ７
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 まがたよう

こ∥訳

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

綿１００％の夢色ベビーニット ０～１８か月

面目ないが 新潮文庫 寒川猫持∥著

めんめんばあ
あかちゃん絵本　おでかけばいばいのほ

ん　２
長谷川摂子文　柳生弦一郎絵

もーいいかいまぁだだよ 日本傑作絵本シリーズ 平出衛∥さく

モイくんとカボーくんのはなし このまえのにちようび ２ たかどのほうこ∥作・絵

め

も



もいちどあなたにあいたいな 新井素子著

もういっかい彼女 松久淳著

もういやだ　原爆の生きている証人たち 平和文庫 長崎原爆青年乙女の会[編]

もうおきるかな？ ０．１．２．えほん まつのまさこ∥ぶん やぶうちまさゆき∥え

もう、怒らない 小池龍之介著

もう、きみには頼まない 石坂泰三の世界 城山三郎∥著

猛禽の宴 続・Ｃの福音 楡周平∥著

亡者の銭　足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子著

盲獣 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

孟嘗君 １ 宮城谷昌光∥著

孟嘗君 ２ 宮城谷昌光∥著

孟嘗君 ３ 宮城谷昌光∥著

孟嘗君 ４ 宮城谷昌光∥著

孟嘗君 ５ 宮城谷昌光∥著

もうすぐおしょうがつ こどものとも絵本 西村繁男作

もうすぐがっこう 園の生活１２か月 １２　３月のお話 しみずみちを∥さく 渡辺有一∥え

もうすぐみんな一年生 おひさまえんのおはなし ４ 伊藤真智子∥ぶん 長野ヒデ子∥え

もうすぐゆきのクリスマス
ターシャ・テューダークラシックコレク

ション
ターシャ・テューダー∥著 ないとうりえこ∥やく

猛スピードで母は 長嶋有∥著

妄想銀行 改版 新潮文庫 星新一∥著

毛沢東
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３３
宇野重昭∥著

毛沢東の私生活 上 李志綏∥著 新庄哲夫∥訳

毛沢東の私生活 下 李志綏∥著 新庄哲夫∥訳

盲導犬が日本に生まれた日　国産盲導犬第1号チャンピイを育てた塩

谷賢一
竹内恒之著

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 かがくのとも傑作集 ４３ 土田ヒロミ∥さく

もう二度とたべたくないあまいもの 井上荒野著

もうねんね 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 瀬川康男∥絵

もう一つの悪魔の物語 評論社の児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット∥作・絵 小旗英次∥訳

もうひとつの家族 キャサリン＝パターソン∥作 岡本浜江∥訳

もうひとつの季節 保坂和志∥著

もうひとつの恋文 連城三紀彦∥著

もう一つの万葉集 李寧煕∥著

もうひとつのワンダー Ｒ・J・パラシオ

も



もうひと花 小沢昭一∥著

もうふ バーニンガムのちいさいえほん ２ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

盲目的な恋と友情 辻村深月著

盲目の鴉 光文社文庫 土屋隆夫∥著

毛利衛、ふわっと宇宙へ 毛利衛∥著

毛利元就 嵐の中の日本人シリーズ １９ 松永義弘∥著 成瀬数富∥絵

毛利元就 ２ 山岡荘八歴史文庫 ５０ 山岡荘八

毛利元就 １ 山岡荘八歴史文庫 ４９ 山岡荘八

魍魎の匣 講談社ノベルス 京極夏彦∥著

萌がさね 藤原道長室明子相聞 鳥越碧∥著

萌黄色のハンカチーフ 光文社文庫 赤川次郎著

もえない 森博嗣著

萌の朱雀 河瀬直美∥著

燃えよ剣 上巻 改版 新潮文庫 司馬遼太郎∥著

燃える塔 高樹のぶ子∥著

燃える部屋（下） マイクル・コナﾘー

燃える部屋（上） マイクル・コナﾘー

燃える水の国 タンタンの冒険旅行 １０ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

最上川殺人事件　旅行作家・茶屋次郎の事件簿 NON　NOVEL 梓林太郎著

最上峡殺人事件 津村秀介著

虎落笛 照降町自身番書役日誌 今井絵美子

モギ ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク著　片岡しのぶ訳

茂吉秀歌 『あらたま』百首 塚本邦雄∥著

黙阿弥 河竹登志夫∥著

目撃 深谷忠記∥著

目撃 講談社文庫 Ｐ．リンゼイ∥〔著〕 笹野洋子∥訳

目撃アメリカ崩壊 文春新書 ２２５ 青木富貴子∥著

目撃者 近藤紘一全軌跡１９７１～１９８６ 近藤紘一∥著

黙示 今野敏

もくたんじどうしゃ　もくべえ 大型絵本 １４ 渡辺茂男∥文 岡部冬彦∥絵

もくたんじどうしゃもくべえ 渡辺茂男文　岡部冬彦絵

木炭日和 ベスト・エッセイ集 ’９９年版 日本エッセイスト・クラブ∥編

木彫のアクセサリー ＮＨＫ婦人百科 大山昭子∥著

木馬のひみつ 世界のどうわ
ルーマー・ゴッデン∥作 猪熊葉子∥訳 ジュリエット・スタンウェ

ル・スミス∥絵

も



木版画の習い方 斎藤隆夫∥著

木曜組曲 徳間文庫 恩田陸∥著

木曜島の夜会 文春文庫 司馬遼太郎著

木曜日はあそびの日 岩波少年文庫 ２０８５ ピエール・グリパリ∥作 金川光夫∥訳

土竜 出久根達郎∥著

もぐら新章 波濤 矢月秀作

もぐら新章　青嵐 矢月秀作

もぐら叩き承り候 天神坂下よろず屋始末記 沖田正午

もぐらとじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ・チェコの絵本 エドアルド・ペチシカ文　ズデネック・ミレル絵　うちだりさこ訳

もぐらのカモネと森のなかまたち 子どもの文学・青い海シリーズ ３ ジュリア・カニンガム∥作 シンディ・ゼッカレス∥絵 神鳥統夫∥訳

もぐらのスキントさん オークアプルの森のおはなし １ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

モグラの地中 森の新聞 １８ 今泉吉晴∥著

モグラ原っぱのなかまたち 日本の創作児童文学選 古田足日∥〔著〕 田畑精一∥絵

潜る女　アナザーフェイス８ 文春文庫 堂場瞬一

木蓮荘綺譚　伊集院大介の不思議な旅 栗本薫著

もこもこもこ みるみる絵本 谷川俊太郎∥作 元永定正∥絵

モザイク 田口ランディ∥著

もじあそび 安野光雅∥ぶんえ

もしかして愛だった 文春文庫 阿川佐和子著

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」

を読んだら
岩崎夏海著

文字のはなし ちしきの絵本 ３０ 馬場正男∥文 難波淳郎∥絵

もしもしおでんわ 改版 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子∥文 いわさきちひろ∥え

もしもし下北沢 よしもとばなな著

もしもし……はなしちゅう 世界のどうわ Ｇ・ロダーリ∥作 安藤美紀夫∥訳 ユノセイイチ∥絵

もしも病気になったなら 病院というところ 岩波ジュニア新書 １８３ 永井明∥著

もしも　まほうが　つかえたら ロバート・グレイブス∥文 モーリス・センダック∥画 原もと子∥訳

もじゃ　もじゃ いやだいやだの絵本 ２ せなけいこ∥さく・え

もじゃ　もじゃ いやだいやだの絵本 ２ せなけいこ∥さく・え

もじゃもじゃあたまのナナちゃん 神沢利子∥ぶん 西巻茅子∥え

もしゃもしゃちゃん 世界傑作絵本シリーズ マレーク・ベロニカ文・絵

もじゃもじゃペーター ほるぷクラシック絵本 ハインリッヒ・ホフマン∥さく ささきたづこ∥やく

モズのくらし 科学のアルバム ８３ 菅原光二∥著

モスフラワーの森 レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス∥作 ゲリー・チョーク∥挿絵 西郷容子∥訳

持たざる者 金原ひとみ著

も



モダン 原田マハ著

モダンタイムス 伊坂幸太郎著

もちっこやいて　わらべうたの「もちっこやいて」より 日本傑作絵本シリーズ やぎゅうげんいちろう作

望の夜 髪ゆい猫字屋繁盛記 今井絵美子

モチモチの木 新・名作の愛蔵版 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

モチモチの木 創作絵本 ６ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

もちろん返事をまってます 新しい世界の文学 １ ガリラ・ロンフェデル・アミット∥作 母袋夏生∥訳 安藤由紀∥絵

モーツァルト 子どもの伝記全集 ２１ 真篠将∥〔著〕

モーツァルト 美しき光と影 作曲家の物語シリーズ １０ ひのまどか∥著

モーツァルト 運命と闘った永遠の天才 岩波ジュニア新書 ７０ 柴田治三郎∥著

黙契　交代寄合伊那衆異聞 ８ 講談社文庫 佐伯泰英著

木瓜の夢 安西篤子∥著

もったいない プラネット・リンク編

もってみよう NEOのえほん 松橋利光写真・文

もっとイギリス英語でしゃべりたい　ＵＫイントネーション・パー

フェクトガイド
小川直樹　ナディア・マケックニー［共］著

もっと輝く自分を見つける手帳づくり e-MOOK

もっとかんがえるカエルくん いわむらかずお∥著

もっと子どもにウケる科学手品７７ もっと簡単にできてもっとイン

パクトが凄い
ブルーバックス Ｂ－１２７３ 後藤道夫∥著

もっと知ろうアジア 岩波ジュニア新書 ２４９ 陸培春∥著

もっと知ろう朝鮮 岩波ジュニア新書 ３６６ 尹健次∥著

もっと！そばかすイェシ ミリヤム・プレスラー∥作 斎藤尚子∥訳 山西ゲンイチ∥絵

もっと楽しく、少しだけていねいなお母さん仕事　家事力をぐんと

上げる９３のヒント
ひぐまあさこ著

もっとつくってみよう！ おうちにある材料で、楽しくつくる工作の

本
浦嶋洋子∥著

もっとはやいものは スピードのはなし 科学の本
ロバート・フローマン∥ぶん アーノルド・スピルカ∥え 大平雅章∥や

く

もっと変な給食 幕内秀夫著

最も遠い銀河　上 白川道著

最も遠い銀河　下 白川道著

最も遠い銀河　４　秋 幻冬舎文庫 白川道著

最も遠い銀河　３　夏 幻冬舎文庫 白川道著

最も遠い銀河　２　春 幻冬舎文庫 白川道著

最も遠い銀河　１　冬 幻冬舎文庫 白川道著

モップの精は深夜に現れる ジョイ・ノベルス 近藤史恵著

本居宣長
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ ４７ 人と

思想
本山幸彦∥著

元職員 吉田修一著

も



もどってきたガバタばん エチオピアのお話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ４ 渡辺茂男∥やく ギルマ・ベラチョウ∥え

求めない 加島祥造著

もどり橋 澤田ふじ子

モナドの領域 筒井康隆著

モニカさんのハーモニカ おはなしはらっぱ ６ いとうひろし∥さく

ものいうなべ デンマークのたのしいお話 岩波おはなしの本 １０ メリー・Ｃ・ハッチ∥文 渡辺茂男∥訳 富山妙子∥絵

ものいうほね 児童図書館・絵本の部屋 ウイリアム・スタイグ∥〔作〕 せたていじ∥やく

物語が、始まる 川上弘美∥著

物語韓国人 文春新書 １８８ 田中明∥著

物語のおわり 湊かなえ著

物語の旅 和田誠∥著

物語の森へ 全・中短篇ベストセレクション 五木寛之∥著

ものがたり風土記 阿刀田高∥著

ものがたり風土記 続 阿刀田高∥著

物語ること、生きること 上橋菜穂子著

ものぐさガーデニングのすすめ　失敗続きのガーデナーが最後に開

く本
斉藤吉一著

ものぐさトミー 岩波の子どもの本 ２９ ペーン・デュボア∥文・絵 松岡享子∥訳

ものぐさドラゴン 世界こどもの文学 ケネス・グレーアム∥作 亀山竜樹∥訳 西川おさむ∥絵

モノづくり解体新書 １の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ ８

モノづくり解体新書 ２の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ ９

モノづくり解体新書 ３の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ １６

モノづくり解体新書 ４の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ １７

モノづくり解体新書 ５の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ ２３

モノづくり解体新書 ６の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ ２４

モノづくり解体新書 ７の巻 ｅＸ’ｍｏｏｋ ２６

モノづくり解体新書 番外編 ｅＸ’ｍｏｏｋ ２７

ものづくりに生きる 岩波ジュニア新書 ３１８ 小関智弘∥著

ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由起子作

もののけ ＜怪異＞時代小説傑作選 朝井まかて　他

ものの始まり５０話 文明の源をさぐる 岩波ジュニア新書 ２０４ 近藤二郎∥著

武士の賦 居眠り磐音 佐伯泰英

もののふ莫迦 中公文庫 中路啓太

モノ・人・お金　自分整理のすすめ 阿部絢子著

ものまね子ザルのなぞ 名たんていカメラちゃん ９ ディビッド・Ａ．アドラー∥作 かんどりのぶお∥訳 たるいしまこ∥絵

も



ものものずかん 幼児絵本シリーズ 土橋とし子∥さく

もの忘れを防ぐ２８の方法 人の名前がすぐ出なくなったら読む本 米山公啓∥著

モヒカン族の最後 福音館古典童話シリーズ ３０ Ｊ・Ｆ・クーパー∥作 足立康∥訳 Ｎ・Ｃ・ワイエス∥画

モヒカン族の最後 世界の冒険文学 戸井十月

模倣犯 Ｔｈｅ　ｃｏｐｙ　ｃａｔ 下 宮部みゆき∥著

モミジ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 ３ 妻鹿加年雄∥〔著〕

紅葉めぐり いろいろ知識と全国よりぬき８８名所 ＪＴＢキャンブックス もみぢ狩愛好会∥編

もみの木 アンデルセン∥作 Ｎ・Ｅ・バーカート∥絵 中村妙子∥訳

樅の木は残った（下） 山本周五郎

樅ノ木は残った　（上） 山本周五郎

もめない相続　トクする相続 日本経済新聞社[編]

木綿口伝 福井貞子∥著

もめんでつくるちょっとおしゃれで元気なこども服 大橋好子∥著

もめんの服が好きだから 花柄と無地の着こなし こうの早苗∥著

モモ ミヒャエル・エンデ著　大島かおり訳

桃色東京塔 柴田よしき著

ももいろのおばけ ヴィヴェッカ・レルン∥作 エヴァ・エリクソン∥絵 中川あゆみ∥訳

ももいろのきりん 創作童話シリーズ 中川李枝子∥著 中川宗弥∥え

ももこの話 さくらももこ∥絵と文

ももこのまんねん日記 さくらももこ著

ももたろう 代田昇∥文 箕田源二郎∥絵

ももたろう 日本傑作絵本シリーズ まついただし∥ぶん あかばすえきち∥え

ももたろう
日本名作おとぎばなし むかしむかし

あったとさ
さねとうあきら∥脚本 石倉欣二∥画

桃太郎・舌きり雀・花さか爺
岩波版ほるぷ図書館文庫 日本の昔ばな

し ２
関敬吾∥編

モモちゃんとアカネちゃん
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんのほん ３
松谷みよ子∥著 菊池貞雄∥絵

モモちゃんとプー
児童文学創作シリーズ モモちゃんとア

カネちゃんのほん ２
松谷みよ子著

モモの絵本 そだててあそぼう　８９ 山口正己［編］　南椌椌絵

もものき　なしのき　プラムのき 児童図書館・絵本の部屋
ジャネット・アールバーグ∥さく アラン・アールバーグ∥さく 佐藤

凉子∥やく

ももの子たろう むかしむかし絵本 １４ おおかわえっせい∥ぶん みたげんじろう∥え

モーモーまきばのおきゃくさま マリー＝ホール＝エッツ∥ぶんえ やまのうちきよこ∥やく

モモも禅を語る こころの本 重松宗育∥著

ももんじゃ 御助宿控帳 鳥羽亮

百獣屋の猛者たち 御助宿控帳 鳥羽亮

もらい泣き 冲方丁著

も



モラトリアムな季節 熊谷達也著

モラルの罠 夏樹静子∥著

モリアオガエル 科学のアルバム ６０ 増田戻樹∥著

もりいちばんのおともだち
日本傑作絵本シリーズ おおきなクマさ

んとちいさなヤマネくん
ふくざわゆみこ∥さく

森へ たくさんのふしぎ傑作集 星野道夫∥文・写真

もりへいったすとーぶ 神沢利子∥ぶん 片山健∥え

森を育てる 産業のこころシリーズ １ 松井光瑶∥著

森を抜ける道
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ １６００
コリン・デクスター∥著 大庭忠男∥訳

森おばけ 創作童話シリーズ 中川李枝子∥さく 山脇百合子∥え

森を読む 種子の翼に乗って
Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｎａｔｕｒｅ　ｌｉ

ｂｒａｒｙ
ヘンリー・Ｄ・ソロー∥著 伊藤詔子∥訳

森からのてがみ キツツキは森の大工さん／きかんぼうの子グマ Ｎ．スラトコフ∥文 松谷さやか∥訳 あべ弘士∥絵

森からのてがみ ２ クマのねがえり／ハリネズミのしっぱい／かしこ

いノウサギ
Ｎ．スラトコフ∥文 松谷さやか∥訳 あべ弘士∥絵

森からのてがみ ３ まるたの上のキツネとノウサギ／子リスのしごと

ほか
Ｎ．スラトコフ∥文 松谷さやか∥訳 あべ弘士∥絵

森からのプレゼント 幼年翻訳どうわ ヨー＝テンフィヨール∥さく トール＝モーリス∥え 山内清子∥やく

モリスのまほうのふくろ ミセスこどもの本 ローズマリー・ウエルズ∥作 大庭みな子∥訳

モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム∥著 別宮貞徳∥訳

もりたろうさんのじどうしゃ おおいしまこと∥ぶん きただたくし∥え

森と海のであうところ ジーニー・ベイカー∥作・絵 百々佑利子∥訳

森と氷河と鯨 ワタリガラスの伝説を求めて 星野道夫∥著

森と木材 林業の将来 図説・日本の産業 １２ 堂脇昭夫∥著

森南海子の手縫い見習い きものを洋服にリフォームする 簡単なパン

ツとブラウスのつくり方
森南海子∥著

森に学校ができた きたむらえり∥さく 片山健∥え

もりにてがみをかいたらね ぼくのポチブルてき生活・２ きたやまようこ∥作

森に眠る魚 角田光代著

もりねずみのピーターキン オークアプルの森のおはなし ４ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

もりのアイスクリームやさん もりはおもしろランド　１１ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森のうそくいどり りょうちゃんとさとちゃんのおはなし 松野正子∥さく 鎌田暢子∥え

もりのえほん 新版 安野光雅∥〔画〕

もりのおかしやさん もりはおもしろランド ２ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのおかしやさん もりはおもしろランド　２ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのおばあさん 岩波の子どもの本 ヒュウ・ロフティング文　光吉夏弥訳　横山隆一絵

森のおひめさま ジビュレ・フォン・オルファース作　秦理絵子訳

もりのおべんとうやさん もりはおもしろランド　９ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森のお店やさん おはなしさいた ２ 林原玉枝∥文 はらだたけひで∥絵

も



もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド ５ 舟崎靖子∥作 舟崎克彦∥絵

もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド　５ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森の回廊 ビルマ辺境、民族解放区の１，３００日 吉田敏浩∥著

もりのかくれんぼう 末吉暁子∥作 林明子∥絵

森の学校のなかまたち 福音館創作童話シリーズ きたむらえり∥さく 片山健∥え

森のキタキツネ 科学のアルバム ７７ 右高英臣∥著

森のきのこ 絵本図鑑シリーズ １１ 小林路子∥作

森の巨人 山極寿一∥写真・文

もりのくうちゅうさんぽ　あまがえるりょこうしゃ 松岡たつひで作

森の草花 絵本図鑑シリーズ ７ 長谷川哲雄∥作

もりのクリーニングやさん もりはおもしろランド　８ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森のけものたち 日本の野生動物 福音館のかがくのほん 田中豊美∥ぶん・え

もりのこびとたち
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの

絵本
エルサ・ベスコフ∥さく・え おおつかゆうぞう∥やく

森の子ヒューゴ 北国の虹ものがたり ３ マリア・グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

もりのサンドイッチやさん もりはおもしろランド １２ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのサンドイッチやさん もりはおもしろランド　１２ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森の３６５日 宮崎学のフクロウ谷日記 宮崎学∥著

森の時間 自然をみつける物語 ２ 小野有五∥著

もりのじてんしゃやさん もりはおもしろランド　３ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊秋作∥著 金尾恵子∥絵

森の生活
ヘンリー・Ｄ・ソロー∥原作 スティーブ・ロウ∥編 金関寿夫∥訳 ロ

バート・サブダ∥画

森のせんたくやさんあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市久美子∥作 中村悦子∥絵

森の小さなアーティスト たくさんのふしぎ傑作集 今森光彦∥文・写真

森の小さな開拓地
世界傑作童話シリーズ クワイナー一家

の物語 ３

マリア・Ｄ．ウィルクス∥作 ダン・アンドレイアセン∥画 土屋京子∥

訳

もりのてがみ こどものとも傑作集 片山令子作　片山健絵

森の動物と生きる５０の方法 溝口雅仁∥著 藤岡奈保子∥絵

もりのとけいやさん もりはおもしろランド　７ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのともだち マーシャ・ブラウン∥作 八木田宜子∥訳

森の友だちとごちそうどろぼう リトル・グレイラビット １
アリソン＝アトリー∥作 マーガレット＝テンペスト∥絵 みのうらま

りこ∥訳

もりのなか 世界傑作絵本シリーズ マリー・ホール・エッツ∥ぶん・え まさきるりこ∥やく

森のなかの海 上 宮本輝∥著

森のなかの海 下 宮本輝∥著

森のなかの海賊船 こそあどの森の物語 ３ 岡田淳∥作

森の中のフロイド 自然と環境のえほん マリー・メイイェル∥作 インゲラ・ペーテション∥絵 とやままり∥訳

も



森のネズミとお月さま
ポプラ社のなかよし童話 ７７ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミとおともだち
ポプラ社のなかよし童話 ７４ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミとまほうの木
ポプラ社のなかよし童話 ７２ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミと山のレストラン
ポプラ社のなかよし童話 ７１ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミのおんがく会
ポプラ社のなかよし童話 ７３ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミのケーキやさん ポプラ社のなかよし童話 ６６ 岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミのさがしもの
ポプラ社のなかよし童話　７９　森のね

ずみシリーズ
岡野薫子作

森のネズミの大サーカス
ポプラ社のなかよし童話 ６９ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミのたんけん隊
ポプラ社のなかよし童話 ７８ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミの手品大会
ポプラ社のなかよし童話 ７０ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミの舟のたび ポプラ社のなかよし童話 ６７ 岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミの冬ごもり
ポプラ社のなかよし童話 ６８ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のネズミの雪あそび
ポプラ社のなかよし童話 ７６ 森のネズ

ミシリーズ
岡野薫子∥作 上条滝子∥絵

森のノーム鉄道 ジュニア・ライブラリー ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥画

もりのはいしゃさん もりはおもしろランド ４ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのはいしゃさん もりはおもしろランド　４ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

もりのひなまつり こどものとも傑作集 こいでやすこ∥さく

もりのふゆじたく もりのおくりもの １ たるいしまこ∥さく

もりのぶらんこ こぐまシリーズ 東君平∥作 和歌山静子∥画

もりのへなそうる 創作童話シリーズ わたなべしげお∥さく やまわきゆりこ∥え

森のホワイトクリスマス あかね創作文学シリーズ 三輪裕子∥著 中村悦子∥画

もりのほんやさん もりはおもしろランド　１０ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森の魔法使い ジュニア・ライブラリー ＢＢ∥作 神鳥統夫∥訳 Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード∥画

もりのむこうになにがあるの？ 創作こども文庫 ２５ ムーア∥さく フィアメンギ∥え じんぐうてるお∥やく

もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド　１ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森のゆうびんや おはなしひろば ３ 森山京∥作 井上洋介∥絵

もりのようふくや 世界傑作絵本シリーズ ソビエトの絵本
オクターフ・パンク＝ヤシ∥ぶん エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ∥え

うちだりさこ∥やく

もりのレストラン もりはおもしろランド　６ 舟崎靖子作　舟崎克彦絵

森物語 ネイチャーブックス 高田宏∥文 水越武∥写真

森安流四間飛車 将棋 森安秀光∥著

森は生きている 岩波少年文庫 ２００７ サムイル・マルシャーク∥作 湯浅芳子∥訳

森は生きている 自然と人間 講談社青い鳥文庫 ７６‐３ 富山和子∥〔著〕

森はだれがつくったのだろう？
ウィリアム・ジャスパソン∥文 チャック・エッカート∥絵 河合雅雄∥

訳

森は呼んでいる 新創作児童文学 １４ 及川和男∥作 中村悦子∥絵

も



モルグ街の殺人事件 岩波少年文庫 ５５６ Ｅ．Ａ．ポー∥作 金原瑞人∥訳

ﾓｰﾙでつくろう かんたん手芸　４ 寺西恵里子著

モルフェウスの領域 海堂尊著

モロッコ水晶の謎 KODANSHA　NOVELS 有栖川有栖著

モロッコのむかし話 愛のカフタンほか
大人と子どものための世界のむかし話

１１
クナッパート∥編 さくまゆみこ∥訳

モロッコ流謫 四方田犬彦∥著

もんじゅ事故の行きつく先は？ 岩波ブックレット Ｎｏ．４０１ 高木仁三郎∥〔著〕

モンシロチョウ カラー自然シリーズ １８ 七尾純∥構成 小田英智∥文・解説 七尾企画∥写真

モンシロチョウ 科学のアルバム ２ 矢島稔∥著

モンスター 幻冬舎文庫 百田尚樹著

モンスターをかこう！ エンバリーさんの絵かきえほん エド・エンバリー作･絵

モンスターの花嫁 ユーモアサスペンス Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著

モンスター・ベッド こわいかこわいぞ
ジェニー・ウィリス∥ぶん スーザン・バーレイ∥え いまえよしとも∥

やく

モンスター・ホテルでおめでとう どうわはともだち １２ 柏葉幸子∥作 高畠純∥絵

モンティー 児童図書館・絵本の部屋 ジェイムズ・スティーブンソン∥〔作〕 麻生九美∥訳

モンテ・クリスト伯 世界の冒険文学　１５ 村松友

モンテッソーリ教室から学んだ自立を助ける子ども服 クライ・ムキ∥著

モンローが死んだ日 小池真理子著

やあ、ねこくん！ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

やぁゆきだるま！ ロイス・エイラト∥作 ふじさきなおこ∥訳

やい　トカゲ あかね創作えほん １８ 舟崎靖子∥作 渡辺洋二∥絵

やがて哀しき外国語 村上春樹∥著

やかまし村の子どもたち リンドグレーン作品集 ４ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

やかましむらのこどもの日 幼年翻訳どうわ リンドグレーン∥作 ヴィークランド∥絵 やまのうちきよこ∥訳

やかまし村の春・夏・秋・冬 リンドグレーン作品集 ５ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

やかまし村はいつもにぎやか リンドグレーン作品集 ６ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

夜間飛行 新潮文庫 アントワーヌ・ド・サン・テクジュペリ∥著 堀口大学∥訳

やきいもやさん 竹下文子脚本　つちだよしはる絵

焼き菓子　パーフェクトブック 講談社のお料理BOOK 加藤千恵著

〈ヤギ〉ゲーム ブロック・コール∥作 中川千尋∥訳

やぎじいさんのバイオリン 童心社のベスト紙芝居 ハリス∥原作 堀尾青史∥脚本 岡野和∥画

八木重吉 日本の詩 八木重吉∥〔著〕 斎藤正二∥編

ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 ２・４ 最上一平∥さく 石倉欣二∥え

やぎのあたまに アウシュビッツとある少女の青春 ハンガリー　１９

３９‐１９４４
アランカ・シーガル∥著 小柴一∥訳

も

や



やきもの鑑定入門 とんぼの本 芸術新潮編集部∥編

やきものの絵本 つくってあそぼう［２９］ 吉田明［編］　山崎克己絵

やきものの世界 岩波ジュニア新書 ４６２ 江口滉著

やきもののはなし 人間の知恵 ６ 神崎宣武∥著

焼きものの歴史 土器・陶器・磁器 図説・日本の文化をさぐる ８ 池田昭∥文 稲川弘明∥絵

野球 Ｊスポーツシリーズ ２ 荒木大輔∥著

柳生雨月抄 荒山徹著

野球 打つ、投げる、守る、走る　すべての野球技術がこの１冊にあ

る！
わくわくチャレンジブックス ４

野球 勝つ技術を覚えよう 講談社スポーツシリーズ 石井藤吉郎∥著

柳生最後の日 中村彰彦∥著

柳生石舟斎 柳生一族 山岡荘八歴史文庫 ６０ 山岡荘八

柳生薔薇剣 荒山徹著

野球入門 基礎編 小学館入門百科シリーズ １ 本間正夫∥著

野球入門 ルール編 小学館入門百科シリーズ １３ 本間正夫∥著

柳生兵庫助 １ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ２ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ３ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ４ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ５ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ６ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ７ 津本陽∥著

柳生兵庫助 ８ 津本陽∥著

屋久島・奄美 ブルーガイド　てくてく歩き　２７

薬草カラー図鑑　１ 伊澤一男

薬草カラー図鑑　２ 伊澤一男

薬草カラー図鑑４ 伊澤一男

約束 角川文庫 石田衣良著

やくそく王さまたんじょうび ちいさな王さまシリーズ ８ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

約束の海 山崎豊子著

約束の国への長い旅 篠輝久∥著

約束の冬 下 宮本輝∥著

約束の森 角川文庫 沢木冬吾著

役に立つ植物の話 栽培植物学入門 岩波ジュニア新書 ３５５ 石井竜一∥著

疫病神 新潮文庫 黒川博行∥著

や



厄病神も神のうち　怪異名所巡り　４ SUZUME  BUS 赤川次郎著

薬用植物図鑑 原色日本 木村康一　木村孟淳

夜行観覧車 湊かなえ著

夜光曲　薬師寺涼子の怪奇事件簿 NON・NOVEL　７９３ 田中芳樹著

やこうれっしゃ こどものとも傑作集 ６５ 西村繁男∥さく

野菜・くだもの 図解日本の産業　詳しい！わかる！　２

やさいだいすき 柳原良平作・絵

やさいたちのうた 幼児絵本シリーズ 藤富保男∥詩 谷口広樹∥絵

やさいでぺったん かがくのとも傑作集 わいわいあそび よしだきみまろ∥さく

やさいでぺったん かがくのとも傑作集 よしだきみまろ作

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん ４ 小宮山洋夫∥文・絵

やさいのおなか 幼児絵本シリーズ きうちかつ∥さく・え

やさいのおなか 福音館のペーパーバック絵本 きうちかつ∥さく・え

野菜の常備おかず　冷蔵庫にあるとうれしい 本田明子著

やさいのずかん 絵本図鑑シリーズ ８ 小宮山洋夫∥作

やさいのせなか 幼児絵本シリーズ きうちかつ作･絵

野菜の花 カラー版自然と科学 ２７ 埴沙萠∥著

やさい町どんどん 福音館創作童話シリーズ 神沢利子∥作 スズキコージ∥画

優しい嘘 夢草紙人情おかんヶ茶屋 今井絵美子

やさしい英字新聞入門 岩波ジュニア新書 ２８０ 天満美智子∥著 エリック・ベレント∥著

やさしい英字新聞の読み方 横尾和歌子∥著

優しいおとな 桐野夏生著

やさしいおともだち 紙芝居ベストセレクション 第２集 武田雪夫∥原作 瀬名恵子∥脚本・画

やさしい木曽馬 新編・絵本平和のために ３ 庄野英二∥文 斎藤博之∥絵

やさしい車いじり ６ オートキャンプの楽しみ 改訂版 ＥＳＭハンドブック

やさしい車いじり ７ カーオーディオの楽しみ 改訂版 ＥＳＭハンドブック

やさしい車いじり ８ くるまの補修 ＥＳＭハンドブック ホルツ∥編

やさしい車いじり ５ もう一歩うまくなる上手な運転 ＥＳＭハンドブック

やさしいコンピュータ入門 岩波ジュニア新書 ３７１ 山本喜一∥著

優しい死神の飼い方 光文社文庫 知念実希人著

やさしい図解・地球があぶない ５ 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

やさしい図解・地球があぶない ６ 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

やさしい図解・地球があぶない １ 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

やさしい図解・地球があぶない ８ 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

や



やさしい図解・地球があぶない ２ 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

やさしい図解・地球があぶない ７ 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

やさしい「禅」入門 とんぼの本 立松和平，南直哉［共］著

やさしいため息 青山七恵著

やさしいたんぽぽ こみねのえほん ２ 安房直子∥文 南塚直子∥絵

優しい手紙 諸井薫∥著

やさしい天体観測 子ども天文教室 前川光∥著

やさしい版画教室 大田耕士∥編

やさしい仏像の見方 改訂版 とんぼの本 西村公朝∥著 飛鳥園∥著

やさしいフランス人形 ＮＨＫ婦人百科 菊池ともゆき∥著

やさしいメルヘン人形 ＮＨＫ婦人百科 安田はるみ∥著

やさしい木彫 ＮＨＫ婦人百科 渡辺一生∥著

やさしいモーターの工作 自由工作 摺本好作∥著

やさしいライオン フレーベルのえほん ２ やなせたかし∥作・絵

やさしい和凧 北海道から沖縄まで 〔第１集〕 大橋栄二∥著

やさしく川は流れて 心にのこる文学 ５ 生源寺美子∥作 藤本四郎∥絵

やさしくほめて厳しく叱る 新版 依田明∥著

やさしくまとめた沖縄の歴史 新田重清

屋敷の中のとらわれびと メニム一家の物語 シルヴィア・ウォー∥作 こだまともこ∥訳 佐竹美保∥絵

夜叉桜 あさのあつこ著

夜叉桜 あさのあつこ

夜叉神峠　死の起点 講談社文庫 太田蘭三

野心あらためず 日高見国伝 わくわくライブラリー 後藤竜二∥作 田中槙子∥絵

野心のすすめ 講談社現代新書　２２０１ 林真理子

靖国への帰還 内田康夫著

靖国問題 ちくま新書　５３２ 高橋哲哉著

ヤスパース
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３６
宇都宮芳明∥著

やすらい花 古井由吉著

野生動物ウオッチング かがくのほん 田中豊美∥さく

野生の条件 森村誠一著

野生の秘島　ガラパゴス ＮＴＶスペシャル 内山晟∥著

やせる！スキムミルクヨーグルト マキノ出版ムック

夜想 貫井徳郎著

八十路から眺めれば マルコム・カウリー∥著 小笠原豊樹∥訳

や



やだやだおきて 日本傑作絵本シリーズ 瀬川康男∥作

弥太郎さんの話 山田太一∥著

ヤチのおにんぎょう ブラジル民話より
Ｃ・センドレラ∥ぶん グロリア・Ｃ・バイベ∥え はせがわしろう∥や

く

野鳥記 平野伸明∥著

野鳥の歳時記 ４ 秋の鳥

野鳥の歳時記 ２ 初夏の鳥

野鳥の歳時記 ３ 夏の鳥

野鳥の図鑑 にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで 薮内正幸∥さく

やっかいなおくりもの ごきげんなすてご　２ いとうひろし∥さく

やっかいな機関車 汽車のえほん　５
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

八ヶ岳野辺山の殺人 TOKUMA　NOVELS 梓林太郎著

奴の小万と呼ばれた女 松井今朝子∥著

ヤッさん 双葉文庫 原宏一

ヤッさん　２　神楽坂のマリエ 双葉文庫 原宏一

やったね！１年生のしゅくだい作戦 幼年翻訳どうわ 金ぱつフランツ ４
クリスティーネ＝ネストリンガー∥作 ひらのきょうこ∥訳 ゆーちみ

えこ∥絵

八つの犯罪 シリーズ怪盗ルパン 第１３巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

やってみたいなこんなしごと １１ 看護婦さん 片瀬典子∥写真 山田桂子∥文

やってみたいなこんなしごと ２０ 新聞記者 綱島正人∥写真・文

やってみたいなこんなしごと １３ 陶器作り 右高英臣∥写真 七尾純∥文

やってみたいなこんなしごと １９ 動物学者 関戸勇∥写真 山下恵子∥文

やってみたいなこんなしごと ３ 動物のお医者さん 細川剛∥写真・文

やってみたいなこんなしごと １５ 旅客機のパイロット 大和田健二∥写真 菅能　一∥文

やってみよう 理科の自由研究 朝日ジュニアブック

やっと名医をつかまえた 脳外科手術までの七十七日 下田治美∥著

やっとわかったぞ！ 世界のなぞかけ昔話　３ ジョージ・シャノン文　ピーター・シス絵　福本友美子訳

八つ花ごよみ 山本一力著

やっぱりおおかみ こどものとも傑作集 ６０ ささきまき∥さく・え

やっぱりしろくま 新しいこどもの文学 斉藤洋∥作 高畠純∥絵

やっぱりわが家で暮らしたい 老いても自立できる住まいづくり 高齢社会の手引き 夏目幸子∥著

ヤドカリ 科学のアルバム ９９ 川嶋一成∥著

ヤドカリ 科学のアルバム ９９ 川嶋一成∥著

やどかりのいえさがし 新日本動物植物えほん ６ 武田正倫∥ぶん 浅井粂男∥え

ヤドカリの海辺 森の新聞 １５ 今福道夫∥著

やどかりのおひっこし エリック＝カール∥さく もりひさし∥やく

や



ヤドカリの殻交換 やさしい科学 今福道夫∥著

やどなしねずみのマーサ アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

宿無し　柳橋の弥平次捕物噺　三 双葉文庫 藤井郁夫

宿屋めぐり 町田康著

柳に風　新酔いどれ小籐次　五 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

やなぎのはのさかな さかいちひろ作

柳橋物語・むかしも今も 改版 新潮文庫 山本周五郎∥著

柳原一成の和食指南 ＮＨＫきょうの料理シリーズ 柳原一成∥著

やなりいなり 畠中恵著

屋根うらべやにきた魚 山下明生∥作 太田大八∥画

屋根裏部屋のエンジェルさん ダイアナ・ヘンドリー∥作 こだまともこ∥訳 杉田比呂美∥絵

やねうらべやのおにんぎょうさん 日本傑作絵本シリーズ 柳生まち子∥作

屋根裏部屋の秘密 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷みよこ∥著 司修∥絵

やねの上にさいた花
インギビョルグ・シーグルザルドッティル作　ブライアン・ピルキ

ントン絵　はじあきこ訳

屋根の上の海賊 あかね世界の文学シリーズ ヨー・ペスツム∥作 若林ひとみ∥訳 ながしまよういち∥画

やねの上のカールソン リンドグレーン作品集 ７ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

やねの上のカールソンとびまわる リンドグレーン作品集 別巻５ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳

やねのうかれねずみたち おかしな動物ものがたり １ ジェイムズ・マーシャル∥作・絵 安藤紀子∥訳

やぶ医者の一言 森田功∥著

やぶ医薄斎 幡大介

やぶかのはなし かがくのとも傑作集 どきどきしぜん 栗原毅∥ぶん 長新太∥え

薮の中の家 芥川自死の謎を解く 山崎光夫∥著

やぶへび 大沢在昌著

野望　上　信濃戦雲録第一部 祥伝社文庫 井沢元彦著

野望　下　信濃戦雲録　第一部 祥伝社文庫 井沢元彦著

野望と忍びの刀 惚れられ官兵衛謎斬り帖 鈴木英治

山おとこのてぶくろ 日本みんわ絵本 松谷みよ子∥ぶん 田島征三∥え

山女日記 湊かなえ著

山形県の民話 びっきのよめさん 県別ふるさとの民話 ４　山形県 日本児童文学者協会∥編

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

山口県の民話 耳なし芳一ほか 県別ふるさとの民話 ２５　山口県 日本児童文学者協会∥編

やまぐにほいくえん 征矢清∥さく 大友康夫∥え

やまこえのこえかわこえて こどものとも傑作集 こいでやすこ∥さく

や



ヤマザキマリ対談集 ヤマザキマリ

山桜記 葉室麟著

山背郷 熊谷達也∥著

ヤマセミの飛ぶ渓谷 まぼろしの生態を科学する 子ども科学図書館 石部久∥文と写真

邪馬台国の殺人 カッパ・ノベルス 中津文彦∥著

やまたのおろち ものがたり絵本 １ 羽仁進∥文 赤羽末吉∥絵

山田風太郎明治小説全集 １ 警視庁草紙 上 ちくま文庫 山田風太郎∥著

山田風太郎明治小説全集 ２ 警視庁草紙 下 ちくま文庫 山田風太郎∥著

山田風太郎明治小説全集 ３ 幻灯辻馬車 上 ちくま文庫 山田風太郎∥著

山田風太郎明治小説全集 ４ 幻灯辻馬車 下 ちくま文庫 山田風太郎∥著

山っ子の村 北の国の子どもたち 山村輝夫∥作

山でバテないテクニック 疲れ知らずに山へ登るコツ教えます 余裕を

もって楽しく山を歩くために
Ｙａｍａ　ｂｏｏｋｓ 羽根田治∥文 中村みつを∥絵

大和路鬼の雪隠殺人事件 赤かぶ検事シリーズ 和久峻三

大和路かくれ寺かくれ仏 田中真知郎∥写真 光森正士∥文

大和路散歩ベスト８ とんぼの本 小川光三∥著

大和路散歩ベスト１０ とんぼの本 小川光三∥著

ヤマトシジミ カラー自然シリーズ ６３ 椛島親幸∥文・解説・写真

ヤマトシジミの食卓 吉田道子作

やまとゆきはら 白瀬南極探検隊 日本傑作絵本シリーズ 関屋敏隆∥さく

山流し、さればこそ 諸田玲子著

山中静夫氏の尊厳死 南木佳士∥著

山梨県の民話 笛吹権三郎と笛吹川ほか 県別ふるさとの民話 ３７　山梨県 日本児童文学者協会∥編

やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野直∥再話 太田大八∥画

山になった巨人 白頭山ものがたり 世界傑作絵本シリーズ 韓国の絵本 リュウチェスウ∥作・絵 イサンクム∥共訳 まついただし∥共訳

山ねこおことわり おはなし名作絵本 ２８ あまんきみこ∥文 北田卓史∥絵

ヤマネコ号の冒険 アーサー・ランサム全集 ３ アーサー・ランサム∥作 岩田欣三∥訳

ヤマネのくらし 科学のアルバム ９８ 西村豊∥著

やまねのネンネ ねぼすけやまねネンネのおはなし どいかや∥作・絵

ヤマネはねぼすけ？ たくさんのふしぎ傑作集 湊秋作∥文・写真 中川雄三∥写真

山のある家井戸のある家　東京ソウル往復書簡 津島佑子，申京淑 [共] 著　きむふな訳

山のいのち
えほんはともだち １０ 立松和平・心と

感動の絵本 １
立松和平∥作 伊勢英子∥絵

山の上の火 エチオピアのたのしいお話 岩波おはなしの本 ４ クーランダー∥文 レスロー∥文 渡辺茂男∥訳 土方久功∥絵

やまのえき 野村たかあき∥作・絵

山のえほん 福音館のかがくのほん 岡部一彦∥ぶん・え

や



山のおふろ 村上康成

山のクリスマス 岩波の子どもの本 ルドウィヒ・ベーメルマンス∥文・え 光吉夏弥∥訳編

やまのこどもたち 岩波の子どもの本 １６ 石井桃子∥文 深沢紅子∥絵

山の幸・谷の幸手帳 根岸治美∥文 糸篠絵里∥絵

山の自然教室 岩波ジュニア新書 ４４３ 小泉武栄∥著

山の植物 自然観察シリーズ ４ 植物 ２ 牧野晩成∥著

やまのたけちゃん 岩波の子どもの本 ２０ 石井桃子∥文 深沢紅子∥絵

山のタンタラばあさん 安房直子作

山のちょうじょうの木のてっぺん 課題図書 最上一平

山のトムさん 創作童話シリーズ 石井桃子∥作 深沢紅子∥画

山のトラブル・ブック２１３の解決法

やまのとり １ 日本の野鳥 ３ 薮内正幸∥ぶん・え

山の花・高原の花 浅間と高峰 カラー版自然と科学 ３０ 剣持猛∥著

山の花　里の花 信州・飛騨の山野草を活ける 朝日新聞社∥編 水上勉∥文 槙野あさ子∥挿花・文 槙野尚一∥撮影

山のひみつ 自然をみつける物語 ３ 小野有五∥著

やまのぼり
こどものとも傑作集 １０３ ばばばあ

ちゃんのおはなし
さとうわきこ∥さく・え

やまのやまびこ つちだのぶこ∥文・絵

山妣（やまはは） 坂東眞砂子著

山彦乙女 改版 新潮文庫 山本周五郎∥著

やまびこ谷でともだちみつけた 旺文社創作童話 戸田和代∥さく 菊池恭子∥え

やまびこのうた 笹山久三∥作 後藤えみこ∥絵

山びとの動物誌 福音館日曜日文庫 宇江敏勝∥著 木村しゅうじ∥画

山村暮鳥 日本の詩 山村暮鳥∥〔著〕 長谷川安衛∥編

山本先生新聞です 童話の城 ２３ 藤田のぼる∥作 今井弓子∥絵

山本先生ほんばんです 童話の城 １３ 藤田のぼる∥作 今井弓子∥絵

山や林の草花 福音館のかがくのほん 萩原信介∥ぶん 高森登志夫∥え

やまんばあさん海へ行く 富安陽子著

やまんばあさんとなかまたち 富安陽子作

やまんばあさんの大運動会 富安陽子著

やまんばあさんのむかしむかし 富安陽子作

やまんばがやってきた 新しい日本の幼年童話 ４ 渡辺茂男∥さく なかのひろたか∥え

山んばと海のカニ 日本の創作児童文学選 いぬいとみこ∥作 福田庄助∥絵

山んばと空とぶ白い馬 創作童話シリーズ いぬいとみこ∥著 堀内誠一∥〔画〕

やまんばのにしき むかしむかし絵本 ２ まつたにみよこ∥ぶん せがわやすお∥え

や



山んば見習いのむすめ 福音館創作童話シリーズ いぬいとみこ∥さく ひらやまえいぞう∥え

やまんば山のモッコたち 福音館創作童話シリーズ 富安陽子∥作 降矢奈々∥画

闇医者おゑん秘録帖 あさのあつこ著

ヤミ市幻のガイドブック ちくま新書 ０４０ 松平誠∥著

闇が呼んでいる Ｇｅｎｔｏｓｈａ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著

闇狩り師　黄石公の犬 TOKUMANOVELS 夢枕獏著

闇芝居 般若同心と変化小僧(五) 小杉健治

闇に生きる 時代小説の楽しみ ２ 柴田錬三郎∥〔ほか〕著

闇に消えた花嫁 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 赤川次郎∥著

闇に咲く　おいち不思議がたり あさのあつこ著

やみに光る赤い目 評論社の児童図書館・文学の部屋 マイケル・モーパーゴ∥作 トニー・ロス∥絵 佐藤見果夢∥訳

闇に潜みしは誰ぞ 集英社文庫 西村寿行∥著

闇の仇討ち 隠密廻り裏御用 喜安幸夫

闇の掟　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子著

闇の傀儡師（カイライシ） 下 文春文庫 １９２‐９ 藤沢周平∥著

闇の傀儡師（カイライシ） 上 文春文庫 １９２‐８ 藤沢周平∥著

闇の顔 若返り同心　如月源十郎 佐々木裕一

闇の通い路 永井路子∥著

闇の黒猫 北町奉行所朽木組 野口卓

闇の剣 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

闇の検事 講談社文庫 太田蘭三著

闇の子供たち 梁石日∥著

闇の叫び　アナザーフェイス９ 文春文庫 堂場瞬一

闇の左大臣 石上朝臣麻呂 黒岩重吾∥著

闇の麝香猫 南原幹雄∥著

闇の数珠　吉原占屋始末 時代小説文庫 永井義男著

闇の争奪 徳間文庫 今野敏著

闇の底 薬丸岳著

闇の戦い Ｗ．メイン∥作 神宮輝夫∥訳

闇の中の光 佐木隆三∥著

闇の華たち 乙川優三郎著

闇の平蔵 逢坂　剛

闇の弁慶 花の下にて春死なむ 中津文彦∥著

闇の目 下っ引夏兵衛捕物控 鈴木英治

や



闇の茂平次 般若同心と変化小僧(六) 小杉健治

闇の守り人 偕成社ワンダーランド ２１ 上橋菜穂子∥作 二木真希子∥絵

闇の用心棒 闇の用心棒シリーズ 鳥羽　亮

闇の楽園 新潮ミステリー倶楽部 戸梶圭太∥著

闇彦 阿刀田高著

闇奉行　黒霧裁き 闇奉行 喜安　幸夫

病む月 唯川恵∥著

やむにやまれず 関川夏央∥著

弥生時代のサバイバル 歴史漫画サバイバルシリーズ　１

槍ヶ岳幻の追跡 光文社文庫 梓林太郎著

やりくり上手のおかず
ＮＨＫきょうの料理新・ポケットシリー

ズ ２２
ＮＨＫ出版∥編

鑓騒ぎ 新・酔いどれ小籐次　十五 佐伯泰英

槍突き無宿 はぐれ同心闇裁き６ 喜安幸雄

耶律楚材 上 草原の夢 陳舜臣∥著

耶律楚材 下 無絃の曲 陳舜臣∥著

遣手　吉原裏同心　(六) 吉原裏同心　六 佐伯泰英

やる気のでる、ハウスキーピング。 手芸ブック

やればできるさ　Yes, You Can. ホイト親子、　夢と勇気の実話 ディック・ホイト著　大沢章子訳

やろうよ　バレーボール こどもスポーツシリーズ 熊田康則

やんちゃがらすとさくらんぼ ウルフ・ニルソン∥作 エヴァ・エリクソン∥絵 いしいとしこ∥訳

やんちゃ子グマがやってきた！　森からのメッセージ
フレーベル館　ジュニア・ノンフィク

ション
あんずゆき著

やんちゃなマルキーニョ ジラルド作　松本乃里子訳

ヤンネ、ぼくの友だち ペーテル・ポール∥作 ただのただお∥訳

ヤンバルテナガコガネ 日本最大の甲虫 子ども科学図書館 湊和雄∥文と写真

ヤンメイズとりゅう 中国の昔話 世界傑作絵本シリーズ 松居直∥再話 関野喜久子∥再話 譚小勇∥絵

遺言 ＮＨＫ特集 家族にとって財産とは何か ＮＨＫ取材班∥著 井上隆司∥著

夕あかりの国
アストリッド・リンドグレーン∥文 マリット・テルンクヴィスト∥絵

石井登志子∥訳

ゆうえんちのわたあめちゃん
Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉

四つの人形のお話 ４
ルーマー・ゴッデン∥さく 久慈美貴∥やく

誘拐 五十嵐貴久著

ゆうかいされたきょう竜くん 幼年翻訳どうわ
ロビン＝クライン∥さく アリスン＝レスター∥え あんどうのり子∥や

く

誘拐児 翔田寛著

誘拐者 Ｇｏｌｄｅｎ　ｔｈｉｒｔｅｅｎ 折原一∥著

誘拐 新鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

誘拐の果実 真保裕一∥著

や

ゆ



誘拐犯の不思議 二階堂黎人著

誘拐ラプソディー 荻原浩

夕顔の宿 瀧澤美恵子∥著

遊郭狂奔 妾屋昼兵衛女帳面　六 上田秀人

夕影 風の市兵衛 辻堂魁

夕方のにおい ジュニア・ポエム双書 阪田寛夫∥詩 織茂恭子∥絵

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ∥作 おがわえつこ∥訳

ゆうかんなアジク 中国満族の民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 １５ 趙朝勲∥再話 関野喜久子∥訳 徐喚民∥絵 趙朝勲∥絵

ゆうかんな女の子ラモーナ ゆかいなヘンリーくんシリーズ ９ ベバリイ＝クリアリー∥著 アラン＝ティーグリーン∥絵 松岡享子∥訳

ゆうかんな猫ミランダ
エレナー・エスティス作　エドワード・アーディゾーニ絵　津森優

子訳

ゆうかんなハリネズミマックス あかね世界の文学シリーズ Ｄ．キング＝スミス∥作 金原瑞人∥訳 津尾美智子∥画

ゆうかんなゆうきちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ジェラーム∥さく おがわひとみ∥やく

ユウキ 福音館創作童話シリーズ 伊藤遊∥作 上出慎也∥画

佑樹　家族がつづった物語 斎藤寿孝，斎藤しづ子 [共] 著

ユウキ　世界で８番目のたたかいに勝った男の物語 シリーズ･未来へのつばさ　４ 岸川悦子著

誘鬼燈 森村　誠一

ゆうきのおにたいじ 福音館創作童話シリーズ 征矢清∥さく 土橋とし子∥え

勇気凛々 高杉良∥著

有限と微小のパン 森　博嗣

夕子ちゃんの近道 長嶋有著

ゆうこのあさごはん こどものともコレクション ’６４～’７２ やまわきゆりこ∥さく・え

ゆうこのキャベツぼうし こどものとも絵本 やまわきゆりこ作・絵

友罪 薬丸岳著

有罪答弁 スコット・トゥロー∥著 上田公子∥訳

勇者の剣 レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス∥作 ゲリー・チョーク∥挿絵 西郷容子∥訳

友情 フレッド・ウルマン∥著 清水徹∥訳 清水美智子∥訳

友情 講談社文庫 武者小路実篤∥〔著〕

夕食絵日記１２か月 懐しく、新しく、新おふくろの味、一年間の記

録
中村成子∥著

ゆうじょこう 村田喜代子著

勇士は還らず 佐々木譲∥著

ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市久美子∥作 菊池恭子∥絵

夕涼み 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

夕立太平記 宮本昌孝∥著

ゆうだちの森 トガリ山のぼうけん ２ いわむらかずお∥文・絵

ゆ



ゆうたとかぞく ゆうたくんちのいばりいぬ　４ きたやまようこ作

ゆうたのおかあさん ゆうたくんちのいばりいぬ ５ きたやまようこ∥作

ゆうたのおとうさん ゆうたくんちのいばりいぬ ６ きたやまようこ∥作

ゆうたのでこぼこじてんしゃ 園の生活１２か月 ８　１１月のお話 しみずみちを∥さく ふくだいわお∥え

ゆうたのゆめをみる ゆうたくんちのいばりいぬ　３ きたやまようこ作

ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ １ きたやまようこ∥作

幽談 京極夏彦著

有段者の序盤感覚100題 高木祥一

ゆうちゃんとめんどくさいサイ こどものとも絵本 西内ﾐﾅﾐさく　なかのひろたかえ

ゆうちゃんのみきさーしゃ こどものとも傑作集 村上祐子∥さく 片山健∥え

ゆうちゃんのゆうは？ 絵本・ちいさななかまたち かんざわとしこ∥さく たばたせいいち∥さく

ユーウツなつうしんぼ アンドリュー・クレメンツ著　田中奈津子訳

遊動亭円木 辻原登∥著

夕映え 宇江佐真理著

夕映え天使 浅田次郎著

夕映えの人 加賀乙彦∥著

誘爆 刑事の挑戦・一之瀬拓真 堂場瞬一

夕暴雨－東京湾臨海署安積班 今野敏著

ゆうびんサクタ山へいく いぬいとみこ∥作 いせひでこ∥え

郵便のはなし 人間の知恵 ２９ 新美景子∥著

郵便配達は二度死ぬ 山田正紀∥著

ゆうびんやさんはだれ？ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインワース∥作 河本祥子∥訳　絵

ゆうびんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本
フィービ・ウォージントン∥さく・え セルビ・ウォージントン∥さ

く・え まさきるりこ∥やく

郵便屋の涙 笹山久三∥著

郵便屋 Ｐｌｅａｓｅ，Ｍｒ．Ｐｏｓｔｍａｎ 笹山久三∥著

遊歩百山 秋・冬・春の山歩きコース集

遊歩百山 ２ 夏から秋の山歩きコース集

遊歩百山 ４ 夏から秋の山歩きコース集

遊歩百山 ５ 冬から春の山歩きコース集

遊歩百山 ３ 冬から初夏の山歩きコース集

誘魔＜Old offender> 五條瑛著

夕まぐれの月　影法師冥府おくり 影法師冥府おくり 稲葉稔

有名店の職人直伝！自分でつくるプロのラーメン 材料の準備から仕

込みまでポイントを徹底解説！
Ｓｅｉｂｉｄｏ　ｍｏｏｋ ロム・インターナショナル∥編

ゆうやと一緒に歩く道　「脳死」から４年，我が子とともに過した

日々
伊藤華著

ゆ



ゆうゆう　２０２１０６ 輝く人の「自分メンテナンス」

幽霊を見た１０の話 フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

幽霊温泉 赤川次郎∥著

幽霊画談 カラー版 岩波新書　新赤版 ３４２ 水木しげる∥著

ゆうれいがでた！ デービッド・Ｈ・ウィルソン∥作 掛川恭子∥訳

幽霊記念日 赤川次郎∥著

幽霊劇場 赤川次郎∥著

幽霊剣士 若さま同心　徳川竜之介 風野真知雄

幽霊恋文 赤川次郎著

幽霊殺し 御宿かわせみ　５ 平岩弓枝

幽霊殺し 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

幽霊指揮者（コンダクター） 赤川次郎∥著

幽霊社員 赤川次郎∥著

幽霊審査員 赤川次郎著

ゆうれいせんペサ かいぞくポケット １３ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

幽霊相続人 赤川次郎著

幽霊注意報 赤川次郎著

幽霊塔 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

幽霊の恋人たち サマーズエンド アン・ローレンス∥作 金原瑞人∥訳 佐竹美保∥絵

ゆうれいのたまご せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

幽霊の涙　お鳥見女房 諸田玲子著

幽霊晩餐会 赤川次郎著

幽霊舟 隠目付江戸秘帳 鳥羽亮

幽霊散歩道（プロムナード） 赤川次郎∥著

幽霊包囲網 赤川次郎著

幽霊法廷 赤川次郎著

幽霊待合室 赤川次郎著

幽霊予言者 赤川次郎∥著

ゆうれいは魔術師 あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン∥作 渡邉了介∥訳 Ｐ．シス∥画

幽恋舟 諸田玲子∥著

誘惑 北原亞以子著

湯を沸かすほどの熱い愛 文春文庫 中野量太著

ゆかいなかえる 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ジュリエット・キープス∥ぶん・え いしいももこ∥やく

ゆかいな吉四六さん 日本の子ども文庫 ３ 富田博之∥著

ゆ



ゆかいな子ぐまポン 新しい世界の童話シリーズ ９５ ミラ・ローベ∥作 塩谷太郎∥訳 ズージ＝ワイゲル∥画

ゆかいなさんぽ こどものともコレクション ’６４～’７２ 土方久功∥さく・え

ゆかいなどろぼうたち 新しい世界の童話シリーズ ４
トールビョールン＝エグネール∥作 鈴木武樹∥訳 Ｔ＝エグネール∥画

赤坂三好∥画

ゆかいななかま南の国へ 世界の傑作童話 ４ ウォルター・ブルックス∥著 田中明子∥訳

ゆかいな農場 マルセル・エーメ作　さくまゆみこ訳

ゆかいな牧場 ウサギぶつかれ木の根っこ ジュニア写真動物記 ３０ 竹田津実∥著

ゆかいなホーマーくん 岩波ものがたりの本 ３ ロバート・マックロスキー∥〔著〕 石井桃子∥訳

ゆかいなやねうらネズミと小さなとちの実 エセル・ポチョッキ∥作 デヴィッド・キャットロウ∥絵 多賀京子∥訳

ゆかいなヤンくん 岩波少年文庫復刻版 ツウィルクメイエル∥作 矢崎源九郎∥訳

ゆかいなゆかいな月火水木金土 新・子どもの文学 肥田美代子∥作 水沢研∥絵

床下仙人 祥伝社文庫 原宏一

床下の小人たち
岩波少年文庫 ２０４２ 小人の冒険シ

リーズ １
メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

床下の小人たち 小人の冒険シリーズ １ メアリー・ノートン∥作 林容吉∥訳

床下の古い時計 新・文学の扉 ７ Ｋ・ピアソン∥作 足沢良子∥訳 葛西利行∥画

ゆかたの着付けと帯結 大竹恵理子著

ゆがめられた記憶 マーガレット・マーヒー∥作 清水真砂子∥訳

湯川秀樹 子どもの伝記全集 １ 二反長半∥〔著〕

湯川秀樹が考えたこと 岩波ジュニア新書 ９５ 佐藤文隆∥著

柳寛順の青い空 韓国で歴史をふりかえる 母と子でみる ２４ 早乙女勝元∥編

ゆがんだ正義感で他人を支配しようとする人 講談社＋α新書 梅谷薫著

ゆき バーニンガムのちいさいえほん １ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳

ゆき ユリ・シュルヴィッツ∥作 さくまゆみこ∥訳

雪明り 藤沢周平

ゆきあそび　くまくんのふゆ
日本傑作絵本シリーズ　くまくんのは

る・なつ・あき・ふゆ　４
なとりちづ文　おおともやすお絵

雪あらしの町 Ｖ・ハミルトン∥作 掛川恭子∥訳

雪えくぼ 蜂谷涼著

ゆきおこし ふゆをしらせるくも かがくのとも傑作集 ２９ 瀬田貞二∥ぶん 津田櫓冬∥え

ゆきおと木まもりオオカミ いぬいとみ子∥作 いせひでこ∥え

ゆきおんな むかしむかし絵本 ２２ まつたにみよこ∥ぶん あさくらせつ∥え

ゆきおんな
日本民話かみしばい選 おばけがいっぱ

い
桜井信夫∥脚本 箕田源二郎∥画

ゆきがたくさんつもったら
ルク・デュポン∥さく ヒド・ファン・ヘネヒテン∥え ひしきあきら

こ∥やく

ゆきがっせん
こどものとも傑作集 ８９ のらっこの絵

本 ４
菊池日出夫∥さく

ゆきがふりはじめたら 世界の絵本
マーティン・マティア∥絵 フィリス・ゲイシャイトー∥文 小池昌代∥

訳

雪国 改版 新潮文庫 川端康成∥著

ゆ



雪国のくらし 社会とくらしの絵本 ２０ 遠藤一夫∥作

雪国のタマシギ カラー版自然と科学 ５７ 上木泰男∥著

雪国のハクチョウ カラー版自然と科学 ６ 松井繁∥著

ゆきぐにれっしゃだいさくせん のりものえほん 横溝英一作

ゆきごんのおくりもの 新日本出版社の絵本 長崎源之助∥さく 岩崎ちひろ∥え

雪三景・裸の王様 少年少女日本文学館　２１ 水上勉　開高健

ゆきずりの唇 連城三紀彦∥著

ゆきだるま 児童図書館・絵本の部屋 レイモンド・ブリッグズ∥著

雪だるまのひみつ ルース・エインワース∥作 河本祥子∥訳絵

雪だるまの雪子ちゃん 江國香織著

雪とけ柳 着物始末暦　（四） 中島要

ゆきとトナカイのうた ボディル・ハグブリンク∥作・絵 山内清子∥訳

雪沼とその周辺 堀江敏幸著

雪猫　鬼悠市風信帖 高橋義夫著

雪のアルバム 三浦綾子∥著

雪の一生　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　９ 片平孝著

雪の上のあしあと 科学の本 ジーン・ジョージ∥文・画 掛川恭子∥訳

雪の上の七つの太陽 岩波少年文庫復刻版 テルディー・ナン∥作 石川湧∥訳

雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン∥作 メアリー・アゼアリア

ン∥絵 千葉茂樹∥訳

雪の女王
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥原作 バーナデット・ワッツ∥

絵 佐々木田鶴子∥訳

雪の女王
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥げんさく ナオミ・ルイス∥ぶ

ん エロール・ル・カイン∥え うつみよしこ∥やく

雪の女王 いわさきちひろ画・紙芝居選 アンデルセン∥原作 稲庭桂子∥脚本 〔岩崎ちひろ∥画〕

雪の女王 愛蔵版 アンデルセンの童話 ３
Ｈ・Ｃ・アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オル

セン∥画

雪の断章 創元推理文庫 佐々木丸美著

雪のドレス 高橋三千綱∥著

雪の日記帳 カラー版自然と科学 ４４ 高田勝∥著

雪の果て 人情江戸歳時記 藤原緋沙子

ゆきのひ こどものとも傑作集 ４４ 加古里子∥さく・え

ゆきのひ
講談社の創作絵本 Ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅ

ｃｔｉｏｎ
佐々木潔∥作・絵

ゆきのひ エズラ=ジャック=キーツ文･絵　木島始訳

雪のひとひら ポール・ギャリコ∥〔著〕 矢川澄子∥訳

ゆきのひのうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ４ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

雪の日のパーティー のばらの村のものがたり ジル・バークレム∥作 岸田衿子∥訳

ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ こいでたん∥ぶん こいでやすこ∥え

ゆ



雪の魔法陣 集英社文庫 斎藤栄∥著

雪の森のリサベット
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 石

井登志子∥訳

雪の夜明け 浪花ふらふら謎草子 岡篠名桜

雪の夜に語りつぐ ある語りじさの昔話と人生 福音館日曜日文庫 笠原政雄∥語り 中村とも子∥編 吉本宗∥画

雪の夜のあと 北原亞以子著

雪の夜は小さなホテルで謎解きを ケイト・ミルフォード

雪の別れ 剣客相談人　２３ 森詠

雪ばら紅ばら グリム童話 バーナデット∥絵 おおばみなこ∥訳

ゆきひめ 子どもがはじめてであう民話 ４ 大川悦生∥作 上野紀子∥絵

雪蛍 大沢在昌∥著

雪まろげ　古手屋喜十為事覚え 宇江佐真理著

雪虫 刑事・鳴沢了 堂場瞬一

ゆきむすめ こどものとも傑作集 ３５ 内田莉莎子∥再話 佐藤忠良∥画

雪よ荒野よ 佐々木譲∥著

雪はことしも 別所真紀子∥著

雪はじゃまものか？ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス １９ 鈴木哲∥著

雪わたり 創作童話シリーズ 宮沢賢治∥著 堀内誠一∥画

雪わたり かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治∥原作 川崎大治∥脚本 若山憲∥画

雪はよごれていた 昭和史の謎二・二六事件最後の秘録 澤地久枝

ﾕｸﾞドラジルの覇者 桂木希著

弓削道鏡 上 黒岩重吾∥著

弓削道鏡 下 黒岩重吾∥著

湯島ノ罠 居眠り磐音江戸双紙　４４ 佐伯泰英

ゆずちゃん えほんとなかよし ３４ 肥田美代子∥作 石倉欣二∥絵

強請りの代償 はぐれ同心闇裁き８ 喜安幸雄

ユタが愛した探偵 徳間文庫 内田康夫∥著

ユダヤのむかし話 ソロモンのちえほか
大人と子どものための世界のむかし話

１８
高階美行∥編訳

ゆっくり雨太郎捕物控一 土壇場の言葉 多岐川恭

ゆっくり雨太郎捕物控三 るりの恩人 多岐川恭

ゆっくりおじいちゃんとぼく ヘレン・バックレイ∥作 ポール・ガルドン∥絵 大庭みな子∥訳

ゆっくりさよならをとなえる 川上弘美∥著

ゆで卵 辺見庸∥著

ユートピア 湊かなえ著

ユとムとヒ 岩崎創作絵本 １０ 斎藤隆介∥作 滝平二郎∥絵

ゆ



ユトリロの生涯 Ｊ．Ｐ．クレスペル∥著 佐藤昌∥訳

ゆとろぎ　イスラームのゆたかな時間 片倉もとこ著

湯女の櫛　備前風呂屋怪談 岩井志麻子著

指からウロコ 和田誠∥著

ゆびきりえんそく あかね幼年どうわ ２８ 東君平∥作・絵

ゆびくん ファミリーえほん ３ 五味太郎∥作・絵

ゆびぬき小路の秘密 福音館創作童話シリーズ 小風さち∥作 小野かおる∥画

ゆびぬきの夏 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ エリザベス・エンライト∥作絵 堀口香代子∥訳

指輪の文化史 浜本隆志∥著

指輪物語 追補編 新版 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

指輪物語 ５ 新版 第三部　王の帰還 上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

指輪物語 ６ 新版 第三部　王の帰還 下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

指輪物語 ２ 新版 第一部　旅の仲間 下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

指輪物語 ３ 新版 第二部　二つの塔 上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

指輪物語 ４ 新版 第二部　二つの塔 下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥〔著〕 瀬田貞二∥訳 田中明子∥訳

湯布院・阿蘇・別府 気ままに電車とバスの旅 ブルーガイド てくてく歩き

由布院殺人事件 内田康夫

由布院心中事件 十津川警部シリーズ 西村京太郎

ＵＦＯと宇宙人の科学 子ども天文教室 前川光∥著

弓張ノ月 居眠り磐音江戸双紙　４６ 佐伯泰英

ゆめ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく きじまはじめ∥やく

夢渦巻 集英社文庫 田辺聖子∥著

夢うつつ あさのあつこ著

夢を売る男 百田尚樹著

夢を追う子 岩波少年文庫復刻版 ハドソン∥作 網野菊∥訳

夢を追う子 福音館古典童話シリーズ ６ Ｗ・Ｈ・ハドソン∥作 西田実∥訳 駒井哲郎∥画

夢をかなえるゾウ 水野敬也著

夢をかなえる本 パット・パルマー∥著 ｅｑＰｒｅｓｓ∥訳

ゆめをにるなべ スピカの創作童話 ３６ 茂市久美子∥作 土田義晴∥絵

夢を掘りあてた人 トロイアを発掘したシュリーマン ヴィーゼ∥作 大塚勇三∥訳

夢顔さんによろしく 西木正明∥著

夢かさね 着物始末暦　（三） 中島要

夢からの手紙 辻原登著

ゆめくい小人
ミヒャエル＝エンデ∥作 さとうまりこ∥訳 アンネゲルト＝フックス

フーバー∥絵

ゆ



夢胡蝶 羽州ぼろ鳶組　６ 今村翔吾

夢三夜　新酔いどれ小籐次　八 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

夢十夜 他二篇 岩波文庫 夏目漱石∥作

夢将軍頼朝 三田誠広∥著

夢違 恩田陸著

ゆめつげ 角川文庫 畠中恵著

夢ってなんだろう たくさんのふしぎ傑作集 村瀬学∥文 杉浦範茂∥絵

夢で逢いましょう 藤田宜永著

夢時計 上 黒井千次∥著

夢時計 下 黒井千次∥著

夢に殉ず 上 曽野綾子∥著

夢に殉ず 下 曽野綾子∥著

夢にまで見た娑婆　縮尻鏡三郎 佐藤雅著美

遊女のあと 諸田玲子著

夢の浮橋 蜂谷涼著

夢の浮橋殺人事件
集英社文庫 あんみつ検事の捜査ファイ

ル
和久峻三∥著

ゆめのおはなし クリス・ヴァン・オールズバーグ∥絵と文 さいごうようこ∥訳

夢の櫂こぎどんぶらこ 田辺聖子∥著

夢の通い路 七つの都市の物語 村松友視∥著

夢の島 大沢在昌∥著

夢のズッコケ修学旅行 新・こども文学館 ２６ 那須正幹∥作 前川かずお∥絵

夢のつづきのそのまたつづき リッペルのぼうけん パウル＝マール∥作・絵 上田真而子∥訳

夢のなか　慶次郎縁側日記 北原亞以子著

夢の花、咲く 梶よう子著

夢の火 岩橋邦枝∥著

夢の燈影 小松エメル著

夢のまた夢 第５巻 津本陽∥著

夢のまた夢 第４巻 津本陽∥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

夢の守り人 偕成社ワンダーランド ２３ 上橋菜穂子∥作 二木真希子∥絵

夢の夢　鎌倉河岸捕物控　十五の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

ゆめはるか吉屋信子 秋灯机の上の幾山河 上 田辺聖子∥著

ゆ



ゆめはるか吉屋信子 秋灯机の上の幾山河 下 田辺聖子∥著

夢判断 新潮文庫 阿刀田高∥著

ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語 ４ 岡田淳∥著

夢見そば 村松友視∥著

ゆめみるトランク 北の町のかばん屋さんの話 子どもの文学傑作選 安房直子∥作 津尾美智子∥絵

夢より短い旅の果て 柴田よしき著

夢を与える 綿矢りさ著

夢を売る男 百田尚樹

夢を売る男 百田尚樹

夢を釣る 吉原裏同心抄　五 佐伯泰英

夢虫（ゆめんむし） 増田みず子∥著

ユーモアの発見 岩波ジュニア新書 ８１ 長新太∥文・絵

ゆらぎの詩の物語 わたりむつこ∥作 本庄ひさ子∥絵

ユーラシアの秋 佐々木良江∥著

欧亜純白　ユーラシアホワイト　１ 大沢在昌著

欧亜純白　ユーラシアホワイト　２ 大沢在昌著

ゆらやみ あさのあつこ

ゆらやみ 新潮文庫 あさのあつこ

ユリ ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２か月 １８ 清水基夫∥著 平城好明∥著

ユーリアの日記
クリスティーネ・ネストリンガー∥作 松島富美代∥訳 ナムーラ・ミ

チヨ∥絵

ユリイカ 青山真治∥〔著〕

ゆりかごで眠れ 垣根涼介著

ゆりかごの死 乳幼児突然死症候群〈ＳＩＤＳ〉の光と影 阿部寿美代∥著

ゆりかごは口の中 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 桜井淳史著

ユリゴコロ 沼田まほかる著

百合子さんは何色 武田百合子への旅 村松友視∥著

ユリのふしぎ 科学のアルバム ９４ 今井国勝∥著

許されざる者　上 辻原登著

許されざる者　下 辻原登著

赦し 矢口敦子著

許せぬ所業 はぐれ同心闇裁き１１ 喜安幸雄

ゆるやかな絆 大江健三郎∥文 大江ゆかり∥画

ゆれる 西川美和

ユング
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

５９
林道義∥著

ゆ



ゆんでめて 畠中恵著

よあけ 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 ユリー・シュルヴィッツ∥作・画 瀬田貞二∥訳

夜明けへの道 新・文学の扉 １９ 岡本文良∥作 こさかしげる∥画

夜明けの家 古井由吉∥著

夜明けのうた ミンフォン・ホー∥作 飯島明子∥訳 テープスィリ・スクソーパー∥絵

夜明けの風 ローズマリー・サトクリフ著　灰島かり訳

夜明けの新聞の匂い 曽野綾子∥著

夜明けの街で 角川文庫 東野圭吾著

夜明けの街で 東野圭吾

夜明けの雷鳴 医師高松凌雲 吉村昭∥著

夜明け前 第１部　上 新潮文庫 島崎藤村∥著

夜明け前 第１部　下 新潮文庫 島崎藤村∥著

夜明け前 第２部　上 新潮文庫 島崎藤村∥著

夜明け前 第２部　下 新潮文庫 島崎藤村∥著

夜明けまで眠らない 大沢在昌著

夜明けまで眠らない 大沢在昌

よい子の悲劇 富田富士也著

よい食事のヒント 最新食品学と６７のヘルシー・レシピ 新潮選書 丸元淑生∥著

よいしょよいしょ よいこの１２か月 まついのりこ∥脚本・画

夜市 恒川光太郎著

酔いどれ剣客　浮雲十四郎斬日記 鳥羽亮著

酔いどれ小籐次留書　一首千両 幻冬舎文庫 佐伯泰英著

宵の夢 竹田真砂子∥著

宵待ちの月 はぐれ文吾人情事件帖 小杉健治

宵山万華鏡 森見登美彦著

宵闇の破嵐 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

妖異川中島 十津川警部 西村京太郎

よういどん くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

よういどん くまくんの絵本 わたなべしげお∥ぶん おおともやすお∥え

妖桜記 上巻 皆川博子∥著

妖桜記 下巻 皆川博子∥著

妖怪 平岩弓枝∥著

妖怪画談 カラー版 岩波新書　新赤版 ２３８ 水木しげる∥著

妖怪画談 カラー版 続 岩波新書　新赤版 ２８８ 水木しげる∥著

ゆ

よ



妖怪の森 絵巻えほん 水木しげる∥著

八日目の蝉 角田光代著

八日目の蝉 中央文庫 角田光代著

容疑者Xの献身 東野圭吾著

容疑者の夜行列車 多和田葉子∥著

陽気なギャングが地球を回す 祥伝社文庫 伊坂幸太郎著

陽気なギャングの日常と襲撃 ノン・ノベル 伊坂幸太郎著

陽気なギャングは三つ数えろ NON・NOVEL 伊坂幸太郎著

陽気なタイランド アジアの子どもに帰る旅 理論社ライブラリー 森下ヒバリ∥著

陽気な夜まわり 古井由吉∥著

ようきゅうするライオン 山中恒∥作 山口みねやす∥絵

謡曲集 上 日本古典選 田中允∥校註

謡曲集 中 日本古典選 田中允∥校註

謡曲集 下 日本古典選 田中允∥校註

妖剣おぼろ返し 祥伝社文庫 介錯人・野晒唐十郎 鳥羽亮∥著

妖剣　鳥尾 隠目付江戸日記(三) 鳥羽亮

洋光台の昔 矢部野の頃 伊東一夫　内田金作　荻原正　宮川邦彦[編]

洋光台の昔　２集 矢部野の頃 伊東一夫[編]

ようこそ世界の特急 乗りものパノラマシリーズ １３ 桜井寛∥写真 板谷成雄∥文・構成

ようこそ来世喫茶店へ 永遠の恋とメモリーブレンド 辻堂ゆめ

ようこそ！ラッコたち 日本最初の飼育記録から 子ども科学図書館 中島将行∥文と写真

ようこそ、わが家へ 小学館文庫 池井戸潤著

陽子の一日 南木圭士著

幼児期　こどもは世界をどうつかむか 岩波新書(新赤版）　９４９ 岡本夏木著

幼児とつきあう法 品川孝子∥著

洋種の野草・山草 小さな庭やコンテナをお花畑に

 Ａｌｐｉｎｅ　ｐｌａｎｔｓ　ａｎｄ　ｐｅｒｅｎｎｉａｌｓ
ＮＨＫ趣味の園芸ガーデニング２１

用心棒 徳間文庫 多岐川恭著

用心棒血戦記 鳥羽亮

用心棒日月抄 藤沢周平∥著

用心棒日月抄 藤沢周平

用心棒たちの危機 はぐれ長屋の用心棒 鳥羽亮

妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング∥作 井辻朱美∥訳

妖精学入門 講談社現代新書 １４１９ 井村君江∥著

妖精画談 カラー版 岩波新書　新赤版 ４５５ 水木しげる∥著

よ



ようせいティキのおくりもの Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 リン・リード・バンクス∥さく 中川千尋∥やく・え

妖精ディｯクのたたかい キャサリン・M・ブリｯグズ作　山内玲子訳

妖精のおよめさん 児童図書館・文学の部屋 アリスン・アトリー∥作 三保みずえ∥訳 ユノセイイチ∥絵

妖精のキャラバン 世界傑作童話シリーズ ビアトリクス・ポター∥作 久野暁子∥訳

妖精の季節 永田萠画集 永田萠∥著

ようせいのゆりかご ルース・エインワース∥作 河本祥子∥訳絵

ようちえん 子どもがはじめてであう絵本 １１ ディック・ブルーナ∥ぶん・え いしいももこ∥やく

腰痛の正しい治し方 健康ライブラリー 平林洌∥著

傭兵の召還　傭兵代理店・改 傭兵代理店・改 渡辺裕之

傭兵ピエール 佐藤賢一∥著

窯変源氏物語 ６ 朝顔　乙女　玉鬘　初音 橋本治∥著

窯変源氏物語 １４ 浮舟　２　蜻蛉　手習　夢浮橋 橋本治∥著

窯変源氏物語 １ 桐壷　帚木　空蝉　夕顔 橋本治∥著

窯変源氏物語 １１ 雲隠　匂宮　紅梅　竹河　橋姫 橋本治∥著

窯変源氏物語 ７ 胡蝶　蛍　常夏　篝火　野分　行幸　藤袴 橋本治∥著

窯変源氏物語 １２ 椎本　総角　早蕨 橋本治∥著

窯変源氏物語 ４ 花散里　須磨　明石　澪標 橋本治∥著

窯変源氏物語 ３ 花宴　葵　賢木 橋本治∥著

窯変源氏物語 ８ 真木柱　梅枝　藤裏葉　若菜　上 橋本治∥著

窯変源氏物語 １３ 寄生　東屋　浮舟　１ 橋本治∥著

窯変源氏物語 １０ 横笛　鈴虫　夕霧　御法　幻 橋本治∥著

窯変源氏物語 ５ 蓬生　関屋　絵合　松風　薄雲 橋本治∥著

窯変源氏物語 ９ 若菜　下　柏木 橋本治∥著

窯変源氏物語 ２ 若紫　末摘花　紅葉賀 橋本治∥著

よかたい先生　水俣から世界を見続けた医師　原田正純 課題図書 三枝三七子文・絵

よかったねねずみさん ねずみのほん ３ ヘレン・ピアス∥さく まつおかきょうこ∥やく

よかったねネッドくん 英文つき 改訂版 レミー・チャーリップ∥さく やぎたよしこ∥訳

夜鴉おきん 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

余寒の雪 宇江佐真理∥著

欲 幻冬舎文庫 西川三郎

欲が出ました ヨシタケシンスケ

よーくかんがえるカエルくん かんがえるカエルくんシリーズ　４ いわむらかずお著

よくきたね ０．１．２．えほん 松野正子文　鎌田暢子絵

浴室 ジャン＝フィリップ・トゥーサン∥著 野崎歓∥訳

よ



欲望 小池真理子∥著

欲望の海 上 集英社文庫 津村節子∥著

欲望の海 下 集英社文庫 津村節子∥著

よく見る夢 上 シドニィ・シェルダン∥著 天馬竜行∥訳

よく見る夢 下 シドニィ・シェルダン∥著 天馬竜行∥訳

沃野の伝説 上 内田康夫∥著

沃野の伝説 下 内田康夫∥著

よくわかるアマチュア無線入門 大塚正幸∥著

よくわかる囲碁 藤沢秀行∥著

よくわかるコレステロール・中性脂肪を下げる基本の食事　最新版 主婦の友新実用BOOKS　Ｃｌｉｎｉｃ

よくわかる手形・小切手 この一冊で万全！ 振り出し、取り立てから

裏書、不渡りまでの完全理解
ＰＨＰビジネス選書 野口恵三∥著

よくわかる名づけ Pre-moBaby-mo子育てブックス

よくわかる労働基準法 図解 会社で働くすべての人が知っておくべき

基本ルール 最新版
山崎和義∥著

余計物 秋山久蔵御用控 藤井邦夫

横須賀線殺人事件 ワンツーポケットノベルス 津村秀介著

横須賀線歴史散歩 史跡をたずねて各駅停車 鈴木亨∥著

夜ごとの闇の奥底で 新潮ミステリー倶楽部 小池真理子∥著

よこにきったまるいごちそう 新版 かこ・さとしかがくの本 ９ かこさとし∥著 岡本武紫∥絵

横浜異人街事件帖 白石一郎∥著

ヨコハマ伊勢佐木町 復活への道 山田泰造著

横浜･磯子　屏風浦に生きる‐旧久良岐郡森・中原の歴史‐ 関貞夫　金子光男［監］

横浜・磯子　屏風浦に生きる‐旧久良岐郡森･中原の歴史‐ 関貞夫　金子光男［監］

横浜駅ＳＦ カドカワＢＯＯＫＳ 柞刈湯葉

横浜疫病史　万治病院の百十年 内海孝編

横浜駅物語 汽笛一声から一一〇年いま新たな旅立ちへ 神奈川新聞社∥編

横浜エトランゼ 大崎　梢

横濱エトランゼ 大崎梢

横濱沿革誌　全　複刻版 太田久好著

横濱王 永井紗耶子著

横浜大桟橋物語 ＪＴＢキャンブックス 客船とみなと遺産の会編

横浜・丘と海の祭り　市政１００周年・開港１３０周年記念事業公

式記録
神奈川新聞社企画・編集

横浜をつくった男　易聖・高島嘉右衛門の生涯 光文社文庫 高木彬光著

横浜をめぐる七つの物語　地域からみる歴史と世界 Ferris  Books　１２ 大西比呂志著

横浜外国人墓地に眠る人々　開港から関東大震災まで 斉藤多喜夫著

よ



横浜カフェ散歩 ＭＡＲＵ著

横浜・鎌倉　評判のうまい店３５０軒　２０１３年版

ヨコハマ関内百点 神奈川新聞社編集局∥編集

横浜近代史総合年表 松信太助編

横浜結婚殺人の宴 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ 斎藤栄∥著

横浜：建築百景 横浜市建築局企画管理課編

横浜幻灯館 俥屋おりん事件帳 山崎洋子∥著

横浜港史 各論編 横浜港振興協会∥編 横浜港史刊行委員会∥編

横浜港史 資料編 横浜港振興協会∥編 横浜港史刊行委員会∥編

横浜港史 総論編 横浜港振興協会∥編 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周年記念図書編集委員会

横浜港物語みなとびとの記 横浜開港１５０周年記念図書編集委員会［編]

横浜港物語みなとびとの記 横浜開港１５０周年記念図書編集委員会[編］

横浜　交流と発展のまちガイド　カラー版 岩波ジュニア新書　４８７ 南学著

横浜今昔散歩　ワイド版 原島広至著

横浜殺人事件 光文社文庫 内田康夫著

横浜散歩道

横浜市史 第２巻 横浜市編集

横浜市史 第４巻下 横浜市∥編集

横浜市史 第３巻上 横浜市∥編集

横浜市史 第４巻上 横浜市∥編集

横浜市史 ２第１巻下 横浜市総務局市史編集室∥編集

横浜市史 ２第１巻上 横浜市総務局市史編集室∥編集

横浜市電が走った街今昔 ハマの路面電車定点対比 ＪＴＢキャンブックス 鉄道 ３０ 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」刊行委員会編

横浜スポーツ百年の歩み 横浜市体育史企画刊行委員会編

横浜大戦争 蜂須賀敬明

横浜中華街 とんぼの本 佐藤和孝∥〔ほか〕著

横浜中華街 ことりっぷ

横濱唐人お吉異聞 山崎洋子著

横浜・都市と建築の１００年 横浜市建築局企画管理課編

横浜・中区史 中区制５０周年記念事業実行委員会編著

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

横浜人形の家

よ



横浜人形の家　YOKOHAMA DOLL MUSEUM

横浜の空襲と戦災　４　外国資料編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

横浜の空襲と戦災　３　公式記録編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

横浜の空襲と戦災　２　市民生活編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

横浜の空襲と戦災　６　世相編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

横浜の空襲と戦災　５　接収･復興編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

横浜の空襲と戦災　１　体験記編 横浜市，横浜の空襲を記録する会〔共〕編

ヨコハマのサギ山 日本児童文学名作選 １０ 平塚武二∥著 太田大八∥画

横浜の町名 横浜市市民局総務部住居表示課編

横浜の鉄道物語　陸蒸気からみなとみらい線まで ＪＴＢキャンブックス 長谷川弘和著

横浜の伝説散歩 かなしんブックス １２ 重富昭夫∥著

横浜の時を旅する　ホテルニューグランドの魔法 山崎洋子著

横浜の２０のまち　戦災復興区画整理でつくられたまち 横浜市都市計画局都市整備調査等担当編

よこはまの民話 萩坂昇著

よこはまの歴史　小学生用　平成６年度版

横浜の歴史　中学生用　平成６年度版

横浜博覧会公式ガイドブック

横浜博覧会公式写真集 横浜博覧会協会編

横浜博覧会横浜館公式記録

横浜馬車道殺人事件 ＪＯY　ＮＯＶＥＬＳ 木谷恭介著

横浜ふらんす物語 富田仁∥著

横浜文学散歩 改稿 鈴木俊裕∥著

横浜慕情 御宿かわせみ 平岩弓枝∥著

横浜物語 瓜生卓造∥著

横浜もののはじめ考 横浜開港資料館，横浜開港資料普及協会〔共〕編

横浜もののはじめ考 横浜開港資料館，横浜開港資料普及協会〔共〕編

横浜山手外人墓地 写真で綴る文化シリーズ 神奈川 ３ 生出恵哉∥著

横浜洋館散歩　山手とﾍﾞｲｴﾘｱを訪ねて 納屋嘉人著

横浜　歴史と文化　開港１５０周年記念 横浜市ふるさと歴史財団[編]　高村直助[監]

横浜歴史年表　複刻　上・下巻、索引

横浜歴史年表　複刻　上・下巻、索引

よこまち余話 木内昇著

汚れちまった道 内田康夫著

夜桜　吉原裏同心（十七） 吉原裏同心　十七 佐伯泰英

よ



与謝蕪村集 日本古典選 与謝蕪村∥〔著〕 潁原退蔵∥校註 清水孝之∥補訂

夜去り川 志水辰夫著

予算内で賢く家を建てる１７８のコツ 別冊プラスワンリビング 佐藤一彦[編]

四字熟語殺人事件　ベストセレクション 講談社文庫 赤川次郎著

四字熟語集 岩波ジュニア新書 １３５ 奥平卓∥著 和田武司∥著

吉田松陰 嵐の中の日本人シリーズ ２０ 一条明∥著 坂本玄∥絵

吉田簑助写真集 文楽・女たちに魂をこめて 青木信二∥写真

義経 宮尾登美子著

義経の刺客 上 山田智彦∥著

義経の刺客 下 山田智彦∥著

芳年冥府彷徨 島村匠∥著

吉野ヶ里遺跡をほる ノンフィクション絵本 ２ 勝田宏∥絵

吉野川 大原富枝∥著

吉原詣で 鎌倉河岸捕物控　二十八の巻 佐伯泰英

よじはんよじはん 世界傑作絵本シリーズ・韓国の絵本 ユン・ソクチュン文　イ・ヨンギョン絵　かみやにじ訳

吉本隆明の東京 石関善治郎著

吉行理恵レクイエム 「青い部屋」 吉行理恵 [著]   吉行あぐり編

四畳半王国見聞録 森見登美彦著

吉原暗黒譚 誉田哲也

吉原手引草 松井今朝子著

余燼 上 北方謙三∥著

余燼 下 北方謙三∥著

ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか
Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ

５
那須正幹∥作 はたこうしろう∥絵

余生堂々 六〇歳から始まる黄金の人生 松木康夫∥著

よその子 見放された子どもたちの物語 トリイ・ヘイデン∥著 入江真佐子∥訳

夜鷹殺し闇の平仄 漢学者・寺門静軒の謎解き帳 永井義男∥著

予知能力をもつ動物 動物たちの超能力 ４ 倉橋和彦∥文

予知夢 東野　圭吾

予兆　十九 鬼役 坂岡真

よっ、十一代目！　鎌倉河岸捕物控　二十二の巻 鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英

４つのすてきなクリスマス イヴェット・トゥボー∥作 ルシル・ビュテ∥絵 波木居慈子∥訳

四谷怪談 ２１世紀版　少年少女古典文学館　２２ 高橋克彦著

四谷の弁慶 公家武者松平信平　３ 佐々木裕一

淀川長治の遺言 映画・人生・愛 荒井魏∥著

よ



世直し忠介人情帖　１ 山手樹一郎傑作選 山手樹一郎

世直し忠介人情帖　２ 山手樹一郎傑作選 山手樹一郎

世直し人 品川しみづや影絵巻 倉阪鬼一郎

世直し若さま 山手樹一郎傑作選 山手樹一郎

夜中出あるくものたち 児童図書館・文学の部屋 Ｊ・メイスフィールド∥作 石井桃子∥訳

夜哭烏 羽州ぼろ鳶組　２ 今村翔吾

夜鳴きぜみ 剣客太平記 岡本さとる

夜鳴きめし屋 宇江佐真理著

世にも美しい数学入門 ちくまプリマー新書　011 藤原正彦，小川洋子[共]著

四人組がいた。 高村薫著

四人の姉妹 上 岩波少年文庫 ３０５８ オールコット∥作 遠藤寿子∥訳

四人の姉妹 下 岩波少年文庫 ３０５９ オールコット∥作 遠藤寿子∥訳

４人のちびっこ、世界をまわる
エドワード・リア∥さく アクセル・シェフラー∥え やなせなおき∥や

く

四人はなぜ死んだのか インターネットで追跡する「毒入りカレー事

件」
三好万季∥著

夜の明けるまで　深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子著

よのなかルールブック 高濱正伸［監］

ヨハネスブルクへの旅 課題図書 ビヴァリー・ナイドゥー作

よはひ いしいしんじ著

ヨハン・シュトラウス 「ワルツ王」の喜びと悲しみ 作曲家の物語シリーズ １４ ひのまどか∥著

よびごえ
吉田遠志・動物絵本シリーズ １２ アフ

リカ
吉田遠志∥絵と文

呼人 野沢尚∥著

甦る男　リーバス警部シリーズ
Ｈａｙａｋａｗａ　ｐｏｃｋｅｔ　ｍｙ

ｓｔｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ　１７２８
イアン・ランキン著　延原泰子訳

よみがえる魔法の物語 はなはなみんみ物語 ３ わたりむつこ∥作 本庄ひさ子∥絵

よみがえる万葉人 永井路子∥著

よみがえる百舌 逢坂剛∥著

よみがえれ、えりもの森 本木洋子文

よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋
マイケル・モーパーゴ∥作 佐藤見果夢∥訳 クリスチャン・バーミン

ガム∥絵

甦れ、ブッポウソウ ネイチャー・ストーリーズ 中村浩志著

よみがえれ私の青春 少年院・交野女子学院の記録 藤崎康夫∥著

読書村の殺人 ケイブンシャ文庫　９６８ 吉村達也著

黄泉から来た女 内田康夫著

読みにくい名前はなぜ増えたか 歴史文化ライブラリー　２３６ 佐藤稔著

黄泉の女 公家武者松平信平　８ 佐々木裕一

読む書く話す大事典 生活シリーズ

よ



読む力は生きる力 脇明子著

余命半年の夢 堀ノ内雅一∥著

嫁入り 鎌倉河岸捕物控　三十の巻 佐伯泰英

嫁と姑 岩波新書　新赤版 ７１１ 永六輔∥著

嫁盗み　重蔵始末　４　長崎篇 逢坂剛著

YOME流１週間使い切り献立 GAKKEN　HIT　MOOK 大井純子著

よもぎだんご かがくのとも傑作集 ４５ さとうわきこ∥さく

よもぎのはらのおともだち ＰＨＰのえほん あまんきみこ∥さく やまわきゆりこ∥え

よもぎのはらのたんじょうかい 改訂版 新・創作えぶんこ あまんきみこ∥作 いわむらかずお∥絵

よもぎばあちゃん あかねおはなし図書館 １７ 長崎源之助∥作 村上勉∥絵

黄泉国（よもつくに）の皇子（みこ） 長尾誠夫∥著

与楽の飯 東大寺造仏所炊屋私記 澤田瞳子

倚りかからず 茨木のり子∥著

与力の娘 居眠り同心影御用　３ 早見俊

寄り添って老後 沢村貞子∥著

寄り道して考える 森毅∥著 養老孟司∥著

ヨリンデとヨリンゲル グリム童話 ベルナデッテ・ワッツ∥え おさなぎひとみ∥やく

夜 橋本治著

夜歩く 改版 金田一耕助ファイル ７ 横溝正史∥〔著〕

夜を急ぐ者よ 集英社文庫 佐々木譲著

夜を待ちながら 北方謙三∥著

夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く 汐見夏衛

夜が明けるまで 岩波少年文庫 ３１０７ マヤ・ヴォイチェホフスカ∥作 清水真砂子∥訳

夜が終わる場所 扶桑社ミステリー クレイグ・ホールデン∥著 近藤純夫∥訳

ヨルダン難民救援への旅 岩波ジュニア新書 １９３ 小山内美江子∥著

夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録 Ｖ．Ｅ．フランクル∥〔著〕 霜山徳爾∥訳

夜に忍びこむもの 渡辺淳一∥著

夜の蟻 高井有一∥著

夜のヴィーナス 村田喜代子∥著

夜の終り 西村京太郎

夜の音楽美術館 びじゅつのゆうえんち 須藤ごう文・絵

夜のかけら 藤堂志津子∥著

夜の風見鶏 阿刀田高∥著

夜の哀しみ 上 三浦哲郎∥著

よ



夜の哀しみ 下 三浦哲郎∥著

夜の記憶 文春文庫 トマス・Ｈ．クック∥著 村松潔∥訳

夜の国のクーパー 伊坂幸太郎著

夜の公園 川上弘美著

夜の終焉　上 堂場瞬一著

夜の終焉　下 堂場瞬一著

夜の蝉 創元ミステリ’９０ 北村薫∥著

夜の狙撃 双葉文庫 西村京太郎著

夜の谷を行く 桐野夏生

夜の床屋 沢村浩輔著

夜の鳥 福武文庫 トールモー・ハウゲン∥著 山口卓文∥訳

夜の橋 文春文庫 藤沢周平著

夜のパパ 現代のジュニア文学 マリア・グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

夜のパパとユリアのひみつ マリア＝グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

夜の光に追われて 津島裕子

夜のピクニック 恩田陸著

よるのびょういん こどものとも傑作集 ７０ 谷川俊太郎∥作 長野重一∥写真

よるのふくらみ 窪美澄著

よるの森のひみつ スイス南部の昔話より ケティ・ベント∥絵 エベリーン・ハスラー∥文 若林ひとみ∥訳

よるのようちえん 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎∥ぶん 中辻悦子∥え・しゃしん

夜八時を過ぎたら… くもんの海外児童文学シリーズ １１ ジョーン・エイキン∥作 井辻朱美∥訳 ヤン・ピアンコフスキー∥絵

夜また夜の深い夜 桐野夏生著

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦著

夜を奔る はぐれ文吾　人情事件帖 小杉健治

鎧櫃 般若同心と変化小僧(十一) 小杉健治

喜びの箱 児童図書館・文学の部屋 ジョン・メイスフィールド∥作 石井桃子∥訳

よろず御探し請負い候 浅野里沙子著

よろづ情ノ字　薬種控 花村萬月

ヨーロッパ古城物語 井上宗和∥著

ヨーロッパ思想入門 岩波ジュニア新書 ４４１ 岩田靖夫∥著

ヨーロッパの国々　１　西ヨーロッパ 国別大図解　世界の地理　３ 井田仁康［監］

ヨーロッパの国々　２　東ヨーロッパ 国別大図解　世界の地理　４ 井田仁康［監］

ヨーロッパの城 輪切り図鑑 中世の人々はどのように暮し，どのよう

に敵と戦ったか
Ｓ・ビースティー∥画 Ｒ・プラット∥文 桐敷真次郎∥訳

ヨーロッパの紋章・日本の紋章 ＮＨＫブックスカラー版 Ｃ２０ 森護∥著

よ



ヨーロッパ物語紀行 松本侑子著

よわいかみ　つよいかたち 新版 かこ・さとしかがくの本 ８ かこさとし∥著　絵

世は〆切 山本夏彦∥著

夜半の雛 鶴亀屋繁盛記 和田はつ子

よわむしらいおん らいおんえほん １ 八木田宜子∥文 長新太∥絵

ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング∥作 上田真而子∥訳

４０歳からの骨粗しょう症対策 健康ライブラリー 林泰史∥著

４５° 長野まゆみ著

４０代からの財産管理・相続対策マニュアル 石原豊昭∥著 生活と法律研究所∥編集

４６番目の密室　新装版 講談社文庫 有栖川有栖著

四千文字ゴルフクラブ 佐野洋∥著

４だいの小さな機関車 汽車のえほん　１０
ウィルバート･オードリー作　レジナルド・ダルビー絵　桑原三郎･

清水周裕訳

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 エジプト ＮＨＫスペシャル
吉村作治∥編著 後藤健∥編著 ＮＨＫスペシャル「四大文明」プロ

ジェクト∥編著

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 あたらしい創作童話 ３４ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

読んで学べるＡＤＨＤのペアレントトレーニング むずかしい子にや

さしい子育て
シンシア・ウィッタム∥著 上林靖子∥〔ほか〕訳 中田洋二郎∥監訳

「読んで身につけた」４０歳からの英語独学法 講談社ニューハードカバー 笹野洋子∥著

四度目の氷河期 荻原浩著

四文字の殺意 夏樹静子著

ラィアー 大沢在昌著

雷桜 宇江佐真理∥著

ライオン 大自然の動物ファミリー ３
アンゲリカ・ホーファー∥著 ギュンター・ツィースラー∥写真 藤原

英司∥日本語版監修・訳

ライオンが学校へやってきた フィリパ・ピアス∥作 高杉一郎∥訳

ライオンくんをごしょうたい おはなしカーニバル １７ 角野栄子∥作 松井なつ代∥絵

ライオンと歩いた少年 エリック・キャンベル∥作 さくまゆみこ∥訳 中村和彦∥絵

ライオンとねずみ 古代エジプトの物語 大型絵本 リーセ・マニケ∥文　絵 大塚勇三∥訳

ライオンと魔女
岩波少年文庫 ２１０１ ナルニア国もの

がたり １
Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

ライオンと魔女 改版 ナルニア国ものがたり １ Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 瀬田貞二∥訳

ライオンとやぎ アジア・太平洋の楽しいお話 ユネスコ・アジア文化センター∥編 駒田和∥訳

ライオンのおもさはかれる？
評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふし

ぎだな？知らないこといっぱい
ロバート・Ｅ・ウェルズ∥さく せなあいこ∥やく

ライオンのラフカディオ シェル・シルヴァスタイン∥作・絵 わじまさくら∥訳

らいおんみどりの日ようび 創作童話シリーズ 中川李枝子∥作

よ

ら



ライオンはなぜか一頭では狩りをしない 動物たちの不思議な食生活 小原嘉明∥著

ライカ同盟 尾辻克彦∥著

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい ４６ 阿部夏丸∥作 村上康成∥絵

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい ４６ 阿部夏丸∥作 村上康成∥絵

ライシャワーの日本史 エドウィン・Ｏ・ライシャワー∥著 国弘正雄∥訳

来春まで　お鳥見女房 諸田玲子著

雷神 風の市兵衛　２ 辻堂魁

雷神斬り 浪人若さま　新見左近 佐々木裕一

雷神剣の旋風 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

らいたくんわかばちゃん 新あかね幼年どうわ ９ もりやまみやこ∥作 つちだよしはる∥絵

ライチョウ カラー自然シリーズ ６１ 高橋敬市∥文・写真

ライチョウの四季 科学のアルバム ３２ 右高英臣∥著

ライディング・ザ・ブレット スティーヴン・キング∥著 白石朗∥訳

ライト兄弟 子どもの伝記全集 ３８ おきたかし∥〔著〕

ライト兄弟 空にあこがれた“永遠の少年” １８７１－１９４８ １８

６７－１９１２
愛と勇気をあたえた人びと ６ リチャード・テームズ∥著 森泉亮子∥訳

ライト兄弟はなぜ飛べたのか　紙飛行機で知る成功のひみつ やさしい科学 土佐幸子著

ライバルに差をつけよう男のセーター

ライフ・レッスン
エリザベス・キューブラー・ロス∥著 デーヴィッド・ケスラー∥著

上野圭一∥訳

ライ麦畑でつかまえて サリンジャー∥〔著〕 野崎孝∥訳

雷鳴 交代寄合伊那衆異聞 佐伯泰英著

ラヴィアンローズ 村上由佳著

ラヴクラフト全集 １ 創元推理文庫 ５２３‐１ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 大西尹明∥訳

ラヴクラフト全集 ２ 創元推理文庫 ５２３‐２ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 宇野利泰∥訳

ラヴクラフト全集 ３ 創元推理文庫 ５２３‐３ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 大滝啓裕∥訳

ラヴクラフト全集 ４ 創元推理文庫 ５２３‐４ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 大滝啓裕∥訳

ラヴクラフト全集 ５ 創元推理文庫 ５２３‐５ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 大滝啓裕∥訳

ラヴクラフト全集 ６ 創元推理文庫 ５２３‐６ Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト∥著 大滝啓裕∥訳

烙印 天野節子著

烙印　上 パトリシア・コーンウェル

烙印　下 パトリシア・コーンウェル

烙印の森 大沢在昌

落英 黒川博行著

楽園　上 宮部みゆき著

楽園　下 宮部みゆき著

ら



楽園　上 文春文庫 宮部みゆき著

楽園　下 文春文庫 宮部みゆき著

楽園後刻 甘糟幸子著

楽園のカンヴァス 原田マハ著

楽園の蝶 柳公司著

楽園の眠り 馳星周著

落語への招待 別冊太陽 日本のこころ ９９

落語絵本　たのきゅう 落語絵本　その７ 川端誠作

落語を楽しもう 岩波ジュニア新書 ３１４ 石井明∥著

落語怪談　えんま寄席 車浮代

落語商売往来 矢野誠一∥著

落語と私 桂米朝著

落語の非情 旗本絵師描留め帳 小笠原　京

落日の宴 勘定奉行川路聖謨 吉村昭∥著

落日燃ゆ 城山三郎∥著

落日はぬばたまに燃ゆ 黒岩重吾∥著

ラクソーとニムの家ねずみ ジェイン・レズリー・コンリー∥作 越智道雄∥訳 かみやしん∥画

らくだ　新酔いどれ小藤次　六 新酔いどれ小籐次 佐伯泰英

落第坊主の履歴書 遠藤周作∥著

洛中の露 金森宗和覚え書 東郷隆∥著

楽天少女通ります 私の履歴書 田辺聖子∥著

楽天旅日記 山本周五郎

洛陽の姉妹 安西篤子∥著

落雷 下 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

落雷 上 ダニエル・スティール∥著 天馬竜行∥訳

らくらく気功健康法 だれにでも手軽にできて効果抜群！ 林茂美∥共著 林誠∥共著

楽老抄４　そのときはそのとき 田辺聖子著

楽老抄  ２　あめんぼに夕立 田辺聖子著

楽老抄　３　ふわふわ玉人生 田辺聖子著

楽老抄 ゆめのしずく 田辺聖子∥著

ラジコン飛行機入門 ホビーテクニック ７ 伊藤佳考∥著

羅城門 徳間文庫 澤田ふじ子∥著

羅生門・鼻 改版 新潮文庫 芥川竜之介∥著

羅針 楡周平著

ら



ラスト・イニング あさのあつこ著

ラスト・コード 堂場瞬一著

ラストドリーム 志水辰夫著

ラストフロンティア 楡周平著

ラストメッセージ　ガラスのうさぎとともに生きて 高木敏子著

ラスト・ワルツ 柳広司著

ラスベガス ブルーガイドわがまま歩き

ラスムスくん英雄になる リンドグレーン作品集 １２ リンドグレーン∥作 尾崎義∥訳

螺旋階段の上の神 カトリックと私 矢代静一∥著

ラ・タ・タ・タム ちいさな機関車のふしぎな物語 大型絵本 ２０ ペーター・ニクル∥文 ビネッテ・シュレーダー∥絵 矢川澄子∥訳

拉致と決断 蓮池薫著

ラチとらいおん
世界傑作絵本シリーズ ハンガリーの絵

本
マレーク・ベロニカ∥ぶん・え とくながやすもと∥やく

拉致 北朝鮮の国家犯罪 講談社文庫 高世仁∥〔著〕

ラッカセイの絵本 そだててあそぼう １５ すずきかずお∥へん ひらのえりこ∥え

落花は枝に還らずとも　上　会津藩士・秋月悌次郎 中村彰彦著

落花は枝に還らずとも　下　会津藩士・秋月悌次郎 中村彰彦著

ラッキー・ドラゴン号の航海 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ジャック・ベネット∥作 斉藤健一∥訳

らっこちゃん ０．１．２．えほん MAYA  MAXX　え・ぶん

ラッコ ゆかいな海のなかま ジュニア写真動物記 １４ 岡野薫子∥著

ラッセのにわで エルサ・ベスコフ∥さく いしいとしこ∥やく

ラッセル
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

３０
金子光男∥著

ラッパをならせ 五味太郎∥作・絵

ラニーニャ 伊藤比呂美∥〔著〕

ラバー・ソウル 井上夢人著

ラバ通りの人びと
福音館日曜日文庫 オリヴィエ少年の物

語 １
ロベール・サバティエ∥作 堀内紅子∥訳 松本徹∥訳

ラビーニアとおかしな魔法のお話 おはなしプレゼント
ビアンカ・ピッツォルノ∥作 エマヌエーラ・ブッソラーティ∥絵 長

野徹∥訳

LOVE 古川日出男著

ラブ＆ポップ 村上龍著

ラフカディオ・ハーン 日本のこころを描く 岩波ジュニア新書 ４０５ 河島弘美∥著

ラプラスの魔女 東野圭吾著

ラプラスの魔女 東野圭吾

ラプンツェル 大型絵本 バーナディット・ワッツ∥絵 相良守峯∥訳

ラベンダーのくつ アリスン・アトリーおはなし集 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー∥さく 松野正子∥やく 大島英太郎∥え

ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー作　松岡享子訳

ら



ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 アラン・ティーグリーン∥絵

ラモーナとおかあさん 改訂新版 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 アラン・ティーグリーン∥絵

ラモーナとおとうさん 改訂新版 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 アラン・ティーグリーン∥絵

ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 アラン・ティーグリーン∥絵

ラモーナは豆台風 ゆかいなヘンリーくんシリーズ ８ ベバリイ＝クリアリー∥作 ルイス＝ダーリング∥絵 松岡享子∥訳

ららのいた夏 集英社文庫 川上健一∥著

ラルーシとひつじのぼうや 世界傑作絵本シリーズ
サゾン・スラザーコフ∥作 松谷さやか∥訳 ベーラ・フレーブニコワ∥

絵

ラン 森絵都著

乱鴉の島 有栖川有栖著

乱癒えず 新・吉原裏同心抄　三 佐伯泰英

乱雨の如く 疾風の義賊　三 辻堂魁

乱雲の城 風の市兵衛 辻堂魁

蘭学事始 岩波版ほるぷ図書館文庫 杉田玄白∥著 緒方富雄∥校註

乱心　参 鬼役 坂岡真

乱世、夢幻の如し 上 津本陽∥著

乱世、夢幻の如し 下 津本陽∥著

乱太郎の忍者の世界 尼子騒兵衛∥文、絵

ランチのアッコちゃん 柚木麻子著

乱調 藤田宜永著

ランドマーク 吉田修一著

ランナー あさのあつこ著

ラン　パン　パン インドみんわ 児童図書館・絵本の部屋
マギー・ダフ∥さいわ ホセ・アルエゴ∥え アリアンヌ・ドウィ∥え

山口文生∥やく

らんぼう 新潮文庫 大沢在昌著

乱歩賞作家青の謎 阿部陽一［等］著

乱歩賞作家赤の謎 長坂秀佳［等］著

乱歩賞作家黒の謎 鳴海章［等］著

乱歩賞作家白の謎 鳥羽亮［等］著

乱麻　百万石の留守居役　十六 百万石の留守居役 上田秀人

乱用 表御番医師診療禄　８ 上田秀人

蘭陵王 田中芳樹著

欄陵王の恋　新・御宿かわせみ 平岩弓枝著

リア王 新潮文庫 ウィリアム・シェイクスピア著　福田恒存訳

リアルワールド 桐野夏生∥著

リヴィエラを撃て 新潮ミステリー倶楽部 高村薫∥著

ら

り



理科がおもしろくなる１２話 岩波ジュニア新書 ３７９ 山口幸夫∥著

理科工作　動くおもちゃ 小学館の学習百科図鑑　３２

理科工作のアイデア ジュニア図鑑 １１ 実野恒久∥著

理科実験あそび ジュニア図鑑 ３２ 実野恒久∥著

理科年表 第７7冊（平成１6年） 文部省国立天文台∥編

理科の実験 小学館の学習百科図鑑 ４４ 池田健蔵∥〔ほか〕共著

理科の実験 学研の図鑑 １１

理科の自由研究ガイド テーマと進め方 ３ 岩崎幸敏∥著

理科の自由研究のまとめ方 応用編 やさしい科学 高梨賢英∥共著 馬場勝良∥共著

理科の自由研究のまとめ方 基本編 やさしい科学 高梨賢英∥共著 馬場勝良∥共著

リキシャ・ガール
鈴木出版の海外児童文学　この地球を生

きる子どもたち
ミタリ・パーキンス作　永瀬比奈訳

利休にたずねよ 山本兼一著

利休鼠のララバイ 杉原爽香二十八歳の冬 光文社文庫 赤川次郎∥著

利休の茶杓　とびきり屋見立て帖 山本兼一著

陸王 池井戸潤著

陸上競技入門 一流選手をめざすアスリートのために 講談社スポーツシリーズ 丸山吉五郎∥〔ほか〕著

陸の交通とくらし 産業のこころシリーズ １３ 岡並木∥著

陸は海より悲しきものを　歌の与謝野晶子 竹西寛子著

りこうなおきさき ルーマニアのたのしいお話 岩波おはなしの本 ３ モーゼス・ガスター∥文 光吉夏弥∥訳 太田大八∥絵

離婚を考えたときにまず読む本 豊田眞弓著

リサイクルの布小物２００点　余り布や思い出での古着を素敵にリ

メイク
レディブティックシリーズ

リサと柱時計の魔法 文研じゅべにーる Ｒ・コーディル∥作 谷口由美子∥訳 本庄ひさ子∥絵

リサの小さなともだち バーナデット・ワッツ∥絵 ジョック・カール∥文 ささきたづこ∥訳

リーサの庭の花まつり エルサ・ベスコフ∥さく・え 石井登志子∥やく

リスク 井上尚登∥著

りすとかしのみ 岩波の子どもの本 １７ 坪田譲治∥文 伊勢正義∥絵

りすのスージー ゆかいなゆかいなおはなし ミリアム・ヤング∥ぶん 光吉郁子∥やく アーノルド・ロベル∥え

りすのパナシ カストールおじさんの動物物語 １
リダ∥ぶん いしいももこ∥やく わだゆういち∥やく ロジャンコフス

キー∥え

りすのパナシ
リダ・フォシェ∥文 フェードル・ロジャンコフスキー∥絵 いしいも

もこ∥訳編

りすのハリエットさん オークアプルの森のおはなし ８ ジェニー・パートリッジ∥作 神宮輝夫∥訳

りすのもりにはるがきた
童心社のベスト紙芝居 どうぶつ愛ラン

ド
シートン∥原作 北田伸∥脚本 武部本一郎∥画

リスボアを見た女 阿刀田高∥著

リセット 北村薫∥著

リゾートしらかみの犯罪 西村　京太郎

り



リーダーになるために カーネギー Ｄ・カーネギー協会∥編 山本徳源∥訳

リターン 矢月秀作

六花落落 西條奈加

立証責任 上 スコット・トゥロー∥著 上田公子∥訳

立証責任 下 スコット・トゥロー∥著 上田公子∥訳

立体をつくろう ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子∥著

立体からくり ユニットおりがみ 新・おりがみランド 布施知子∥著

立体バラエティー ユニットおりがみ おりがみランド 布施知子∥著

りっぱな犬になる方法 おはなしパレード １ きたやまようこ∥作

リッランとねこ イーヴァル・アロセニウス∥さく ひしきあきらこ∥やく

リトル・カーのぼうけん 子どもの本 リーラ・バーグ∥作 幸田敦子∥訳 太田大八∥絵

リトル・トリー フォレスト・カーター∥著 和田穹男∥訳 藤川秀之∥挿画

リトル・バイ・リトル 島本理生∥著

リトルベアー 小さなインディアンの秘密 リン・リード　バンクス∥著 渡辺南都子∥訳 高橋由為子∥絵

リトルベアーとふしぎなカギ リードバンクス∥作 渡辺南都子∥訳 高橋由為子∥絵

リトルベアーのふしぎな旅 リードバンクス∥作 渡辺南都子∥訳 高橋由為子∥絵

リネアの１２か月
クリスティーナ・ビョルク∥文 レーナ・アンデション∥絵 福井美津

子∥訳

リネア モネの庭で
クリスティーナ・ビョルク∥文 レーナ・アンデション∥絵 福井美津

子∥訳

リバース 湊かなえ著

リビアの小さな赤い実 ヒシャーム・マタール著　金原瑞人，野沢佳織 [共] 訳

リビイが見た木の妖精 改版 岩波少年文庫 １０３９ ルーシー・Ｍ・ボストン∥作 長沼登代子∥訳

リビングストンの探検 児童図書館・絵本の部屋
ピエロ・ベントゥーラ∥絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ∥文 吉田

悟郎∥訳

リフォームって簡単なんだ！ お金をかけない！私にもできる！ 簡単

ペイントと木工でわが家が変身！

離別の四十五年 戦争とサハリンの朝鮮人 宇野淑子∥著

リーベとおばあちゃん
世界傑作絵本シリーズ ノルウェーの絵

本
ヨー・テンフィヨール∥作 ハーラル・ノールベルグ∥絵 山内清子∥訳

リベンジは頭脳で シドニィ・シェルダン著　天馬龍行訳

リー・ボッツの日記 走れ、ストライダー あかね世界の文学シリーズ Ｂ．クリアリー∥作 谷口由美子∥訳 むかいながまさ∥画

リボン 小川糸著

リボンでつくるアクセサリー 髪飾り、コサージュ、小さなバッグ ＮＨＫおしゃれ工房 小倉ゆき子∥著

流 東山彰良著

流鶯　吉原裏同心（二十五） 吉原裏同心　二十五 佐伯泰英

竜王のたからもの かいぞくポケット ６ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

りゆうがあります ヨシタケシンスケ　作

竜宮からきたおよめさん 世界みんわ絵本 中国 馬場英子∥文 おぼまこと∥絵

り



竜宮城と七夕さま 浅田次郎

竜宮電車 堀川アサコ著

りゅうぐうのおよめさん むかしむかし絵本 ６ まつたにみよこ∥ぶん あさくらせつ∥え

流塵 北方謙三∥著

龍神の雨 道尾秀介著

龍神の女　内田康夫と５人の名探偵 内田康夫著

流星雨 津村節子∥著

流星 鬼平犯科帳 池波正太郎∥著

流星さがし 柴田よしき著

流星たちの宴 白川道∥著

流星の絆 東野圭吾著

流星ひとつ 沢木耕太郎著

流星ワゴン 重松清∥著

流星ワゴン 講談社文庫 重松清著

竜笛嫋々 酔いどれ小籐次留書 佐伯泰英著

龍天ノ門 居眠り磐音江戸双紙 佐伯泰英

竜の騎士 コルネーリア・フンケ著

竜のきば 岩波少年文庫復刻版 ホーソン∥作 塩谷太郎∥訳

竜の柩 上 高橋克彦∥著

竜の柩 下 高橋克彦∥著

竜の本 世界の民話館 ルース・マニング＝サンダーズ著　西本鶏介訳

龍の巻　留め女 付添い屋・六平太　小学館文庫 金子成人

竜の道　昇龍篇 白川道著

竜の道　飛翔篇 白川道著

柳眉の角 御広敷用人　大奥記録(八) 上田秀人

流氷の世界 カラー版自然と科学 １５ 菊地慶一∥著 山崎猛∥著

竜平とともに 薬害エイズとたたかう日々 川田悦子∥著

劉邦　上 宮城谷昌光著

劉邦　下 宮城谷昌光著

劉邦　中 宮城谷昌光著

リウマチの知識と治療法 専門医が教える

竜門の衛 将軍家見聞役　元八郎　一 上田秀人

竜陵会戦 古山高麗雄∥著

流離　吉原裏同心　(一) 吉原裏同心　一 佐伯泰英

り



竜は眠る 宮部みゆき∥著

リューンノールの庭 文学の森 松本祐子∥作 佐竹美保∥絵

良寛 子どもの伝記全集 １７ 小俣万次郎∥〔著〕

良寛のことば　こころと書 立松和平著

量刑 夏樹静子∥著

漁師の愛人 森絵都著

量子力学とはなんだろう 岩波ジュニア新書 ４２８ 長岡洋介∥著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン著　ささめやゆき訳

両性具有の美 白洲正子∥著

両像・森鴎外 松本清張∥著

領地の乱 公家武者松平信平　１２ 佐々木裕一

竜馬 ３ 海軍篇 津本陽∥著

竜馬がゆく ５ 回天篇 司馬遼太郎∥著

竜馬がゆく ３ 狂瀾篇 司馬遼太郎∥著

竜馬がゆく ４ 怒涛篇 司馬遼太郎∥著

竜馬がゆく ２ 風雲篇 司馬遼太郎∥著

竜馬がゆく １ 立志篇 司馬遼太郎∥著

竜馬 ４ 薩長篇 津本陽∥著

竜馬 １ 青雲篇 津本陽∥著

竜馬 ２ 脱藩篇 津本陽∥著

竜馬 ５ 流星篇 津本陽∥著

料理侍 料理人季蔵捕物帖 和田はつ子

料理図鑑　『生きる底力』をつけよう おちとよこ文　平野恵理子絵

料理大百科　４　あまくておいしいお菓子がいっぱい 脇雅世著

料理大百科　３　いろんな国のおいしい料理 枝元なほみ著

料理大百科　１　おいしい料理をつくってみよう 検美崎聡美著

料理 楽しくつくっておいしく食べようイラスト入りの料理教室！ わくわくチャレンジブックス １０

料理をおいしくする包丁の使い方 辻調理師専門学校

緑衣の鬼 創元推理文庫 江戸川乱歩∥著

緑金書房午睡譚 篠田真由美著

旅行者の朝食 米原万里∥著

リラのおどり場 文研ブックランド スー・アレクサンダー∥作 清水奈緒子∥訳 広野多珂子∥絵

霖雨 葉室麟著

リンカーン 子どもの伝記全集 ９ 山主敏子∥〔著〕

り



リンカン アメリカを変えた大統領 ラッセル・フリードマン∥著 金原瑞人∥訳

りんごあげるね さえぐさひろこ作

りんご園のある土地 ウィリアム・メイン∥作 林克己∥訳

りんごがたべたいねずみくん 絵本のひろば １３ なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

リンゴ くだもののひみつ 科学のアルバム ４９ 小池洋男∥著

りんごちゃん ブルーナのおはなし文庫 １４ ディック＝ブルーナ∥さく ふなざきやすこ∥やく

りんごです 川端誠∥作

リンゴとカラス麦 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ∥えとぶん 山口文生∥やく

りんごのき 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ∥ぶん ヘレナ・ズマトリーコバー∥え うちだ

りさこ∥やく

リンゴの木の上のおばあさん 新しい世界の童話シリーズ ３４ ミラ＝ローベ∥作 塩谷太郎∥訳 ズージ＝ワイゲル∥画

りんごの木の上のおばあさん 岩波少年文庫 ミラ・ローべ作　塩谷太郎訳

リンゴの木の下の宇宙船 新しい世界の童話シリーズ ９９ ルイス・スロボトキン∥訳 河合三郎∥訳

林檎の木の道 樋口有介∥著

りんごの涙 俵万智∥著

りんごの花 後藤竜二∥文 長谷川知子∥絵

りんご畑の九月 後藤竜二∥ぶん 長谷川知子∥え

リンゴ畑のマーティン・ピピン ファージョン作品集 ４ ファージョン∥作 石井桃子∥訳

りんごぼうや ディック・ブルーナぶん・え　まつおかきょうこやく

りんごは赤じゃない 正しいプライドの育て方 山本美芽∥著

臨死体験 上 立花隆∥著

臨死体験 下 立花隆∥著

隣室のモーツアルト 藤堂志津子著

林住期 五木寛之著

臨場 横山秀夫著

臨場 光文社文庫 横山秀夫

臨床真理 柚月裕子著

凛として咲く華 一番ケ瀬康子∥著

輪廻転生殺人事件 KODANSHA NOVELS 赤川次郎著

輪廻の暦 萩原葉子∥著

輪舞 林京子∥著

リンボウ先生、イギリスへ帰る 林望∥著

凛冽の宙（ＳＯＲＡ） 幸田真音∥著

ルーアンの丘 遠藤周作∥著

類人猿の登場
児童図書館・科学の部屋 人間はどこか

らきたか？ ３
ドゥニス・プラーシュ∥絵と文 小林陽子∥訳

り

れ



ルゥルゥおはなしして たかどのほうこ作・絵

ルー＝ガルー 忌避すべき狼 京極夏彦∥著

ルーシーの家出 改版 キャサリン・ストーア∥作 山本まつよ∥訳 阪西明子∥絵

ルーシーのぼうけん 改版 キャサリン・ストーア∥作 山本まつよ∥訳 阪西明子∥絵

ルシールはうま ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル∥作 岸田衿子∥訳

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤著

るすばん 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ∥さく

るすばん一年生 どうわがいっぱい ２３ あまんきみこ∥作 門田律子∥絵

るすばんジョージちいさくなる ウィリアム・ジョイス∥作 なかがわちひろ∥訳

るすばん先生 ポプラ社の創作童話 １４ 宮川ひろ∥作 菊池貞雄∥絵

ルソー
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１４
中里良二∥著

ルター
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

９
小牧治∥共著 泉谷周三郎∥共著

流転の海 流転の海　第一部 宮本輝

流転の子　最後の皇女・愛新覚羅こ生 本岡典子著

流転の虹 沼里藩留守居役忠勤控 鈴木　英治

流転の果て 勘定吟味役異聞　（八） 上田秀人

流動の渦 お髷番承り候　七 上田秀人

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 児童文学創作シリーズ 斉藤洋∥作 杉浦範茂∥絵

ルドルフとイッパイアッテナ 児童文学創作シリーズ 斉藤洋∥作 杉浦範茂∥絵

ルドルフともだちひとりだち ルドルフとイッパイアッテナ　続 児童文学創作シリーズ 斉藤洋∥作 杉浦範茂∥絵

るなちゃんとたまごやき あかね幼年どうわ ６ 間所ひさこ∥作 岡本颯子∥絵

月と珊瑚 上條さなえ

ルネサンス 岩波ジュニア新書 ３９３ 澤井繁男∥著

ルパン最後の冒険 シリーズ怪盗ルパン 第２０巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

ルパン対ホームズ 旺文社文庫 モーリス＝ルブラン∥著 野内良三∥訳

ルパン対ホームズ シリーズ怪盗ルパン 第３巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

ルパンと怪人 シリーズ怪盗ルパン 第１８巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

ルパンの消息 横山秀夫著

ルパンの大作戦 シリーズ怪盗ルパン 第９巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

ルパンの大失敗 シリーズ怪盗ルパン 第２巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

ルパンの大冒険 シリーズ怪盗ルパン 第１９巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 朝倉めぐみ∥画

ルパンの名探偵 シリーズ怪盗ルパン 第１６巻 ルブラン∥原作 南洋一郎∥文 佐竹美保∥画

ルピナスさん 小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー∥さく かけがわやすこ∥やく

ルーピーのだいひこう　改訂新版 グラマトキーののりものどうわ　３ ハーディー・グラマトキー作　渡辺茂男訳

れ



ルービンシュタイン自伝 神に愛されたピアニスト 上 アルトゥール・ルービンシュタイン∥著 木村博江∥訳

ルービンシュタイン自伝 神に愛されたピアニスト 下 アルトゥール・ルービンシュタイン∥著 木村博江∥訳

ルポ貧困大国アメリカ 岩波新書　新赤版　１１１２ 堤未果著

ルポルタージュ出生前診断 生命誕生の現場に何が起きているのか？ ＮＨＫスペシャルセレクション 坂井律子∥著

ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー∥作 金原瑞人∥訳 長崎訓子∥画

ルラルさんのじてんしゃ いとうひろしの本 ７ いとうひろし∥作

ルラルさんのにわ いとうひろし∥さく

ルラルさんのほんだな いとうひろしの本　１０ いとうひろし作

瑠璃色の石 津村節子∥著

るりちゃんのすてきなそり 園の生活１２か月 １１　２月のお話 長崎源之助∥さく 宮本忠夫∥え

瑠璃でもなく、玻璃でもなく 唯川恵著

ルリュールおじさん いせひでこ作

ルール 古処誠二∥著

ルルちゃんのくつした あーんあんの絵本 ３ せなけいこ∥さく・え

ルルちゃんのくつした あーんあんの絵本 ３ せなけいこ∥さく・え

るるの　たんじょうび こどものともコレクション２０１１ 征矢清作　中谷千代子絵

るるぶイギリス るるぶ情報版

るるぶイタリア‘１４ るるぶ情報版

るるぶカナダ るるぶ情報版

るるぶ韓国　ソウル・釜山・済州島’１３ るるぶ情報版

るるぶグアム’１３ るるぶ情報版

るるぶシンガポール’１３ るるぶ情報版

るるぶ台湾’１３ るるぶ情報版

るるぶ中国 るるぶ情報版

るるぶ栃木 宇都宮那須日光 るるぶ情報版

るるぶ日光　那須　鬼怒川　塩原 るるぶ情報版

るるぶバリ島’１３ るるぶ情報版

るるぶハワイ’１５ るるぶ情報版

るるぶベトナム るるぶ情報版

るるぶ香港・マカオ’１３ るるぶ情報版

るるぶマレーシア るるぶ情報版

るるぶ南アフリカ るるぶ情報版

流浪の月 凪良　ゆう

例解学習漢字辞典 第５版 藤堂明保∥編

れ



例解学習国語辞典 第７版 金田一京助∥編

レイク・クローバー 楡周平著

レイクサイド 東野圭吾∥著

冷血　上 高村薫著

冷血　下 高村薫著

レイコ＠チョート校　アメリカ東部名門プレップスクールの16歳 集英社新書 ０１１４Ｅ 岡崎玲子著

玲子さんのおしゃれ上手生き方上手 西村玲子∥著

玲子さんの快適インテリア空間 西村玲子∥著

玲子さんのキッチンおしゃれノート Ｐａｒｔ　２ 西村玲子∥著

玲子さんの自分センスで暮らしたい 西村玲子∥著

玲子さんのファブリックおしゃれノート 西村玲子∥著

玲子さんのわくわくファッション・トーク 西村玲子∥著

冷泉布美子が語る京の雅－－冷泉家の年中行事 冷泉布美子∥筆 南里空海∥聞き書き

冷蔵庫を抱きしめて 荻原浩著

レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ∥作 金原瑞人∥訳

レイチェルと魔導師の誓い クリフ・マクニッシュ∥作 金原瑞人∥訳 松山美保∥訳

レイチェルと魔法の匂い クリフ・マクニッシュ∥作 金原瑞人∥訳

レインツリーの国 新潮文庫 有川浩著

レオ王子とちいさなドラゴン
ノルベルト・ランダ∥作 クローディア・ド・ヴェック∥絵 若松宣子∥

訳

レオナルドの扉 真保裕一著

歴史を動かした発明 小さな技術史事典 岩波ジュニア新書 ６４ 平田寛∥編著

歴史のねむる里へ 永井路子∥著

歴代天皇総覧 皇位はどう継承されたか 中公新書 １６１７ 笠原英彦∥著

レクイエム 篠田節子∥著

レクリエーション事典 前川峯雄∥〔ほか〕編集

レザーカービング 革の彫刻と仕立て マイライフデラックスシリーズ

レジェンド！　葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり 城島充著

レース編み クラシック＆モダン

レース編みのドイリー リバイバルＢＯＯＫＳ

レース編み プチコレクション

レスター先生の学校 岩波少年文庫復刻版 ラム∥作 ラム∥作 西川正身∥訳

レースで作るおしゃれ小物 レースを立体に一工夫・市販レース３５

点・かぎ針編み２９点

レストランのかえるくん かえるくんのほん ４ マーサー・メイヤー∥さく

レストレス・ドリーム 笙野頼子∥著

れ



レターｽﾞ･ﾄｳ・ミー アレックス・ロビラ著

レタリング入門 アルファベット 中田功∥著

レタリング入門 漢字・かな 中田功∥著

裂壊 警視庁失踪課・高城賢吾 堂場　瞬一

レッサーパンダ・デールの小さな物語　二足で歩けるよ 石井理恵著

烈日　東京湾臨海署安積班 今野敏著

れっしゃがとおります かがくのとも　２０１７・０８ 岡本雄司

レッスン 五木寛之著

レッツ英会話 岩波ジュニア新書 １９６ 土屋宏之∥著

列島融解 濱嘉之著

レッドゾーン　上 講談社文庫 真山仁著

レッドゾーン　下 講談社文庫 真山　仁

ＲＤＧ ５　レッドデータガール　学園の一番長い日 カドカワ　銀のさじシリーズ 荻原規子著

レッド・ラッカムの宝 タンタンの冒険旅行 ４ エルジェ∥作 川口恵子∥訳

烈風 ハヤカワ・ミステリ文庫　競馬シリーズ ディック・フランシス著　菊池光訳

烈風 小説通産省 高杉良∥著

レディ・ジョーカー 上 高村薫∥著

レディ・ジョーカー 下 高村薫∥著

レニとよばれたわたし 戦争でさらわれた女の子の話
ズデニュカ＝ベズヂェコバー∥作 エバ＝ベドナージョバー∥画 井出

弘子∥編訳

レーニン
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２９
中野徹三∥共著 高岡健次郎∥共著

レパントの海戦 新潮文庫 塩野七生∥著

レベッカ 上巻 新潮文庫 ダフネ・デュ・モーリア∥著 大久保康雄∥訳

レベッカ 下巻 新潮文庫 ダフネ・デュ・モーリア∥著 大久保康雄∥訳

レベル７ 新潮ミステリー倶楽部 宮部みゆき∥著

レポート・小論文・卒論の書き方 講談社学術文庫 ２９７ 保坂弘司∥著

レヴォリューション　№０ 金城一紀著

レ・ミゼラブル 上 福音館古典童話シリーズ ３１ ヴィクトル・ユゴー∥作 清水正和∥編・訳 Ｇ・ブリヨン∥ほか画

レ・ミゼラブル 下 福音館古典童話シリーズ ３２ ヴィクトル・ユゴー∥作 清水正和∥編・訳 Ｇ・ブリヨン∥ほか画

レ・ミゼラブル　３ 新潮文庫 ユゴー著　佐藤朔訳

レ・ミゼラブル　２ 新潮文庫 ユゴー著　佐藤朔訳

レ・ミゼラブル　１ 新潮文庫 ユゴー著　佐藤朔訳

レ・ミゼラブル　４ 新潮文庫 ユゴー著　佐藤朔訳

レ・ミゼラブル　５ 新潮文庫 ユゴー著　佐藤朔訳

レムラインさんの超能力 岩波少年文庫 １０４０ ティルデ・ミヒェルス∥作 上田真而子∥訳

れ



レモネードを作ろう ヴァージニア・ユウワー・ウルフ∥作 こだまともこ∥訳

レモネードはいかが フォックスウッドものがたり １
シンシア・パターソン∥作・絵 ブライアン・パターソン∥作・絵 三

木卓∥訳

檸檬・城のある町にて 改版 角川文庫 梶井基次郎∥〔著〕

レモンタルト 長野まゆみ

恋歌 朝井まかて著

蓮花の契り　出世花 時代小説文庫 髙田郁著

れんげ荘 群ようこ著

れんげ荘の魔法ごはん 本田　晴巳

れんげ野原のまんなかで 森谷　明子

レンゲ畑のまんなかで ジョイ・ストリート 富安陽子∥著 降矢奈々∥絵

煉獄の使徒　上 馳星周著

煉獄の使徒　下 馳星周著

レーン最後の事件 創元推理文庫 １０４‐４ エラリー・クイーン∥著 鮎川信夫∥訳

連写　TOKAGE　３　特殊遊撃捜査隊 今野敏著

廉恥　警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏著

蓮如 １ 改版 覚信尼の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ２ 改版 覚如と存覚の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ６ 改版 最初の一向一揆の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 聖俗具有の人間像 岩波新書　新赤版 ３４３ 五木寛之∥著

蓮如 ３ 改版 本願寺衰退の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ７ 改版 山科御坊の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ５ 改版 蓮如妻帯の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ８ 改版 蓮如遷化の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

蓮如 ４ 改版 蓮如誕生の巻 中公文庫 丹羽文雄∥著

漏洩　素行調査官 笹本稜平著

老犬の飼い方 老化防止と上手な介護の仕方
犬との楽しいおつきあいＢＯＯＫシリー

ズ ２
川口國雄∥著

老後破産　長寿という悪夢 ＮＨＫスペシャル取材班著

老後はひとり暮らしが幸せ 辻川覚志

老残のたしなみ 日々是上機嫌 佐藤愛子∥著

老子
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１
高橋進∥著

老中の迷走 はぐれ同心闇裁き４ 喜安幸雄

老親介護は今よりずっとラクになる！ 心も家計も救われる６５の知

恵
野原すみれ∥著

老人が使いやすい道具案内 銀ちゃん便利堂∥編

老人と海 光文社古典新訳文庫 アーネスト・ヘミングウェイ著　小川高義訳

れ

ろ



老人とつきあう 岩波ジュニア新書 ２８１ 新藤兼人∥著

老人の心理がわかる本 年老いた親と上手につき合うためのヒント ＫＡＷＡＤＥ夢新書 下仲順子∥著

老人の好きな献立 老人給食協力会〈ふきのとう〉∥編

老親ハッピー介護マニュアル９０＋α　毎日がグンとラクになるア

イデア
野原すみれ著

老人病棟 訪問看護婦物語 江川晴∥著

老人よ、花と散れ 思いのままに生きる 三浦朱門∥著

老人力 ２ 赤瀬川原平∥著

ロウソクの科学 岩波版ほるぷ図書館文庫 ファラデー∥著 矢島祐利∥訳

浪人街無情 本所奉行捕物秘帖 小杉健治

浪人榊市之助　宝剣始末 小杉健治

浪人若殿 山手樹一郎傑作選 山手樹一郎

老博奕打ち 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美∥著

浪費が止まるドイツ節約生活の楽しみ カッパ・ブックス サンドラ・ヘフェリン∥著

浪漫疾風録 生島治郎∥著

朧夜ノ桜 居眠り磐音　（二十四） 佐伯泰英

蝋涙 原田康子∥著

ローカル線で行こう！ 真保裕一著

ローカル線で温泉ひとりたび たかぎなおこ

６月３１日の同窓会 真梨幸子著

六月の雪 乃南アサ

六歳までにこれだけは 改訂 品川孝子∥著

６時間後に君は死ぬ 高野和明著

６時間後に君は死ぬ 講談社文庫 高野和明著

六十歳からの生き方 Ｐａｒｔ　２ ゴマブックス 多湖輝∥著

六十歳からの生き方 自分の人生を充実させるための発想法 多湖輝∥著

６０００００００００個の缶飲料　町をかえたマリーとF組の子ど

もたち
今泉みね子著

６５歳からの食卓　元気力は身近な工夫から　NHKスペシャル 足立己幸〔等〕著

６０代からの着こなしレシピ 佐藤恵子

６０代にしておきたい１７のこと 本田健

六十六の暦 澤地久枝∥著

ろくすけどないしたんや 灰谷健次郎∥文 坪谷令子∥絵

六輔流旅人生 永六輔∥著

六ちょうめのまひるのゆうれい あたらしい創作童話 ５９ 木暮正夫∥作 渡辺有一∥絵

六人の探偵たち アーサー・ランサム全集 ９ アーサー・ランサム∥作 岩田欣三∥訳

ろ



六の宮の姫君 創元クライム・クラブ 北村薫∥著

ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ みるみる絵本 灰谷健次郎∥作 長新太∥絵

６４（ロクヨン） 横山秀夫著

ろくろっくび せなけいこ・おばけえほん せなけいこ作・絵

６わのからす レオ・レオニ∥作・絵 谷川俊太郎∥訳

６わのからす レオ・ﾚオーニ　谷川俊太郎訳

ろけっとこざる 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ろけっとこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 光吉夏弥∥訳

ロザリオの祈り ３ 原爆を受けた少年が見つけた愛の道 ジュニア・ノンフィクション １１ さかいともみ∥作 青空風太郎∥絵

ロザリオの祈り ２ 少女にのこした原爆のつめあと ジュニア・ノンフィクション １０ さかいともみ∥作 青空風太郎∥絵

ロザリオの祈り １ 長崎の原爆を生きぬいて ジュニア・ノンフィクション ９ さかいともみ∥作 青空風太郎∥絵

路地 三木卓∥著

ロシア紅茶の謎 講談社ノベルス 国名シリーズ 第１弾 有栖川有栖∥著

ロシア皇帝の密約 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

ロシアについて 北方の原形 司馬遼太郎∥著

ロシアのむかし話 偕成社文庫 ３１２７ 松谷さやか∥編訳 金光せつ∥編訳

ロシアのむかし話 ２ 偕成社文庫 ３１８４ 金光せつ∥編訳

ロシアの昔話 内田莉莎子∥編・訳 タチヤーナ・マブリナ∥画

ロシア・ハウス 上 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョン・ル・カレ∥著 村上博基∥訳

ロシア・ハウス 下 Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョン・ル・カレ∥著 村上博基∥訳

ロシア黙示録 熊谷独∥著

ロシア　闇と魂の国家 文春新書　６２３ 亀山郁夫，佐藤優 [共] 著

ロシア幽霊軍艦事件 島田荘司∥著

ロシアは今日も荒れ模様 米原万里∥著

ロージー、いえでをする
マリアン・マクドナルド∥文 メリッサ・スイート∥絵 まつのまさこ∥

訳

路地裏のあやかしたち２ 綾櫛横丁加納表具店 行田　尚希

路地裏のあやかしたち３ 綾櫛横丁加納表具店 行田　尚希

ロジカルな将棋入門 将棋 野崎昭弘∥著

ロージーちゃんのひみつ 改訂版 モーリス＝センダック∥さく・え なかむらたえこ∥やく

ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス作　わたなべしげお訳

ロージーの庭 市川里美∥絵 エリザベス・レアード∥文 坂崎麻子∥訳

ロージー、はがぬける
マリアン・マクドナルド∥文 メリッサ・スイート∥絵 まつのまさこ∥

訳

路上のおとぎ話 吉岡忍∥著

ロスジェネの逆襲 池井戸潤著

ろ



ロスト・シンボル　上 ダン・ブラウン著

ロスト・シンボル　下 ダン・ブラウン著

ロスノフスキ家の娘 上 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

ロスノフスキ家の娘 下 新潮文庫 ジェフリー・アーチャー∥〔著〕 永井淳∥訳

六機の護衛戦闘機 光人社ＮＦ文庫 高城肇∥著

ロッキーリッジの小さな家 新大草原の小さな家 １ ロジャー・リー・マクブライド∥作 谷口由美子∥訳

ロック
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

１３
田中浩∥〔ほか〕著

ロック母 角田光代著

ロックリバー物語 １ オビーとマーティ 世界の子どもライブラリー
マーティン＝ウォデール∥作 こだまともこ∥訳 エルシー＝レノック

ス∥絵

ロッコくんジュースのまちへ 日本傑作絵本シリーズ にしまきかな∥さく・え

ロッタちゃんとクリスマスツリー
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 や

まむろしずか∥訳

ロッタちゃんとじてんしゃ リンドグレーン∥さく ヴィークランド∥え やまむろしずか∥やく

ロッタちゃんのひっこし 改訂 世界のどうわ傑作選 １
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 山

室静∥訳

ロッタのひみつのおくりもの 大型絵本
アストリッド・リンドグレーン∥文 イロン・ヴィークランド∥絵 石

井登志子∥訳

６分半で眠れる！快眠セラピー 幸せな人生を実現させる方法 遠藤拓郎

露天風呂の宿 山あい・河畔・海辺…。自然にひたれる宿１９４軒 日本の宿

ロードサイド･クロス ジェフリｰ・ディヴァー　池田真紀子訳

ロードス島攻防記 新潮文庫 塩野七生∥著

ロバータ　さあ歩きましょう 偕成社文庫 ４０２９ 佐々木たづ∥著

ロバート・フック ニュートンに消された男 朝日選書 ５６５ 中島秀人∥著

ロバになったトム アン・ロレンス∥作 イオニクス∥挿絵 斎藤倫子∥訳

ロバのおうじ
グリム∥げんさく グリム∥げんさく Ｍ．ジーン・クレイグ∥さいわ

バーバラ・クーニー∥え もきかずこ∥やく

ロバの子シュシュ フランソワーズ∥さく・え ないとうりえこ∥やく

ロバのシルベスターとまほうのこいし 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ∥〔作〕 せたていじ∥やく

ろばのナポレオン 世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本
レギーネ・シントラー∥ぶん エレオノーレ・シュミート∥え うえだ

まにこ∥やく

ロバのロバちゃん デュボアザンの絵本 ロジャー＝デュボアザン∥ぶん・え くりやがわけいこ∥やく

ロビンソン・クルーソー 世界の冒険文学　１９ 伊集院静

ロビンソンおじさん わくわくライブラリー 今村葦子∥作 津尾美智子∥絵

ロビンソン・クルーソー 改版 岩波少年文庫 ３００８ デフォー∥作 阿部知二∥訳

ロビンソン・クルーソー 上 岩波文庫 デフォー∥作 平井正穂∥訳

ロビンソン・クルーソー 下 岩波文庫 ダニエル・デフォー∥著 平井正穂∥訳

ロビン・フッドのゆかいな冒険 １ 改版 岩波少年文庫 ３１３８ ハワード・パイル∥作 村山知義∥訳 村山亜土∥訳

ロビン・フッドのゆかいな冒険 ２ 改版 岩波少年文庫 ３１３９ ハワード・パイル∥作 村山知義∥訳 村山亜土∥訳

ロープ手芸 アメリカンハンドワーク 基礎テクニックと応用作品いろ

いろ
黒羽志寿子∥著

ろ



紐（ロープ）の本 結び方・楽しみ方

ローベルおじさんのねこのマザーグース アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

路傍の石 偕成社文庫 ３１１５ 山本有三∥作

路傍の石 新潮文庫 山本有三∥著

ロボット ジュニア図鑑 ４０ ひのもとはじめ∥著

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 ほりうちせいいち

ロボット・カミイ おみせやさんごっこのまき 童心社紙芝居傑作選 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 童心社紙芝居傑作選 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 童心社紙芝居傑作選 古田足日∥作 田畑精一∥画

ロボット人間ポン かいぞくポケット １５ 寺村輝夫∥作 永井郁子∥絵

ロボットのはなし 人間の知恵 ２８ 雀部晶∥著

ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス著　もりうちすみこ訳

ローマ人への２０の質問 文春新書 塩野七生

ローマ人の物語 ７ 悪名高き皇帝たち 塩野七生∥著

ローマ人の物語 １１ 終わりの始まり 塩野七生∥著

ローマ人の物語 ８ 危機と克服 塩野七生∥著

ローマ人の物語　１４　キリストの勝利 塩野七生著

ローマ人の物語 ９ 賢帝の世紀 塩野七生∥著

ローマ人の物語　１３　最後の努力 塩野七生

ローマ人の物語 ３ 勝者の混迷 塩野七生∥著

ローマ人の物語 １０ すべての道はローマに通ず 塩野七生∥著

ローマ人の物語 ６ パクス・ロマーナ 塩野七生∥著

ローマ人の物語 ２ ハンニバル戦記 塩野七生∥著

ローマ人の物語 １２ 迷走する帝国 塩野七生∥著

ローマ人の物語 ４ ユリウス・カエサル ルビコン以前 塩野七生∥著

ローマ人の物語 ５ ユリウス・カエサル ルビコン以後 塩野七生∥著

ローマ人の物語　１５　ローマ世界の終焉 塩野七生著

ローマ人の物語 １ ローマは一日にして成らず 塩野七生∥著

ローマ帝国 岩波ジュニア新書　４８８ 青柳正規著

ローマ亡き後の地中海世界　上 塩野七生著

ローマ亡き後の地中海世界　下 塩野七生著

ローマの街角から ラッコブックス 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

ろ



ロマンティック街道物語 遥かなるドナウの流れ 三輪晃久∥著

ロマン・ロラン
Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｂｏｏｋｓ 人と思想

２６
村上嘉隆∥共著 村上益子∥共著

ロミオとジュリエット 新潮文庫 ウィリアム・シェイクスピア著　中野好夫訳

ロミー・シュナイダー 恋ひとすじに ２０世紀メモリアル 〔ロミー・シュナイダー∥著〕 レナーテ・ザイデル∥編 瀬川裕司∥訳

ローラのすてきな耳
エルフィ・ネイセ作　エリーネ・ファンリンデハウゼ絵　久保谷洋

訳

ロリーの勇気 フォーチュン団のなかまたち ２ マーガレット・マーヒー∥作 ジョン・ファーマン∥絵 幾島幸子∥訳

ロールパン・チームの作戦 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

ロールパン・チームの作戦 岩波少年文庫 ２１１５ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥作 松永ふみ子∥訳

ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン ２ エミリー・ロッダ∥作 さくまゆみこ∥訳 佐竹美保∥絵

ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン ５ エミリー・ロッダ∥作 さくまゆみこ∥訳 佐竹美保∥絵

ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン ４ エミリー・ロッダ∥作 さくまゆみこ∥訳 佐竹美保∥絵

ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン ３ エミリー・ロッダ∥作 さくまゆみこ∥訳 佐竹美保∥絵

ローワンと魔法の地図 リンの谷のローワン １ エミリー・ロッダ∥作 さくまゆみこ∥訳 佐竹美保∥絵

ロング･グッドバイ 矢作俊彦著

ロング・グッドバイ レイモンド・チャンドラー著　村上春樹訳

「論語」の読み方 渋沢栄一

ロンドン 第２改訂版 ブルーガイドわがまま歩き

ロンドンから行く田舎町 イギリスの小さな村を歩く 丸茂和博∥編 クロスメディア∥編

ロンドン骨董街の人びと 六嶋由岐子∥著

ロンドンのマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥作 江国香織∥訳

ロンドン橋がおちまする！ ピーター・スピア∥作 渡辺茂男∥訳

論文の書き方 講談社学術文庫 １５３ 澤田昭夫∥〔著〕

論よりダンゴ 山藤章二著

Yの木 辻原登著

Ｙの悲劇 創元推理文庫 エラリー・クイーン著　鮎川信夫訳

ワイヤーでつくるキュート・ワールド yasuyo/ヤスヨ

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 ブレディみかこ

ワイルド・スワン 上 ユン・チアン∥著 土屋京子∥訳

ワイルド・スワン 下 ユン・チアン∥著 土屋京子∥訳

ワイルド・ソウル 垣根涼介著

わいわい食べよう！　パーティー料理
かんたんでおいしい！　魔法のクッキン

グBOOK　６
枝元ほなみ著

わが愛する夭折画家たち 講談社現代新書 １１０１ 窪島誠一郎∥著

和解せず 藤田宜永著

若い読者のための短編小説案内 村上春樹∥著

わ

ろ



我が愛しのファウスト 講談社ノベルス 赤川次郎∥著

若い兵士のとき 岩波少年文庫 ３１３６ ハンス・ペーター・リヒター∥作 上田真而子∥訳

若いぼくらにできること 体験的青春論 岩波ジュニア新書 ２８７ 今井雅之∥著

若いやつは失礼 岩波ジュニア新書 １４６ 小林道雄∥著

わがエベレスト 加藤保男写真集 読売新聞社∥編

若おかみは小学生！PART２０　花の湯温泉ストーリー 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！　おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！ 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！PART５　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART４　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART２　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART3　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART９　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART８　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART７　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！PART６　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！　１０　花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１１　花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１３　花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１２　花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１５　花の湯温泉ストーリー 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１４　花の湯温泉ストーリー 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　１６　花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子作

若おかみは小学生！　PART１８　花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！　PART１７　花の湯温泉ストーリー 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生！　PART１９　花の湯温泉ストーリー 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若おかみは小学生!　PART２０ 花の湯温泉ストーリー 講談社　青い鳥文庫 令丈ヒロ子著

若木の青嵐 牧秀彦連作時代小説 牧秀彦

若君世直し草紙 贋定信現る！ 八柳誠

若草物語 福音館古典童話シリーズ ２５ Ｌ・Ｍ・オールコット∥作 矢川澄子∥訳 Ｔ・チューダー∥画

若草物語　上 岩波少年文庫 ルイザ・メイ・オルコット作　海都洋子訳

若草物語　下 岩波少年文庫 メイザ・メイ・オルコット作　海都洋子訳

若草物語 ルイザ・メイ・オルコットの世界 求龍堂グラフィックス
ウィリアム・Ｔ・アンダーソン∥文 谷口由美子∥構成・訳・文 デイ

ヴィッド・ウェイド∥写真

わが子ケネディ 徳間文庫 ローズ・Ｆ・ケネディ∥著 大前正臣∥訳

わ



わが心のジェニファー 浅田次郎著

わが心のジェニファー 浅田次郎

我が子のうつ病を治す１２の方法 税所弘著

わが子の近視はよくなる テレビゲーム・メール遊び・ビデオ育ち型

家じゅうみんなで大協力！の楽しい回復法

Ｓｅｉｓｈｕｎ　ｓｕｐｅｒ　ｂｏｏｋ

ｓ
佐々美代子∥著

わが叫び遠く 北方謙三∥著

若様組まいる 畠中恵著

和菓子のアン 光文社文庫 坂木司著

和菓子のアンソロジー　坂木司リクエスト！ 光文社文庫 小川一水［等］著

和菓子のほん たくさんのふしぎ傑作集 中山圭子文　阿部真由美絵

和菓子屋の息子 ある自伝的試み 小林信彦∥著

わが生涯 生きて愛して闘って 住井すゑ∥著 増田れい子∥きき手

わが人生の案内人 文春新書 ２５６ 澤地久枝∥著

わが青春の輝き 岩波少年文庫 ３１３７ マイルズ・フランクリン∥作 井上章子∥訳

わが青春のハプスブルク 皇妃エリザベートとその時代 塚本哲也∥著

わが祖国 禹博士の運命の種 角田房子∥著

わが祖国チェコの大地よ ドヴォルジャーク物語 黒沼ユリ子∥作

若鷹武芸帖 岡本さとる

若旦那隠密 佐々木裕一

若旦那隠密　３ 哀しい仇討ち 佐々木裕一

若旦那隠密　２ 将軍のお節介 佐々木裕一

わが父・鄧小平 ２ 新中国誕生への道 毛毛∥著 長堀祐造∥〔ほか〕訳

わが父・鄧小平 １ 若き革命家の肖像 毛毛∥著 長堀祐造∥〔ほか〕訳

わかったさんのアイスクリーム わかったさんのおかしシリーズ　７ 寺村輝夫著

わかったさんのアップルパイ わかったさんのおかしシリーズ　４ 寺村輝夫著

わかったさんのクッキー わかったさんのおかしシリーズ　１ 寺村輝夫著

わかったさんのクレープ わかったさんのおかしシリーズ　９ 寺村輝夫著

わかったさんのシュークリーム わかったさんのおかしシリーズ　２ 寺村輝夫著

わかったさんのショートケーキ わかったさんのおかしシリーズ　８ 寺村輝夫作

わかったさんのドーナツ わかったさんのおかしシリーズ　３ 寺村輝夫著

わかったさんのプリン わかったさんのおかしシリーズ　６ 寺村輝夫作

わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシリーズ　５ 寺村輝夫作

わかったさんのマドレーヌ わかったさんのおかしシリーズ　１０ 寺村輝夫著

わかって楽しい算数教室 １ かけ算とわり算 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わかって楽しい算数教室 ２ 小数の計算 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わ



わかって楽しい算数教室 ５ すすんだ文章題 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わかって楽しい算数教室 ３ 分数の計算 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わかって楽しい算数教室 ６ 面積と体積 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わかって楽しい算数教室 ４ やさしい文章題 関沢正躬∥著 小野かおる∥絵

わが友キキー 岩波少年文庫復刻版 フリードリヒ・ヴォルフ∥作 北通文∥訳

わが名はオズヌ 今野敏∥著

和歌の読みかた 岩波ジュニア新書 １４４ 馬場あき子∥著 米川千嘉子∥著

我輩は猫である　上 少年少女日本文学館　２７ 夏目漱石

我輩は猫である　下 少年少女日本文学館　２８ 夏目漱石

吾輩は猫である 改版 新潮文庫 夏目漱石∥著

わが文学生活 吉行淳之介∥著

わが孫育て 佐藤愛子著

わがまち五十五選スケッチ画集 磯子まつり実行委員会出版部会編

わがままな大男 オスカー・ワイルド∥文 リスベート・ツヴェルガー∥画 北村太郎∥訳

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

若者たちと法を学ぶ 人権感覚ブラッシュアップ 伊藤博義∥著

わが家への道 ローラの旅日記 岩波少年文庫 ３０３６ ローラ物語 ７ ローラ・インガルス・ワイルダー∥作 谷口由美子∥訳

わが家のバイオリンそうどう 子どもの本 シーラ・グリーンウォルド∥作絵 小杉佐恵子∥訳

我が家のヒミツ 奥田英朗著

我が家のヒミツ 奥田英朗

我が家の問題 奥田英朗著

わが家の夕めし 池波正太郎未刊行エッセイ集 ３ 池波正太郎∥著

和歌山県の民話 県別ふるさとの民話 ２０　和歌山県 日本児童文学者協会∥編

若山牧水歌集 岩波文庫 若山牧水∥著 若山喜志子∥選

わかりやすい原子力 その原理と利用 第４版 三島良績∥監修

わかりやすい手話辞典 緒方英秋著

わかりやすい手編みの基礎とコツ 小瀬千枝∥著

わかりやすいバレーボールのルール 森田淳悟

わかる！できる！囲碁入門　小林泉美先生の９路盤ではじめる 仁風会囲碁入門教室著

わかるヨコハマ　自然・歴史・社会　横浜開港百五十周年記念中学

生用副読本
横浜市教育委員会[編]

別れてのちの恋歌 高橋治∥著

別ればなし 藤堂志津子∥著

我が老後 佐藤愛子∥著

吾妹子哀し 青山光二∥著

わ



脇屋友詞のおもてなし家郷菜（ジャーシャンツァイ） ようこそチャ

イニーズのごちそうテーブルへ
ＮＨＫきょうの料理シリーズ 脇屋友詞∥著

和僑 安田　峰俊著

ワーキングガール・ウォーズ 柴田よしき著

ワーキングプア　日本を蝕む病
NHKスペシャル「ワーキングプア」取材

班編

ワーキング・ホリデー 文春文庫 坂木司著

惑星をみよう　新装版 科学のアルバム　天文･地学編　７ 藤井旭著

和くらしの本　部屋づくりから雑貨まで、和の知恵を生かす PHPムック 和の暮らし実践委員会[編］

わくらば 短篇集モザイク ３ 三浦哲郎∥著

わくわく自由研究１　工作･観察･実験ﾌﾞｯｸ

わけあり師匠事の顛末　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著

わゴムはどのくらいのびるかしら？ 改訂新版
マイク・サーラー∥ぶん ジェリー・ジョイナー∥え きしだえりこ∥や

く

和裁 ４ 綿入れ・ふとん物 滝沢ヒロコ∥著

わざわざの鎖 佐野洋∥著

和算 佐藤健一・文

鷲 西村寿行∥著

鷲と鷹 宮崎学∥著

鷲と虎 佐々木譲著

ワシとハト ジェームズ・クリュス∥作 大塚勇三∥訳 寺島竜一∥絵

和紙の絵本 つくってあそぼう　２７ 冨樫朗編　森英二郎絵

和紙の絵本 つくってあそぼう［２７］ 冨樫朗［編］　森英二郎絵

和紙のくるみ絵 独特の手法で作るやさしい色紙レリーフ ハンドクラフトシリーズ Ｎｏ．７７ 沖原とし子∥〔著〕

和紙のちぎり絵 ＮＨＫ婦人百科 中野はる∥〔著〕

和紙のちぎり絵 続 ＮＨＫ婦人百科 中野はる∥著

話術 徳川夢声∥著

和食のいただき方 おいしく、楽しく、美しく 新潮文庫 塩月弥栄子∥著 中里有利∥写真

ワシントン 子どもの伝記全集 ８ 室谷幸吉∥〔著〕

和スイーツの本 福田淳子

忘れ扇 髪ゆい猫字屋繁盛記 今井絵美子

忘れ貝 三咲光郎著

忘れ川をこえた子どもたち マリア・グリーペ∥作 大久保貞子∥訳

不忘の太刀 織江緋之介見参　二 上田秀人

わすれた王さまうみのなか ちいさな王さまシリーズ ７ 寺村輝夫∥作 和歌山静子∥絵

わすれないよ、おじいちゃん ドナ・ガスリ∥文 ケイティ・アーンスティン∥絵 長崎武昭∥訳

忘れないよ　リトル・ジョｯシュ 文研じゅべにーる マイケル・モーバーゴ作　渋谷弘子訳

わ



忘れ残りの記 吉川英治歴史時代文庫 ７７ 吉川英治

忘れ物が届きます 大崎梢著

わすれものの森 岡田淳作

忘れ雪 新堂冬樹∥著

忘れられた花園　上 ケイト・モートン

忘れられた花園　下 ケイト・モートン

忘れられていた巨人 バッハ物語 ひのまどか∥作

忘れられないあの日

わすれられないおくりもの 児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ∥さく　え 小川仁央∥やく

わすれるもんか！ 文研ブックランド 佐藤州男∥作 福田岩緒∥絵

わすれんぼ一年生 どうわがいっぱい ４５ あまんきみこ∥作 門田律子∥絵

わすれんぼうをなおすには 旺文社創作童話 角野栄子∥ぶん 西川おさむ∥え

私が愛したリボルバー 扶桑社ミステリー ジャネット・イヴァノヴィッチ∥著 細美遥子∥訳

わたくしたちの憲法 新装改訂 宮沢俊義∥著 国分一太郎∥著

私たちの天皇陛下 昭和と共に

私たちの友だち 岩波少年文庫復刻版 バイコフ∥作 上脇進∥訳

私たちの日本史 ５ 改訂新版 新しい百年 明治・大正・昭和時代 岡田章雄∥著

私たちの日本史 ４ 改訂新版 江戸と大阪 安土桃山・江戸時代 岡田章雄∥著

私たちの日本史 ２ 改訂新版 王朝のさかえ 奈良時代・平安時代 岡田章雄∥著

私たちの日本史 １ 改訂新版 日本のはじめ 古代・大和・飛鳥時代 岡田章雄∥著

私たちの日本史 ３ 改訂新版 武士と戦国 鎌倉時代・室町時代 岡田章雄∥著

私たちの日本史 ６ 改訂新版 歴史をみる目 考え方としらべ方 岡田章雄∥著

私たちは消費者 岩波ジュニア新書 ２５３ 中原秀樹∥著

私たちはどのような時代に生きているのか 辺見庸∥著 高橋哲哉∥著

私と同じ黒い目のひと チベット・旅の絵本 渡辺一枝∥著

私と彼とそのあいだ ちくまプリマーブックス ２ 安達倭雅子∥著

私にとって神とは 遠藤周作∥著

私の岩波物語 山本夏彦∥著

私の梅原竜三郎 高峰秀子∥著

私の映画人生 山本薩夫∥著

私のかまくら道 鎌倉の歴史と陰 改訂版 永井路子∥著

私の気ままな老いじたく 続 明日に向かって心をつなぐ快適生活 吉沢久子∥著

私の気ままな老いじたく 自分らしく元気に楽しく生きる 吉沢久子∥著

私のギリシャの旅 旅を通じてグローバルな人々の関わりを知る 本郷敦∥著

わ



私の死亡記事 文芸春秋∥編

わたくしの旅 池波正太郎未刊行エッセイ集 ２ 池波正太郎∥著

私の話 鷺沢萠∥著

私の引出し 吉村昭∥著

私の部屋に水がある理由（わけ） 内田春菊∥著

私のよこはま物語 偕成社の創作文学 ４６ 長崎源之助∥著 天笠義一∥絵

私一人 ローレン・バコール∥著 山田宏一∥訳

私も戦争に行った 岩波ジュニア新書 ３５１ 山内久∥著

私は生まれる見知らぬ大地で 上 エィミ・タン∥〔著〕 小沢瑞穂∥訳

私は生まれる見知らぬ大地で 下 エィミ・タン∥〔著〕 小沢瑞穂∥訳

私は黒人奴隷だった フレデリック・ダグラスの物語 岩波ジュニア新書 １３１ 本田創造∥著

私は１３歳だった 一少女の戦後史 ちくまプリマーブックス １００ 樋口恵子∥著

私は別人 上 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳 紀泰隆∥訳

私は別人 下 シドニィ・シェルダン∥作 天馬竜行∥訳 紀泰隆∥訳

わたし かがくのとも傑作集 ２１ 谷川俊太郎∥ぶん 長新太∥え

わたし 坂東眞砂子著

わたしいややねん 吉村敬子∥文 松下香住∥絵

私を変えた聖書の言葉 講談社文庫 曽野綾子∥〔著〕

わたしを束ねないで 新川和江∥詩

わたしおてつだいねこ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵

わたしを離さないで カズオ・イシグロ著　土屋政雄訳

わたしがあかちゃんだったとき キャスリーン・アンホールト∥作 角野栄子∥訳

わたしが生きた「昭和」 澤地久枝∥著

わたしが妹だったとき 佐野洋子∥著

わたしが母さんなら シャーロット・ゾロトウ∥文 ヒラリー・ナイト∥絵 みらいなな∥訳

私が語り始めた彼は 三浦しをん著

私が変われば、世界は変わる　フェリスのボランティア 大倉一郎[等] 著

わたしが子どもだったころ ケストナー少年文学全集 ７ ケストナー∥作 高橋健二∥訳

わたしがこぶただったころ えほん・ワンダーランド ２４ 梅田俊作∥作・絵 梅田佳子∥作・絵

わたし、五等になりたい！ 大日本の創作どうわ 岸川悦子∥さく 津田櫓冬∥え

わたしさがしのかくれんぼ 文研じゅべにーる Ｐ・マクラクラン∥作 若林千鶴∥訳 中村悦子∥絵

わたし時間　創刊号２０１９　７・８月号 足指力で一生歩く！

わたしジャネット１年生よ 世界のどうわ傑作選 １０
イルメラ＝ブレンダー∥作 フランツ＝ビットカンプ∥絵 上田真而子∥

訳

わたしたちが孤児だったころ カズオ・イシグロ∥著 入江真佐子∥訳

わ



私たちが好きだったこと 宮本輝∥著

わたしたちと裁判　新版 岩波ジュニア新書 後藤昭著

わたしたちに許された特別な時間の終わり 岡田利規著

わたしたちの島で リンドグレーン作品集 １５ リンドグレーン∥作 尾崎義∥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 ヨルゲン∥〔ほか〕文・絵 ビヤネール多美子∥

訳

わたしたちのトビアス学校へいく 小学１年から読みきかせたい本
ボー・スベドベリ∥文・写真 ラグンヒルド・ロベレ∥〔ほか〕絵 オ

スターグレン晴子∥訳

わたしたちの日本 １５ ふるさとの公害 浅井得一∥著

わたしたちの帽子 高楼方子著

私たちの北方領土 中学生の読みもの　神奈川県編 北方領土解説資料編集委員会編

わたしたちはその赤ん坊を応援することにした 朝倉かすみ著

わたしとあそんで 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本 マリー・ホール・エッツ∥ぶんえ よだじゅんいち∥やく

私という運命について 白石　一文

私という小説家の作り方 大江健三郎∥著

私と踊って 恩田陸著

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 貫井徳郎著

「私にぴったり」が見つかる自分サイズのソーイング 別冊NHKおしゃれ工房

わたしにはパパだっているもんね クリスティーネ・ネストリンガー∥作 松沢あさか∥訳

わたしの 三浦太郎作･絵

わたしの、本のある日々 小林聡美

わたしのあかちゃん かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 澤口たまみ文　津田真帆絵

私のアンネ＝フランク 偕成社の創作文学　２９ 松谷みよ子著

私の家では何も起こらない 恩田陸著

わたしのいえはごにんかぞく 世界の絵本 トメク・ボガツキ∥絵 エミリー・ジェンキンス∥文 木坂涼∥訳

わたしのいちばんあのこの１ばん ポプラせかいの絵本 アリソン・ウォルチ作　バートン・パトリス絵　薫くみこ訳

わたしの犬を殺さないで あかね世界の文学シリーズ セオドア・テイラー∥作 上村修∥訳 むかいながまさ∥画

わたしのいもうと 新編・絵本平和のために ５ 松谷みよ子∥文 味戸ケイコ∥絵

わたしの妹は耳がきこえません ジーン＝Ｗ＝ピーターソン∥作 デボラ＝レイ∥絵 土井美代子∥訳

わたしの生まれた部屋 ポール・フライシュマン∥作 谷口由美子∥訳

わたしのおうち あかね創作えほん ８ かんざわとしこ∥さく やまわきゆりこ∥え

わたしのおうち あかね創作えほん ８ かんざわとしこ∥さく やまわきゆりこ∥え

私の大阪八景 田辺聖子

わたしのおかあさんは世界一びじん ゆかいなゆかいなおはなし ベッキー・ライアー∥さく 光吉郁子∥やく ルース・ガネット∥え

わ



わたしのおせっかい談義 沢村貞子∥著

私の夫は冷凍庫に眠っている 八月美咲

わたしのおとうと、へん……かなあ 評論社の児童図書館・文学の部屋
マリ＝エレーヌ・ドルバル∥作 おかだよしえ∥訳 スーザン・バーレ

イ∥絵

私の男 桜庭一樹著

わたしのおふねマギーB アイリーン・ハース作　うちだりさこ訳

私の嫌いな１０の人びと 中島義道著

わたしのグランパ 筒井康隆∥著

わたしのけんこうノート ぼくのさんすう・わたしのりか ４ 毛利子来∥〔著〕 帆足次郎∥え

私のこと、好きだった？ 林真理子著

わたしの献立日記 沢村貞子∥著

わたしのさ・よ・な・ら スピカの創作文学 ５ 村中李衣∥作 飯野和好∥絵

私の散歩道　かながわ１００選 朝日新聞横浜総局編

わたしの三面鏡 朝日文庫 沢村貞子∥著

私の消滅 中村文則著

わたしのスズメ研究 やさしい科学 佐野昌男著

わたしの先生 岩波ジュニア新書 ４５９ 岩波書店編集部∥編

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 角

野栄子∥訳

私の大好きな国アフガニスタン 安井浩美著・写真

わたしのだいすきなどうぶつは… フローラ・マクダネル∥さく こだまともこ∥やく

わたしの台所 朝日文庫 沢村貞子∥著

わたしの唐がらし料理 「伏見唐がらしの炊いたん」からハラペー

ニョまで
北村光世∥著

わたしのとくべつな場所 パトリシア･マキサック文　ジェリー・ピンクニー　藤原宏之訳

わたしのドールブック　リカちゃん制服と仕事着

私のなかの彼女 角田光代著

私の名はリゴベルタ・メンチュウ マヤ＝キチェ族インディオ女性の

記録
エリザベス・ブルゴス∥〔著〕 高橋早代∥訳

わたしの庭のバラの花 アーノルド・ローベル∥文 アニタ・ローベル∥絵 松井るり子∥訳

わたしのねこカモフラージュ コーディリア・ジョーンズ∥作 山内玲子∥訳

わたしのねこメイベル おはなしプレゼント ジャクリーン・ウィルソン作　吉上恭太訳

わたしののうとあなたのこころ かこさとし・からだの本 １０ かこさとし∥〔作〕

わたしのバーニーいつもいっしょ ドロシー・バトラー∥さく エリザベス・フラー∥え ももゆりこ∥やく

わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ﾓﾘー・バング作　さくまゆこ訳

わたしのビーズ たのしいビーズあそび

わたしのヒロシマ 森本順子∥作・絵

わたしのペットは鼻づらルーディ 世界の子どもライブラリー ウーヴェ＝ティム∥作 平野卿子∥訳 グンナー＝マチジアク∥絵

わ



わたしのぼうし 絵本のせかい ２ さのようこ∥作・絵

わたしの宝石 朱川湊人著

私の保存食手帖 ESSEの本 飛田和緒著

わたしのほんとの友だち 新しい世界の文学 ８ エルス・ペルフロム∥作 テー・チョン＝キン∥絵 野坂悦子∥訳

わたしの本の空白は 近藤史恵

わたしのもみじ シリーズ自然いのちひと 岩間史朗写真・文

わたしのモンスターかんさつにっき ジャン・カー∥ぶん Ｇ・ブライアン・カラス∥え いしづちひろ∥やく

私の遺言 佐藤愛子∥著

わたしの横浜 大月フォーラムブックス １０ 郷静子∥著 森秀男∥画

わたしの流儀 吉村昭∥著

わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー∥文 レナート・オスベック∥写真 松岡享子∥訳

わたしの脇役人生 沢村貞子∥著

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・文

私はスカーレット　Ⅰ 林真理子

私はスカーレット　Ⅱ 林　真理子

わたしもかぜになれるのよ ちいさなかがくのとも　２０１７・０８ 木坂涼

わたしも四国のお遍路さん 平野恵理子∥著

わたしようちえんにいくの
ローレンス・アンホールト∥文 キャスリーン・アンホールト∥絵 角

野栄子∥訳

わたしはアリラ Ｖ．ハミルトン∥作 掛川恭子∥訳

わたしは歌う ミリアム・マケバ自伝 福音館日曜日文庫 ミリアム・マケバ∥著 ジェームズ・ホール∥著 さくまゆみこ∥訳

わたしは女王を見たのか Ｖ・ハミルトン∥作 シミヨン・シミン∥画 鶴見俊輔∥訳

私 津島佑子∥著

わたしはマララ　教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少

女

マララ・ユスフザイ　クリスティーナ・ラム共［著］　金原瑞人

西田佳子共［訳］

わたしはめんどりコッコです みんなの文学 ２７ 森はな∥作 梶山俊夫∥絵

私を愛して下さい 十津川警部 西村京太郎

海神 孫太郎漂流記 集英社文庫 安部龍太郎∥著

渡辺篤史のこんな家を建てたい 渡辺篤史∥著

ワタの絵本 そだててあそぼう １０ ひびあきら∥へん やまだひろゆき∥え

わだばゴッホになる 棟方志功∥〔著〕

ワー、たまらん！ 児童図書館・絵本の部屋 ジル・マーフィ∥さく まつかわまゆみ∥やく

渡り鳥地球をゆく セキレイ・ハクチョウ・アホウドリ 岩波ジュニア新書 １６８ 長谷川博∥著

わっしょい　わっしょい　ぶんぶんぶん かこさとしおはなしのほん ３ かこさとし∥絵と文

わっしょいわっしょいぶんぶんぶん かこさとし紙芝居傑作選 かこさとし∥〔作〕 宮下森∥画

わ



わっはっは 田島征三∥作

ワトソン一家に天使がやってくるとき クリストファー・ポール・カーティス∥作 唐沢則幸∥訳

罠 幻冬舎文庫 西川三郎

ワニがうちにやってきた！ 新しい世界の文学 ６
ポール・ファン・ローン∥作 ジョージーン・オーバーワーター∥絵

若松宣子∥訳

わにがまちにやってきた 大型絵本 ４ チュコフスキー∥作 内田莉莎子∥訳 瀬川康男∥絵

わにがめんどりをたべないわけ 年少向けおひさまこんにちは 荒木文子∥脚本 小林ひろみ∥絵

わにがわになる 多田ヒロシ∥著

わにくんぞうくん こみねのえほん １４ 森山京∥ぶん 梶山俊夫∥え

ワニくんとかわいい木 みやざきひろかず∥さく・え

ワニくんのおおきなあし みやざきひろかず∥さく・え

ワニくんのめざましどけい みやざきひろかず∥さく・え

ワニくんのレインコート みやざきひろかず∥さく・え

ワニのおくりもの 世界のどうわ
クロード・モラン∥作 石沢小枝子∥訳 ジャン・マルク・バルテル

ミー∥絵

ワニのオーケストラ入門 絵本
ドナルド・エリオット∥文 クリントン・アロウッド∥絵 芥川也寸志∥

訳 石井史子∥訳

わにのはいた ゆかいなゆかいなおはなし マーガリット・ドリアン∥ぶんとえ 光吉夏弥∥やく

わにのバンポ おはなし名作絵本 １０ おおいしまこと∥・ぶん ちょうしんた∥・え

ワニのライル、おかあさんをみつける ワニのライルのおはなし ５ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライルがやってきた ワニのライルのおはなし １ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライル、動物園をにげだす ワニのライルのおはなし ２ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライルとたんじょうパーティー ワニのライルのおはなし ３ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライルとどろぼうじけん ワニのライルのおはなし ６ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライルのクリスマス ワニのライルのおはなし ８ Ｂ・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニのライルは会社のにんきもの ワニのライルのおはなし ７ バーナード・ウェーバー∥さく 小杉佐恵子∥やく

ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎∥文 高畠純∥絵

わにわにとあかわに 小風さち文　山口マオ絵

わにわにのおふろ 幼児絵本シリーズ 小風さち文　山口マオ絵

わにわにのごちそう 幼児絵本シリーズ 小風さち文　山口マオ絵

和の美しいインテリア　今が旬！心惹かれるぬくもり SEIBIDO MOOK

「和」の工夫生活 ゆとりを愉しむ新スタイル 齋藤宗厚∥著

和のふだん着 ゆかた、甚平、作務衣の縫い方をわかりやすく

ワビシーネ農場のふしぎなガチョウ ディック・キング＝スミス作　三原泉訳

侘助ノ白 居眠り磐音江戸双紙　３０ 佐伯泰英

和風木綿でつくるすてきなパッチワーク 自然色の風合いを楽しむ手

づくりのインテリアとファッション
レッスンシリーズ

和服のリフォーム

わ



和布の小物つるし飾り・さがりもの ちりめん細工 萩原玲子,津村フミヨ〔共〕著

わまわしまわるわ うたうたうたう まどみちお∥し スズキコージ∥え

ワーム・ホールの夏休み 児童図書館・文学の部屋 木村桂子∥作 榎本香菜子∥絵

笑いオオカミ 津島佑子∥著

わらいじょうごのお姫さま ロダーリのゆかいなお話 ４ ジャンニ・ロダーリ∥作 安藤美紀夫∥訳 竹山のぼる∥絵

わらいねこ 理論社名作の愛蔵版 今江祥智∥作 和田誠∥絵

笑いのモツ煮こみ 東海林さだお∥著

笑い姫 皆川博子∥著

嗤う伊右衛門 京極夏彦∥著

笑うカイチュウ 寄生虫博士奮闘記 藤田紘一郎∥著

哄う合戦屋 北沢秋著

笑う警官 ハルキ文庫 佐々木譲著

笑うハーレキン 道尾秀介著

笑う山崎 花村萬月著

嗤う闇　女刑事音道貴子 新潮文庫 乃南アサ著

わら加工の絵本 つくってあそぼう［１６］ 宮崎清［編］　水上みのり絵

わらしべちょうじゃ にほんむかしばなし 岩崎京子∥文 岡村好文∥絵

わらしべちょうじゃ むかしむかし絵本 １７ さいごうたけひこ∥ぶん さとうちゅうりょう∥え

笑って、泣いて、考えて。　永六輔の尽きない話 さだまさし

わらってよ　カバのはいしゃさん えほん・ドリームランド １８ さくらともこ∥作 そのやすじ∥絵

わらのうし ウクライナの昔話 内田莉莎子∥文 ワレンチン・ゴルディチューク∥絵

わらの女 創元推理文庫 １４０‐１ カトリーヌ・アルレー∥著 安堂信也∥訳

藁の楯 木内一裕著

藁の楯 木内一裕

蕨野行 村田喜代子∥著

わらべうた こどものともコレクション ’６４～’７２ ましませつこ∥え

わらべうた 上 谷川俊太郎∥編 堀内誠一∥画

わらべうた 下 谷川俊太郎∥編 堀内誠一∥画

わらべうた 谷川俊太郎∥著

「わらべうた」で子育て 入門編 阿部ヤヱ∥著 福音館書店母の友編集部∥編

わらべうた 日本の伝承童謡 岩波クラシックス ５２ 町田嘉章∥編 浅野建二∥編

わらべうた 日本の伝承童謡 岩波版ほるぷ図書館文庫 町田嘉章∥編 浅野建二∥編

わらむすめ アニタ・ローベル∥文と絵 松井るり子∥訳

わりなき恋 岸恵子著

わ



悪足掻きの後始末　厄介弥三郎 佐藤雅美著

悪いのは私じゃない症候群 香山リカ著

悪い棺　公事宿事件書留帳 澤田ふじ子∥著

わるいやつら　下 松本清張

わるいやつら　上 松本清張

悪ガキをほめよう！ 文研じゅべにーる バーバラ・ロビンソン∥作 岡本浜江∥訳 矢島真澄∥絵

ワルのぽけっと 名作ランド 灰谷健次郎∥作 長谷川集平∥え

悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー∥作 幾島幸子∥訳

我、拗ね者として生涯を閉ず 本田靖春著

われたたまご フィリピン民話 こどものとも世界昔ばなしの旅 ６ 小野かおる∥再話画

われ逝くもののごとく 森敦∥著

われよりほかに 谷崎潤一郎最後の十二年 伊吹和子∥著

われらがヴィンニ ヴィンニ！　４ ペッテル・リードベック作　菱木晃子訳

我らがパラダイス 林真理子

我ら糖尿人、元気なのには理由がある。　現代病を治す糖質制限食 宮本輝　江部康二［共]

われらのゲーム Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ ジョン・ル・カレ∥著 村上博基∥訳

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京　下 楡周平著

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京　上 楡周平著

ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ著

ワンちゃん 楊逸著

わんぱくえほん ひとつひとつのひとくちばなし 飯野和好∥作

わんぱくきょうだい大作戦 岩波少年文庫 １０５７ マヤ・ヴォイチェホフスカ∥作 清水真砂子∥訳

わんぱくタイクの大あれ三学期 児童図書館・文学の部屋 ジーン・ケンプ∥作 松本亨子∥訳 キャロライン・ダイナン∥絵

わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきのゆみこ　上野与志[共]作　末崎茂樹絵

わんぱくちびくん　みてみて わんぱくちびくんシリーズ ２
インゲル＝サンドベルイ∥文 ラッセ＝サンドベルイ∥絵 木村由利子∥

訳

わんぱくピート あかね世界の文学シリーズ リーラ・バーグ∥作 幸田敦子∥訳 浜田洋子∥画

わんぱくリトルノーズ 世界のどうわ ジョン・グラント∥作・絵 美山二郎∥訳

ワンピース戦争 童心社のジョイブックス 丘修三∥文 杉浦範茂∥絵

わんわんちゃん こぐまシリーズ 堀尾青史∥作 久保雅勇∥画

わんわん村のおはなし 中川季枝子著

わんわんレストランへどうぞ あかねおはなし図書館 ６ 竹崎有斐∥作 西川おさむ∥絵

わんわんわんわん くすくすえほん 高畠純∥作

ん ん・ん・ん・ん・ん 五味太郎∥作

わ


