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書籍名 シリーズ名 著者名

A ａ table SHIMA
タサン家の冬の食卓 vol.
2021冬

abさんご 黒田夏子
Aladdin
AX アックス 伊坂 幸太郎
Alice in Wonderland

B Bambi
BLUE TO BLUE 駒形克己

C Cinderella
D Dumbo

E Ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｐｏｏｐｓ．
by Taro Gomi translated by
Amanda Mayer Stinchecum．

G ＧＯＳＩＣＫ ＲＥＤ 桜庭一樹
I ｉｎｖｅｒｔ ２ 覗き窓の死角 相沢沙呼

“Iｔ”それと呼ばれた子① デイヴ・ペルザー
ISPY ミッケ！ ジーン・マルゾーロ

J ＪＲ・私鉄 急行・快速 鉄道大図鑑  8
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

JR上野駅公園口 柳 美里

ＪＲ通勤・近郊形列車 鉄道大図鑑  6
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

ＪＲ電車特急 鉄道大図鑑  3
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

Jungle Book
K K 三木卓

KAGEROU 斉藤智裕
Ｋｉｌｌｅｒｓ（下） 堂場瞬一
Ｋｉｌｌｅｒｓ（上） 堂場瞬一

L Lady and Tramp
Lion King
little mermad

M manimani関西① 京都 JTB編集
manimani関西② 大阪 JTB編集
manimani中部⑦ 安曇野松本 JTB編集
manimani中部⑧ 長野小布施 JTB編集
manimani中部⑨ 新潟 佐渡 JTB編集
manimani関西④ 奈良 JTB編集
manimani関西⑤ 南紀白浜 高野山 熊野古道 JTB編集
manimani関西⑥ 滋賀琵琶湖 長浜 近江八幡 JTB編集
manimani関東①東京 ＪＴＢ編集
manimani関東②日光那須 鬼怒川 ＪＴＢ編集
manimani関東③鎌倉 江ノ島 逗子 葉山 ＪＴＢ編集
manimani関東④箱根 ＪＴＢ編集
manimani関東⑤横浜中華街 ＪＴＢ編集
manimani関東⑥草津伊香保 四万 軽井沢 ＪＴＢ編集
manimani九州① 福岡 門司港レトロ 大宰府 JTB編集



書籍名 シリーズ名 著者名
manimani九州② 長崎 ハウステンボス 五島列
島

JTB編集

manimani九州③ 別府 湯布院 JTB編集
manimani九州④ 鹿児島 霧島 屋久島 JTB編集
manimani九州⑤ 沖縄 JTB編集
manimani九州⑥ 石垣・竹富・西表島・宮古 JTB編集
manimani中国四国② 広島宮島 尾道 しまなみ
海道

JTB編集

manimani中国四国③ 香川直淡路島 JTB編集
manimani中国四国④ 倉敷尾道瀬戸内の島々 JTB編集
manimani中国四国⑤ 松山道後温泉 今治 JTB編集
manimani中国四国⑥ 萩津和野 下関 門司港レ
トロ

JTB編集

manimani中国四国① 出雲大社松江 鳥取 JTB編集
manimani中部② 軽井沢 上田 ＪＴＢ編集
manimani中部④ 名古屋 JTB編集
manimani中部⑤ 伊勢志摩 JTB編集
manimani中部⑥ 飛騨高山 白川郷 JTB編集
manimani東北①仙台 松島 三陸海岸 ＪＴＢ編集
manimani東北②青森 八戸 奥入瀬 ＪＴＢ編集
manimani東北③盛岡 角館 花巻 平泉 ＪＴＢ編集
manimani東北④会津喜多方 磐梯 大内宿 ＪＴＢ編集
manimani北海道①札幌 富良野9 旭山動物園 JTB編集
manimani北海道②函館 JTB編集
manimani北海道③富良野 十勝 帯広 旭山動物
園

ＪＴＢ編集

manimani中部①伊豆 ＪＴＢ編集
manimani関西③ 神戸 JTB編集
manimani中部③ 金沢能登 JTB編集
ｍｅｄｉｕｍ霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼

N N 道尾秀介
N/A 年森 瑛
NEWウｵーりーをさがせ!③ NEWウｵーりーのふし
ぎなたび

ハンド・フォード

ＮＨＫおしゃれ工房 2 2009,2
ＮＨＫおしゃれ工房 ２００８年７月号
NHKおしゃれ工房 2010年1月号
NHKおしゃれ工房 ２０１０年２月
ＮＨＫおはなしでてこい  1 竹本員子／文
ＮＨＫおはなしでてこい  3 竹本員子／文
ＮＨＫおはなしでてこい  5 竹本員子／文
ＮＨＫおはなしでてこい  7 竹本員子／文
NHKきょううの健康 2019年3月号
NHKきょうの健康 2013年11月号
NHKきょうの健康 2013年6月号
NHKきょうの健康 ２０１４年10月号
NHKきょうの健康 2015年10月号
NHKきょうの健康 2015年12月号
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NHKきょうの健康 2015年1月号
NHKきょうの健康 2015年２月号
NHKきょうの健康 2015年3月号
NHKきょうの健康 2015年4月号
NHKきょうの健康 2015年5月号
NHKきょうの健康 2015年6月号
NHKきょうの健康 2015年7月号
NHKきょうの健康 2015年8月号
NHKきょうの健康 2015年9月号
NHKきょうの健康 2016年10月号
NHKきょうの健康 2016年11月号
NHKきょうの健康 2016年12月号
NHKきょうの健康 2016年1月号
NHKきょうの健康 2016年2月号
NHKきょうの健康 2016年3月号
NHKきょうの健康 2016年4月号
NHKきょうの健康 2016年5月号
NHKきょうの健康 ２０１６年６月号
NHKきょうの健康 ２０１６年７月号
NHKきょうの健康 2016年8月号
NHKきょうの健康 2016年9月号
NHKきょうの健康 2017年10月号
NHKきょうの健康 2017年11月号
NHKきょうの健康 2017年12月号
NHKきょうの健康 2017年1月号
NHKきょうの健康 2017年2月号
NHKきょうの健康 2017年3月号
NHKきょうの健康 2017年4月号
NHKきょうの健康 2017年5月号
NHKきょうの健康 2017年6月号
NHKきょうの健康 2017年7月号
NHKきょうの健康 ２０１７年８月号
NHKきょうの健康 2017年9月号
NHKきょうの健康 2018年10月号
NHKきょうの健康 2018年11月号
NHKきょうの健康 2018年12月号
NHKきょうの健康 2018年1月号
NHKきょうの健康 2018年2月号
NHKきょうの健康 2018年3月号
NHKきょうの健康 2018年4月号
NHKきょうの健康 2018年5月号
NHKきょうの健康 2018年6月号
NHKきょうの健康 2018年7月号
NHKきょうの健康 2018年8月号
NHKきょうの健康 2018年９月号
NHKきょうの健康 2019年10月号
NHKきょうの健康 2019年11月号
NHKきょうの健康 2019年12月号
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NHKきょうの健康 2019年1月号
NHKきょうの健康 2019年2月号
NHKきょうの健康 2019年4月号
NHKきょうの健康 2019年5月号
NHKきょうの健康 2019年6月号
NHKきょうの健康 2019年7月号
NHKきょうの健康 2019年8月号
NHKきょうの健康 2019年9月号
NHKきょうの健康 2020年10月号
NHKきょうの健康 2020年11月号
NHKきょうの健康 2020年12月号
NHKきょうの健康 2020年1月号
NHKきょうの健康 2020年2月号
NHKきょうの健康 2020年3月号
NHKきょうの健康 2020年4月号
NHKきょうの健康 2020年5月号
NHKきょうの健康 2020年6月号
NHkきょうの健康 2020年7月号
NHKきょうの健康 2020年8月号
NHKきょうの健康 2020年9月号
NHKきょうの健康 2021年10月号
NHKきょうの健康 2021年11月号
NHKきょうの健康 2021年12月号 NHK
NHKきょうの健康 2021年１月号
NHKきょうの健康 2021年2月号
NHKきょうの健康 2021年3月号
NHKきょうの健康 2021年4月号
NHKきょうの健康 2021年5月号
NHKきょうの健康 2021年6月号
NHKきょうの健康 2021年7月号
NHKきょうの健康 2021年8月号
NHKきょうの健康 2021年9月号
NHKきょうの健康 2022年10月号
NHKきょうの健康 2022年2月号 NHK
NHKきょうの健康 2022年3月号 NHK
NHKきょうの健康 2022年4月号
NHKきょうの健康 2022年5月号
NHKきょうの健康 2022年6月号
NHKきょうの健康 2022年7月号
NHKきょうの健康 2022年8月号
NHKきょうの健康 2022年9月号
NHKきょうの健康2022年1月号 NHK
NHKきょうの健康2006.03月号 日本放送出版協会
NHKきょうの健康2013年7月号
NHKきょうの健康2015年11月号
NHKきょうの健康7月号
NHKきょうの料理 5-Apr
NHKきょうの料理 2-Nov
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NHKきょうの料理 3-Mar
NHKきょうの料理 2012年1月号
NKHきょうの料理 2013年３月号
NHKきょうの料理 2014年11月号
NHKきょうの料理 2014年12月号
NHKきょうの料理 2014年1月号
NHKきょうの料理 2014年2月号
NHKきょうの料理 2014年3月号
NHKきょうの料理 2014年４月号
NHKきょうの料理 2014年５月号
NHKきょうの料理 2014年6月号
NHKきょうの料理 2014年7月号 ＮＨＫ出版
NHKきょうの料理 2014年8号
NHKきょうの料理 2014年9月号
NHKきょうの料理 2015年10月号
NHKきょうの料理 2015年11月号
NHKきょうの料理 2015年12月号
NHKきょうの料理 2015年1月号
NHKきょうの料理 2015年2月号
NHKきょうの料理 2015年3月号
NHKきょうの料理 2015年4月号
NHKきょうの料理 2015年5月号
NHKきょうの料理 2015年6月号
NHKきょうの料理 2015年7月号
NHKきょうの料理 2015年8月号
NHKきょうの料理 2015年9月号
NHKきょうの料理 2016年08月号
NHKきょうの料理 2016年10月号
NHKきょうの料理 2016年11月号
NHKきょうの料理 2016年12月号
NHKきょうの料理 2016年1月号
NHKきょうの料理 2016年2月号
NHKきょうの料理 2016年3月号
NHKきょうの料理 2016年4月号
NHKきょうの料理 2016年5月号
NHKきょうの料理 2016年6月号
NHKきょうの料理 2016年７月号
NHKきょうの料理 2016年9月号
NHKきょうの料理 2017年10月号
NHKきょうの料理 2017年11月号
NHKきょうの料理 2017年12月号
NHKきょうの料理 2017年1月号
NHKきょうの料理 2017年2月号
NHKきょうの料理 2017年3月号
NHKきょうの料理 2017年4月号
NHKきょうの料理 2017年5月号
NHKきょうの料理 2017年6月号
NHKきょうの料理 2017年7月号
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NHKきょうの料理 2017年8月号
NHKきょうの料理 2017年9月号
NHKきょうの料理 2018年10月号
NHKきょうの料理 2018年11月号
NHKきょうの料理 2018年12月号
NHKきょうの料理 2018年1月号
NHKきょうの料理 2018年2月号
NHKきょうの料理 2018年3月号
NHKきょうの料理 2018年4月号
NHKきょうの料理 2018年5月号
NHKきょうの料理 2018年7月号
NHKきょうの料理 2018年8月号
NHKきょうの料理 2018年9月号
NHKきょうの料理 2019年10月号
NHKきょうの料理 2019年11月号
NHKきょうの料理 ２０１９年１２月号
NHKきょうの料理 2019年1月号
NHKきょうの料理 2019年2月号
NHKきょうの料理 2019年3月号
NHKきょうの料理 2019年4月号
NHKきょうの料理 2019年5月号
NHKきょうの料理 2019年６月号
NHKきょうの料理 2019年7月号
NHKきょうの料理 2020年10月号
NHKきょうの料理 2020年11月号
NHKきょうの料理 2020年12月号
NHKきょうの料理 2020年1月号
NHKきょうの料理 2020年2月号
NHKきょうの料理 2020年3月号
NHKきょうの料理 2020年4月号
NHKきょうの料理 2020年5月
NHKきょうの料理 2020年7月号
NHKきょうの料理 2020年9月号
NHKきょうの料理 2021年10月号
NHKきょうの料理 2021年11月号
NHKきょうの料理 2021年12月号 NHK
NHKきょうの料理 2021年1月号
NHKきょうの料理 2021年2月号 NHK
NHKきょうの料理 2021年3月号
NHKきょうの料理 2021年4月号
NHKきょうの料理 2021年5月号
NHKきょうの料理 2021年6月号
NHKきょうの料理 2021年7月号
NHKきょうの料理 2021年8月号
NHKきょうの料理 2021年9月号
NHKきょうの料理 2022年10月号
NHKきょうの料理 2022年1月号 NHK
NHKきょうの料理 2022年2月号 NHK
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NHKきょうの料理 2022年3月号 NHK
NHKきょうの料理 2022年4月号
NHKきょうの料理 2022年5月号
NHKきょうの料理 2022年6月号
NHKきょうの料理 2022年7月号
NHKきょうの料理 2022年8月号
NHKきょうの料理 2022年9月号
NHKきょうの料理2013年7月号
NHKきょうの料理2019年8月号
NHKきょうの料理2019年9月号
NHKきょうの料理大百科 日本放送出版協会／編集
NHKきれいの魔法 ２０１０年４月号
NHKきれいの魔法 2010年7月号
NHKきれいの魔法 2010年8月号
NHKきれいの魔法 2012年1月号
NHKきれいの魔法 ２０１２年２月号
ＮＨＫきれいの魔法 2012年3月号
NHKきれいの魔法 2013年1月号
NHKきれいの魔法2011年９月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年5月 NHK出版
NHKすてきにハンドメイド NHK出版
NHKすてきにハンドメイド
NHKすてきにハンドメイド 2010年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2010年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年３月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年４月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2011年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年3月号
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NHKすてきにハンドメイド 2012年４月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2012年９月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年１２月号 NHK出版
NHKすてきにハンドメイド 2013年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年２月号
NHKすてきにハンドメイド ２０１３年３月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2013年９月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年４月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2014年8号
NHKすてきにハンドメイド 2015年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年７月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2015年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年08月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2016年７月号



書籍名 シリーズ名 著者名
NHKすてきにハンドメイド 2016年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2017年9月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2018年10月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2018年11月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2018年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2018年8月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2018年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2019年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2019年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2019年１２月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2019年1月号
NHKすてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 2019年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2019年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2019年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年07月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年11月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年12月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年1月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年2月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2020年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年12月号 NHK
NHKすてきにハンドメイド 2021年１月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年2月号 NHK
NHKすてきにハンドメイド 2021年3月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年4月号 NHK出版
NHKすてきにハンドメイド 2021年6月号



書籍名 シリーズ名 著者名
NHKすてきにハンドメイド 2021年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2021年9月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年10月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年1月号 NHK
NHKすてきにハンドメイド 2022年2月号 NHK
NHKすてきにハンドメイド 2022年4月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年5月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年6月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年7月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年8月号
NHKすてきにハンドメイド 2022年9月号/
NHKすてきにハンドメイド2011年9月号
NHKすてきにハンドメイド2014年7月号
NHKすてきにハンドメイド２０１４年９月号
NHKすてきにハンドメイド2015年11月号
NHKすてきにハンドメイド2018年６月号
NHKすてきにハンドメイド2019年4月号
NHKすてきにハンドメイド2019年7月号
NHKすてきにハンドメイド2019年8月号
NHKすてきにハンドメイド2019年9月号
NHKすてにきハンドメイド 2011年1月号
ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  1 ＮＨＫ科学番組部／編
ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  2 ＮＨＫ科学番組部／編
ＮＨＫためしてガッテン・レシピ集  3 ＮＨＫ科学番組部／編
ＮＨＫプロジェクトＸ １ 命を救え！愛と友情のドラマ 日本放送協会

ＮＨＫプロジェクトＸ ２
世界初！科学技術を創った人
たち

日本放送協会

ＮＨＫプロジェクトＸ ３
未知の世界に立ちむかった人
たち

日本放送協会

ＮＨＫプロジェクトＸ ４
前人未踏！巨大事業にいどん
だ人たち

日本放送協会

ＮＨＫプロジェクトＸ ５ スポーツ感動と友情のドラマ 日本放送協会
ＮＨＫまんが驚異の小宇宙・人体  第１巻 ひきの真二／まんが
ＮＨＫまんが驚異の小宇宙・人体  第２巻 ひきの真二／まんが
NHKまんが驚異の小宇宙・人体. 第3巻 ひきの真二まんが
ＮＨＫまんが地球大紀行  1 ひきの真二／著
ＮＨＫまんが地球大紀行  2 ひきの真二／著
ＮＨＫまんが地球大紀行  3 ひきの真二／まんが
ＮＨＫまんが地球大紀行  4 ひきの真二／まんが
ＮＨＫまんが地球大紀行  5 ひきの真二／まんが
ＮＨＫまんが地球大紀行  6 ひきの真二／まんが
ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 1 榎田政隆／構成・文
ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 2 榎田政隆／構成・文
ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 3 榎田政隆／構成・文
ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 4 榎田政隆／構成・文
ＮＨＫやってみようなんでも実験 理論社版 5 榎田政隆／構成・文
NHK趣味の園芸 May-97



書籍名 シリーズ名 著者名
NHK趣味の園芸 Jan-99
NHK趣味の園芸 Feb-99
NHK趣味の園芸 Aug-98
NHK趣味の園芸 Jun-98
NHK趣味の園芸 Sep-98
NHK趣味の園芸 Jan-98
NHK趣味の園芸 Nov-98
NHK趣味の園芸 Mar-98
NHK趣味の園芸 Dec-98
NHK趣味の園芸 Feb-98
NHK趣味の園芸 Apr-98
NHK趣味の園芸 May-98
NHK趣味の園芸 Jul-98
NHK趣味の園芸 Jun-97
NHK趣味の園芸 1998年10月号
NHK趣味の園芸エビネ
NHK趣味百科
ＮＨＫ電子立国日本の自叙伝 下 相田 洋

O 0 Rei（上） さとうみつろう
One Hundred and One Dalmatians

P Pinocchio
PK 伊坂幸太郎
pocahontas

S
Ｓａｎｔａ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｗｉｎｄｏ
ｗ ｍａｄｏ ｋａｒａ ｏｋｕｒｉｍｏｎｏ

Ｔａｒｏ Ｇｏｍｉ

SHOE DOG 靴にすべてを。 フィル・ナイト
Sleeping Beauty
Snow White and the Seven Dwarfs

T The Rescuers Down Under
THIS IS JAPAN 英国保育士が見た日本 ブレイディみかこ

あ 「アルツハイマー」からおかえりなさい 荒井和子
あ 大槻あかね
ああ言えばこう食う 往復エッセイ 檀ふみ／著 阿川佐和子／著
ああ、三者面談 受験・進学 蓬莱泰三／著 岡本順／画
ああ無情 ユーゴー／作 砂田弘／文
i 西加奈子
アイム・ファイン 浅田次郎
あいうえおのえほん よこたきよし
あいうえおのき レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳
あいうえおはよう にしまき かやこ
あいうえおみせ 安野光雅
愛を乞うひと 下田治美／著
愛が挟み撃ち 前田 司郎
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・式辞・祝辞・司会 すぐに活用できる 基本例
と実例集

光明静夫／著

愛される理由 Ｓｔａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅａｒ
ｔ

二谷友里恵／著



書籍名 シリーズ名 著者名
愛死  下 瀬戸内寂聴／著
「愛・仕事・子育て」すべてが生活 加藤シヅエ／著 加藤タキ／著

愛してる
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

愛情いっぱい園児のかんたんおべんとう

アイスクリームがふってきた
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

愛すること生きること 性ってなんだろう
小形桜子／〔ほか〕文 おかべりか／
絵

あいたかったよ、カネチン 林洋子／作 吉見礼司／絵
愛と永遠の青い空 辻 仁成

愛と悲しみの１２歳
エリザベス・ダイヤーク／作 久米穣
／訳

愛と苦悩ブラームス 池田理代子／文・絵
愛と復讐の桃源郷 西村京太郎
アイドル歌手はもう歌えない 南英男／作 植月かや／画
アイドル先生は恋▼FCA1▲のヒミツがいっぱ
い！？

内藤誠／作 円山みやこ／画

愛なき世界 三浦 しをん
愛に乱暴 吉田修一
アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎
愛の巡礼記 田中優子／著
愛のしらべシューマン 江間章子／文 藤原邦久／絵
愛のため自由のために 北朝鮮エリート恋の脱出行 金志一／著 明真淑／訳
Ｉの悲劇 米澤 穂信
愛のひだりがわ 筒井康隆
愛の不時着 完全版 下 パク・ジウン
愛の不時着 完全版 上 パク・ジウン
愛の星うらない 結城モイラ／著
愛のメルヘンギリシャ神話  8 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  4 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  9 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  5 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  1 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  3 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  10 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  2 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  6 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  11 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
てんびん座物語 愛のメルヘンギリシャ神話  7 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛のメルヘンギリシャ神話  12 酒井友身／著 塩浦信太郎／絵
愛の夢とか 川上未映子

愛の妖精 少年少女世界名作全集25
ジョルジュ・サンド／原作 末松氷海
子／訳・文

愛の妖精 世界の少女名作 ３
サンド ジョルジュ／Ｓａｎｄ Ｇ
ｅｏｒｇｅ．／足沢 良子

相棒 五十嵐貴久
相棒 season4 ①閣下の城 碇 卯人



書籍名 シリーズ名 著者名
アインシュタイン・コンピュータと半導体をめぐる
人々 ミクロへの挑戦

世界編
関口たか広／漫画 インタラクティブ
／編

アウターライズ 赤松利市
Ｏｕｔ 桐野夏生／著
アウトサイダー 下 スティーブン・キング
アウトサイダー 上 スティーヴン・キング
あ・うん 向田邦子／著
青いスタートライン 高田由紀子
あおいあおいうみへいったよ 海の水はどうして青い
の？

紙芝居 46 内山安二／作・画

青い雨傘 丸谷 才一
蒼い狼の子 森下研
青い自動車 斎藤妙子／構成・文
あおいちびトラ アリス・シャートル
青い鳥 重松清
青いひかりのひみつ ホタル 松岡洋子／文 松岡達英／絵
あおいふうせん ミック・インクペン
蒼い炎 羽生結弦
蒼い炎Ⅱ 飛翔編 羽生結弦
あおいめくろいめちゃいろのめ 加古里子／作・絵
青が破れる 町屋良平
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 レオ・レオーニ
あおぞら 星野夏

青空のむこう
アレックス・シアラー／著 金原瑞人
／訳

あおなり道場始末 葉室麟
青に候 志水辰夫
青の炎 貴志祐介
あかいありとくろいあり 加古里子／作・え
赤い崖の女 横浜開港絵巻 山崎洋子

赤い機関車ジェームズ 汽車のえほん ３
オードリー ウィルバート／Ａｗｄ
ｒｙ Ｗｉｌｂｅｒｔ．／ドール
ビー レジナルド

あかいくつ あまんきみこ／作 安井淡／絵
赤い雲伝説殺人事件 内田康夫／〔著〕
赤い刻印 長岡弘樹
赤い砂を蹴る 石原 燃

赤い鳥を追って
シャロン・クリーチ／作 もきかずこ
／訳

赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン
赤い指 東野圭吾
赤い妖虫 江戸川乱歩／著
あかいろうそく 新美南吉／作 渡辺三郎／え
赤かぶ検事の法廷毒本 和久峻三／著
アカガミ 窪美澄
あかくんとまっかちゃん つみきのえほん② 長谷川摂子



書籍名 シリーズ名 著者名

赤毛のアン
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 村岡花子
／訳

赤毛のアン 世界の名作全集
ルーシー・モード・モンゴメリー／
著 前田三恵子／訳

赤毛のアン 少年少女世界名作全集18 モンゴメリ／原作 岡上鈴江／訳・文

赤毛のアン 原作L・M・モンゴメリー
赤毛のアン１ 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー

赤毛のアン10 アンをめぐる人々
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 掛川恭子
／訳

赤毛のアンに出会う旅 折原みと、プリンス・エド
ワード島を訪ねて

折原みと／作

アガサ・クリスティー探偵名作集  2 各務三郎／訳 安藤由紀／絵
アガサ・クリスティー探偵名作集  3 各務三郎／訳
アガサ・クリスティー探偵名作集  4 各務三郎／訳 安藤由紀／絵
アガサ・クリスティー探偵名作集  5 各務三郎／訳
アガサ・クリスティー探偵名作集  6 各務三郎／訳
アガサ・クリスティー探偵名作集  7 各務三郎／訳 安藤由紀／絵
アガサ・クリスティー探偵名作集  8 各務三郎／訳
アガサ・クリスティー探偵名作集  9 各務三郎／訳
アガサ・クリスティー探偵名作集  10 各務三郎／訳

あかずきん グリム童話より こわせたまみ／文 いがわひろこ／絵

あかずきん 矢崎節夫／文 鬼藤あかね／絵
赤ずきんと狼王 プリンセス・ストーりーズ 久美 沙織
あかちゃんがやってきた 角野栄子
あかちゃんてね 星川ひろ子・星川治雄
あかちゃんのうた 松谷みよ子／文 岩崎ちひろ／え
赤ちゃんのためのことばの絵本 桑原伸之

あかちゃんまんとニガウリマン 東京ムービー作画/やなせたかし原作

暁の宇品 堀川 恵子
あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イ・ヨンギョン
赤と青とエスキース 青山 美智子

赤と黒
スタンダール／作 新庄嘉章，荒川法
勝／訳

アカトンボの一生 佐藤有恒／著
赤猫異聞 浅田次郎
あかね空 山本一力／著
ｱｶﾍﾟﾗ 山本文緒
赤目四十八滝心中未遂 車谷長吉
あかりのはなし 小林卓二／著
あがりめさがりめ 真島 節子
明るい夜に出かけて 佐藤多佳子
阿川弘之 遠藤周作集 筑摩現代文学大系 ７９ 阿川弘之 遠藤周作
あかんべえ 宮部みゆき
あかんべノンタン キヨノサチコ
赤んぼ大将山へいく・タツオの島 ほか５編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ



書籍名 シリーズ名 著者名
あきかんカンカラカンコン 渋谷愛子／作 山野辺進／画
あきカンのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
空き教室で霊がよぶ 日本児童文学者協会／編
空き教室で霊がよぶ ねむれないほどこわい話3 日本児童文学者協会
秋草の渡し 伊藤桂一／著
秋田殺人事件 内田康夫
秋の星座のはなし 前川光／著 村上康成／絵
秋の猫 藤堂 志津子
あきばこのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
アキラとあきら 池井戸 潤
あきらめない 鎌田 実
アクアマリンの神殿 海堂尊

悪意のＭ スー・グラフトン／著 嵯峨静江／訳

アクシデント  下
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

アクシデント  上
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

アクセサリーのくふう 滝田節子／著
芥川症 久坂部羊
あくたれジャンの日記 ヴァンバ／著 安藤美紀夫／訳
あくたれラルフ ジャック・ガントス
悪党 薬丸岳
悪党の裔 北方謙三／著
悪党芭蕉 嵐山光三郎
悪と仮面のルール 中村文則
アクトレス 誉田 哲也
悪人 吉田修一
悪の狩人 非道人別帳 １ 森村誠一／著
悪の教典 （下） 貴志祐介
悪の教典 （上） 貴志祐介
あくびどうぶつえん 花之内雅吉／作・絵

悪魔ｖｓマガーク＋数学の天才
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

悪魔には悪魔を 大沢 在昌
悪魔人形 江戸川乱歩／著
あくまのおよめさん ネパールの民話 稲村哲也／再話 結城史隆／再話
悪魔の種子 内田康夫
悪魔を殺した男 神永 学
悪夢狩り 徳間文庫 お－２－６ 大沢在昌

アークライト/ワット
産業革命と科学技術 漫画人物
科学の歴史 . 世界編

熊谷聡漫画/インタラクティブ編

あげは 小林勇／著
アゲハチョウ 佐藤有恒／著 本藤昇／著

あこがれ
レイフ・クリスチャンソン/二文字理
明/堀川理万子

あこがれ 川上未映子
あさえとちいさいいもうと 筒井頼子／さく 林明子／え



書籍名 シリーズ名 著者名

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

アーサー王物語 阿刀田高
アサガオ たねからたねまで 佐藤有恒／写真 中山周平／文
朝が来る 辻村深月
浅草偏奇館の殺人 西村京太郎／著
朝子さんの一日 目の不自由な人の生活を知る絵本 永原達也／文 大中美智子／絵
あさごはんとうばん らくだいにんじゃらんたろう 尼子騒兵衛
アサッテの人 諏訪哲史
朝の歓び  上 宮本輝／著
朝の歓び  下 宮本輝／著
朝日こどもクラブ 塩－白い宝石のふしぎ 片平孝
朝日こども百科 月刊はてなクラブ４月号 横浜ものがたり 岩本篤
朝日こども百科 月刊はてなクラブ 10月号 江戸を歩いた象 石坂昌三
朝日こども百科 月刊はてなクラブ １２月号 縄文の子どもたち 小山修三
朝日こども百科 はてなクラブ ２月号 天皇と皇室 保坂正康
朝日こども百科 はてなクラブ 10月号 江戸の一日 澤田真理
朝日こども百科 はてなクラブ 11月号 色、どうして見えるの 池田光男
朝日こども百科 はてなクラブ ７月号 タグボート 港の働きもの 勝井欣哉
朝日こども百科 はてなクラブ ６月号 なんたってオーケストラ 砂川しげひさ
朝日殺人事件 長編ミステリー 内田康夫
朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田貞二／訳

朝めし自慢 新世紀版 出井邦子／編 『サライ』編集部／編

アジアエスニック料理 梁超華／著
あじさい日記 渡辺淳一
あしたがあるから 内館牧子／〔著〕
明日がいっぱい集まったなら ごとう 和
あした天気になぁれ 毎日新聞社会部／編
あした何着よう 林真理子
朝には紅顔ありて 大谷 光真
明日の記憶 荻原 浩
明日の子供たち 有川浩
あしたのねこ きむらゆういち
明日の僕に風が吹く 乾 ルカ
明日のマーチ 石田衣良
あしたぶたの日 ぶたじかん 矢玉 四郎

あしたもあそぼうね あまんきみこ／作 いもとようこ／絵

あしながおじさん 世界の少女名作 Ｊ．ウェブスター／作 白木茂／訳

あしながおじさん 少年少女世界名作全集19
ウェブスター／原作 岡本浜江／訳・
文

アシナガバチ 小川宏／著
あしにょきにょき 深見春夫／作・絵
味のたずね人 石原明子／著
足引き寺閻魔帳 澤田ふじ子

あしもとのいきもの
おおきなしぜんちいさなしぜ
ん こんちゅう ９

安永一正



書籍名 シリーズ名 著者名
阿修羅のジュエリー 鶴岡真弓
明日へのリスタート 障害のあるお子さんのお母さん
に贈る

ともいくクラブ／編

アースシーの風 清水 真砂子
あすなろ物語 愛と青春の名作集 井上靖／著
明日の静かなる時 北方謙三／著
アスリーツ あさの あつこ
遊ぶもののくふう 堂本保／著
遊べ、あそべ！ おじいさんの腕白時代 高瀬湊／著 松尾ちゑ子／絵
あそぼうクマクマ
頭がいい人、悪い人の話し方 樋口祐一
あたまにかきのき 望月新三郎／文 赤坂三好／絵
あたまにさくら ４月のおはなし 日本民話の会／編
頭にやさしい歴史雑学 つい話したくなる話 板坂元／編

新しい国家の開花（幕末、維新）
日本の歴史をつくった人びと
第１１巻

あたらしい新幹線大集合！ 松本典久／ぶん ＲＧＧ／しゃしん

新しい道徳
「いいことをすると気持ちが
いい」のはなぜか

北野武

「新しい人」の方へ 大江 健三郎
新しい星 彩瀬 まる
アダルト・エデュケーション 村山由佳
あっ！みーつけたっ！！ くすのきしげのり

あっ おちてくる ふってくる
ジーン・ジオン 文 マーガレッ
ト・ブロイ・グレアム 絵

あつかったらぬげばいい ヨシタケ シンスケ

アッチとボンのいないいないグラタン
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
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

あっちゃんあがつく たべものあいうえお さいとうしのぶ みねよう 作・文

at Home 本多孝好

あっぱれしゅじゅどん
とみたひろゆき／文 たるいしまこ／
絵

吾妻鏡 下 マンガ日本の古典  16
吾妻鏡 上 マンガ日本の古典  14
吾妻鏡 中 マンガ日本の古典  15
あつまれ！アンパンマンれっしゃ（DVDつき） やなせ たかし
あつまれ！はたらくじどうしゃ 関口猪一郎／ぶん・え
渥美清 浅草・話芸・寅さん 堀切直人
渥美清の肘突き 人生ほど素敵なショーはない 福田陽一郎
アディオスぼくの友だち 上條さなえ／作 相沢るつ子／絵
あでやかな落日 逢坂剛／著
あと千回の晩飯 山田風太郎／著
アトピー治療最前線 ＮＨＫ取材班／編

アトランティスのこころ  上
スティーヴン・キング／〔著〕 白石
朗／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
穴 杉本晴子／著
あな 谷川俊太郎／作 ・和田誠／画
あながいっぱい！ みやもとただお作
あなたが、いなかった、あなた 平野啓一郎
あなたがいる場所 沢木耕太郎
あなたが好きだった 内館牧子／著
あなたが世界のためにできるたったひとつのこと ピーター・シンガー

あなたがもし奴隸だったら
ジュリアス・レスター文 ロッド・
ブラウン絵 片岡しのぶ訳

あなたのことがだいすき えがしら みちこ
あなたの職場のイヤな奴 ラバート・I・サットン

あなたの人生を変える睡眠の法則
朝昼夕３つのことを心がけれ
ばＯＫ！

菅原洋平

あなたの手のひら 花の詩画集 星野富弘／著
あなたの隣にいる孤独 樋口 有介
あなたの庭では遊ばない 落合恵子／著
あなたの墓に未来はあるか 墓が危ない！ 阿部清一／著
あなたの腰痛は劇的に治る 家庭で実践驚異のテク
ニック

早瀬久義／著

あなたは、誰かの大切な人 原田マハ

あなたはひとりじゃない 悩める母たちへ子供たちへ 大平光代／著

アナと雪の女王 デｲズニー
アナと雪の女王 ２ デｲズニー

アーニーかえってきて！
サラ・ロバーツ／ぶん ジョー・マ
シュー／え

アニマルバスとくものうえ あさの ますみ
アニマルパスと よるのもり あさの ますみ
アニマル・ロジック 山田詠美／著

アニメ おさるのジョージ はじめてのえほん かたち
マーガレット・レイ＆ハンス・アウ
グスト・レイ

アニメ おさるのジョージ はじめてのえほん かず
マーガレット・レイ＆ハンス・アウ
グスト・レイ

アニメーションの仕事 アニメーター シナリオライ
ター 声優マンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編

アニメ－ションの世界へようこそ 山村浩二
アネゴンたいタロラ あきやまただし
姉・美空ひばりと私 光と影の５０年 佐藤勢津子／著
あの家に暮らす四人の女 三浦しをん

あの一瞬 アスリートはなぜ「奇跡」を起こすのか 門田隆将

あの雲のむこうに
ﾎﾟ-ﾙ･ﾏｯｶ-ﾄﾆ-､ｼﾞｪﾌ･ﾀﾞﾝﾊﾞ-､ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｱ-
ﾀﾞ-

あのころ さくらももこ／絵と文
あの戦争は何だったのか 大人のための歴史教科書 保坂正康
あの夏が飽和する。 カンザキ イオリ

あのネコは犯人か？
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
あのね、ママ なかむらゆき／作・絵
あの日 小保方晴子
あの世からのことづて 大活字本シリーズ 松谷 みよ子
あの世レストラン 怪談レストラン13 松谷みよ子
アハメッドの旅 早船ちよ／文 鈴木琢磨／え

アバラーのぼうけん
ベバリィ・クリアリー／著 ルイス・
ダーリング／絵

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげ
た金原明善

赤座憲久／作 岩淵慶造／絵

あばれはっちゃく 山中恒／作

アヒルと鴨のコインロッカー
東京創元社・ミステリ・フロ
ンティア １

伊坂幸太郎

あひるのジマイマのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

あひるのジマイマのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

あひるのたまご ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

あぶく坊主
アーネスト・トムソン・シートン／
著 前川康男／文

あぶない！恐竜パラサウロロフス たかしよいち／文 伊東章夫／絵
あぶないところにいかないで 紙芝居 54 石川雅也／画 石川光男／作
危いハネムーン 長篇ミステリー 赤川次郎／〔著〕

アブラムシと天敵たち 食べるものと食べられるもの 有賀文章／文と写真

アフリカへいったクマ 市川里美／作・絵
アフリカの瞳 帚木蓬生
あふれた愛 天童荒太／著
安倍清明 陰陽師たちの平安時代 繁田信一
阿片王 満州の夜と霧 佐野眞一
アホウドリが復活する日 国松俊英
あまいみずってどこにあるの？ 紙芝居 118 得田之久／脚本・絵
あまがえるのてんきよほう 松井孝爾／ぶん・え
天翔る 村山由佳
天翔ける 葉室 麟
甘粕正彦 乱心の曠野 佐野眞一
天城峠殺人事件 内田康夫／著
甘く優しい短篇小説 片岡義男／著
天離り果つる国 （下） 宮本 昌孝

アマゾンのインディオ
マリオン・モリスン／著 河津千代／
訳

海人と天皇 日本とは何か 上巻 梅原猛／著
甘夏とオリオン 増山 実
天の岩戸 日本の神話１ 西野綾子／文 西村郁雄／絵

天の川と銀河系
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

天離り果つる国（上） 宮本 昌孝



書籍名 シリーズ名 著者名
あまり癒されない心の詩 佐藤 正明
あまりにスペイン的な男と女 野々山真輝帆／著
アマルフィ 真保裕一
編み込み・始末・仕上げ他

アミスタッド 誇り高き自由への闘い Ｊ．Ａ．バーンズ／著 加藤耕一／訳

網野菊、壺井栄，幸田文集 筑摩現代文学大系４０ 網野菊、壺井栄、幸田文
雨、あめ ピーター・スピアー
あめ、ゆき、あられくものいろいろ かこさとし
雨あがり 稲本昭治
あめあがりの名探偵 作・杉山亮 絵・中川大輔
あめかいゆうれい ８月のおはなし 日本民話の会／編
あめこんこん 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
あめのひのえんそく 間瀬 直方
雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼
あめふらし グリム兄弟
あめふり さとうわきこ
あめふりくまのこ 鶴見正夫／詩 鈴木康司／絵
あめふり ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え
あめぽったん ぽかぽかえほん3 ひろかわ さえこ
あめぽったん ぽかぽかえほん3 ひろかわ さえこ
アメリカインディアンの教え 加藤諦三／著
アメリカ監獄日記 無実の囚われ人の大冒険 高平隆久
アメリカ西海岸 ブルーガイド海外版出版部／編
アメリカの心フォスター 河内紀／文 松浦直彦／絵
アメリカの雑誌を読むための辞書 坂下昇／〔ほか〕編著
アメリカの真の支配者 コーク一族 ダニエル・シュルマン
雨を見たか 髪結い伊三次捕り物余話 宇江佐真理
アメンボが水の上を歩けるのはなぜ？ 子供の科学編集部／編
あやうしズッコケ探険隊 那須正幹／作 前川かずお／絵
あやうしズッコケ探険隊 那須正幹／作 前川かずお／絵

あやうしマガーク探偵団
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳

あやかし草紙 三島屋変調 百物語伍之続 宮部 みゆき
あやし 怪 宮部みゆき／著

あやしい手紙
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

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
あやしいまほうつかい わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵
あやし うらめし あな かなし 浅田次郎
あやとり 北村蓉子／著
あやとりひめ 五色の糸の物語 森山京／作 飯野和好／絵
あやまりたいの、あなたに 内館牧子
綾峰音楽堂殺人事件 藤谷 治
あらいぐまとねずみたち 大友康夫／さく・え
アライグマはどうして食べ物を洗うの？ 子供の科学編集部／編
荒蝦夷（あらえみし） 熊谷達也
荒くれ漁師をたばねる力 坪内知佳



書籍名 シリーズ名 著者名

嵐が丘
エミリ・ブロンテ／作 大和資雄，十
和田操／やく

嵐の大地パタゴニア 関野吉晴／文＋写真
あらしのよるに ちいさな絵童話りとる ２ 木村裕一／あべ弘士

アラジン
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
立原えりか／文

アラジン ディズニー名作童話館 ２１
ディズニー ウォルト／Ｄｉｓｎｅ
ｙ Ｗａｌｔ．／立原 えりか

アラジン [文]矢部美智代
あらすじで読む日本の名著 ｎｏ．３ 小川 義男
あらすじで読む日本の名著 小川義男
あらすじで読む日本の名著 ｎｏ．２ 小川 義男
アラビアン・ナイト 世界の名作全集 かの・りゅう
アラミスと呼ばれた女 宇江佐真理
アリアドネの弾丸 海堂尊
アリが大行進するのはどうしてなの？ 子供の科学／編
ありがとう、ごめんね、そしてさようなら 重松清
ありがとうともだち 内田麟太郎
ありがとうのえほん 作：フランソワ-ズ 訳：中川千尋
ありがとう物語 鈴木 健二
ありがとうをわすれると 山下明生

アリゲーくんとやまのむこう 学研ワールドえほん カズコ G ストーン

ありこのおつかい
いしいももこ さく なかがわそう
や え

アリジゴクの変身 地中のライオンと天使の羽
いぬいみのる／文 おくやまひさし／
写真

アリス殺し 小林泰三

アリストテレス／アルキメデス 科学の誕生 世界編
関口たか広／漫画 インタラクティブ
／編

アリスの算数パズル やさしい科学 山崎直美
ありのごちそう 高家博成／ぶん 横内襄／え
アリの世界 栗林慧／著
アリババと四十人のとうぞく 紙芝居 14 清水祐幸／画 林たかし／文
ありふれた愛じゃない 村山由佳
ありんこぐんだん わはははははは 武田美穂
ある一日 いしいしんじ
歩いて見て調べてみよう！ 神奈川の東海道 自主研
究に役立つ街道図鑑
ある男 木内昇
ある男 平野 啓一郎
あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ

あるきだしたゆきだるま
ミラ＝ローベ／さく ささきたづこ／
やく

あるキング 伊坂幸太郎
歩くとなぜいいか？ 大島清

アルケミスト
コエーリョ パウロ／Ｃｏｅｌｈｏ
Ｐａｕｌｏ．／山川 紘矢



書籍名 シリーズ名 著者名
あるＣＭディレクターの「異見広告」 カタカナ色の
笑撃的エッセイ

岩間捷次／著

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 小尾芙佐／訳

アルセーヌ＝ルパン全集  3 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  4 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  5 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  6 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  7 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  8 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  9 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  10 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  11 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  12 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  13 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  14 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  15 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  16 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  17 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  18 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  23 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  24 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  25 モーリス＝ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  別巻 １ モーリス・ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  別巻 ２ モーリス・ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  別巻 ３ モーリス・ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  別巻 ４ モーリス・ルブラン／著
アルセーヌ＝ルパン全集  別巻 ５ モーリス・ルブラン／著

アルセーヌ＝ルパン全集 ２２ 特捜班ビクトール
ルブラン モーリス／Ｌｅｂｌａｎ
ｃ Ｍａｕｒｉｃｅ．／羽林 泰

アルセーヌ＝ルパン全集 ２１ 二つの微笑をもつ女
ルブラン モーリス／Ｌｅｂｌａｎ
ｃ Ｍａｕｒｉｃｅ．／竹西 英夫

アルセーヌ＝ルパン全集 ２０ バール・イ・ヴァ荘
ルブラン モーリス／Ｌｅｂｌａｎ
ｃ Ｍａｕｒｉｃｅ．／大友 徳明

アルセーヌ＝ルパン全集 １９ ジェリコ公爵
ルブラン モーリス／Ｌｅｂｌａｎ
ｃ Ｍａｕｒｉｃｅ．／大友 徳明

R帝国 中村 文則
あるはれたひに ちいさな絵童話りとる ２０ 木村裕一／あべ弘士

アルプスの少女 世界の名作全集
ヨハンナ・スピリ／原作 山口四郎／
訳

アルプスの少女 世界の少女名作 １０
スピリ ヨハンナ／Ｓｐｙｒｉ Ｊ
ｏｈａｎｎａ．／村岡 花子

アルプスの少女ハイジ 原作 ヨハンナ・スピリ
アルプスのタルタラン ドーデ／作 白木茂／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
あるべき場所 原田宗典／著
ある夜、クラブで 野崎 歓
アルルカンと道化師 池井戸 潤

アレクサンダとぜんまいねずみ
ともだちをみつけたねずみの
はなし

レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳

アローハーンと羊 モンゴルの雲の物語 興安
泡 松家 仁之
あわてものしょうぼうしゃウーカン 紙芝居 73 西村郁雄／画 山脇恭／作
安逸と危険の魅力 曽野 綾子
アンカー 今野敏
暗鬼夜行 月村 了衛

アンクル・トムの小屋
ハリエット・ビーチャー・ストー／
作 神鳥統夫／訳

アンクルトムの小屋 少年少女世界名作全集11 ストー／原作 香川茂／訳・文
暗号はポストの中に 竹田まゆみ／作 伊藤良子／絵
暗黒星 江戸川乱歩／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
暗手 馳 星周
あんじゅう 三島屋変調百物語事続 宮部みゆき
あんしんポケット 竹下文子／さく 田頭よしたか／え
アンソニー はまなす写真館の物語 茂市久美子／作 黒井健／絵
アンダーグラウンド・マーケット 藤井太洋
アンタッチャブル 馳星周

アンデスのインディオ
マリオン・モリスン／著 河津千代／
訳

アンデルセン 山本藤枝／著
アンデルセン童話 小学館世界の名作17 木村由利子・文

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

アンデルセンの夢の旅 ハインツ・ヤーニッシュ
暗転 堂場瞬一
アンと愛情 坂本 司

アンナ・カレーニナ
トルストイ／作 中村白葉，長崎謙二
郎／訳

あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ

アンネ・フランク 死んでからも生きつづけたい
アンジェラ・ブル／作 笹川真理子／
訳

アンネ・フランクものがたり かくれ家の少女
ヨハンナ・ハルウィッツ／文 斉藤美
加／訳

赤毛のアン３ アンの愛情
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著 掛川恭子
／訳

赤毛のアン6 アンの愛の家庭
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著 掛川恭子
／訳

赤毛のアン４ アンの幸福
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著 掛川恭子
／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

赤毛のアン２ アンの青春
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 掛川恭子
／訳

赤毛のアン９ アンの友だち
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 掛川恭子
／訳

赤毛のアン８ アンの娘リラ
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／作 掛川恭子
／訳

赤毛のアン５ アンの夢の家
Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著 掛川恭子
／訳

アンのゆりかご 村岡花子の生涯 村岡恵理
あんぱんまん やなせたかし
アンパンマンあてっこ知育えほん＜観察力＞おみせ
やさん

やなせ たかし

アンパンマンアニメギャラリー アンパンマンとぱ
んこうじょう

やなせ たかし

アンパンマンおやこであそぼ！① アンパンマンと
にこにこぎゅっ＜キモチを育む＞

やなせ たかし

アンパンマンおやこであそぼ！② アンパンマンと
わくわくげんき！＜チカラを育む＞

やなせ たかし

あんぱんまん しょくぱんまんとしらたきひめ やなせたかし

アンパンマン大図鑑プラス公式キャラクターブック やなせ たかし

アンパンマン大図鑑プラス公式キャラクターブック
ばいきんまん大図鑑

やなせ たかし

アンパンマンとしかくおに
やなせたかし／原作 東京ムービー新
社／アニメーション

アンパンマンとしゅうまいおしょう
やなせたかし／原作 東京ムービー新
社／アニメーション

アンパンマンとナガネギマン やなせたかし／さく・え

あんぱんまんとばいきんまん
キンダーおはなしえほん傑作
選 ４３

やなせたかし

アンパンマンとハテナのとう
アンパンマンのおはなしわく
わく⑨

やなせたかし

アンパンマンとミニアンパンマン
やなせたかし／原作 東京ムービー新
社／アニメーション

アンパンマンともぐりん ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝのぼうけん② やなせ たかし

アンパンマンとゆめのこうま やなせたかし原作/東京ムービー作画

アンパンマンにはないしょ やなせたかし／さく・え
アンパンマンのクリスマス やなせたかし／作・絵
アンパンマンのサンタクロース やなせたかし
アンパンマンのひみつ やなせたかし／さく・え
アンパンマン プチシアター にんぎょひめのなみだ やなせたかし
アンパンマン プチシアター ゴミラのほし やなせたかし

アンパンマン プチシアター
ロールとロール うきぐも
じょうのひみつ

やなせたかし

アンパンマン プチシアター てのひらをたいいように やなせたかし

アンパンマン プチシアター
そらとぶえほんとガラスのく
つ

やなせたかし



書籍名 シリーズ名 著者名
アンパンマンミニキャラずかん⑤ おうじさま・お
ひめさまのなかまたち

やなせ たかし

アンパンマンミニキャラずかん⑥ アンパンマンの
せかいへようこそ！

やなせ たかし

アンパンマンミニしかけえほん⑤ すきなもの な
あに？

やなせ たかし

アンパンマンをさがせ！ミニ① やなせ たかし
あんぽん 孫正義伝 佐野眞一
暗幕のゲルニカ 原田マハ
あんまりだ！ジェミー 早船ちよ／作 鈴木たくま／え

い
＜インターネット＞の次に来るもの 未来を決める
１２の法則

ケヴィン・ケリー

1％の力 鎌田實
1941決意なき開戦 現代日本の起源 堀田江理
1Q84 （１） 村上春樹
１Q84 （２） 村上春樹
１Q84(3) 村上春樹
1Q84 （３） 村上春樹
一週間 井上ひさし
1ミリの後悔もない、はずがない 一木 けい
1R1分34秒 町屋 良平
IN 桐野夏生
invert 城塚翡翠倒叙集 相沢 沙呼
いいおかお 松谷みよ子／文 瀬川康男／絵
いいおへんじできるかな あかちゃんのあそびえほん ６ 木村 裕一
いい女バランス ６つのベクトルから女性の生き方を
読む

ニッセイ基礎研究所／編 栗林敦子，
小豆川裕子／著

いいキャディはなかなかいない
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

いいこってどんなこ？ ジーン・モデシット
いいことをしたぞう はじめてよむ絵本 寺村輝夫／村上勉
いい子は家で 青木淳悟
言いにくいことをハッキリ言っても好かれる人の習
慣

能町光香

いいへんじ しみずみちを／作 田中秀幸／絵
イヴォンヌの香り パトリック・モディアノ
いえ 小野寺 史宜
イエス・キリストは実在したのか？ レザー・アスラン

イエスの遺伝子
マイクル・コーディ／著 内田昌之／
訳

家出ねこのなぞ 古世古和子／作 北島新平／絵
家なき子 小学館世界の名作7 マロ エクトール・アンリ
家康、江戸を建てる 門井慶喜
家康、死す 下 宮本昌孝
家康、死す 上 宮本昌孝
家をせおって歩く かんぜん版 村上 慧
イカが空を飛ぶっていうけどホント？ 子供の科学編集部／編



書籍名 シリーズ名 著者名
医学常識はウソだらけ 分子生物学が明かす「生命の
法則」

三石巌／著

怒り（下） 吉田修一
怒り(上） 吉田修一
怒り始めた娘たち 「母娘ストレス」の処方箋 香山リカ
錨を上げよ（上） 百田尚樹
錨を上げよ 下 百田尚樹
生き方 人間として一番大切なこと 稲盛和夫
生きかた上手 日野原重明／著
生きかた上手 続 日野原重明
息がとまるほど 唯川恵
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

倉兼治／文と写真

生きづらさからの脱却 アドラーに学ぶ 岸見一郎
生きてこそ光り輝く 石橋 幸緒
生きものの観察と飼育 斎藤勝／〔他〕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 下 津本 陽
異形の将軍 上 津本 陽
イギリス人の格 井形慶子
生きる 乙川優三郎／著
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
生きるヒント 本当の自分を探すための１２章 4 五木寛之／著
生きるヒント 新しい自分を創るための１２章 5 五木寛之／著
生きるヒント3 傷ついた心を癒すための１２章 3 五木寛之／著
生きる勇気が湧いてくる本 生涯をかけて愛と人生を
見つめつづけた作家の珠玉のアフォリズム

遠藤周作／著

幾千の夜、昨日の月 角田光代
いくつ？ かずや きせつや てんき ゆび一本からはじめる手話  5 嶋田泰子／ぶん
いくつになっても新鮮ママ ロザンナ加藤／著
幾世の橋 沢田ふじ子／著
イケアとスウェーデン サーラ・クリストｯフェション

池上彰のお父さんが読んで聞かせる楽しいおはなし 池上彰

池田みち子の東海道中膝栗毛 池田みち子／著
いけちゃんとぼく 西原理恵子
池と川の動植物 驚くべきさまざまな植物や動物たち
それらの淡水での生態を探る

スティーブ・パーカー／著 リリー
フ・システムズ／訳

いけない 道尾 秀介
池の生きもの 三宅隆三／著
イコ 宮部みゆき
囲碁・入門から初段まで3 石の生き死に 小川誠子
囲碁・入門から初段まで４ 布石の打ち方 小川誠子
いこうよ ともだち でんしゃ 視覚デザイン研究所
いこうよ ともだち でんしゃ 早坂優子
囲碁・入門から初段まで １ 囲碁はこんなゲーム 小川 誠子
囲碁・入門から初段まで ２ 石の取り方 小川 誠子



書籍名 シリーズ名 著者名
遺恨の鯱 西村寿行／著
“イザ"という時の身の処し方の心得 斎藤之幸著

遺産  下
シドニィ・シェルダン／著 木下望／
訳

遺産  上
シドニィ・シェルダン／著 木下望／
訳

石あたま！恐竜パキケファロサウルス たかしよいち／文 伊東章夫／画
石川啄木 山本和夫／著
石川啄木 ドナルド・キーン
イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話
オーボラーラ男爵の大冒険

ポプラ物語館18 原 ゆたか・原 京子

イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 へ
いきのヘイタ

ポプラ物語館10 原 ゆたか・原 京子

石に泳ぐ魚（さかな） 柳美里
石の花 林芙美子の真実 太田治子

いじめをやっつける本
エリオット ミッシェル／Ｅｌｌｉ
ｏｔｔ Ｍｉｃｈｅｌｅ．／桜内
篤子

いじめの時間 江国香織／〔ほか〕著
医者井戸を掘る アフガン旱魃との闘い 中村哲／著
医者が教える幸せな死のかたち 加藤豊
医者が末期がん患者になってわかったこと ある脳外
科医が脳腫瘍と闘った凄絶な日々

岩田隆信／〔著〕 河野浩一／編

医者と上手につき合う本 健康を自分で守りたいあな
たへ

海原純子／著

医者につけるクスリ 永井明／著

医者の嘘
医者は自分の都合でウソをつ
く

石井光

「異常気象」最新レポート Ｇａｋｋｅｎ ｍｏｏｋ
遺書配達人 森村誠一
いじわるばあさんNo.1 長谷川町子
いじわるばあさんNo.3 長谷川町子
石を置き、花を添える 川崎徹
維新の女 楠戸義昭／著
イースト・リバーの蟹 城山三郎
伊豆の踊子 愛と青春の名作集 川端康成
伊豆・箱根 Ａｒｅａ 出版部／編
和泉式部日記 マンガ日本の古典  6 いがらしゆみこ
いずみの森のカル いしいつとむ／さく
出雲  神々への愛と恐れ 長篇本格ミステリー 西村京太郎
イスラム教 世界の宗教3
イスラム国 テロリストが国家をつくる時 ロレッタ・ナポリオー二
伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉
伊勢志摩殺意の旅 長編トラベルミステリー 西村京太郎
いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え
いそげパトカ-・消防車 小賀野実

磯子の史話
磯子区制５０周年記念事業委員会
「磯子の史話」出版部会／編



書籍名 シリーズ名 著者名
イソップ True friends 青木和雄作/吉川聡子画
イソップ株式会社 井上ひさし
イソップ寓話集 イソップ／著 亀山龍樹／訳
いその生きもの 小林律子／著
いそべの生物 川嶋一成／著
偉大なる、しゅららぼん 万城目学
偉大なる王 斉藤洋

いたずらかいじゅうトアトア
クラウス・バウムガルト／ぶん・え
みずのるりこ／やく

いたずらでんしゃ
ハ-ディ-・グラマトキ-/さく わたな
べしげお/やく

いたずらまじょ子とかがみのくに 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
いたずらまじょ子のおかしのくに大ぼうけん 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

いたずらまじょ子のなんでもいちばん？
学年別こどもおはなし劇場・
２年生 ４６

藤 真知子／ゆーち みえこ

いたずらまじょ子のヒーローはだあれ？
学年別こどもおはなし劇場
48・2年生

藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

いたずらまじょ子のボーイフレンド 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
いたずらまじょ子のめざせ！スター 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
いただきまーす いもとようこ／さく・え
いただきますあそび きむらゆういち／さく
居た場所 高山 羽根子
痛みをとる薬 西洋薬・漢方薬による鎮痛療法のすべ
て

尾山力／著

悼む人 天童荒太
イタリアのしっぽ 内田洋子
イタリア四都レシピ ナポリ・フィレンツェ・ヴェネ
ツィア・ミラノイタリア料理の基本と各地方の家庭
料理

ティー・イー・エヌ／編

イタリア料理はパスタから レシピはシンプルなほど
おいしい

日高良実／著

イタリアワイン 塩田正志／著
異端の大義 下 楡周平
異端の大義 上 楡周平
一応の推定 広川純
一億人の俳句入門 長谷川櫂
1976に東京で 田澤 拓也
いちげんさん デビット・ゾペティ／著
いちご 平山和子／さく
一期一会の人びと 五木 寛之
無花果の森 小池真理子
１たす１は２にならない 三浦つとむ／著
1日1ページ意外と知らない東京のすべて365 文響社編集
一日だけの殺し屋 赤川次郎／著
１日でできる自由工作ヒント集  小学３・４年 堂本保／著
１日でできる自由工作ヒント集  小学５・６年 堂本保／著
１日でどれだけごみがでるかな？ 西本鶏介文/佐藤真紀子絵
１ねん１くみ１ばんいいやつ 後藤竜二／作 長谷川知子／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
１ねん１くみ１ばんおかねもち こどもおはなしランド２８ 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんがんばる こどもおはなしランド34 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんげんき 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんなかよし 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんびじん 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんびっくり 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんやさし～い 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんゆうき 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
１ねん１くみ１ばんワル 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くみもうすぐ春 後藤竜二／作 長谷川知子／絵
一ねんせいにできること 鈴木喜代春／作 宮崎耕平／絵
いちばん しあわせな おくりもの 宮野 聡子
いちばん親切な西洋美術史 池上 英洋他
一流シェフが手ほどきする人気のケーキ

一流の育て方
ビジネスでも勉強でもズバ抜
けて活躍できる子を育てる

ムーギー・キム他

一流の人はなぜそこまで、コンディションにこだわ
るのか？

仕事力を常に120％引き出すカ
ラダ習慣

上野啓樹 俣野成敏

一両二分の女 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
一路（上） 浅田次郎
一路（下） 浅田次郎
イチローを育てた鈴木家の謎 斎藤茂太／著
イチロー哲学 至高の頭脳が自然と身につく 児玉光雄
イチロー物語 佐藤健／著
いつかの人質 芦沢央
イッカボック Ｊ・Ｋローリング
一休 槙本ナナ子／著
一切なりゆき～樹木希林のことば～ 樹木 希林
１歳のえほん百科
1歳のえほん百科 榊原 洋一
いっさいはん minchi
一冊で日本の心を知る１００話を読む 乾克己／〔ほか〕編著
いつ死ぬかわからないから 小林 清子
一瞬の風になれ  1 佐藤多佳子
一瞬の風になれ  2 佐藤多佳子
一瞬の風になれ   ３ 佐藤多佳子

一生の友
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

いっすんぼうし 紙芝居 7 池田仙三郎／画 浜田留美／文
一寸法師 江戸川乱歩／著
いっすんぼうし 谷真介／文 高橋信也／絵
いっすんぼうし 松谷みよ子／文 赤坂三好／絵
逸脱 堂場瞬一
いつつごうさぎとうみのほうせき まつお りかこ
いつつごうさぎのきっさてん まつお りかこ
“It”それと呼ばれた子② デイヴ・ペルザー
言ってはいけない 残酷すぎる真実 橘 玲



書籍名 シリーズ名 著者名
一刀斎夢録(下） 浅田次郎
一刀斎夢録(上） 浅田次郎
いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子
一杯のコーヒーから80の風景 名宇礼治著
１分間で自分を出しきる自己紹介の方法 面接・面
談・オフビジネスで使える８８の実例 もう初対面
もこわくない！

野口靖夫／著

いっぽん桜 山本一力
いつもあなたがそばにいた 賀来千香子
いつもいっしょに いもとようこ
いつも探していた。 Ｂｏｙｓ′ ｌｏｖｅ ｂｅ
ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

田中章義／著

いつもの寄り道 赤川次郎／著
糸井重里のイトイ式コトバ論序説 糸井重里／〔述〕
伊東家の食卓裏ワザ大全集  続続続（２００２年
版）
伊東家の食卓裏ワザ大全集
伊東家の食卓裏ワザ大全集 続（２０００年版）
伊藤整集 筑摩現代文学大系 51 伊藤整
伊藤博文と安重根 佐木隆三／著

愛しのろくでなし パム・ヒューストン／著 鷺沢萠／訳

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／瀬川 康男
いないいないばぁあそび あかちゃんのあそびえほん２ 木村裕一

いなかのねずみ ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔作〕 小
沢正／文

田舎のポルシェ 篠田 節子
イナバの白うさぎ 日本の神話3 西野綾子／文 阿部肇／絵

いぬ
バーニンガムのちいさいえほ
ん ４

バーニンガム ジョン／Ｂｕｒｎｉ
ｎｇｈａｍ Ｊｏｈｎ．／谷川 俊
太郎

イヌ 超はっけん大図鑑 ７ 監修中島 真理

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

犬がいた季節 伊吹 友喜
狗神 坂東真砂子
犬から聞いた素敵な話 涙あふれる⑭の物語 山口花
犬と旅した遥かな国 スペイン・ポルトガル 織本瑞子／著
いぬとねこ 増井光子／編著
犬とハモニカ 江國香織
犬とみなし子 久保喬／さく 岩淵慶造／え
犬の系譜 椎名誠／著
イヌのひみつ 林夏介／漫画
イヌはそのときなぜ片足をあげるか 動物たちのウン
コロジー

今泉忠明／著

イネという作物 土と人間編 太田保夫／著
いねむり先生 伊集院静
井上光晴 高橋和巳集 筑摩現代文学大系 85 井上光晴 高橋和巳



書籍名 シリーズ名 著者名
いのちを守る 医者のたたかい 川上武／著
命がけの証言 清水 ともみ

いのちの記念日 ある産婦人科病棟のふれあいノート 「そらとぶうさぎ」編集委員会／編

いのちの教室
アフリカの大地が教えてくれ
たこと

ライアル・ワトソン

いのちの車窓から 星野源

いのちの授業
がんと闘った大瀬校長の六年
間

神奈川新聞報道部

いのちの停車場 南 杏子
命の砦 五十嵐 貴久
命のノ－ト 細谷亮太
いのちのろうそく 渋谷勲／文 前川かずお／絵
いのちは見えるよ いのちのえほん １１ 及川 和男／長野 ヒデ子
祈りの幕が下りる時 東野圭吾
祈り美智子皇后 宮原安春／著
イーハトーブの幽霊 内田康夫／著
イーハトーブの幽霊 Ｃ・ｎｏｖｅｌｓ ２６－１２ 内田康夫
遺譜 下 浅見光彦最後の事件 内田康夫
遺譜 上 浅見光彦最後の事件 内田康夫
井深大の幼児教育著作集  第１巻 井深大／著

今「火山」が危ない 地球環境白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

今がわかる時代がわかる日本地図 ２００４年版 Ｓｅｉｂｉｄｏ ｍｏｏｋ 成美堂出版株式会社／正井 泰夫

今「子供」が危ない 地球環境白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

ＵＴＡＮ編集部／編

今「ゴミ」が危ない 地球環境白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

今、死のありさま 広岩近広／著

今「食」が危ない 地球環境白書 ｐａｒｔ３
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

今「食」が危ない 地球環境白書 ｐａｒｔ２
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

今「食」が危ない 食・水汚染白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

今「食」が危ない 地球環境白書
ＵＴＡＮ「驚異の科学」シ
リーズ

イマジン？ 有川 ひろ

今「水道水」が危ない 地球環境白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

いますぐ行きたくなる 物語のある絶景 細田高広
いま世界の哲学者が考えていること 岡本裕一朗
今「地球」が危ない Ｇａｋｋｅｎ ｍｏｏｋ
今「日本」が汚染されている Ｇａｋｋｅｎ ｍｏｏｋ ＵＴＡＮ編集部
いまひとたびの 志水辰夫／著
いまひとたびの 上 大活字本シリーズ 志水 辰夫

今ふたたび野口英世
「今ふたたび野口英世」編集委員会
／編



書籍名 シリーズ名 著者名
今「野生動物」が危ない 地球環境白書
イメージでつける名前 赤ちゃんに幸運を招く 佐久間津奈子／著
イメージと読みの将棋観 鈴木宏彦
いもうとガイドブック ポーラ・メトカーフ
いもうとのにゅういん 筒井 頼子 林 明子
いもでつくる 家庭科教育研究者連盟／編
いもむしのうんち
いやいやえん 中川李枝子
いやいやバスの３ばんくん 砂田弘／ぶん 富永秀夫／え
癒す水・蝕む水 世界の水と病気 藤田紘一郎／著
いやでもわかる相続税 荒川俊／著
いやでもわかるマーケティング 水口健次／編
イーヨくんの結婚生活 大山淳子
いよよ華やぐ  下 瀬戸内寂聴／著
いよよ華やぐ  上 瀬戸内寂聴／著
衣世梨の魔法帳 まいごの幽霊 作：那須正幹 絵：山西ゲンイチ
イラク・アフガン戦争の真実 ゲーツ元国防長官回顧録 ロバート・ゲーツ
イラスト子ども俳句  春 炎天寺／編 斎藤美樹／絵
イラスト子ども俳句  秋 炎天寺／編 岩間みどり／絵
イラスト子ども俳句  夏 炎天寺／編 ヒロナガシンイチ／絵
イラスト子ども俳句  冬 炎天寺／編 なかにしけいこ／絵
イラスト子ども俳句  クイズ・学習 炎天寺／編 高村忠範／絵
イラストで、車両！
医療とくらし 吉本光一／著
異類婚姻譚 本谷有希子

いる？いない？のひみつ
学研まんがひみつシリーズ ４
０

七海航／深峰 たかし

いるいないみらい 窪 美澄

いるか
はじめてであうどうぶつえほ
ん

ソーニエ・ナディヌ／Ｓａｕｎｉｅ
ｒ Ｎａｄｉｎｅ．／ジュネステ
マルセル

いるのいないの 京極 夏彦
いろいろかえる きくち ちき
いろいろじゃがいも 山岡ひかる
いろいろないれもののこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
色づく葉 松下まり子／著
いわいごと 畠中 恵
岩倉具視 永井路子
いわしのたび 渡辺可久／ぶん・え
岩谷光昭の日本ねこ歩き 岩谷光昭
イン・ザ・プール 奥田英朗
隠居の日向ぼっこ 杉浦日向子
インコがおうちにやってきた！ 海老沢 和荘
印刷のはなし 松岡淳一／著
インストラクター スキューバダイビング指導員 大和田健二／写真 菅能琇一／文
インストール 綿矢りさ／著
ｲﾝﾀｰｾｯｸｽ ははき木ほうせい
インタビューズ 堂場 瞬一



書籍名 シリーズ名 著者名
インテイアの基本ＢＯＯＫ
インド式秒算術 魔法のヴェーダ数学が伝える プラディープ・クマール

インドシナ
クリスチャン・ド・モンテラ／著 長
島良三／訳

インド鉄道紀行 宮脇俊三／著
インドの神話 今も生きている神々 田中於菟弥／著
インドラネット 桐野 夏生
インフェルノ（下） ダン・ブラウン
インフェルノ（上） ダン・ブラウン
陰謀大化改新 仕組まれた東アジアの政変 小林恵子／著

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

陰陽五行説で体を癒す五穀のレシピ95 別冊すてきな奥さん 植木もも子,坂本守行監修
う ヴァイタル・サイン 南 杏子

ヴィオラ母さん ヤマザキ マリ
ウィリアム・テル 音楽ものがたり 東竜男／文 稲本みえ子／絵

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ
マルク・エド・トラルボー／著 坂崎
乙郎／訳

上杉かぶき衆 火坂雅志
上杉鷹山の経営学 危機を乗り切るリーダーの条件 童門冬二／著
ウエディングドレスになぞがいっぱい！ 藤木靖子／作 横山ゆきね／画

飢えに苦しむアフリカ
ロイド・ティンバーレーク／著 轡田
隆史／監訳

ヴェネツィアの宿 須賀敦子
ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン
ウォーターゲーム 吉田修一
魚でつくる 家庭科教育研究者連盟／編
ウォートンとモートンの大ひょうりゅう Ｅ・エリクトン・ラッセル
魚の棲む城 平岩弓枝／著

ヴォルタ/ジュール/ハーシェル
宇宙は動いている  漫画人物科
学の歴史 . 世界編

宮川正行漫画/インタラクティブ編

うがいライオン ねじめ正一・作/長谷川義史・絵
浮かれ黄蝶 御宿かわせみ 平岩弓枝
うきうきしたら ジェズ・オールバラ
宇喜多の楽土 木下 昌輝
浮世絵大系  １４（別巻２） 座右宝刊行会／編集制作
浮世絵の女たち 鈴木由紀子
浮世でランチ 山崎ナオコーラ
浮世床 マンガ日本の古典  30 古谷三敏
浮世と情念 梅原猛／〔著〕
うぐいすのよめさま 松谷みよ子／文 赤坂三好／絵
受け月 伊集院静／著
雨月物語 マンガ日本の古典  28
受けてみたフィンランドの教育 実川真由・実川元子
動く不動産 姉小路祐／著
動くもののくふう 堂本保／著



書籍名 シリーズ名 著者名

うさぎ
はじめてであうどうぶつえほ
ん

ソーニエナディヌ／Ｓａｕｎｉｅｒ
Ｎａｄｉｎｅ．／ジュネステ マル
セル

ウサギ ジョン・マーズデン
うさぎおばさんのとくべつりょうり なかまっていいな おぼまこと／さく・え
うさぎ小学校 アルベルト・ジクストウス
うさぎ平の決闘 柴村紀代／作 平埜哲雄／絵
うさぎたちのにわ りんごのすきなうさぎのはなし レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

うさぎちゃんうみへいく
せなけいこのうさぎちゃんえ
ほん

せなけいこ

うさぎちゃんスキーへいく
せなけいこのうさぎちゃんえ
ほん

瀬名恵子

うさぎちゃんつきへいく
せなけいこのうさぎちゃんえ
ほん

せなけいこ

うさぎちゃんとおひさま 相原博之
ウサギとカメ パックセホ
うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文 南塚直子／絵
うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢正／作 西川おさむ／絵
うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい
うさぎマンション のはなはるか
うさこちゃんおとまりにいく ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ
うさこちゃんがっこうへいく ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ

うさこちゃんとうみ 子どもがはじめてであう絵本2 デイック・ブルナー

うさこちゃんとじてんしゃ ブルーナのゆかいななかま 2 ディック・ブルーナ

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
うさこちゃんとどうぶつえん 子どもがはじめてであう絵本 デイック・ブルーナ
うさこちゃんとゆうえんち デイック・ブルーナ

うさこちゃんのおじいちゃんとおばちゃん ブルーナのゆかいななかま 2 ディック・ブルーナ

うさこちゃんのたんじょうび デイック・ブルーナ
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
うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ
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 デイック・ブルーナ
うさこのサンタクロース 矢崎節夫／作 黒井健／絵
牛をつないだつばきの木 新美南吉童話選集 新美南吉／文 吉井忠／え
失われた世界 少年少女世界名作全集10 ドイル／原作 山主敏子／訳・文
失われた世界 森詠
失われた岬 篠田 節子
渦 大島真寿美
疼くひと 松井 久子
ウズタマ 額賀澪

うずまき
ミンデル シトマー，ハリー シト
マー／共著 田島信夫／訳

うずまき・うずまき・かたつむり 津田真帆
薄闇シルエット 角田光代
うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ



書籍名 シリーズ名 著者名
うそから出たまこと 庄司和晃／著
うそクラブはＶサイン 鈴木喜代春／作 伊東章夫／絵
うそつき、うそつき 清水杜氏彦
嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里
嘘つき男と泣き虫女 藤井 留美
嘘ばっか 佐野洋子
嘘を見破る質問力 反対尋問の手法に学ぶ 荘司雅彦
うたう警官 佐々木 譲
歌が世界を動かした 北村得夫
うたかた  下 渡辺淳一
うたかた  上 渡辺淳一
宇田川榕菴／江川太郎左衛門＝坦庵 科学・技術の飛
躍

日本編 熊谷聡／漫画

うた時計と狐 新美南吉／文 三井永一／え

うたのすきないるかたち ギリシャ神話 紙芝居 21
草間真之助／キャラクター 鶴見正夫
／脚色

歌わない笛 内田康夫／著
歌わない笛 内田康夫

うちへおいで
もりやまみやこ／さく ふくだいわお
／え

うちの幸せごはんめしあがれ 本当においしく作る、
和風の家庭料理１３３

鈴木登紀子／著

うちのなまくらさん
ポール・ジェラティ／さく せなあい
こ／やく

うちのマンション大丈夫？ チームこむん
打ちのめされるようなすごい本 米原万里
うちへ帰れなくなったパパ ラグンヒルド・ミルスツン
宇宙へとびたつ 前川光／著 奥谷敏彦／絵
宇宙怪人 江戸川乱歩／著

宇宙開発競争のゆくえ ピアス・ライト／著 轡田隆史／監訳

宇宙実験レポートｆｒｏｍ Ｕ．Ｓ．Ａ スペース
シャトル・エンデバーの旅

毛利衛／著

宇宙人をさがす 前川光／著 荒井良二／絵
宇宙人のカバン 三輪滋／作・絵
宇宙戦争 少年少女世界名作全集9 ウエルズ／原作 瀬川昌男／訳・文

宇宙大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

宇宙誕生のひみつ 現代科学の発展 近野十志夫／編
宇宙でドッジボールしたらどうなるの？ 子供の科学編集部／編
宇宙で人はくらせるの？ 未来をひらく最先端科学技術 監修／毛利衛

宇宙に秘められた謎 ルシー＆スティーヴン・ホーキング

宇宙の新しい発見 クエーサー・パルサー・ブラック
ホール

アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

宇宙の質問箱  太陽系編 西城恵一，洞口俊博／著

宇宙のしんぴ 杉田信／指導 小林悦子／立案・構成



書籍名 シリーズ名 著者名
宇宙の生命をさぐる 堀田進／著

宇宙のはじまり
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

宇宙のはてへの旅 磯辺琇三／著
宇宙のひみつ 津原義明／漫画 山梨賢一／構成
宇宙のみなしご 森絵都／著
宇宙の歴史  2
宇宙の歴史  3
宇宙飛行士だから知っている すばらしき宇宙の図
鑑

野口聡一

宇宙飛行士になろう
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

宇宙への秘密の鍵
ルーシー＆スティーヴン ・ホーキ
ング

宇宙論はなぜ、地球外知性を予感するか アインシュ
タイン→ホーキング→ＥＴ

小尾信弥／著

有頂天家族 森見登美彦
有頂天時代 三谷幸喜
美しい絵手紙の描き方 田渕伸子 監修
美しい箸づかいと和食のマナー いただき方と立ち居
ふるまい

市川安夫／著

うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ
美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ
美しき廃墟 ジェス・ウォルター

美しき日々 下
ユン ソンヒ／宮本 尚寛／安岡
明子

美しく青きドナウ（東ヨーロッパ） 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵
うつつを抜かして オトナの関係 田辺聖子／著
撃つ薔薇 ＡＤ２０２３涼子 大沢在昌
虚ろな十字架 東野圭吾
ウドンゲのなぞをとく 千国安之輔／文 月田孝吉／絵
鰻の寝床 内海隆一郎／著
海坂藩大全 下 藤沢周平
海坂藩大全 上 藤沢周平
姥ざかり 田辺聖子／著
ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢利子・作  井上洋介・絵
うまかたどんとたぬきのポンタ 紙芝居 113 菊地ただし／文 塩田守男／画

うまくいっている人の考え方
ジェリー・ミンチントン／著 弓場隆
／訳

生れ出づる悩み 愛と青春の名作集 有島武郎
生まれる前からの子育て 池川明
うみ はっけんずかん 西片拓史
海うそ 梨木香歩
海へいった赤んぼ大将・だいだらぼっち ほか４編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ
ウミサチとヤマサチ 日本の神話⑧ 西野綾子／文 阿部肇／絵
うみだーいすき いもとようこ／さく・え
海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束 澄子／沢田 としき
うみとモモちゃん 松谷みよ子／文 武田美穂／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
海鳴り  上巻 藤沢周平／著
海鳴り  下 藤沢周平／著
うみにしずんだうす 水谷章三／文 赤坂三好／絵
ウミネコのくらし 右高英臣／著
うみの１00かいだてのいえ 岩井 俊雄
海の稲妻  上 神坂次郎／著
海の稲妻  下 神坂次郎／著
海の上の世界地図 欧州航路紀行史 和田博文
海の魚は塩分のとりすぎってないの？ 子供の科学／編
海の馬タツノオトシゴ タツノオトシゴ 松岡洋子／文 松岡達英／絵
海の貝 白井祥平
海のさかな 館石昭／著
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
海の見える理髪店 荻原浩
海は見えるか 真山仁
海・ふしぎな世界 伊東正喜／著
うみへいく ピン・ポン・バス 竹下 文子
海辺のカフカ 下 村上春樹
海辺のカフカ 上 村上春樹

海辺のたから ヘレン・ブッシュ／作 沢登君恵／訳

海辺や干がた 干がた・砂はま・いそ
海ぼうず 夏休みのおはなし 日本民話の会／編
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
海をあげる 上間 陽子

ウメ
NHK趣味の園芸：作業１２ヶ
月 11

大坪孝之

梅咲きぬ 山本一力
うめ婆行状記 宇江佐真理

うめぼし
フレーベル館だいすきしぜん
たべもの５

石橋國男

裏が、幸せ。 酒井順子

裏稼業  上
ジョン・グリシャム／作 天馬龍行／
訳

裏稼業  下
ジョン・グリシャム／作 天馬龍行／
訳

裏切りのホワイトカード 石田衣良
心淋し川 西條 奈加
ウラジオストクから来た女 函館水上警察 高城高
うらしまたろう 岩崎京子／文 南本樹／絵
うらしまたろう アニメむかしむかし絵本 ７ 西本鶏介／高橋 信也
うらしまたろう 紙芝居 4 文 奈街三郎 画 工藤市郎
裏千家茶道教科  4 千宗室／著
裏千家茶道教科  5 千宗室／著
裏千家茶道教科  6 千宗室／著
裏千家茶道教科  7 千宗室／著
裏千家茶道教科  10 千宗室／著
ウラパン・オコサ かずあそび 谷川晃一／作



書籍名 シリーズ名 著者名

裏まちのすてネコ
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

うらめしやレストラン 怪談レストラン16 松谷みよ子
霧（ウラル） 桜木紫乃
うるさいんだよ、母さんは 親と子 竹内日出男／著 岡本順／画
ウルトラ戦士ひみつ図鑑
ウルトラマンコレクション
ウルトラマン大百科
ウルトラマン大百科. 2
ウルトラマン大百科 超ひみつゲット７ 円谷プロダクション監修
ウルトラマン大百科超ひみつゲット！⑦ ㈱円谷プロダクション
憂いなき街 佐々木譲
うれしくてうれしくて かさいまり
噂の女 奥田英朗
うわさのズッコケ株式会社 那須正幹／作 前川かずお／絵
うわの空 ドイツその日暮らし 上野千鶴子／著

うわの空で スザンナ・タマーロ／著 泉典子／訳

うんこ！ サトシン
雲上雲下 朝井 まかて
運転者 未来を変える過去からの使者 喜多川 泰
運動会は〇秘作戦で 植木雅子／文 水沢研／画
うんぽっとん こどものくに傑作絵本 みうらし～まる
運命の足音 五木寛之
運命の人 四 山崎豊子
運命の人 一 山崎豊子
運命の人 三 山崎豊子
運命の人 二 山崎豊子
運命 二人の皇帝 田中芳樹

え Nのために 湊かなえ
SOSの猿 伊坂幸太郎
エアポートきゅうこう はっしゃ！ みねお みつ
永遠の仔  下 天童荒太／著
永遠の仔  上 天童荒太／著
永遠の出口 森絵都
永遠の道は曲りくねる 宮内 勝典
永遠を旅する者 重松清
えいがウルトラマンコスモス２全パワー大図鑑 劇場
版
映画少年・淀川長治 荒井魏／著
映画の友人 中野翠／著
映画を見る眼 小栗康平
英国一家、日本を食べる マイケル・ブース
英語なんでもQ 学習まんが・ふしぎシリ－ズ
エイジ 重松清／著
＜英文法＞を考える ＜文法＞と＜コミュニケーショ
ン＞の間

池上嘉彦／著

エイミーズ・ベイクショップの焼き菓子 吉野 陽美



書籍名 シリーズ名 著者名
英雄の書 下 宮部みゆき
英雄の書 上 宮部みゆき
影裏 沼田 真佑
エヴリシング・フロウズ 津村記久子

えからとびだしたねこ 松谷みよ子／文 ナメ川コーイチ／絵

エキサイティングジュビロ 田中舘哲彦／作 田口裕子／絵
駅伝マン アダーナン・フィン
疫病2020 門田 隆将
エコロジーおもしろ発明工房 酒井弥／著
エジソン 野村兼嗣／著
エジプトの神話 兄弟神のあらそい 矢島文夫／著

ＳＦと科学の世界
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

ＳＯＳ！なぞのパソコンじゅく さとうまきこ／作 伊藤良子／絵
Ｅｓｃａｐｅ 内田康夫
エゾリスのいる林 チロとわたしと６ぴきの子リス 高橋健／文 鈴木泰司／写真
エゾリスの森 右高英臣／著
エッチとなぞの怪盗アンパン 名木田恵子／作 山木うさぎ／画
えっちゃんとこねこムー 江崎雪子／さく 橋本淳子／え
えっちゃんのながぐつ 野村ユキ／作 峰村亮而／絵
エディのやさいばたけ サラガーランド
絵で知る歌舞伎の玉手箱 辻 和子
絵で見る「もの」の数え方 町田健
絵で見る冠婚葬祭大事典 館内閲覧 五味敏雄
江戸吉凶帳 南原幹雄
江戸切絵図貼交屏風 辻邦生
江戸職人綺譚 佐江衆一／著
江戸の粋・花川戸助六 望月友彦編著
江戸へおかえりなさいませ 杉浦日向子
江戸は夢か 水谷三公／著
エネミイ 森村誠一／著
エネルギーのひみつ 安部団吉／〔ほか〕漫画
エネルギーの本 考えよう地球環境 住明正
絵の中の人生 太田治子／著

エビータ！ その華麗なる生涯
Ｗ．Ａ．ハービンソン／著 正田宗一
郎／訳

エビフライをおいかけろ
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

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

エプロンおばさん４似たもの一家 長谷川町子全集  第２９巻 長谷川町子

絵本 おとうと 松本春野 文・絵 山田洋次 監修

絵本徒然草  上 橋本治／文 田中靖夫／絵
絵本徒然草  下 橋本治／文 田中靖夫／絵
えほん 横浜の歴史 本間昇



書籍名 シリーズ名 著者名

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

えものはどこだ 五味太郎／作・絵

衿ぐりから編むかぎ針あみ とじ、はぎ、袖つけなし

エリザベート ハプスブルク家最後の皇女 塚本哲也／著
エリックカールのえいごがいっぱい エリック・カール
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

エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ

ガネット ルース・スタイルス／Ｇ
ａｎｎｅｔｔ Ｒｕｔｈ Ｓｔｉｌ
ｅｓ．／ガネット ルース・クリス
マン

エルーマとゼルダおばさん デビット・マッキー

エルマーとりゅう
ルース・スタイルス・ガネット／作
ルース・クリスマン・ガネット／絵

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ
ルース・スタイルス・ガネット／作
ルース・クリスマン・ガネット／え

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット

エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネッ
ト

エレ Ｏｎｃｅ ｕｐｏｎ ａ ｔｉｍｅ ｉｎ… 石森史郎／著
エレクトロニクス工作 自由研究 小学１・２年生 斎藤賢之輔／著
エレクトロニクス工作 自由研究 小学３・４年生 斎藤賢之輔／著
エレクトロニクス工作 自由研究 小学５・６年生 斎藤賢之輔／著

円・えん
ミンデル シトマー，ハリー シト
マー／共著 ジョージ ガスティ／画

園芸博士の百花歳時記  春夏編 柳宗民／〔著〕 松永悳三／写真
園芸博士の百花歳時記  秋冬編 柳宗民／〔著〕 松永悳三／写真
えんじ色心中 真梨幸子
天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山由佳
槐 月村了衛
円周率を計算した男 下 大活字本シリーズ 鳴海 風
円周率を計算した男 上 大活字本シリーズ 鳴海 風

遠足に幽霊がついてきた 学校の怪談５
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 藤田ひおこ／絵

エンソくんきしゃにのる スズキコージ／さく
炎天 北方謙三／著
炎天夢 東京湾臨海署安積班 今野 敏
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそが
しい毎日
エンド・オブ･ライフ 佐々 涼子
エンド・ゲーム 恩田陸
えんどうまめのうえにねたおひめさま アンデルセン
童話より

間所ひさこ／文 岩本康之亮／絵

えんとつ町のプペル 西野亮廣



書籍名 シリーズ名 著者名
えんぴつのはなし 松田憲二／著
えんぴつぴな 長崎源之助
円満退社 江上剛

お
「オリジナル版」カラーモンスター きもちは な
にいろ?

アナ・レナス

オー！ファーザー 伊坂幸太郎
老～い、ドン！ あなたにも「ヨタヘロ期」がやっ
てくる

樋口 恵子

おいかけっこ もろはらじろう／作・絵
おいかけっこでわらべうた つきおか ようた
追いかけるな 大人の流儀5 伊集院静
老い方の探求 佐江衆一
おいし～い いしづちひろ
おいしいおとなあに? えほん、よんで！２ さいとうしのぶ
おいしい家庭薬膳 追立久夫のすぐできるカンタンメ
ニュー

追立久夫／〔著〕

おいしい子育て 平野 レミ
おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子
おいしいもののすきなくまさん 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
おいしく食べて治す肥満 足立香代子,赤堀博美監修
おいしく食べてやせるダイエット 足立香代子,赤堀博美監修
おいしくつくる料理のひみつ たべもの教室別巻1 家庭科教育研究者連盟／編
老いてこそ今日を輝いて 中山あい子／著
老いてこそ上機嫌 田辺聖子
老いてこそ人生 石原慎太郎／著

老いない美人
女性ホルモンできれいにな
る！

清水一郎

オイノコの子もりうた 山形・秋田・青森 須藤克三／編著
老いの才覚 曽野綾子
老いの思想 安西 篤子
老いの正体 森村 誠一
老いの楽しみ 沢村貞子／著
老いのみち 河合隼雄
老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴
老いは迎え討て この世を面白く生きる条件 田中澄江／著
老いを生きる、老いに学ぶこころ 村瀬嘉代子 黒川由紀子 ［編］
王宮のひびきヘンデル 生源寺美子／文 恩田和幸／絵
王家の谷とファラオの呪い 世界の遺跡のなぞ 近野十志夫／編
黄金を抱いて翔べ 高村薫／著
黄金街 三田完
黄金仮面 江戸川乱歩／著
黄金とクルス 坂本満／〔著〕
黄金の石橋 内田康夫
黄金の怪獣 江戸川乱歩／著
黄金のさなぎ 日本最大のチョウの一生 湊和雄／文と写真
黄金豹 江戸川乱歩／著
黄金旅程 馳 星周
王さまかいぞくせん 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
王さまと九人のきょうだい 君島久子/赤羽末吉
おうさまのペロペロキャンディー えほん・ドリームランド その やすじ
おうさまのみみはロバのみみ せかいむかしばなし４ 山室静／文 おぼまこと／絵

おうさまババール ぞうのババール
ジャン・ド・ブリュノフ／さく やが
わすみこ／やく

王さまはとびはねるのがすき ヘルメ・ハイネ／作 松代洋一／訳

王子とこじき 少年少女世界名作全集14
マーク・トウェイン／原作 山主敏子
／訳・文

王昭君 藤水名子／著
王とサーカス 米澤穂信
王になろうとした男 伊東潤
王妃の館  上 浅田次郎／著
王妃の館  下 浅田次郎
往復書簡 湊かなえ

オウムどろぼう事件
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／〔作〕 蕗沢
忠枝／訳

おえかきランチｂｏｏｋ 園児のおべんとう
大当たりズッコケ占い百科 那須正幹／作 前川かずお／絵
大当たりズッコケ占い百科 那須正幹／作 前川かずお／絵
大当たりズッコケ占い百科 新・こども文学館 １５ 那須正幹／前川かずお
大いなる暗愚 藤原正彦
大江健三郎、開高健集 筑摩現代文学大系８６ 大江健三郎、開高健
大江戸釣客伝（下） 夢枕獏
大江戸釣客伝（上） 夢枕獏

オオカミ王ロボ
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

おおかみと７ひきのこやぎ（グリム童話） 海一 慶子
おおかみとしちひきのこやぎ グリム童話より 末吉暁子／文 田中恒子／絵
おおかみと七ひきのこやぎ 稗田宰子／文 花之内雅吉／絵
オオカミの旅 ロザンヌ・パリー
狼奉行 高橋義夫／著
大川わたり 長編時代小説 山本一力／著
大ギク 岡田正順／著
大きくてもちっちゃいかばのこカバオ 森山京
おおきくてもやさしいんだぞう 体の大きさ 紙芝居 104 中村翔子／作 鈴木博子／画
おおきなおおきなたまご 空想の世界で遊ぼう しのざきみつお／さく・え

おおきなオムレツ
もりやまみやこ／さく ふくだいわお
／え

おおきなかぶ 佐藤忠良／画 内田莉莎子／再話
おおきなかぶ ロシアの昔話より 松谷さやか／文 おぼまこと／絵
おおきな木 シェル・シルヴァスタイン
おおきな木 シェル･シヴァスタイン

大きな機関車ゴードン
ウィルバート・オードリー／作 レジ
ナルド・ドールビー／絵

大きな機関車たち
ウィルバート・オードリー／作 ガン
バー・エドワーズ，ピーター・エド
ワーズ／絵

大きな木のある町 西本鶏介作/中村まさあき絵



書籍名 シリーズ名 著者名

大きな木のおくりもの
アルビン・トレッセルト／作 アン
リ・ソレンセン／絵

大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美

大きな窓に気をつけろ
レモニー・スニケット／著 宇佐川晶
子／訳

大きな森の小さな家
ローラ・インガルス・ワイルダー／
作 恩地三保子／訳

大きな森の小さな家 少年少女世界名作全集22 ワイルダー／原作 山主敏子／訳・文

大きな約束 椎名誠

大きな山のトロル
アンナ・ヴァーレンベルイ／文 織茂
恭子／絵

大久保利通 明治政府の指導者 大倉元則／まんが
大阪で遊ぼ. 1999 るるぶっく
おおスザンナ（アメリカ） 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵
大相撲を１０倍楽しむ法 相撲のことなら何でもわか
る

伊藤八郎／著

大だこマストン海底のたたかい なかまっていいな にしかわおさむ／さく・え
大だこマストンとかいぞくせんのたから 空想の世界であそぼう にしかわおさむ／さく・え
大だこマストンとかいぞくせんのたから 空想の世界であそぼう にしかわおさむ／さく・え
大どろぼうくまさん ふりやかよこ／作・絵

大どろぼうホッツェンプロッツ 新・世界の子どもの本 １
プロイスラー オトフリート／Ｐｒ
ｅｕｓｓｌｅｒ Ｏｔｆｒｉｅｄ．
／中村 浩三

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラー／作 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
オトフリート＝プロイスラー／作 中
村浩三／訳

大どろぼうはアイスクリームはかせ 山脇恭／作 草間俊行／絵
大莫迦になりたい ユニークな発想と行動で切り開い
た曲折の人生

黒沢年男／著

おおばことなかよし 真船和夫／ぶん 加藤新／え
大原富枝の平家物語 大原富枝／著
大マジ三人組超キケン！なぞの贈り物に手をだす
な！

島村敬一／作 聖原玲音／画

大マジ三人組ミーコの霊をさがせ 島村敬一／作 聖原玲音／画

大昔大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

大むかしの生物 八杉龍一・濱田隆士／共編
オオムラサキ 森一彦／著
大家さんと僕 矢部太郎
大家さんと僕 これから 矢部 太郎
オオルリ流星群 伊予原 新
おかあさんおめでとう 神沢利子／作 井上洋介／絵
お母さんが話してくれた世界の歴史. 1 山内紀著
お母さんが話してくれた世界の歴史. 2 山内紀著
お母さんが話してくれた世界の歴史. 3 山内紀著
おかあさんだいすきだよ みやにしたつや
おかあさん疲れたよ  上 田辺聖子／著



書籍名 シリーズ名 著者名
おかあさん疲れたよ  下 田辺聖子／著
おかあさんといっしょ 薮内正幸／さく
お母さんの最後の一日 北川悦吏子
おかあさんのつうしんぼ 宮川ひろ／著
お母さんはしつけをしないで 長谷川博一
おかえし 村山桂子／さく 織茂恭子／え
おかぐら 脇明子／ぶん 小野かおる／え
おかげさまで生きる 矢作直樹

おかしがたべたい！ ビーゲンセン 作 すずきもも 絵

お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる
お金とモノから解放されるイギリスの知恵 井形慶子／著
お金のことでくよくよするな！ 心配しないと、うま
くいく

リチャード・カールソン／著 小沢瑞
穂／訳

お金のはなし 久保田晃／著
丘の上の向日葵 山田太一
丘の少年王 早船ちよ／著
おかめひょっとこ 最上 一平
置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子
おきがえあそび きむら ゆういち
おきがえいろいろかくれんぼ いしかわこうじ
沖田総司 笹沢左保／著
掟上今日子の乗車券 西尾 維新
おきゃくはだあれ 神沢利子／作 岩村和朗／絵
億男 川村元気
オクサ ポロック（1） 希望の星 アンヌ・プリショタ
オクサ ポロック（2） 迷い人の森 アンヌ・プリショタ
オクサ ポロック（3） 二つの世界の中心 アンヌ・プリショタ
オクサ ポロック（4） 呪われた絆 アンヌ・プリショタ
奥様はクレイジーフルーツ 柚木麻子
奥の細道 マンガ日本の古典  25 矢口高雄
億夜 高樹のぶ子／著
送り火 高橋 弘希

おこさまランチがにげだした
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

お子さまランチとおべんとう
かわいい！カンタン！子ども
が喜ぶ、ごはんとおベンとう

吉田瑞子

おこりじぞう 山口勇子／さく 四国五郎／え
おこる 中川ひろたか
お探し物は図書室まで 青山 美智子
尾崎左永子の古今和歌集・新古今和歌集 尾崎左永子／著
おさじさん 東光寺啓／絵 松谷みよ子／作
おさじさん 松谷みよ子赤ちゃんの本 松谷みよ子
幼い子の詩集 パタポン② 田中和雄
おさらをあらわなかったおじさん フイリス・クラジラフスキー
おさるのジョージ ピザをつくる M.＆H.A.レイ
おさるのジョージ はいしゃさんへいく Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ



書籍名 シリーズ名 著者名
おさるのジョージちしきえほんわるいきんをやっつ
けろ

M･レイ＆H･Ａ・レイ

小澤征爾さんと、音楽について話をする 小澤征爾X村上春樹
おさんぽの おやくそくだもの きだに やすのり
推し、燃ゆ 宇佐見 りん
おじいさんのはしご 花之内雅吉／作・絵

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

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン
おじいちゃんがつくるりんご 倉沢達雄／編著

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／え

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介

おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント
ナネッティ アンジェラ／Ｎａｎｅ
ｔｔｉ Ａｎｇｅｌａ．／バルブッ
ソ アンナ

おじいちゃんの出会ったふしぎな話 佐々木征夫 宮川和歌子 絵・文

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

おじいちゃんは荷車にのって
パウゼヴァング グードルン／Ｐａ
ｕｓｅｗａｎｇ Ｇｕｄｒｕｎ．／
シュタイネケ インゲ

おしいれのぼうけん 古田足日，田畑精一／〔共〕作
おしくら・まんじゅう かがくい ひろし
おじさんのかさ 佐野洋子
おじさんのかさ 佐野 洋子
おしっこおばけ 高橋宏幸／作・絵
おしっこと神様 ねじめ正一／著
オシッコはなぜ寒い日よく出るの？ 子供の科学編集部／編
おしまいのデート 瀬尾まいこ
おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫／作 長新太／画
おしゃべりなたまごやき 王さまシリーズ② 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
おしゃべりママさん甲州路を行く みんなでつないだ
２００キロ

かじょう会／編著

おしゃれキャット ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
岡信子／文

おしゃれ泥棒にご用心 ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画
おしゃれなおたまじゃくし 塩田守男／え さくらともこ／ぶん
おしゃれなケーキのケーコさん 末崎茂樹／画 西内ミナミ／作

おしょうさんとあんねんさん
とみたひろゆき／文 ひらのよしと／
絵

おしょうさんとちんねんさん
とみたひろゆき／文 ひらのよしと／
絵

おしょうさんとぼんねんさん
とみたひろゆき／文 ひらのよしと／
絵

おしりじまん 斉藤 槙

おしりたんてい
むらさきふじんのあんごうじ
けん

トロル



書籍名 シリーズ名 著者名
おしりたんてい いせきからのSOS おしりたんていファイル5 トロル
おしりたんてい おしりさがしBOOK ぷぷっとま
ちがいさがし

トロル

おしりたんてい おしりたんていの こい おしりたんていファイル10 トロル
おしりたんてい かいとうVSたんてい おしりたんていファイル4 トロル
おしりたんてい カレーなる じけん おしりたんていファイル トロル

おしりたんてい② やみよに きえる きょじん
おしりたんていファイル
（２）

トロル

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに！ おしりたんていファイル(9） トロル

おしりたんてい かいとうと ねらわれた はなよ
め

おしりたんていシリーズ８ トロル

おしりたんてい⑦ みはらしそうのかいじけん トロル
おしりたんてい③ ふめつのせっとうだん トロル
おしりたんてい⑥ あやうしたんていじむしょ おしりたんていファイル⑥ トロル
おしろまつりの日 倉沢達雄／編著

オスカーのたんじょうパーティ
ダン・エリオット／ぶん ノルマン・
シャルティエ／え

おすぎとピ-コのこの映画を見なきゃダメ！！ おすぎとピ-コ

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

オズの魔法使い 世界の名作全集
ライマン・フランク・ボーム／原作
谷本誠剛／訳

オズの魔法使い 小学館世界の名作 ボームライマン・フランク
遅咲きのひと 人生の第４コーナーを味わう 足立則夫
おそろいパンツ 今井弓子／作・絵
おそろし 宮部みゆき
小高へ 父 島尾敏雄への旅 島尾伸三
おたふく 山本一力
小田実 柴田翔集 筑摩現代文学大系 ８９ 小田実 柴田翔

オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本かずとし／ぶん 畑中富美子／え

おたまじゃくしの１０１ちゃん 加古里子
おたまたまごろう 紙芝居 94 若山憲／画 金山美沙子／作
お誕生会・？の招待状にキャー！！ うらないトリ
オ・キューピッズ

窪田僚／著 鈴木みや／画

おたんじょうびおめでとう！子パンダシャンシャン
成長日記

平野 健一

落窪物語 マンガ日本の古典  2
おちばのしたをのぞいてみたら 皆越ようせい
おちゃめなパッティ Ｊ．ウェブスター／作 白木茂／訳
おつかい さとう わきこ
お疲れ、乾杯。今夜は家呑み ぐっち夫婦
おつきさまこんばんは 林 明子

お月さまってどんなあじ？
マイケル・グレイニエツ／絵と文 い
ずみちほこ／訳

おつきさまとうさぎ 十五夜の夜話 紙芝居55 いもとようこ／画 菱田かづこ／作
おつきさまにぼうしを シュ－ルト・コイバ－



書籍名 シリーズ名 著者名
おつきさんのめだまやき 高橋宏幸／作・絵
お月さんはきつねがすき？ 神沢利子／作 井上洋介／絵
おつきみおばけ せなけいこのえ・ほ・ん(13) せな けいこ
乙骨淑子の本  第５巻 乙骨淑子／著
おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽
おっちょこチョイ姫 あッこりゃまた村 西本七星作/岡田潤絵
夫の始末 大活字本シリーズ 田中澄江
夫は定年（うろうろ）妻はストレス（いらいら） 清水博子／著
夫は木妻は花 夫婦で絵手紙 花城康雄・祐子／著

オツベルと象
みやざわけんじ／さく きむらしょう
へい／え

おツボね様のひと押し献上 村越学
おつまみとおもてなし Ｃｏｏｋ ｂｏｏｋ
おてがみもらったおへんじかいた 森山京／作 広瀬弦／絵
おてがらピューマの大ジャンプ ジャンプ 紙芝居 106 ゆきのゆみこ／作 秋里信子／画
おてんとうさまが みてますよ 山本 省三
おとうさん 中村徹

おとうさんとどうぶつえんへいったんだよ
しばたしんご／さく といずみゆきこ
／え

お父さんの心配 足立倫行／著
おとうさんの ちず ユリ・シュルヴィッツ
おとうさんのふしぎなカレーライス 鈴木浩彦／さく 中村景児／え
お父さんはユーチューバー 浜口 倫太郎
おとうさんぼくね・・・ 長谷川義史
弟 石原慎太郎／著
「弟の力」伝説 畑田国男／著
オドオドの頃を過ぎても 阿川佐和子
御伽草子 マンガ日本の古典  21 やまだ紫
男時・女時 渡辺淳一
男おひとりさま道 上野千鶴子
おとこ坂おんな坂 阿刀田高
男と女かわすセリフの裏ゴコロ どっきり診断ゲーム
会話でわかる彼女と彼氏のウソ・ホント

ランダムプレス／編著

男と女のキビ団子 林真理子／著
男と女の進化論 すべては勘違いから始まった 竹内久美子／著
男と女のワイン術 日経プレミアシリーズ 伊藤博之・柴田さなえ
男ともだち 千早茜
男の勘ちがい女の夢ちがい 藤堂志津子／著
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

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

ビドルフ スティーブ／Ｂｉｄｄｕ
ｌｐｈ Ｓｔｅｖｅ．／菅 靖彦

男の孤独死 長尾 和宏
男の子に贈りたい名作 西本鶏介
男の背中 諸井薫／著
男の背骨 山本一力
男・独り暮らしの快適人生術 吉村作治



書籍名 シリーズ名 著者名
男らしさを鞄につめて 藤田宜永／著
『男はつらいよ』寅さん読本 監督・出演者とたどる
全足跡

寅さん倶楽部／編

落とし穴 鎌倉釈迦堂の僧たち 杉本苑子／著
お年寄りのための食事読本 薬膳のすすめ 正岡慧子／著
おとなの事情 林真理子／著
大人のためのほんとうの宇宙の話 ビッグバンから人
類の未来まで

的川泰宣／著

おとなの肌のかゆい！を治す 監修者 衛藤光
大人の横浜 Ｈａｎｋｙｕ ｍｏｏｋ
大人の流儀 ４ 許す力 伊集院静
おとな二人の午後 五木寛之／著 塩野七生／著
音のしくみ 楽器のかがく 繁下和雄／文 武藤光子／絵
音のでるからばこ 沖縄 永山絹枝／編著
音の版画家ドビュッシー 伊藤海彦／文 むかいながまさ／絵
乙女の密告 赤染晶子
おともだちいっぱい 紙芝居 49 石橋三宣／画 いしばししずこ／作
おともだちになってくれる？ サム・マクブラットニィ
おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話 金森襄作／再話 鄭〓香／絵
オートリバース 高崎 卓馬
おなかいっぱい食べてもなぜまたすくの？ 子供の科学編集部／編
おなかのなかにおにがいる 小沢孝子／作 西村達馬／絵
おなかほっぺおしり 伊藤比呂美／文・イラスト
お腹召しませ 浅田次郎
おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ／さく
おなまえ100 せべ まさゆき
おなら どきどきしぜん 長新太／さく
おならうた 谷川俊太郎/詩 飯野和好/絵
おにいちゃんになるひ ローラ・Ｍ・シェーファー
おにいちゃんにはかなわない 国松俊英／文 藤本四郎／画
お兄ちゃんは自殺じゃない 三笠貴子
鬼になった子ども 大阪・京都・兵庫 二反長半／編著 池田仙三郎／え
鬼の跫音 道尾秀介
おにのくび 水谷章三／文 矢野徳／絵
鬼の橋 伊藤遊／作 太田大八／画
おにのはなし 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
おにのパンツ 鈴木 博子
おにはそと！ふくはうち！ いもとようこ
鬼火列車 吉岡道夫／著
鬼平犯科帳 池波正太郎
おねしょ ちゃんと なおったね 宮野 聡子
おねしょの名人 山田真
オネスティ 石田衣良
おのまとぺの本 だんきょうこ
おばあさんのクリスマス 香山美子／作 岡本颯子／絵
おばあさんのじてんしゃ こだまともこ／作 水野二郎／絵
おばあさんのすーぷ 林原玉枝
おばあさんのすぷーん 富山妙子／え 神沢利子／作



書籍名 シリーズ名 著者名
おばあさんのどんぐりパン 石沢小枝子／さく 笠原美子／え
おばあさんのひこうき・おしゃべりゆわかし ほか６
編

佐藤さとる／著 長崎源之助／〔ほ
か〕編

おばあちゃんがいるといいのにな 松田素子／作 石倉欣二／絵
おばあちゃんすごい 中川ひろたか
おばあちゃんといつもいっしょ 池見宏子／作 池見民子／絵
おばあちゃんと福ちゃん YASUTO
おばけがいっぱい 長島克夫
おばけかぞくのいちにち 西平あかね
オバケだって、カゼをひく 富安陽子
おばけたろうは１ねんせい 大川悦生／作 長野ヒデ子／絵
オバケちゃん 松谷みよ子／作 いとうひろし／絵
オバケちゃん学校へいく 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 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 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 松谷みよ子／作 いとうひろし／絵
おばけ貯金 あかね・るつ／作 末崎茂樹／絵
おばけとホットケーキ 新井 洋行
おばけとモモちゃん 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
おばけなんかこわくない 長島克夫／作・絵
おばけなんてこわくない 中川 ひろたか
おばけなんてないさ せなけいこ
おばけになったサンタクロース 安田浩／作 磯田和一／絵

おばけのアッチスーパーマーケットのまき
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
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

お化けの海水浴 川端 誠

おばけのコッチあかちゃんのまき
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
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

おばけのスパゲッティ 紙芝居 63 古川タク／画 小沢正／作

おばけのソッチぞびぞびぞー
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
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
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

おばけのはなし  2 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
おばけのはなし  1 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
おばけのはなし  3 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
お化けの冬ごもり 川端誠
おばけのムニムニ えほん、よんで！ ３ 古内ヨシ
お化けの猛暑日 川端 誠
おばけのやだもん ひらの ゆきこ
おばけマイコンじゅく 水木しげる／著



書籍名 シリーズ名 著者名

おばけめぐり 瀬川昌男／鈴木 康司／南谷 佳世

おばけ桃の冒険
ロアルド・ダール／作 Ｎ．Ｅ．バー
カート／絵

おばけ野球チーム 水木しげる／著
おばけやしきへ ようこそ ストリード
お化け屋敷レストラン 怪談レストランシリーズ 10 松谷みよ子
おばけリンゴ ヤーノシュ
おばけレストラン 水木しげる／著
オーパーさんのおいしいりんご 新しいえほん みおちづる／にしむら あつこ
おはなしじゅうたん空をとぶ 増田悦子／さく 長野ヒデ子／え
おはなしドラえもんえほん ちかてつをつくっちゃ
え

藤子・F・不二雄

おはなしの日 安達 千夏
オバマ YES WE CAN！ ロバータ・エドワーズ
おはよう！メイシーちゃん 作・ルーシー・カズンズ
おはようくまちゃん 礒みゆき

オパーリン／ワトソン 生命の探究 世界編 熊谷聡／漫画 インタラクティブ／編

おひげのポン かなざわ まこと
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

Ａ．ラマチャンドラン／さく・え 松
居直／やく

おひさまさんさんおはようさん なかじまかおり

おひさまのこども ギリシャ 紙芝居 32
河内日出夫／作・画 宗方あゆむ／脚
色

お日さまのむすめ 早船ちよ／著 鈴木たくま／絵
お日さまはだかんぼ 神沢利子／作 井上洋介／絵
おひさまはらっぱ 中川李枝子／さく 山脇百合子／え
おひさまパン 江国香織

おひさまはよるどこへいくの？ アルメニアちほうの
わらべうたから

ミラ・ギンズバーグ／ぶん ホセ・ア
ルエゴとエアリアン・デュウェイ／
え

おひとりさまの「法律」 中澤まゆみ 小西輝子
おひとりさまの最期 上野千鶴子

おひめさまえにっきをかく
学年別こどもおはなし劇場４
１・１年生

まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまおうじさまにあう まだらめ三保／さく 国井節／え
おひめさまおたんじょうかいにいく まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまかいものにいく
学年別こどもおはなし劇場５
１・１年生

まだらめ三保／さく・国井節／え

おひめさまがっこうへいく まだらめ三保／さく 国井節／え
おひめさまケーキをつくる まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまそらをとぶ
学年別こどもおはなし劇場
①・１年生

まだらめ三保／さく 国井節／え

おひめさまたからさがしにいく
学年別こどもおはなし劇場・
１年生 ４５

まだらめ三保／国井節

おひめさまになれる まほうのとびら 真瀬 ひかる
おひめさまパトカーにのる まだらめ三保／さく 国井節／え



書籍名 シリーズ名 著者名
おひめさまるすばんをする まだらめ三保／さく 国井節／え
おひゃくしょうのやん ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ
桜風堂ものがたり 村山早紀
おふろ、はいる？ 飯野 和好
おふろだいすき 松岡亮子

おふろだ、おふろだ！
わたなべしげお／ぶん おおともやす
お／え

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子／著 岩崎ちひろ／絵
おふろのじっけん 渡辺寿昭／作・絵 森しげる／絵
おふろのはなし 神崎宣武，小林稔／著
おふろやさん 西村繁男／作
おへそにきいてごらん からだのえほん ３ 七尾純／長谷川知子
おへそに太陽を 山中恒／作
おへそのあな 長谷川義史
おへそはどこかなかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん
おべんとうをたべたのはだあれ 神沢利子／作 柿本幸造／絵
おべんとうかくれんぼ 中林影／作・絵
おべんとうしろくま 柴田 ケイコ
おべんとうのえんそく 紙芝居 65 矢玉四郎／作・画
おぼえていてね ア－カイブ星ものがたり 市川拓司
おほしさま たちもと みちこ
おほしさま かいて！ エリック・カール
オー・マイ・ガアッ！ 浅田次郎
おまえさん 下 宮部みゆき
おまえさん 上 宮部みゆき
お任せ！ 数学屋さん 向井湘吾
おまじない 西 加奈子
おまじないでドッキリ！ うらないトリオ・キュー
ピッズ

窪田僚／作 鈴木みや／画

おまたせ！ラーメン大統領 神保史郎／作 望月あきら／絵
お神酒徳利深川駕籠 山本一力

おみせやさん
かどのえいこ／ぶん たばたせいいち
／え

おむすびころりん 西本鶏介／文 高橋信也／絵
おむすびころりん 紙芝居10 安井康二／画 柴野民三／文
おむすびまんとアルナイじま やなせたかし／作
おむすびまんとアングリラ やなせたかし／作
おむすびまんとおばけでら やなせたかし／作
おむすびまんときりふきせんにん やなせたかし／著
おむすびまんとこおりおに やなせたかし／作
おむすびまんとたまごひめ やなせたかし／著
おむすびまんとなないろひめ おむすびまん9 やなせたかし
おむすびまんとぬるぬるおばけ やなせたかし／著
おむすびまんとやまねこもりのやまねこ やなせたかし／著
おむすびまんとわんにゃーせんそう やなせたかし／著
おむつのなか、みせてみせて ヒド・ファン・へネヒテン
オムニバス 誉田 哲也
汚名 杉本苑子／著



書籍名 シリーズ名 著者名

おめめがさめた
もりやまみやこ／さく ふくだいわお
／え

おめんです いしかわこうじ
思いっきり、エスニック料理 ピリ辛スープからトロ
ピカルデザートまで

加藤美由紀／著

思い出が消えないうちに 川口 俊和
思い出コロッケ 諸田玲子
思い出トランプ 向田邦子／著
思い出の修理工場 石井 朋彦
思い出のマーニー ジョージ・Ｇ・ロビンソン
おもひでぽろぽろ 徳間アニメ絵本 ９ 岡本蛍／刀根 夕子／高畑 勲
おもかげ橋 葉室麟
おもしろい！進化のふしぎ 続ざんねんないきもの
の事典

今泉 忠明 監修

おもしろクイズきょうしつ  こくご １ねん 国語学習研究会／編
おもしろクイズ教室  国語 ３年 月館和男／著
おもしろクイズ教室  国語 ４年 月館和男／著
おもしろクイズ教室  国語 ５年 鈴村一成／著
おもしろクイズ教室  国語 ６年 江渡大輔／著
おもしろクイズきょうしつ  さんすう １ねん
おもしろクイズ教室  算数 ２年
おもしろクイズ教室  社会 ３年
おもしろクイズ教室  算数 ３年
おもしろクイズ教室  理科 ３年
おもしろクイズ教室  社会 ４年
おもしろクイズ教室  算数 ４年
おもしろクイズ教室  理科 ４年
おもしろクイズ教室  算数 ５年
おもしろクイズ教室  理科 ６年
おもしろクイズ教室  社会 ６年
おもしろクイズ教室  国語 ２年 国語学習研究会／編
おもしろクイズ教室 算数 ６年
おもしろくてたまらないヒマつぶし隠居学 加藤秀俊

おもしろちえくらべ
とみたひろゆき／文 たるいしまこ／
絵

おもしろなぞなぞ 学習まんが・ふしぎシリ－ズ
おもしろ日本史・話のネタ本 加来耕三／著
おもしろハウスのおじいさん 図形と面積 堀部佑子／構成 門田律子／絵
おもちゃびょういん MOEのえほん 木島 誠悟
おもわず おもわず えがしら みちこ
おやおや、おやさい 石津ちひろ
おやくそくえほん 高濱 正伸
親子あそびのえほん 武本佳奈絵・平澤朋子
親こそ最良の医師 ドーマン博士はいかにして脳障害
児を治療したか

グレン・ドーマン／〔著〕 幼児開発
協会／訳

親子で遊べるたのしい！おりがみ 新宮文明
親子で楽しむ365日暮らしの行事 早未恵理
親子で作るはじめてのスイーツ 青木定治



書籍名 シリーズ名 著者名
親子で手作り ママ、パパが先生 Ｃｏｍｏ手作りブックス
オヤジの背中 加山雄三／著
おやすみ～ いしづちひろ

おやすみなさいメイシーちゃん 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

親の認知症が心配になったら読む本 小川陽子
親も子もラクになる魔法の”ほめ”セラピー 手塚 千砂子
お湯がわくとなぜやかんは音をだすの？ 子供の科学編集部／編
およぐ なかのひろたか／さく
オライオン飛行 髙樹のぶ子
おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子
阿蘭陀西鶴 朝井まかて
オリエント急行の殺人 ハヤカワ文庫 中村 能三
おりがみ 河合豊彰／著
折紙おもちゃ つくる！あそぶ！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵
折紙ゲーム・パズル つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

おりがみだいすき2 おってあそぼ！アンパンマン うごく！あそべる！ やなせ たかし

おりがみでごっこ遊び 婦人生活ベストシリーズ
おりがみでひこうき遊び 婦人生活ベストシリーズ
折り紙入門 笠原邦彦／著
オリジン 下 ダン・ブラウン
オリジン 上 ダン・ブラウン

檻のなかの子 憎悪にとらわれた少年の物語
トリイ・ヘイデン／著 入江真佐子／
訳

オリンピックの身代金 奥田英朗
オルタネート 加藤 シゲアキ
オールド・テロリスト 村上龍
オルモスト・ムーン アリス・シーボルト
俺、つしま おぷうのきょうだい
俺俺 星野智幸
オーレオレオレンジ旋風エスパルス 田中館哲彦／作 相沢るつ子／絵
おれがあいつであいつがおれで 山中恒
おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩
俺だって子供だ 宮藤官九郎
折れた竜骨 米澤穂信
オレって老人？ 南伸坊
俺ではない炎上 浅倉 秋成
おれのおばさん 佐川光晴
俺の残機を投下します 山田悠介
おれはオレ 佐々木マキ
おれはティラノサウルスだ 宮西達也
愚かな薔薇 恩田 陸
おわかれはモーツァルト 中山 七里
終わった人 内館牧子
終わらざる夏 下 浅田次郎
終わらざる夏 上 浅田次郎
終わりの蜜月 大庭みな子の介護日誌 大庭利雄



書籍名 シリーズ名 著者名
終物語（下） 西尾維新
終物語（上） 西尾維新
終物語（中） 西尾維新
オン・ザ・プラネット 島口 大樹
おんがくたいくまちゃん S・ﾊﾟﾚﾝﾄｰ
おんがくねずみジェラルディン はじめておんがくを
きいたねずみのはなし

レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

音楽の革命児ワーグナー 松本零士／文・絵
音楽の父バッハ やなせたかし／文・絵
飲食男女 久世 光彦
温泉の平和と戦争 東西温泉文化の深層 石川理夫
女５０歳からの生き方が人生を変える 塩月弥栄子／著
おんなじおんなじ 多田 ヒロシ
女城主直虎と信長 愛須隆介

女盗賊プーラン  下巻 プーラン・デヴィ／著 武者圭子／訳

女盗賊プーラン  上巻 プーラン・デヴィ／著 武者圭子／訳

女と男 落合恵子／著
女と男の品格。 伊集院静
女と男の危険な話 康奉雄／著

女の一生
モーパッサン／作 新庄嘉章，岡本潤
／訳

女のいない男たち 村上春樹
女のおっさん箴言集 田辺 聖子
女の句読点 エッセイ集 平松伴子／著

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子

女の子に贈りたい名作 西本鶏介
女のための男の手料理 池田満寿夫／著
女の庭 鹿島田真希
女の夢男の夢 田辺園子／著
おんな飛脚人 出久根達郎／著
女ひとりで親を看取る 山口美江

女薬剤師
イングリート・ノル／著 平野卿子／
訳

おんぶにだっこ さくらももこ
陰陽師（おんみょうじ）瘤取り晴明 夢枕獏／文 村上豊／絵
陰陽師（おんみょうじ）生成り姫 夢枕獏
御宿かわせみ  上 平岩弓枝／著
御宿かわせみ  下 平岩弓枝／著
御宿かわせみ 小判商人 平岩弓枝

か 「係長」山口瞳の処世術 小玉武
「賢い子」に育てる究極のコツ 瀧靖之
神奈川ふるさと歴史散歩 神奈川歴史散歩の会
蚊 椎名誠／著
かあさんのイコカ 紙芝居 124 降矢洋子／脚本・絵
かあさんのいす ベラＢ．ウィリアムズ



書籍名 シリーズ名 著者名
かあちゃん 重松清
母ちゃん オンマ 江宮隆之
かあちゃんえほんよんで かさいまり
かあちゃんかいじゅう 内田麟太郎
解 堂場瞬一
怪異！魔女と悪魔の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

海王星 青い惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

海外で恥をかかない世界の新常識 池上彰
海外ミステリ名作１００選 ポオからＰ．Ｄ．ジェイ
ムズまで

Ｈ．Ｒ．Ｆ．キーティング／著 長野
きよみ／訳

怪奇四十面相 江戸川乱歩／著
怪奇！幽霊屋敷の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵
快挙 白石一文
海峡 伊集院静／著
かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ かいけつゾロリシリーズ44 原 ゆたか
かいけつゾロリ きょうふのエイリアン かいけつゾロリシリーズ68 原 ゆたか
かいけつゾロリ（70）ダンジョン かいけつゾロリシリーズ70 原 ゆたか
かいけつゾロリ （69）ようかいまつり かいけつゾロリシリーズ69 原 ゆたか
かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ かいけつゾロリシリーズ30 原ゆたか
かいけつゾロリうちゅう大さくせん かいけつゾロリシリーズ65 原 ゆたか
かいけつゾロリカレーＶＳ．ちょうのうりょく かいけつゾロリシリーズ43 原ゆたか
かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう かいけつゾロリシリーズ45 原 ゆたか
かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく かいけつゾロリシリーズ46 原 ゆたか
かいけつゾロリけっこんする！？ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリ けっこんする！？ かいけつゾロリシリーズ19 原ゆたか
かいけつゾロリスターたんじょう かいけつゾロリシリーズ66 原 ゆたか
かいけつゾロリぜったいぜつめい かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリぜったいぜつめい かいけつゾロリシリーズ28 原ゆたか
かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう かいけつゾロリシリーズ20 原ゆたか
かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原 ゆたか
かいけつゾロリたべられる！！ かいけつゾロリシリーズ36 原ゆたか
かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん かいけつゾロリシリーズ41 原ゆたか
かいけつゾロリちきゅうさいごの日 かいけつゾロリシリーズ26 原ゆたか
かいけつゾロリつかまる！！ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリつかまる！！ かいけつゾロリシリーズ15 原ゆたか
かいけつゾロリとなぞのひこうき かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリとなぞのひこうき かいけつゾロリシリーズ16 原ゆたか
かいけつゾロリとなぞのまほう少女 かいけつゾロリシリーズ34 原ゆたか
かいけつゾロリとまほうのへや かいけつゾロリシリーズ35 原ゆたか
かいけつゾロリ なぞのスパイと１００本のバラ かいけつゾロリシリーズ53 原ゆたか
かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート かいけつゾロリシリーズ52 原 ゆたか
かいけつゾロリのおいしい金メダル かいけつゾロリシリーズ59 原 ゆたか
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう かいけつゾロリシリーズ60 原 ゆたか
かいけつゾロリの大金もち かいけつゾロリシリーズ23 原ゆたか
かいけつゾロリの大どろぼう かいけつゾロリシリーズ37 原ゆたか
かいけつゾロリのおばけ大さくせん かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え



書籍名 シリーズ名 著者名
かいけつゾロリのおばけ大さくせん かいけつゾロリシリーズ17 原ゆたか
かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか
かいけつゾロリのかいていたんけん かいけつゾロリシリーズ61 原 ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのカーニバル かいけつゾロリシリーズ29 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのカーレース かいけつゾロリシリーズ21 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのサッカー かいけつゾロリシリーズ14 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ かいけつゾロリシリーズ22 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふの宝さがし かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのきょうふの宝さがし かいけつゾロリシリーズ25 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのプレゼント かいけつゾロリシリーズ12 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのきょうふのやかた かいけつゾロリシリーズ2 原ゆたか
かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち かいけつゾロリシリーズ８ 原ゆたか
かいけつゾロリのクイズ王 かいけつゾロリシリーズ56 原 ゆたか
かいけつゾロリのじごくりょこう かいけつゾロリシリーズ32 原ゆたか
かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！<後
編>

かいけつゾロリシリーズ48 原 ゆたか

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！<前
編>

かいけつゾロリシリーズ47 原 ゆたか

かいけつゾロリの大かいじゅう かいけつゾロリシリーズ10 原ゆたか
かいけつゾロリの大かいぞく かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリの大かいぞく かいけつゾロリシリーズ４ 原ゆたか
かいけつゾロリの大きょうりゅう 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリの大きょうりゅう かいけつゾロリシリーズ７ 原ゆたか
かいけつゾロリの大まじんをさがせ!! かいけつゾロリシリーズ55 原ゆたか
かいけつゾロリのちていたんけん かいけつゾロリシリーズ62 原 ゆたか
かいけつゾロリのチョコレートじょう かいけつゾロリシリーズ６ 原ゆたか
かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ かいけつゾロリシリーズ24 原ゆたか
かいけつゾロリのてんごくとじごく かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのてんごくとじごく かいけつゾロリシリーズ31 原ゆたか
かいけつゾロリのドラゴンたいじ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのドラゴンたいじ かいけつゾロリシリーズ１ 原ゆたか
かいけつゾロリのドラゴンたいじ2 かいけつゾロリシリーズ63 原 ゆたか
かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん かいけつゾロリシリーズ13 原ゆたか
かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん かいけつゾロリシリーズ11 原ゆたか
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん後編 かいけつゾロリシリーズ39 原ゆたか
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん前編 かいけつゾロリシリーズ38 原ゆたか
かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん かいけつゾロリシリーズ18 原ゆたか
かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 かいけつゾロリシリーズ49 原 ゆたか
かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのまほうつかいのでし かいけつゾロリシリーズ３ 原ゆたか
かいけつゾロリのまほうのランプ～ﾂ かいけつゾロリシリーズ54 原 ゆたか
かいけつゾロリのママだーいすき 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのママだーいすき かいけつゾロリシリーズ9 原 ゆたか
かいけつゾロリのめいたんていとうじょう かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのめいたんていとうじょう かいけつゾロリシリーズ27 原ゆたか



書籍名 シリーズ名 著者名
かいけつゾロリのメカメカ大さくせん かいけつゾロリシリーズ51 原ゆたか
かいけつゾロリのゆうれいせん かいけつゾロリシリーズ５ 原ゆたか
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい かいけつゾロリシリーズ57 原ゆたか
かいけつゾロリのようかい大リーグ かいけつゾロリシリーズ33 原ゆたか
かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ かいけつゾロリシリーズ67 原ゆたか
かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう かいけつゾロリシリーズ50 原ゆたか
かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご かいけつゾロリシリーズ40 原ゆたか
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん かいけつゾロリシリーズ42 原ゆたか
かいけつゾロリロボット大さくせん かいけつゾロリシリーズ64 原ゆたか
かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる！ かいけつゾロリシリーズ71 原ゆたか
カイコ まゆからまゆまで 岸田功／著
邂逅の森 熊谷達也
海国記平家の時代下 服部真澄
海国記平家の時代上 服部真澄
開国史話 加藤祐三
介護者Ｄ 河崎秋子
介護退職 楡周平
がいこつの子守歌 征矢清／文 征矢剛／画
骸骨ビルの庭 下 宮本輝
骸骨ビルの庭 上 宮本輝
がい骨レストラン 怪談レストラン14 松谷みよ子
会社ストレス症候群 ビジネスマンを直撃する あな
たは大丈夫かその実態と構造を探る

河野友信／著

かいじゅうがおふろにいるよ
キャスリーン・スティーブンス／作
レイ・ボーラー／絵

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック
かいじゅうトゲトゲ ママとパパとわたしの本 1 かどのえいこ
かいじゅうメガネサウルス たかしよいち／さく 西村郁雄／え
かいじゅうゆきらあ 渡辺有一／作・絵
怪人二十面相 江戸川乱歩／著
海賊女王 （下) 皆川博子
海賊女王 （上） 皆川博子
海賊ジョリーの冒険1死霊の売人 カイ・マイヤー
海賊とよばれた男 下 百田尚樹
海賊とよばれた男 上 百田尚樹
かいぞくはパンツがだいすき クレア・フリードマン
かいぞくポケット  15 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
かいぞくポケット  16 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
かいぞくポケット  5 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
かいぞくポケット  14 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
かいぞくポケット  6 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
かいぞくポケット  13 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
怪談 男と女の物語はいつも怖い 林真理子／著
怪談 マンガ日本の古典  32
怪談 愛と青春の名作集 ラフカディオ・ハ－ン
怪談の道 内田康夫／著
怪談人恋坂 赤川次郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名

海底大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

海底二万マイル 世界の名作文庫・W-16 ベルヌ／作 南本史／文
海底の魔術師 少年探偵江戸川乱歩全集 ２１ 江戸川乱歩
怪盗アンパン対名探偵ホームラン エッチと怪盗アン
パン

名木田恵子／作 山木うさぎ／画

街道をゆく  42 司馬遼太郎／著

怪盗グルーのミニオン大脱走 ミニオンだいずかん ユニバーサルスタジオジャパン

ガイトナー回顧録 金融危機の真相 ティモシー・Ｆ・ガイトナー
貝に続く場所にて 石沢 麻依
怪物の木こり 倉井 眉介
解剖学教室へようこそ 養老孟司／著
海嶺 北方謙三／著
戒老録 自らの救いのために 曽野綾子
海路残照 下 大活字本シリーズ 森崎 和江
海路残照 上 大活字本シリーズ 森崎 和江
買う前にわかる危ない食べ物 ２００１年４月改訂
新・食品表示でここまで変わった！いま、毎日の食
卓を見直すこの重要ポイント

増尾清／著

買う前にわかる危ない食べ物 ２００１年４月改訂
新・食品表示でここまで変わった！いま、毎日の食
卓を見直すこの重要ポイント

増尾清／著

華栄の丘 宮城谷昌光／著
かえってきたきつね 岸田衿子
還らざる道 内田康夫
帰りたかった家（うち） 青木玉／著
かえるくんにきをつけて 五味太郎
かえるくんのあかいふうせん なるせちはる
かえるくんのたからもの 田中章義
かえる工房 さとうあきこ
かえるちゃんとかばおばさん わたなべゆういち／さく・え
かえるちゃんのおつきみ 渡辺有一
かえるちゃんのおねしょ わたなべゆういち／さく・え
かえるちゃんのゆうびん 渡辺有一
かえるのエルタ 中川李枝子／さく 大村百合子／え
カエルの小指 道尾 秀介
かえるの竹取ものがたり 俵万智
カエルのたんじょう 種村ひろし／著
かえるぼたもち ３月のおはなし 日本民話の会／編
かえるをのんだととさん 日野十成
帰れない山 パオロ・コニェッティ

顔  上
シドニィ・シェルダン／作 天馬龍行
／訳

顔  下
シドニィ・シェルダン／作 天馬龍行
／訳

顔に降りかかる雨 桐野夏生
カオリはすてきなまほうつかい！？ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
かか 宇佐見 りん
カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ
科学偉人伝 まんが発見発明の科学史 ムロタニツネ象
科学技術っておもしろい？ 未来をひらく最先端科学技術 監修／毛利衛
科学技術は人間をどう変えるか 石井威望／著
化学工業の発明発見物語 鉄からプラスチックまで 大沼正則／編
科学と技術を創造した人々 科学・技術人物事典 インタラクティブ／編集構成
科学のせかい すぐわかるハイテク技術 学習漫画 理科10 杉田信／指導 井上大助／漫画
化学の発明発見物語 酸素ガスからナイロンまで 大沼正則／編
科学物質と健康の本 考えよう地球環境 住明正
科学物知り百科 内山安二／漫画
鏡をみてはいけません 田辺聖子／著
鏡のうらがわレストラン 怪談レストランシリーズ ８ 松谷みよ子
かがみの孤城 辻村 深月
鏡の法則 野口嘉則
輝ける子 明橋 大二
香川発 希少糖の奇跡 太りにくい「夢の甘味料」 松崎隆司
鍵のない夢を見る 辻村深月
かぎばあさんアメリカへいく 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんへのひみつの手紙 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんのことわざ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんのサンタクロース 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 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんの魔法のかぎ 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんのマンガ教室 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんのミステリー館 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんぼうけんの島へ 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎばあさんは名探偵 あたらしい創作童話26 手島悠介／作 岡本颯子／絵
かぎ針編み パート別基礎 2
歌曲王シューベルト 庄野英二／文 稲沢美穂子／絵
限りなく完璧に近い人々 マイケル・ブース
架空取引 高任和夫／著
学園のパーシモン 井上荒野
核家族から単家族へ 丸善ライブラリー ２２９ 匠雅音
覚悟の人 佐藤雅美
学習に役立つものしり事典３６５日  １月
学習に役立つものしり事典３６５日  ２月
学習に役立つものしり事典３６５日  ３月
学習に役立つものしり事典３６５日  ４月
学習に役立つものしり事典３６５日  ５月
学習に役立つものしり事典３６５日  ６月
学習に役立つものしり事典３６５日  ７月
学習に役立つものしり事典３６５日  ８月
学習に役立つものしり事典３６５日  ９月
学習に役立つものしり事典３６５日  １０月
学習に役立つものしり事典３６５日  １１月
学習に役立つものしり事典３６５日  １２月



書籍名 シリーズ名 著者名
学習漫画 世界の歴史 5 ムハンマドとイスラム
世界の広がり

後藤明（監）

学習漫画 世界の歴史 人物事典 鈴木恒之（監）
学習漫画 世界の歴史 1 エジプトとメソポタミ
アの繁栄

本村凌二（監）

学習漫画 世界の歴史 10 ルイ14世とマリア＝
テレジア

近藤和彦（監）

学習漫画 世界の歴史 11 市民革命とナポレオン 近藤和彦（監）

学習漫画 世界の歴史 12 アヘン戦争とシパー
ヒーの反乱

並木頼寿（監）

学習漫画 世界の歴史 13 産業革命と自由主義 近藤和彦（監）

学習漫画 世界の歴史 14 ワシントンとリンカン 遠藤泰生（監）

学習漫画 世界の歴史 15 ビスマルクと列強のア
フリカ侵略

石井規衛（監）

学習漫画 世界の歴史 16 第一次世界大戦 柴宜弘（監）
学習漫画 世界の歴史 17 レーニンと毛沢東 石井規衛（監）
学習漫画 世界の歴史 18 第二次世界大戦 相良匡俊（監）
学習漫画 世界の歴史 19 アジア・アフリカ独立
の時代

相良匡俊（監）

学習漫画 世界の歴史 2 アレクサンドロス大王
とカエサル

本村凌二（監）

学習漫画 世界の歴史 20 未来へ踏み出す世界の
国々

相良匡俊（監）

学習漫画 世界の歴史 3 ブッダと秦の始皇帝 平勢隆郎（監）
学習漫画 世界の歴史 4 三国志の英雄と隋・唐
のかがやき

平勢隆郎（監）

学習漫画 世界の歴史 6 カール大帝と十字軍の
遠征

河原温（監）

学習漫画 世界の歴史 7 チンギス＝ハンと李舜
臣

斯波義信（監）

学習漫画 世界の歴史 8 玄奘法師とマルコ＝
ポーロ

鈴木恒之（監）

学習漫画 世界の歴史 9 ミケランジェロとエリ
ザベス女王

河原温（監）

学習漫画 世界の歴史 できごと事典 鈴木恒之（監）
学習まんが 日本の歴史 1 日本のあけぼの 設楽博己(監)

学習まんが 日本の歴史10 幕府の安定と元禄文化 松方冬子(監)

学習まんが 日本の歴史12 開国と幕府の滅亡 松方冬子(監)
学習まんが 日本の歴史13 明治維新と文明開化 鈴木淳（監）
学習まんが 日本の歴史14 日清・日露戦争と国際
関係

鈴木淳（監）

学習まんが 日本の歴史15 第一次世界大戦と日本 古川隆久(監)

学習まんが 日本の歴史17 第二次世界大戦 古川隆久(監)
学習まんが 日本の歴史18 占領された日本 安田常雄(監)



書籍名 シリーズ名 著者名
学習まんが 日本の歴史19 高度成長の時代 安田常雄(監)
学習まんが 日本の歴史2 律令国家をめざして 仁藤敦史(監)
学習まんが 日本の歴史20 激動する世界と日本 安田常雄(監)
学習まんが 日本の歴史3 仏教の都 平城京 仁藤敦史(監)
学習まんが 日本の歴史4 平安京と貴族の世 仁藤敦史(監)
学習まんが 日本の歴史5 院政と武士の登場 髙橋典幸(監)
学習まんが 日本の歴史6 鎌倉幕府の成立 髙橋典幸(監)

学習まんが 日本の歴史7 武士の成長と室町文化 髙橋典幸(監)

学習まんが 日本の歴史8 戦国時代と天下統一 髙橋典幸(監)
学習まんが 日本の歴史9 江戸幕府ひらく 松方冬子(監)
学習まんが 日本の歴史11 ゆらぐ江戸幕府 松方冬子(監)
学習まんが 日本の歴史16 恐慌の時代と戦争への
道

古川隆久(監)

核とアジア・太平洋 国際会議ヨコスカ 伊藤成彦／編
学年ビリのギャルが１年で偏差値４０上げて慶應大
学に現役合格した話

坪田信貴

かぐやひめ アニメむかしむかし絵本１３ 西本鶏介／文・高橋信也／絵
かぐやひめ 紙芝居12 岩本圭永子／画 福島のり子／文
かぐや姫の結婚 繁田信一
かくれ里 愛蔵版 白洲正子
かくれんぼおに ほっぷとすてっぷ なかまっていいな こいでやすこ／さく・え
影男 江戸川乱歩／著
影との戦い ゲド戦記 ル＝グウィン／作 清水真砂子／訳
崖の上のポニョ 徳間アニメ絵本30 宮崎駿
陰の季節 横山秀夫
影の中の影 月村了衛
陰日向に咲く 劇団ひとり
影踏み 横山秀夫
カケラ 湊 かなえ
かげはどうして黒いか知ってる？ 子供の科学／編
かこさとしあそびの大惑星  1 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  2 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  3 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  4 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  5 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  6 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  7 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  8 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  9 かこさとし／絵と文
かこさとしあそびの大惑星  10 かこさとし／絵と文
かさこじぞう 西本鶏介／作 高橋信也／絵

かさこじぞう
いわさききょうこ あらいごろう
文・絵

かさじぞう １２月のおはなし 日本民話の会／編
重ね地図で読み解く大名屋敷の謎 竹内 正浩
かさぶたくん わくわくにんげん やぎゅうげんいちろう／さく
かさもっておむかえ 長新太／絵 征矢清／作



書籍名 シリーズ名 著者名
かざるもののくふう 松本百合子／著
火山をしらべる 白尾元理／著
火山は生きている 青木章／著
カシオペアの丘で 下 重松清
カシオペアの丘で 上 重松清

かしこくなったコヨーテティトオ
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

かじだ、しゅつどう 山本忠敬／さく
火車 宮部みゆき
火車の残花 浮雲心霊奇譚 神永 学
火定 澤田 瞳子
かしわばやしの夜 宮沢賢治／文 佐藤国男／画
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

かずの冒険 野山編 香川元太郎
かずのほん まついのりこ／ぶん・え
カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田貞二／訳
かずら野 乙川優三郎／著
風 青山七重

火星－神秘の惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

火星の王女 少年少女世界名作全集20 バローズ／原作 瀬川昌男／訳・文

化石はおしえてくれる
アリキ・ブランデンバーグ／文・絵
神鳥統夫／訳

風立ちぬ 愛と青春の名作集 堀辰雄／著
風と話そう 立松和平対談集 立松和平／著
風と水で遊ぶくふう 大和屋巌／著
風の音 管楽器のしくみ 楽器のかがく 繁下和雄／文 武藤光子／絵
風の影（下） カルロス・ルイス・サフォン
風の影（上） カルロス・ルイス・サフォン
風のかたみ 内海隆一郎／著
風の言葉 諸井薫／著
風の生涯  下巻 辻井喬／著
風の生涯  上巻 辻井喬
風の谷のナウシカ 上 宮崎駿
風の谷のナウシカ 下 宮崎駿
かぜのでんわ いもとようこ
かぜのひだあいすき 間所ひさこ／作 いもとようこ／絵
風のひみつ基地
風の又三郎 愛と青春の名作集 宮沢賢治／著
風のように・嘘さまざま 渡辺淳一／著
風の渡る町 内海隆一郎／著
かぜひいちゃった いもとようこ／さく・え
かぞえうたのほん 岸田衿子／作 スズキコージ／え
かぞえるえほん おやすみわんちゃん なかむら みはる
家族を考える３０日 小浜逸郎／著
家族計画 芦崎笙
家族じまい 桜木 紫乃



書籍名 シリーズ名 著者名
家族葬のかしこい進め方 杉浦由美子 川嶋毅
家族力「いい親」が子どもをダメにする ジョン・ロズモンド
家族の健康を守る家 深谷賢司
家族の肖像 内海隆一郎／著
華族夫人の忘れもの 新・御宿かわせみ 平岩弓枝
家族みんなの介護予防運動マニュアル 大渕修一
家族力 山本一力
ガソリン生活 伊坂幸太郎
傍聞き 長岡弘樹
片想い 東野圭吾
肩ごしの恋人 唯川恵／著
カタコンベ 神山裕右

片づけられない人のための仕事の本
ワイス リン／Ｗｅｉｓｓ Ｌｙｎ
ｎ．／ニキ リンコ

かたちだけの愛 平野啓一郎
かたづの！ 中島京子
片翼の瞳 上 ナナセ
片翼の瞳 下 ナナセ
カタツムリ 増田戻樹／写真 小池康之／文

かたつむりとさる ラオス・モン族の民話
ヤン・サン／さいわ ハー・ダン／し
たえ

語りかける花 上 大活字本シリーズ 志村 ふくみ
果断 隠蔽捜査２ 今野敏
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
かちかちやま 西本鶏介／文 高橋信也／絵
かちかちやま 岩崎京子／文 黒井健／絵
家畜のはなし 正田陽一／著
がちゃがちゃどんどん 元永定正／さく
課長島耕作の成功方程式
がちょうのたんじょうび 新美 南吉
勝海舟 神谷次郎／著
楽毅  第３巻 宮城谷昌光／著
楽毅  第２巻 宮城谷昌光／著
楽毅  第１巻 宮城谷昌光／著
楽毅  第４巻 宮城谷昌光／著
楽器のおはなし 繁下和雄／編
学級ノートのミステリー だいすきミステリー４
学研の図鑑 昆虫 友国雅章［監］
学研の図鑑 宇宙 吉川真[監]
学研の図鑑 恐竜 真鍋真[監]
学研の図鑑 鉱物・岩石・化石 猪郷久義[監]
学研の図鑑 魚 沖山宗雄［監］
学研の図鑑 植物 大場達之[監]
学研の図鑑 世界の危険生物 今泉忠明[監]
学研の図鑑 地球・気象 猪郷久義［監］
学研の図鑑 動物 今泉忠明[監]
学研の図鑑 鳥 小宮輝之「監］
学研の図鑑 発明・発見 雀部晶[監]



書籍名 シリーズ名 著者名
学研の図鑑 人のからだ 阿部和厚
学研の図鑑 昆虫 友国雅章[監]
かっこいい新幹線大集合 小賀野実
学校ウサギをつかまえろ 岡田淳／さく・え
学校行事のくふう 小関武明／著
学校には霊がいっぱい 日本児童文学者協会／編
学校ねずみのフローラ デｲﾂク・キング・スミス
学校の怪談スペシャル  3 日本民話の会／編
学校の怪談スペシャル  2 日本民話の会／編
学校の怪談のなぞ 日本児童文学者協会／編

がっこうのせんせいはスーパーマン
ミケラ・マンティン／作 デビッド・
プレベナ／絵

カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾
学校の七不思議ミステリー だいすきミステリー
カッコウの呼び声（下） ロバート・ガルブレイス
カッコウの呼び声（上） ロバート・ガルブレイス
学校はいかに語られたか 由紀草一／著
活字三昧 目黒考二／著
CUT 菅原和也

カッパとひょうたん 岡山・広島・山口・島根・鳥取 水藤春夫／編著

かっぱのおくりもの ７月のおはなし 日本民話の会／編
カッバのくれたつぼ 東京・神奈川・千葉 柴野民三／編著
カッパの三平 アニメ版 水木しげる／原作
カッパの三平魔法だぬき 水木しげる／著
かっぱのむこどの 水谷章三／文 赤坂三好／絵
杯（カップ） 沢木 耕太郎
家庭果樹 新園芸相談3 日本放送出版協会
家庭大工百科 主婦と生活社

家庭でのばす「見えない学力」
「新・家庭教育のススメ」シ
リーズ

岸本裕史／著

家庭薬膳のススメ 正岡慧子／著

角川日本地名大辞典  14
「角川日本地名大辞典」編纂委員会
／編纂

カード師 中村 文則
カード地獄１００万人の現実 自分だけは大丈夫だと
思っていたのに

上手なカードの使い方を考える会／
編

かな？かな？えほん おおきくなると？ アニェーゼ・バルッツィ
かないくん 谷川俊太郎・松本大洋
かないともこのねんど人形 かないともこ／著
香苗のパッチワークポイント色と柄の組合せ 松浦香苗／著
神奈川県美術風土記  幕末・明治初期篇
神奈川さわやか散歩全42コース 山と渓谷社出版部
神奈川四季花の名所めぐり ブルーガイド編集部／編集
かながわの川  上 神奈川県高校地理部会／編
かながわの川  下 神奈川県高校地理部会／編
神奈川の寺子屋地図 高田稔／著
神奈川の東海道 時空を越えた道への旅 （上）



書籍名 シリーズ名 著者名
神奈川の東海道 遥かな時代の道の賑わい （下）
神奈川の東海道 時空を越えた道への旅 （上）
神奈川の東海道（下） 遥かな時代の道の賑わい
神奈川の東海道（上） 時空を超えた道への旅
かながわののりもの 西村 海香

悲しい本 ＳＡＤ ＢＯＯＫ
マイケル・ローゼン／文 クエン
ティン・ブレイク／絵 谷川俊太郎
／訳

金しばりレストラン 怪談レストランシリーズ ６ 松谷みよ子
悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森古都
カナダ住みたい国 永谷敬三／著
かなたの子 角田光代
彼方の友へ 伊吹 有喜
必ずおいしく作れる和のおかず 井澤豊一郎

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

かに 村岡健作／著
カニのくらし 桜井淳史／写真 小池康之／文
カニは横に歩くとは限らない 甲らに包まれた不思議
な仲間たち

武田正倫／著

鐘 内田康夫／著
金子みすずふたたび 今野勉
鐘を鳴らす子供たち 古内 一絵
かの一ぱつの原爆に 坪田正夫著
彼女について よしもとばなな
彼女の家出 平松洋子
かの名はポンパドール 佐藤賢一
カノン 中原清一郎
カバオのきょうりゅうたんけん ヒサクニヒコ／さく・え
かばくん 岸田衿子／作 中谷千代子／え
かばくんのおかいもの ひろかわさえこ／さく・え
かばくんのふね 岸田衿子／さく 中谷千代子／え
かばくんのほかほかおふろ ひろかわさえこ／さく・え
かばんうりのガラゴ 島田 ゆか
甲比丹 森瑶子／著
カビは地球のそうじ係ってホント？ 子供の科学／編
かぶさんとんだ 五味太郎／作

カブト・クワガタ
横山正／指導・立案・構成 井上大助
／漫画

カブトムシ 岸田功／著
カブトムシ・クワガタ 雑木林の昆虫観察
カブトムシ・クワガタのひみつ 林夏介／漫画
カブトムシとクワガタ 岡田俊典／著

かぶとむしのなかま
おおきなしぜんちいさなしぜ
ん こんちゅう １０

安永一正

かぶとむしはどこ？ どきどきしぜん 松岡達英／さく
壁の男 貫井徳郎
壁の花のバラード 赤川次郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名
カペリーちゃん つつみあれい
カボチャありがとう 木葉井悦子
カボチャのばけネコ 大分・熊本・宮崎・鹿児島 椋鳩十／編著
かまきりおばさん 柴野民三／詩 阿部肇／絵
カマキリのかんさつ 栗林慧／著
鎌倉海と山のある暮らし 安西篤子／著 沢田重隆／絵
鎌倉なるほど事典 楠本 勝治／三浦 勝男
鎌倉の仏教 中世都市の実像 貫達人，石井進／編
鎌倉幕府のリスクマネジメント 相原 鐵也
鎌倉彫 灰野昭郎／著
鎌倉 横浜 にっぽんの旅６
鎌倉歴史散歩 佐藤和彦・錦昭江
我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木裕介
髪 瀬戸内寂聴／著
神かくし 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
神々の山嶺（いただき）  下 夢枕獏／著
神々の山嶺 上 夢枕獏

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
ハンコック グレーアム／Ｈａｎｃ
ｏｃｋ Ｇｒａｈａｍ．／大地 舜

神々の世界 下
ハンコック グレーアム／Ｈａｎｃ
ｏｃｋ Ｇｒａｈａｍ．／大地 舜

神々の乱心  上 松本清張／著
紙鑑定士のファイル 模型の家の殺人 歌田 年
カミキィの季節のおりがみ カミキィ
カミキリムシ 科学のアルバム65 岸田功／著
カミキリムシの森 カミキリムシ 松岡洋子／文 松岡達英／絵
かみコップでつくろう よしだきみまろ
かみコップのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
神殺しの日本 梅原猛
かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ
かみさまになったゆうれい ドン・メイリン
神さまのお恵み 佐藤愛子／著
神様のカルテ 夏川草介
神様のカルテ２ 夏川草介

神様の女房
もう一人の創業者・松下むめ
の物語

高橋誠之助

かみさまは小学5年生 すみれ
かみさまは中学1年生 すみれ
かみざらのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
紙芝居たんじょうびのプレゼント 紙芝居 121 村山桂子・脚本／篠崎三郎・絵
紙とおり紙 笠原邦彦／著
神になった織田信長 秋田裕毅／著



書籍名 シリーズ名 著者名
紙ねんど工作 創作紙粘土協会
紙ねん土で作るくふう 小関武明／著
神の声を聞いた少女 女性たちの歴史 近野十志夫／編
神の子どもたちはみな踊る 村上春樹

神の拳  下
フレデリック・フォーサイス／
〔著〕 篠原慎／訳

神の拳  上
フレデリック・フォーサイス／
〔著〕 篠原慎／訳

紙の月 角田光代
紙のはなし 松岡淳一／著
神の守り人 下 帰還編 上橋菜穂子
神の守り人 上 来訪編 上橋菜穂子
紙ひこうき 小山賢一／著
かみひこうき 林明子／絵 小林実／文
神も仏もありませぬ 佐野洋子
神や仏に出会う時 中世びとの信仰と絆 大喜直彦
神去なあなあ日常 三浦しをん
神去なあなあ夜話 三浦しをん
カメのくらし 増田戻樹
仮面家族 悠木 シュン
仮面同窓会 雫井脩介
仮面の恐怖王 江戸川乱歩／著
仮面病棟 愛蔵版 知念 実希
仮面ライダーコレクション２ 超ひみつゲット！２７
仮面ライダーコレクション. 3 超ひみつゲット！３８
仮面ライダーコレクション. 4
蒲生邸事件 宮部みゆき／著
鴨川ホルモー 万城目学
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー
かもつれっしゃのワムくん 関根栄一／ぶん 横溝英一／え

ガモフ/ウェゲナー
地球と宇宙 漫画人物科学の歴
史 . 世界編

佐々木ケン漫画/インタラクティブ編

カモフラージュ 松井 玲奈
かもめ食堂 群ようこ
かもめのジョナサン 完成版 リチャード・バック
火曜クラブ ハヤカワ文庫 中村 妙子
火曜日には火の用心 板倉聖宣／著
からくり乱れ蝶 諸田玲子
カラー・彩コロジー “自分さがし”の色彩テスト 大守光子／著
鴉天狗カブト 小説 黄金獣疾風編 寺沢武一／原作 三井秀樹／著
硝子戸のうちそと 半藤 末利子
ガラスのうさぎ 高木敏子／作 武部本一郎／画
ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな

からすのおかしやさん
かこさとし おはなしほん
１１

かこ さとし

からすのカラッポ 舟崎克彦／作 黒井健／絵
カラスのくらし 菅原光二／著



書籍名 シリーズ名 著者名

からすのそばやさん
かこさとし おはなしのほん
１４

かこ さとし

硝子の太陽Rouge ルージュ 誉田哲也
硝子の太陽Noir ノワール 誉田哲也

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

硝子の塔の殺人 知念 実希人
ガラスのはなし 由水常雄／著
からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん ７ 加古里子

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

ガラスめだまときんのつののヤギ ベラシール民話
からだおもしろゼミナール 井上大助／まんが
からたちばやしのてんとうむし 加古里子／作・絵

からだっていいな 山本直英／さく 片山健／さく〔え〕

からだとけんこう
からだと病気の本  1 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  2 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  3 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  4 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  5 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  6 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  7 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  8 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  9 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
からだと病気の本  10 鈴木喜代春，鈴木隆／共著
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
からだにもしもし からだのえほん 七尾純／福田 岩緒
からだのしくみ事典 不思議で面白い人間のからだは
こうなっている 全図解
からだの大常識 これだけは知っておきたい ３ 山内ススム／丸山敬

カラダの知恵
細胞たちのコミュニケーショ
ン

三村芳和

からだのひみつ 藤木輝美／漫画 横田弘行／構成
ガラパゴス 館石昭写真集 館石昭写真
ガラパゴス（下） 相場英雄
ガラパゴス（上） 相場英雄

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

カラー版・ゴールデンレース編  リクエスト版
カラフル 森絵都
カラフルな闇 まはら三桃
カラマーゾフの妹 高野史緒

カラマーゾフの兄弟
ドストエフスキー／作 米川正夫，鎌
原正巳／訳

カラーモンスター がっこうへいく アナ・レナス
カリウドバチの世界 その神秘な行動 有賀文章／文と写真



書籍名 シリーズ名 著者名
かりそめ 渡辺淳一

ガリバー旅行記 少年少女世界名作全集2 スウィフト／原作 瀬川昌男／訳・文

ガリバー旅行記 小学館世界の名作3 スウィフト ジョナサン
ガリバー旅行記 こびとの国の巻 紙芝居 16 輪島清隆／画 スウィフト／作
下流の宴 林真理子
臥竜の天  下 火坂雅志
臥竜の天  上 火坂雅志

ガリレオ=ガリレイ/ハーヴェー
近代科学のあけぼの 漫画人物
科学の歴史 . 世界編

佐々木ケン漫画/インタラクティブ編

カルアシ・チミーのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

ガールズ・ブルー あさのあつこ
カレイドスコープの箱庭 海堂尊
枯れ木の中の生きものたち 子育て・冬越しから寄生
まで

有賀文章／文と写真

枯れ蔵 永井するみ／著
カレーの法則 スパイスマジックで作る 水野仁輔

カレーパンでやっつけよう
ポプラ社の小さなおばけシ
リーズ 43

角野栄子／さく 佐々木洋子／え

カレーライスはこわいぞ
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

川・池の生きもの 超はっけん大図鑑⑩ 発行者 坂井宏先
かわいい！おいしい！園児のおべんとう 祐成二葉
かわいいチョコの手づくりレシピ 大森いく子
かわいいハムスター
かわいいペット ミニレディ百科 小林博義／著
かわいい野菜とフルーツがいっぱい 前田智美
かわいそうなぞう 手塚治虫／著
かわいそうな ぞう 土屋由岐雄：文 武部本一郎：絵
かわうそ お江戸恋語り。 あさのあつこ
かわうそ3きょうだい あべ弘士
かわたれどき 畠中 恵
変わったタイプ トム・ハンクス
川と川原 上流、中流・川原、下流・河口
川に毒をながすな 歴史をかえた人びと 近野十志夫／編
川の生きもの 堀木政子／著
皮の音（打楽器のしくみ） 楽器のかがく 繁下和雄／文 田沢梨枝子／絵
川のなかのきょうりゅう 西本鶏介作/梶鮎太絵
川は生きている 自然と人間 富山和子／著

川をくだる小人たち
借りぐらしのアリエッティ原
作3

メアリー・ノートン

雁 愛と青春の名作集 森鴎外／著
かんがえるカエルくん いわむらかずお
考える力、やり抜く力 私の方法 中村修二

カンガとルー森にくる
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェ
パード／え



書籍名 シリーズ名 著者名
かんからさんしん物語 沖縄戦を生きぬいた子どもた
ち

嶋津与志／文 戸井昌造／絵

カンカンカンでんしゃがくるよ 津田光郎
歓喜の仔 下 天童荒太
歓喜の仔 上 天童荒太
寒玉楼 瓊瑶／著、 近藤直子／訳
韓国 ブルーガイド海外版出版部／編
看護婦さん 片瀬典子／写真 山田桂子／文

冠婚葬祭とマナー大事典
早引き・図解 知りたいこと
がすぐ引ける

戸田恭子 株式会社ザ・アール

かん字１・２年生
くもんまんが おもしろ大事
典

山田勝美／編・著 熊谷さとし／まん
が

かんじき飛脚 山本一力

かん字３年生
山田勝美／編・著 熊谷さとし／まん
が

漢字書体字典 館内閲覧 高塚竹堂
かんじのえほん漢字の絵本 五味 太朗
漢字のひみつ 飯塚よし照／漫画
患者よ、がんと闘うな 近藤誠／著
看守眼 横山秀夫
看守の信念 城山 真一
感傷的な午後の珈琲 小池 真理子
がん消滅の罠 完全寛解の謎 岩木 一麻

かん字４年生
山田勝美／編・著 熊谷さとし／まん
が

完全恋愛 牧薩次
肝臓病 健康な肝臓をとり戻す 熊田博光／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

元祖病気治し汁 野菜スープが効く わたしの健康編集部／編
鑑定人 氏家京太郎 中山 七里
がんと一緒にゆっくりと 絵門 ゆう子
寒灯 西村賢太
関東小さな町小さな旅 歩く旅シリーズ町歩き
癌と私の共同生活 俵萠子／著
がんになって、止めたこと、やったこと 野中秀訓
がんばらない 鎌田實／著
がんばりこぶたのブン えほん、よんで！ ８ 高楼方子
がんばりすぎない家事の時短図鑑 田中 ナオミ
がんばりプンタ 武井博／作 奈良坂智子／絵
がんばれ！盲導犬サーブ 手島悠介
がんばれアヌーラ 紙芝居 61 ながよしかよ／画 中川志郎／作

がんばれ機関車トーマス
ウィルバート・オードリー／作 レジ
ナルド・ドールビー／絵

がんばれ給食委員長
スプラッシュ・ストーリー
ズ・34

中松 まるは

がんばれ！恐竜アパトサウルス たかしよいち／文 伊東章夫／画
がんばれ！こじか 西本鶏介作/吉崎正巳絵



書籍名 シリーズ名 著者名
がんばれ、少年少女野球大会 整数の性質 和田常雄／構成 高松良己／絵
がんばれねずみたち 山元護久／作 高橋透／絵
がんばれひめねずみ 今泉吉晴／ぶん 田中豊美／え
がんばれヘラクレス ハーディー・グラマトキー
がんばれヘンリーくん クリアリー／作 松岡享子／訳
がんばれぽんちゃん 西本鶏介／文 田中秀幸／絵
ガンバレ まけるな ナメクジくん 三輪一雄
ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム
奸婦にあらず 諸田玲子
カンペぎつねのたからもの 渡辺節子／文 赤坂三好／絵
完本 昭和史のおんな 沢地 久枝
かんやはこで作るくふう 堂本保／著

き ９５歳へ！ 幸福な晩年を築く３３の技術 渡辺昇一
95歳まで生きるのは幸せですか？ 瀬戸内寂聴・池上彰

木いちごつみ 子どものための詩と絵の本
きしだえりこ／詩 やまわきゆりこ／
絵

きいろいことり
子どもがはじめてであう絵本
3

ディック・ブルーナ

きいろいゾウ 西加奈子

きいろいばけつ
もりやまみやこ／作 つちだよしはる
／絵

きえた！?かいけつゾロリ かいけつゾロリシリーズ58 原 ゆたか
消えた歌の風景 内館 牧子
きえたおかしのまき たかどのほうこ

きえた機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガン
バー・エドワーズ，ピーター・エド
ワーズ／絵

きえた機関車
ウィルバート・オードリー／作 ガン
バー・エドワーズ，ピーター・エド
ワーズ／絵

消えたゲームソフト だいすきミステリー① 日本児童文学者協会

きえた１３号室
ロバート・スウィンデルズ／作 斉藤
健一／訳

きえた少女のなぞを追え 大マジ三人組 とんでる学園シリーズ27 島村敬一／作 聖原玲音／画

消えた新聞少年
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳

きえたたくさんのかいじゅう たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

消えた妖精 顔のない刑事・追走指令 長編推理小説 太田蘭三／著

木を植えた男
ジャン・ジオノ／原作 フレデリッ
ク・バック／絵

木を植えた男 あすなろセレクト
ジオノ ジャン／Ｇｉｏｎｏ Ｊｅ
ａｎ．／バック フレデリック

記憶の中の源氏物語 三田村雅子
記憶の中の殺人 内田康夫／著
記憶の渚にて 白石一文



書籍名 シリーズ名 著者名
記憶力を高める 眠っている能力を目覚めさせ、新し
い自分になる

保坂榮之介／著

祇園の教訓 岩崎 峰子
機械とくらし 尾崎正直／著

機械の発明発見物語 時計からオートメーションまで 板倉聖宣／編

奇貨居くべし  黄河篇 宮城谷昌光／著
奇貨居くべし  火雲篇 宮城谷昌光／著
奇貨居くべし  飛翔篇 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 春風篇 宮城谷 昌光
帰還 ル＝グウィン／作 清水真砂子／訳
機関車 檀上完爾／作 南正時／写真
機関車先生 伊集院静／著
きかんしゃだいしゅうごう

きかんしゃトーマス
クリストファー・オードリー／作 ケ
ン・ストット／絵

機関車トーマス 汽車のえほん オードリー
きかんしゃトーマスGO！GO！大図鑑 新村 みづき 小堺 加奈子
きかんしゃトーマスキャラクターコレクション と
もだちだいしゅうごう
きかんしゃトーマス大図鑑 田中絵里 編

機関車トーマスのしっぱい 汽車のえほん１６
ウィルバート・オードリー／作 ジョ
ン・ケニー／絵

きかんしゃパーシーたこあげをする
クリストファー・オードリー／作 ケ
ン・ストット／絵

きかんしゃやえもん 阿川弘之／作 岡部冬彦／絵
奇巌城 痛快 世界の冒険文学23 逢坂剛・文 M・ルブラン・原作
帰還せず 青沼陽一郎
聞き書き 横濱物語 松葉 好市／小田 豊二

樹木希林120の遺言
死ぬときぐらい好きにさせて
よ

樹木希林

危機と決断（下）
前ＦＲＢ議長ベン・バーナン
キ回顧録

ベン・バーナンキ

危機と決断（上）
前ＦＲＢ議長ベン・バーナン
キ回顧録

ベン・バーナンキ

帰郷 浅田次郎
帰去来 大沢 在昌
帰去来殺人事件 山田風太郎／著
聞くだけで自律神経が整うCDブック 小林弘幸
菊池寛、廣津和郎集 筑摩現代文学大系２７ 菊池寛、廣津和郎
菊籬 宮尾登美子／著
危険なビーナス 東野圭吾
危険領域 所轄魂 笹本稜平
気功太極拳２４式 気功の中の気功 楊名時／著
記号・単位のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 横田とくお／〔ほか〕漫画
季語深耕「花」 青柳志解樹／著
きことわ 朝吹真理子



書籍名 シリーズ名 著者名

きこりとおおかみ フランス民話
〔堀内誠一こどものとも復刊
絵本〕

山口智子／再話 堀内誠一／画

キサトア 小路幸也
ぎざみみウサギ 紙芝居 60 塩田守男／画 シートン／原作

ぎざ耳小僧
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

騎士団長殺し 第1部 顕れるイデア編 村上春樹
騎士団長殺し 第2部 遷ろうメタファー編 村上春樹
騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ
雉猫心中 井上荒野
岸辺の旅 湯本香樹実

岸辺のふたり
マイケル・デュドク・ドウ・ヴィッ
ト 作 うちだややこ 訳

きしゃにのっていってきます！ 大井川鉄道の旅 松本典久／ぶん 井上広和／しゃしん

起終点駅 ターミナル 桜木紫乃
技術と格闘した男・本田宗一郎 ＮＨＫ取材班／著
気象の本 考えよう地球環境 住明正
疑心 隠蔽捜査3 今野敏
傷痕 桜庭一樹
きずついたつばさをなおすには ボブ・グラハム
帰省 未刊行エッセイ集 藤沢周平
奇跡 林 真理子
奇跡の人 真保裕一／著
奇跡のリンゴ 石川拓治
季節の魚と料理法 魚さばき方事典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
北への殺人ルート トラベルミステリー 西村京太郎／著
北風の軍師たち 下 中村彰彦
北風の軍師たち 上 中村彰彦
北ぐにの人生 小檜山博
北里柴三郎 木村 定司
北里柴三郎／高峰譲吉 国際舞台への登場 日本編 新津英夫，藤本彰／漫画・制作
北朝鮮拉致工作員 安明進／著 金燦／訳
北と南のにゅうがくしき 倉沢達雄／編著
北の狩人 大沢在昌／著
「北の国から」への手紙 フジテレビジョン
北の逃亡者 中国人強制労働の悲劇 たかしよいち／著 中釜浩一郎／絵

北の森の十二か月 スラトコフの自然誌 上
ニコライ・スラトコフ／文 ニキー
タ・チャルーシン／絵

北原白秋 笠 文七
北原白秋 高村光太郎 宮澤賢治集 筑摩現代文学大系 14 北原白秋 高村光太郎 宮澤賢治
北前船の事件 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝
北杜夫 辻邦生集 筑摩現代文学大系 ８７ 北杜夫 辻邦生
鬼太郎と行く妖怪道五十三次 水木しげる
喜知次 乙川優三郎
機長の一万日 コックピットの恐さと快感！ 田口美貴夫／著
喫煙の医学 並木正義，平山雄／編著



書籍名 シリーズ名 著者名
キッカーズ！１ モーりっツの大活躍 フラウケ・ナールガング
吉四六さん 寺村輝夫／作 ヒサクニヒコ／画

吉四六さんとおとのさま
とみたひろゆき／文 くぼたよしまさ
／絵

吉四六さんとごさくどん
とみたひろゆき／文 くぼたよしまさ
／絵

吉四六さんと庄屋さん
とみたひろゆき／文 くぼたよしまさ
／絵

キッチンアイデア工作 武藤光子／作
キツツキの森 右高英臣／著
キッド(KID） 相場 英雄
キツネがばけたランドセル 安田浩／作 鈴木幸枝／絵
きつねとかわうそ 岩崎京子／文 尾崎真吾／絵
きつねとタンバリン 安田浩／作 柿本幸造／絵

きつねとつきみそう こわせたまみ／作 いもとようこ／絵

きつねとねずみ
ビアンキさく /内田莉莎子やく /山田
三郎え

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／酒井 駒子
キツネのチャランケ 北海道 萱野茂／編著
きつねのでんわボックス 戸田和代／作 たかすかずみ／絵
狐の嫁入り 御仕出し立花屋 内海隆一郎／著
狐の嫁入り 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
きつねのよめいり 松谷みよ子／作 瀬川康男／え
きつねのよめさま １１月のおはなし 日本民話の会／編
狐火の町 長篇時代小説 澤田ふじ子
キツネ山の夏休み 富安陽子／著
キッパリ！ 上大岡 トメ
キップコップのこどもたち マレーク・ベロニカ
木で作るくふう 佐藤諒／著
輝天炎上 海堂尊
木戸の椿 沢田ふじ子
木になった亜沙 今村 夏子
絹の変容 篠田節子／著
キネマの天使 レンズの奥の殺人者 赤川 次郎

木の上のたからもの
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき
きのうの家族 三日月拓
昨日の恋 爽太捕物帖 北原亜以子／著
きのこ狩り名人のきのこ料理 小宮山勝司／著
キノコの世界 伊沢正名／著
きのこのばけもの ９月のおはなし 日本民話の会／編
牙 北方謙三／著
きはなんにもいわないの 片山健
気張る男 城山三郎／著
ギフチョウ
希望 上 大活字本シリーズ 曽野綾子



書籍名 シリーズ名 著者名
希望 中 大活字本シリーズ 曽野綾子
希望 下 大活字本シリーズ 曽野綾子
希望荘 宮部みゆき
希望の糸 東野圭吾
基本がいちばんよくわかるソーイングのれんしゅう
帳

寺西 恵理子

きまぐれロボット 星新一

きみが住む星
池沢夏樹／文 エルンスト・ハース／
写真

君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ
君たちの天分を生かそう 松田道雄／著

きみって素敵さぼくのバレンタイン！
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

きみとであったクリスマス メルローズとクロック エマ・チチェスター・クラーク
きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー
きみの家にも牛がいる 小森香折 中川洋典 作・絵
君の可能性 なぜ学校に行くのか 心の相談室 斉藤喜博／著
君の膵臓をたべたい 住野よる
君のクイズ 小川哲
きみのためのバラ 池澤夏樹
きみの友だち 重松清

君の名はオルガ 父からダウン症の娘への手紙
ジュゼップ・Ｍ．アスピナス／著 田
沢耕／訳

君の話 三秋 縋
君のブルースが聞こえる 東理夫／著

君は、どう生きるのか
心の持ち方で人生は変えられ
る

古森重隆

きみは赤ちゃん 川上未映子
君も雛罌粟われも雛罌粟 与謝野鉄幹・晶子夫妻の生
涯 下巻

渡辺淳一／著

君も雛罌粟われも雛罌粟 与謝野鉄幹・晶子夫妻の生
涯 上巻

渡辺淳一／著

奇妙な刺客 祇園社神灯事件簿 澤田ふじ子／著
義務と演技 内館牧子／著
奇面城の秘密 江戸川乱歩／著
「きもの」なんて簡単！ 今様仕立三分で着られるき
もの革命

祐安夏恵／著

逆ソクラテス 伊坂 幸太郎
逆転のボランティア 工藤 良
客の多い家 吉田知子／著
逆回りの時計 藤桂子／著
キャシー中島のハローマイパッチワーク キャシー中島／著
キャッシー 中森 明夫
キャパの十字架 沢木耕太郎
キャプテンサンダーボルト 阿部和重・伊坂幸太郎
キャプテンはつらいぜ キャプテンシリーズ 1 後藤竜二／著 杉浦範茂／絵
キャベたまたんていぎょうれつラーメンのひみつ 新・ともだちぶんこ １７ 三田村信行／宮本 えつよし
キャベツくん 長新太



書籍名 シリーズ名 著者名
キャベツの丸かじり 東海林さだお／著
キャラクターらくらくソーイング ポケモンと人気者
たち通園グッズ
ぎゅ～っ！ いしづ ちひろ
Ｑ＆Ａ景気１００の常識 日本経済新聞社／編
旧漢字・旧仮名便利帖 阿久根靖夫，間瀬肇／編著
救急医療 大塚敏文／著
救急患者X 麻生 幾
吸血鬼たちの聖夜 山崎洋子／著
吸血鬼チャランポラン 水木しげる／著
吸血鬼ドラキュラ 菊地秀行
吸血ドラキュラねえちゃん 森峰あきら／作 宮本和彦／絵
急行「北極号」 村上春樹
九十歳。何がめでたい 佐藤愛子
梟首の島（上） 坂東真砂子
梟首の島（下） 坂東真砂子
給食委員はアイドル 小松原 宏子
球体の蛇 道尾秀介
牛乳でつくる 家庭科教育研究者連盟／編
ぎゅうにゅうパックのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
九年前の祈り 小野正嗣
９９９ひきのきょうだい 木村研／村上康成
旧約聖書を知っていますか 阿刀田高／著

旧約聖書の王歴代誌
ロジャーソン ジョン／Ｒｏｇｅｒ
ｓｏｎ Ｊｏｈｎ．／月森 左知

キュリー夫人 子どもの伝記全集５ 山本和夫
キュリー夫人 ラジウムを発見、人々の幸せに役立て
たポーランドの科学者

ビバリー・バーチ／著 乾侑美子／訳

教育 遠野 遥

「教育」の誕生
フィリップ・アリエス／〔著〕 中内
敏夫，森田伸子／編訳

教育立国フィンランド流教師の育て方 増田ユリヤ
驚異のズッコケ大時震 那須正幹／作 前川かずお／絵
境界線 中山 七里

教科書が教えない歴史
藤岡信勝／著 自由主義史観研究会／
著

教科書にでてくる産業と経済  1
教科書にでてくる産業と経済  2
教科書にでてくる産業と経済  3
教科書にでてくる産業と経済  4
教科書にでてくる産業と経済  5
教科書にでてくる産業と経済  6
教科書にでてくる産業と経済  7
教科書にでてくる産業と経済  8
教科書にでてくる産業と経済  9
教科書にでてくる産業と経済  10



書籍名 シリーズ名 著者名

教科書にでてくる短歌
柳川創造／構成 今道英治／〔ほか〕
まんが

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤竹俊
今日から安心して飲める 誰もが気になる肝臓のいた
わり方

大西久仁彦，高崎真規子／著

今日からはじまるやさしいパソコン ウインドウズXP版 花田潤
境遇 湊かなえ
凶犬の眼 柚月 裕子
教室の祭り 草野たき
行事の名前のひみつ 名前のはじまり探検隊⑧ 国松俊英
教場 長岡弘樹
教場〇 刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹
兇人邸の殺人 今村 昌弘
共生虫 村上龍／著
兄弟 なかにし礼／著
教団X 中村文則
暁天の星 葉室 麟
京都  ２０００／２００１ 京都紅葉紀行
きょうとあしたのしあわせうらない 結城モイラ／著
京都のツボ 識れば愉しい都の素顔 柏井壽
京都発見  1 梅原猛／著
京都発見  2 梅原猛／著
京都発見 ５ 法然と障壁画 梅原 猛
京都夢幻記 杉本秀太郎
郷土よこはま  １３２号 横浜市中央図書館／編
郷土よこはま  １３３号 横浜市中央図書館／編
きょうの健康 2009年8月号
きょうのテストは３０点 日本児童文学者協会
NHKきょうの料理 2018年6月号
きょうの料理 2020年6月号
NHKきょうの料理 2020年8月号
きょうの料理10
きょうはいい日だね 宮川ひろ
きょうはいい日だね 宮川ひろ
きょうは なんて うんがいいんだろう 宮西達也
きょうはなんのひ？ 瀬田貞二
恐怖！吸血鬼の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵
恐怖のコマンド・メール ラブユニット 川北亮司作/大井知美絵
恐怖の食中毒菌Ｏ－１５７ 病原性大腸菌の感染を防
ぐ！
恐怖の存在[下] マイクル・クライトン
恐怖の存在[上] マイクル・クライトン
恐怖の魔人王 江戸川乱歩／著
狂乱 剣客商売８（新装版） 池波正太郎
きょうりゅう 千地万造／著
きょうりゅう 小畠郁生／著
きょうりゅう はっけんずかん 山口正義



書籍名 シリーズ名 著者名

恐竜王国 1 ティラノサウルス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 2 ブラキオサウルス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 4 ステゴサウルス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 5 エドモントサウルス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 6 デイノニクス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 7 カウディプテリクス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

恐竜王国 8 スキピオニクス
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
オ

恐竜をほりだす
アリキ・ブランデンバーグ／文・絵
神鳥統夫／訳

きょうりゅうが学校にやってきた
アン・フォーサイス／作 熊谷鉱司／
訳

恐竜・化石のひみつ 篠田ひでお／他漫画
きょうりゅうがでたりきえたり 紙芝居 90 うすいしゅん／画・作
恐竜コレクション
恐竜絶滅のなぞ 地球からきえた動物 近野十志夫／編

恐竜大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

恐竜ティラノサウルス

恐竜にあいにいこう
アリキ・ブランデンバーグ／文・絵
神鳥統夫／訳

きょうりゅうになったごうたくん 鈴木喜代春／作 佐野真隆／絵

恐竜のけんきゅう
アリキ・ブランデンバーグ／文・絵
神鳥統夫／訳

恐竜の大常識 これだけは知っておきたい ５ 西川 寛／高岡 昌江／三品 隆司

きょうりゅうのたまごをさがせ まんが化石動物記 ２ たかしよいち／吉川 豊
恐竜のなぞ 菊田英一／指導 望月かつみ／漫画

恐竜のなぞ
アリキ・ブランデンバーグ／文・絵
神鳥統夫／訳

恐竜のなぞ 学習漫画・理科 菊田 英一／望月 かつみ
恐竜の謎 名探偵コナン推理ファイル 青山剛昌
恐竜のひみつ たかや健二／漫画
恐竜物語 松岡達英
恐竜物語ティラノサウルス 平沢茂太郎／作
恐竜物語ミムスのぼうけん 松岡達英／作
魚貝の図鑑 末広恭雄，阿部宗明／共編
ギョギョギョ！おしえて！さかなクン さかなクン
曲亭の家 西條 奈加
極北クレイマー 海堂尊
極北ラプソディ 海堂尊
極夜行 角幡 唯介



書籍名 シリーズ名 著者名
玉蘭 桐野夏生
清須会議 三谷幸喜
巨大古墳 前方後円墳の謎を解く 森浩一／著 穂積和夫／絵
去年の冬、きみと別れ 中村文則
虚貌 雫井脩介／著
きらきら 谷川俊太郎
キラキラ共和国 小川 糸
きらきらてんしのクリスマス クレア・フリードマン
切らずに治す前立腺肥大 アイデアで勝負する法 豊沢豊雄／著
きらめいて川は流れる 生源寺美子／作 藤本四郎／絵
嫌われ松子の一生 山田宗樹
嫌われる勇気 岸見一郎・古賀史健
きりかぶのたんじょうび なかや みわ
ギリシアをたずねたリンさん 分数の意味と計算 和田常雄／構成 高松良己／絵
ギリシア人の物語Ⅰ 民主政のはじまり 塩野七生
ギリシア人の物語Ⅱ 民主政の成熟と崩壊 塩野七生
ギリシア神話を知っていますか 阿刀田高／著
ギリシア・ローマの神話 人間に似た神さまたち 吉田敦彦／著
桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ
キリスト 山本藤枝／著
キリストの勝利 ローマ人の物語ⅩⅣ 塩野七生
きりとおとうさん 国土社編集部／編
霧の子午線 髙樹のぶ子
きりのなかで ちいさな絵童話りとる ２５ 木村裕一／あべ弘士
霧の橋 乙川優三郎
霧の向こう側 夏樹静子
霧のむこうに住みたい 須賀敦子
切羽へ 井上荒野
霧をはらう 雫井 修介

キリン
はじめてであうどうぶつえほ
ん

ソーニエ・ナディヌ／Ｓａｕｎｉｅ
ｒ Ｎａｄｉｎｅ．／ルデュック
アンヌ

麒麟の翼 東野圭吾
きわこのこと まさきとしか
銀色の絆 雫井脩介
きんいろのこびととぎんいろのこびと 田中利光／作 田中秀幸／絵
銀色の翼 佐川光晴
金環日蝕 阿部暁子
銀河系をさぐる 茨木孝雄，伊東昌市／〔共〕著
銀河鉄道殺人事件 行先不明列車 森村誠一
銀河鉄道の父 門井 慶喜
銀河鉄道の夜 愛と青春の名作集 宮沢賢治
銀花の蔵 遠田 潤子

銀ギツネ物語
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

緊急出動！サイレンカー 超はっけん大図鑑④ 坂井宏先
きんぎょがにげた 五味太郎／作
きんぎょが にげた 五味太郎



書籍名 シリーズ名 著者名
金魚もはこぶ宅配便 宅配便とそのしくみ 村田栄一／文

銀行強盗をつかまえろ
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

銀行消失  上 山田智彦／著
銀行消失  下 山田智彦／著
銀行屋研次郎事故簿  上 山田智彦／著
銀行屋研次郎事故簿  下 山田智彦／著
銀婚式 篠田節子
近所の犬 姫野カオルコ

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

金ぞくで作るくふう 佐藤諒／著
金属とくらし 山口雅弘／著
金田一少年の事件簿 殺戮のディープブルー 上巻 天樹征丸／作
近代名建築で食事でも 稲葉なおと
きんたろう 西本鶏介／文 高橋信也／絵
きんたろう 紙芝居 37 才田俊次／画・作
きんたろう 岩崎京子／文 津田櫓冬／絵
きんたろうちゃん 斉藤洋
禁断のスカルペル 久間十義
きんのさかな 矢崎節夫／文 かみやしん／絵
銀の夜 角田 光代
きんぷくりん 福岡・佐賀・長崎 阿坂卯一郎／編著
銀翼のイカロス 池井戸潤

く グアム ブルーガイド海外版出版部／編
句あれば楽あり 大活字本シリーズ 小沢 昭一
くいしんぼうなおきゃくさま 上崎美恵子／さく 鈴木幸枝／え
クイールは もうどう犬になった こわせ・たまみ
空海 高村薫
空海 永遠の禅定 久住 泰正
グウグウハンバーグウ 紙芝居 96 相沢るつ子／画 矢崎節夫／作
「偶然」の真相 特異日の謎を追う 大震災、航空機
事故は、なぜ特定の日に集中して起こるのか

井上赳夫／著 大上和博／著

空白の日記
ケーテ・レヒアイス／著 松沢あさか
／訳

空白を満たしなさい 平野敬一郎
苦役列車 西村賢太
九月の雨 四季のピアニストたち「下」 佐藤多佳子
くくのうた かけ算と九九 田中かほる／構成 川端順子／絵
鵠沼 原雅子
くさいものにフタをしない 小泉武夫
腐ったリンゴをどうするか？ 手抜きを防ぐ方策はある 釘原直樹
草や実で作るくふう 伊藤弥四夫／著

くさりにつながれたおひめさま ギリシャ神話 紙芝居 22 村田耕一／作・画 高木あきこ／脚色

くじけないで 柴田トヨ
櫛引道守 木内昇
愚者の階梯 松井今朝子



書籍名 シリーズ名 著者名
苦情学 関根眞一
クジラアタマの王様 伊坂 幸太郎
くじらをたすけたじぞうさん 谷真介／ぶん 赤坂三好／え
くじらがとんだ日 尾崎美紀／作 ・奥田怜子／絵
くじらのうた デイヴィット・ルーカス
鯨の哭く海 長編本格推理 内田康夫／著
鯨の哭く海 Ｎｏｎ ｎｏｖｅｌ ７５４ 内田康夫
くずかごおばけ せなけいこ・おばけえほん 瀬名恵子
クスノキの番人 東野 圭吾
楠木正成 北方謙三／著
クスリのはなし 塚本治弘／著
崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人
砕かれた鍵 逢坂剛／著
くたばれかあちゃん！ 山中恒よみもの文庫 １ 山中恒
くだもの 平山和子／さく
くだものさん tupera tupera
くちづけ  上 赤川次郎／著
くちづけ  下 赤川次郎／著
くちなし 彩瀬 まる
くちびるに歌を 中田永一
口笛の上手な白雪姫 小川 洋子

クッキー、もっといかが 元気が出るよ
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

クッキーモンスターはくいしんぼう
リンダ・ヘイワード／ぶん ジョー・
ユーワーズ／え

クッキング教室 作り方と栄養のはなし 堀越フサエ／著
くったのんだわらった ポーランド民話 内田莉莎子／再話 佐々木マキ／え

グッチ家の崩壊
アンジェロ・ペルゴリーニ／著 マウ
リッツィオ・トルトレッラ／著

ぐっち夫婦の下味冷凍で毎日すぐできごはん ぐっち夫婦
くっついた 三浦 太朗

グッディさんとしあわせの国 せかいのどうわシリーズ
ルース・エインワース／作 河本祥子
／訳絵

国のない男 ヴォネガット・カート
国の旗と県の旗 森重民造／著
ぐにゃり東京 アンダークラスの漂流地図 平井玄
国を蹴った男 伊東潤
国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン
クヌギ林の２４時間 昆虫酒場は大にぎわい 海野和男／文と写真 松岡達英／絵

九年目の魔法 上
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 訳
浅羽 莢子

九年目の魔法 下
Ｓｏｇｅｎ ｂｏｏｋｌａｎ
ｄ

浅羽莢子

首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎
狗賓童子の島 飯嶋和一
久保田万太郎 里見弴集 筑摩現代文学大系２２ 里見弴 久保田万太郎

クマ王物語
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文



書籍名 シリーズ名 著者名
熊谷喜八のスーパー・カレー 一家に一冊、みんなで
腕まくり

まあるい食卓シリーズ 熊谷喜八／著

くまくまパン 西村敏雄
くまくんのひっこし 紙芝居 43 田沢梨枝子／作・画
くまさんおでかけ なかがわりえこ

くまさんくまさんなにみてるの？ ボードブック
カール・エリック／Ｃａｒｌｅ Ｅ
ｒｉｃ．／マーティン ビル

くまぞうさあ～ん やさしさをもって たかはしとおる／さく・え

くまたくんちのじどうしゃ
わたなべしげお／ぶん おおともやす
お／え

くまたくんとおじいちゃん
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
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
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
クマですが、イヌです D・フォックス他
くまときょじんとおおきなケーキ  学研ワールドえ
ほん

アンツェ グンメルス

くまとやまねこ 文・湯本香樹実/絵・酒井駒子
くまのがっこう ジャッキーのしあわせ あいはらひろゆき
くまの子ウーフ 神沢利子／作 井上洋介／絵

くまのこミンのクリスマス 文 あいはらひろゆき 絵 あだちなみ

くまのコールテンくん
フリーマン ドン／Ｆｒｅｅｍａｎ
Ｄｏｎ．／松岡 享子

くまのパディントン
マイケル・ボンド／著・松岡享子／
訳

くまのプーさん ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
森山京／文

くまのプーさん またあの森で会おう ブリタニー・ルビアーノ
くまのプーさん ゆかいなおはなし ディズニー・エンタープライズ

くまはおうじさま
ハイネ ヘルメ／Ｈｅｉｎｅ Ｈｅ
ｌｍｅ．／大島 かおり

蜘蛛 遠藤周作／著
蜘蛛男 江戸川乱歩／著
くもさんおへんじどうしたの エリック・カール
雲と天気 塚本治弘／著
蜘蛛の糸 愛と青春の名作集 芥川竜之介／著
クモの糸が織物に使えるってホント？ 子供の科学編集部／編
くものきれまに ちいさな絵童話りとる ２４ 木村裕一／あべ弘士
クモのひみつ 栗林慧／著
雲を紡ぐ 伊吹 有喜

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

クライマーズ・ハイ 横山秀夫
クラウド（下） 門谷憲二



書籍名 シリーズ名 著者名
クラウド（上） 門谷憲二
グラウンドの空 あさのあつこ
クラゲゆらゆら 楚山いさむ
クラシックの誘惑 キーワードで読む

暮らしの中のミシンキルト
ミシンパッチワークキルト研究会／
編

くらしのレポート、都市と村 単位当たり量 田中かほる／構成 門田律子／絵
クラスがまとまる！子ども・教師・保護者のトライ
アングルほめ日記

手塚 千砂子

くらべっこ いろいろえほん ４
もりやまみやこ／さく ふくだいわお
／え

くらやみでどっきり！にんタマ三人ぐみのようかい
たいじ らくだいにんじゃらんたろう

尼子騒兵衛

眩（くらら） 朝井まかて
クララとお日さま カズオ・イシグロ

グランド・ルート
世界を動かした通商と交流の
道

アニック・ド・ジリ

グランド シャトー 高殿 円
グリコのおまけ
クリスマス・ピッグ J・K・ローリング

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

クリスマス・キャロル 少年少女世界名作全集4 ディケンズ／原作 岡上鈴江／訳・文

クリスマスなんだから仲良くしよう スヌーピーブックス7
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

クリスマスにはおくりもの 五味太郎／作
クリスマスのころわん 間所ひさこ／黒井健
クリスマスのふしぎなはこ 長谷川摂子

クリスマス・ボックス
リチャード・ポール・エヴァンズ／
著 笹野洋子／訳

ぐりとぐら 中川李枝子／著 大村百合子／え
ぐりとぐら ＜こどものとも＞傑作集 中川 李枝子／大村 百合子
ぐりとぐら 中川李枝子 文 山脇百合子 絵

ぐりとぐらとくるりくら
なかがわりえこ，やまわきゆりこ／
〔著〕

ぐりとぐらとくるりくら 中川李枝子 文 山脇百合子 絵
ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ
ぐりとぐらの1ねんかん 中川李枝子
ぐりとぐらの１ねんかん 中川李枝子／作 山脇百合子／絵
ぐりとぐらのうたうた12つき 中川季枝子
ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ
ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子／文 山脇百合子／絵
ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子・文/山脇百合子・絵

ぐりとぐらのかいすいよく
なかがわりえこ／さく やまわきゆり
こ／え



書籍名 シリーズ名 著者名

ぐりとぐらのかいすいよく
なかがわりえこ と やまわきゆり
こ

ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子 文 山脇百合子 絵
ぐりとぐらのしりとりうた なかがわえりこ
グリム童話 子どもに聞かせてよいか？ 野村▼C0F3▲／著
グリム童話
クリュセの魚 東浩紀
グリーン・グリーン あさのあつこ
くりんくりんごーごー 佐々木マキ
グリ－ンマントのピ－マンマン さくらともこ/中村景児
くるくるのひみつ 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
車のいろは空のいろ あまんきみこ/作・北田卓史／絵
くるまはいくつ？ こどものとも傑作集 渡辺 茂男／堀内 誠一
胡桃の家 林真理子／著

くるみわり人形
E/T/A・ホフマン 中井貴恵＝抄訳
いせひでこ＝絵

グルメぴあ 首都圏版 ２００２秋 都心の感動レストラン５１４
ぐるんぱのようちえん 西内みなみ

クレー
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

グレイヴディッガー 高野和明
クレマチス 杉本公造，早川広／著
クレヨン王国いちご村 クレヨン王国シリーズ8 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国七つの森 クレヨン王国シリーズ 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国なみだ物語 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国の十二カ月 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国の白いなぎさ 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国のパトロール隊長 クレヨン王国シリーズ 福永令三／著 三木由記子／絵
クレヨン王国の花ウサギ クレヨン王国シリーズ２ 福永令三／著 三木由記子／絵
黒い家 貴志祐介
黒い巨塔 最高裁判所 瀬木比呂志
黒い鯱 西村寿行／著
黒い波紋 曽根圭介
黒いひとみの（ソビエト） 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵
黒い魔女 江戸川乱歩／著

黒馬物語 少年少女世界名作全集6 シュウエル／原作 足沢良子／訳・文

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ 山口進／写真・文
くろくんとなぞのおばけ なかやみわ
黒塚 夢枕獏／著
クローズド・ノート 雫井脩介
グロテスク 桐野夏生
クロニック戦国全史 池上裕子／〔ほか〕編集
黒ねこサンゴロウ  2 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ  3 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ  4 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ  5 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／鈴木まもる



書籍名 シリーズ名 著者名
黒ねこサンゴロウ旅のつづき  2 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ旅のつづき  1 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ旅のつづき  3 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ旅のつづき  4 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
黒ねこサンゴロウ旅のつづき  5 竹下文子／作 鈴木まもる／絵
くろねこたちのトルコ行進曲 三枝和子
黒ねこ探偵団竜（ドラゴン）切手にドッキリ しかたしん／作 西村郁雄／絵
黒ねこ探偵団ヨットそうなん事件 しかたしん／作 西村郁雄／絵

黒ねこのおきゃくさま
ルース・エインズワース／作 荒この
み／訳

黒の回廊 松本清張／著
黒の狩人(上) 大沢在昌
黒の狩人  下 大沢在昌
クローバーナイト 辻村深月

黒幕
巨大企業とマスコミがすがっ
た「裏社会の案内人」

伊藤博敏

桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉光
クワガタムシ 山口進／著
クワガタムシ 林長閑／構成・文
クワガタムシ カブトムシ 超はっけん大図鑑① 発行者 坂井宏先
くわずにょうぼう 稲田和子／再話 赤羽末吉／画

くんくんとかじ
子どもがはじめてであう絵本
4

ディック・ブルーナ

ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせ いきもののお
話25

国立科学博物館（監修）

軍師二人 司馬遼太郎／著
クンシラン 小笠原亮／著

け 警官の血 下 佐々木譲
警官の血 上 佐々木譲
京急クロスシート車の系譜 ＪＴＢキャンブックス 佐藤 良介
敬語に強くなる本 豊かな日本語への招待 鈴木健二／著
げいさい 会田 誠
経済がわかる本 今静行／著
刑事たちの夏 久間十義／著
刑事の慟哭 下村 敦史
芸術新潮1998年10月号
勁草 黒川博行
ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子
軽薄 金原ひとみ
劇画古代史  1
劇画古代史  2
劇場 又吉直樹

劇場版 ポッケトモンスター
ピカチュウのなつやすみ・ピ
カチュウたんけんたい

田尻智

ケーキのかけらもない誕生日
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ケーキ屋さん 斎藤貢一／写真 武田万樹／文
ケーキをさがせ テー・チョンキン



書籍名 シリーズ名 著者名
ゲゲゲの女房 武良布枝
化生の海 内田康夫
下水のはなし 藤田千枝／著
気仙沼ニッティング物語 いいものを編む会社 御手洗瑞子
けだもの 池宮彰一郎／著
けちくらべ 紙芝居 111 小野和子／文 大和田美鈴／画
血液と体のあぶらを落とす７日間レシピ 食べて減ら
すレシピ１０８ＮＨＫ生活ほっとモーニング

ＮＨＫ社会情報番組／編 竹内冨貴子
／監修・料理

決壊 下 平野啓一郎
決壊 上 平野啓一郎
月下の剣法者 伊藤桂一／著

月下の恋
ジェームズ・ハーバート／著 宇佐和
通／訳

月下のサクラ 柚月 裕子
月下美人・クジャクサボテン 橋詰穹／著
結婚は、運。 夫婦、この不思議な関係 曽野 綾子
傑作はまだ 瀬尾 まいこ
月神 葉室麟
決戦！関ヶ原 伊藤潤他６名
決戦の時  上 遠藤周作／著
決戦の時  下 遠藤周作／著
決断の条件 会田雄次著
決定版ゴジラ入門 田中友幸／著
決闘の辻 藤沢版新剣客伝 藤沢周平／著
血別 山口組百年の孤独 太田守正
血脈  中 佐藤愛子／著
血脈  下 佐藤愛子／著
血脈  上 佐藤愛子／著
血脈の火 流転の海 第３部 宮本輝／著
血盟団事件 中島岳志
月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子

ケティ物語 クーリッジ／原作 山下喬子／訳・文

下天は夢か  1 津本陽／著
下天は夢か信長私記 津本陽／著
ゲド戦記 Ⅲ さいはての島へ ゲド戦記 ル＝グウィン
ゲド戦記Ⅳ 帰還 ゲド戦記 ル＝グウィン
ゲド戦記 Ⅴ アースシーの風 ゲド戦記 ル＝グウィン
ゲド戦記Ⅰ 影との戦い ゲド戦記 アーシュラ・K．ル＝グウィン
ゲド戦記Ⅱ こわれた腕環 ゲド戦記 アーシュラ・K．ル＝グウィン
ゲド戦記別巻 ゲド戦記外伝 ゲド戦記 アーシュラ・K
毛の生えたレンアイ 篠原勝之／著
ゲームあそび 室内と野外 薗田碩哉，浮田千枝子／著
獣の奏者 外伝刹那 上橋菜穂子
獣の奏者 Ⅰ 闘蛇編 上橋菜穂子
獣の奏者 Ⅱ 王獣編 上橋菜穂子
獣の奏者 Ⅲ 探求編 上橋菜穂子
獣の奏者 Ⅳ 完結編 上橋菜穂子



書籍名 シリーズ名 著者名
蹴りたい背中 綿矢りさ
原因において自由な物語 五十嵐 律人
幻香 内田康夫
喧嘩（すてごろ） 黒川博行
限界病院 久間 十義
剣客商売庖丁ごよみ 池波正太郎／著
けんかのきもち 柴田愛子／文,伊藤秀男／絵

げんきだしてヘリーモンスター
ダン・エリオット／ぶん ジョー・マ
シュー／え

健康Vゾーン特効ツボ療法 宇田雅彦著

原告側弁護人
ジョン・グリシャム／〔著〕 白石朗
／訳

乾坤の夢  上巻 津本陽／著
乾坤の夢  中巻 津本陽／著
乾坤の夢  下巻 津本陽／著
検索入門魚の図鑑  2 岩井保／著 伊藤勝敏／写真
検索入門魚の図鑑  1 岩井保／著 伊藤勝敏／写真
検索入門海岸動物 西村三郎／著 伊藤勝敏／写真
検索入門川と湖の魚  1 川那部浩哉，水野信彦／共著
検索入門川と湖の魚  2 川那部浩哉，水野信彦／共著
検索入門観葉植物  1 土橋豊／著
検索入門観葉植物  2 土橋豊／著
検索入門クワガタムシ 岡島秀治，山口進／著
検索入門高原と高山の植物  1 清水建美／著
検索入門高原と高山の植物  2 清水建美／著
検索入門高原と高山の植物  3 清水建美／著
検索入門高原と高山の植物  4 清水建美／著
検索入門しだの図鑑 光田重幸／著
検索入門樹木  2 尼川大録，長田武正／共著
検索入門チョウ  1 渡辺康之／著
検索入門チョウ  2 渡辺康之／著
検索入門冬の樹木 平野弘二
検索入門野草図鑑  2 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  3 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  4 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  5 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  6 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  7 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  8 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野草図鑑  1 長田武正／著 長田喜美子／写真
検索入門野鳥の図鑑  陸の鳥 ２ 中村登流／著
検索入門野鳥の図鑑  水の鳥 ２ 中村登流／著
検索入門野鳥の図鑑  陸の鳥 １ 中村登流／著
検索入門野鳥の図鑑  水の鳥 １ 中村登流／著
検察者 小杉健治／著
検査の手引き 病院の検査がわかる 安藤幸夫
原始時代の発明発見物語 道具の発見から土器の発明
まで

岩城正夫／著



書籍名 シリーズ名 著者名
検事の信義 柚月 裕子
原子・分子の発明発見物語 デモクリトスから素粒子
まで

板倉聖宣／編

源氏物語  巻２ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻１ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻４ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻５ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻６ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻７ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻８ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻９ 紫式部／〔著〕 瀬戸内寂聴／訳
源氏物語  巻１０ 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 巻３ 紫式部／瀬戸内 寂聴
源氏物語 巻３ 紫式部／瀬戸内 寂聴
源氏物語 悲しみの皇子 高山由紀子
源氏物語 巻１ 紫式部／瀬戸内 寂聴
源氏物語 巻２ 紫式部／瀬戸内 寂聴
源氏物語 巻六 紫式部/著 瀬戸内寂聴/訳
源氏物語 巻七 紫式部/著 瀬戸内寂聴/訳
源氏物語 下 マンガ日本の古典  5
源氏物語 ５ 紫式部/著 瀬戸内寂聴/訳
源氏物語 上 マンガ日本の古典  3
源氏物語 中 マンガ日本の古典  4
研修医純情物語 川渕 圭一
拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーバー
検証 長篠合戦 歴史文化ライブラリー382 平山優

幻想の√５
なぜ私はオウム受刑者の身元
引受人になったのか

中谷 友香

元素の発明発見物語 錬金術師の物語から超ウラン元
素の発見まで

板倉聖宣／編

現代鎌倉彫聚成 後藤俊太郎／〔ほか〕編著
現代感覚で描く墨絵人物 子供から裸婦まで 小倉治子／著
現代知識情報事典  1
現代知識情報事典  2
現代知識情報事典  3
現代知識情報事典  4
現代知識情報事典  6
現代知識情報事典  7
現代知識情報事典  8
現代知識情報事典  9
現代知識情報事典  10
現代俳句  上 山本健吉／著
現代用語の基礎知識2023
建築の発想 日本と西欧 谷川正己／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 秋岡芳夫

玄鳥 藤沢周平／著



書籍名 シリーズ名 著者名
県庁おもてなし課 有川浩
玄鳥さりて 葉室 麟
原爆を盗め！ S・シャンキン
憲法九条を世界遺産に 太田光・中沢新一

憲法と戦争
ラミス Ｃ．ダグラス／Ｌｕｍｍｉ
ｓ Ｃｈａｒｌｅｓ Ｄｏｕｇｌ

憲法の平和主義と「国際貢献」 森英樹／著
幻夜 東野圭吾
幻惑星からきた少女 畑中弘子／作 福田岩緒／絵

こ （新訂）子どもに聞かせる日本の民話 大川悦正
「怖い」が、好き！ 加門七海
「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう
50歳からの病気にならない生き方革命 安保徹
52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ
５５歳からのハローライフ 村上龍
５５ｍ2 の暮らし替え スロ－ライフの舞台作り 大原照子
58歳から日々を大切に小さく暮らす ショコラ
5年3組リョウタ組 石田衣良
5分で涙があふれて止まらないお話 七転び八起きの人びと 志賀内泰弘
ごあいさつあそび きむらゆういち／さく
コアラはなぜいつも眠っているの？ 子供の科学／編
恋 小池真理子／著
恋うらないにごようじん うらないトリオ・キュー
ピッズ

窪田僚／作 鈴木みや／画

恋、がんばる 手塚能理子／著

御意見番 その話題、この人に聞け。 人物ファイル

恋ごろも 「明星」の青春群像 尾崎左永子／著
小石川の家（うち） 青木玉／著
恋しくて 村上春樹
恋しｔｅｌ？占い電話はなぞだらけ うらないトリ
オ・キューピッズ

とんでる学園シリーズ １４ 窪田僚／著 鈴木みや／画

恋する男たち 篠田節子
恋する手 太田治子
恋せども、愛せども 唯川恵
恋空 上 美嘉
ごいっしょさん 松本聡美
恋に焦がれたブルー 宇山 佳佑

こいぬのくんくん
子どもがはじめてであう絵本
4

ディック・ブルーナ

こいぬのミグルー だいかつやく ウィリアム・ビー
恋のイエス・ノー▼FCA1▲テスト 藤村大三／著
恋のゴンドラ 東野圭吾

恋の悩み スヌーピーブックス １５
シュルツ チャールズ・Ｍ．／Ｓｃ
ｈｕｌｚ Ｃｈａｒｌｅｓ Ｍ．／
さくら ももこ



書籍名 シリーズ名 著者名

恋のまほうはママにおまかせ！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

恋文 荒木 豊久／俵 万智
恋文の技術 森見登美彦
恋忘れ草 北原亜以子／著
コインロッカー・ベイビーズ  下 村上龍／著
コインロッカー・ベイビーズ 上 村上竜
紅一点主義 林真理子
こうえんどおりのようふくやさん 堀直子
航海者  上 白石一郎／著
航海者  下 白石一郎／著
後悔と真実の色 貫井徳郎

公害に苦しむ野生生物 自然環境編
マイケル・ブライト／著 小原秀雄／
監訳

航海の歴史 探検・海戦・貿易の四千年史 ブライアン・レイヴァリ
豪華特急トワイライト殺人事件 西村京太郎／著
公器の幻影 芦崎笙
号泣する準備はできていた 江國香織
交響曲の父ハイドン 清水たみ子／文 加納美年子／絵
公共サービスとくらし 前沢猛／著
航空 飛行機のあゆみ
香君（下 遥かな道） 上橋 菜穂子
高校入試 湊かなえ
恍惚病棟 長編推理小説 山田正紀／著
高山植物の一年 白籏史朗／著
高山チョウのくらし 斎藤嘉明／著
広辞苑 新村出 編
高脂血症血液ドロドロを治す 別冊ＮＨＫきょうの健康 山田信博
こうじのくるま コヨセジュンジ
子うしのハナベエ日記 金田喜兵衛／著 佐野真隆／絵
荒城に白百合ありて 須賀 しのぶ
交渉人遠野麻衣子・最後の事件 五十嵐貴久
好色五人女 マンガ日本の古典  24
皇女の霊柩 内田康夫／著
皇女の霊柩 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 内田康夫
荒神 宮部みゆき
幸田文のマッチ箱 村松友視
幸田露伴 樋口一葉集 筑摩現代文学大系 ３ 幸田露伴 樋口一葉
紅茶のある風景 暮らしてみたイギリス紅茶の世界 土屋守／著
紅茶の事典 成美堂出版編集部
甲虫のくらし 小畑晶子／〔他〕著

校長室であそぶ幽霊
並木圭子,竹咲輝画/日本児童文学者協
会編

交通事故被害者の損害賠償 これだけ請求できる泣き
寝入りしないために

清友会／編著

交通誘導員ヨレヨレ日記 柏 耕一
皇帝たちの夏 ドイツ軍戦争計画の破綻 本多巍耀著



書籍名 シリーズ名 著者名

校庭にうかんだ墓地
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 前嶋昭人／絵

皇帝フリードリｯヒ二世の生涯（下） 塩野七生
皇帝フリードリｯヒ二世の生涯（上） 塩野七生
港都横浜の誕生 石井孝／著
紅梅 津村節子
光媒の花 道尾秀介
江 姫たちの戦国 下 田渕久美子
江 姫たちの戦国 上 田渕久美子
幸福な食卓 瀬尾まいこ

幸福の王子・わがままな大男 小学館世界の名作10
原作 オスカー・ワイルド 文 中
山知子

幸福ロケット 山本幸久
鉱物 地底からのたより 塚本治弘／著
降魔の剣 北方謙三
傲慢と善良 辻村 深月
紅毛天狗 非道人別帳 ５ 森村誠一
コウモリ 増田戻樹／著
荒野の証明 森村誠一
高野聖 愛と青春の名作集 泉鏡花
紅葉のふしぎ 佐藤有恒／著
香乱記 下巻 宮城谷 昌光
香乱記 中巻 宮城谷 昌光
香乱記 上巻 宮城谷 昌光
降霊会の夜 浅田次郎
高齢者を介助する家族の本 在宅ケアハンドブック 吉沢勲／著
声 柳美里／著
声に出して読みたい日本語  2 齋藤孝／著
声に出して読みたい日本語 齋藤孝／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

こおりにねむるマンモス たかしよいち／原作 吉川豊／漫画

氷の国からきたチョウ 松岡洋子／〔文〕 松岡達英／〔絵〕

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 東海林明雄／著
氷の人形 森村誠一
氷の轍 桜木紫乃
ゴールデンレース編2
凍れる河を超えて それでも私は生きていく 上 張仁淑／著 辺真一／訳
凍れる河を超えて それでも私は生きていく 下 張仁淑／著 辺真一／訳
木かげの秘密 浅野竜
コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木ゆき江／作 小泉るみ子／絵
ご機嫌な彼女たち 石井睦美
ごきげんなすてご いとうひろし



書籍名 シリーズ名 著者名
子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実

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４００００００００年 松岡洋子／文 松岡達英／絵

ゴーギャン
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

故郷への挽歌 小杉健治／著

故郷の人びと 世界の名作全集
ルイザ・メイ・オルコット／著 中山
知子／訳

虚空の冠 下 楡周平
虚空の冠 上 楡周平
虚空の旅人 上橋菜穂子
国語好きな子に育つたのしいお話３６５ 日本国語教育学会
国際交流につくした日本人  1
国際交流につくした日本人  2
国際交流につくした日本人  3
国際交流につくした日本人  4
国際交流につくした日本人  5
国際交流につくした日本人  6
国際交流につくした日本人  7
国際交流につくした日本人  8
獄窓記 山本譲司
告白 湊かなえ
こぐまのクッキー大きくなりたい ジュディス・コッペン
極楽谷に死す 西木正明
黒龍の柩 上巻 北方謙三
黒龍の柩 下巻 北方謙三
小暮写眞館 宮部みゆき
木暮荘物語 三浦しをん
黒牢城 米澤 穂信
コケの世界 科学のアルバム ７１ 伊沢正名
孤剣の涯て 木下 昌輝
古語辞典 旺文社／編
ここにいたい！あっちへいきたい！ にひきののみの
はなし

レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

ここにいること
地下鉄サリン事件の遺族とし
て

高橋シズヱ

ここまで変わった 日本史教科書 高橋秀樹 他
こころ 愛と青春の名作集 夏目漱石
心 姜尚中
心。 稲盛 和夫
志ありせば吉田松陰 奈良本辰也／著
志して候う 伊原剛志
心では重すぎる 大沢在昌
心とからだをいやす仕事 鍼灸師 臨床心理士（カウ
ンセラー） アロマテラピストマンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編

こころとからだ知りたいこと事典
小形桜子／〔ほか〕文 おかべりか／
絵



書籍名 シリーズ名 著者名
心にナイフをしのばせて 奥野修司
心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉の佳話
５８篇

潮文社／編

心に残るとっておきの話  第４集 平成・煌く人間万葉集 潮文社編集部
心のある家 三浦綾子／著
心の海へ 沢地久枝

心のおもむくままに スザンナ・タマーロ／著 泉典子／訳

心の疲れがほぐれる本 自分を受けいれ、ゆったり生
きる３３のコツ

本多信一／著

こころのしつけの民話・名作集 3～４歳 西出みち
こころの処方箋 河合隼雄／著
こころの贅沢 池畑慎之介／著
心の底をのぞいたら 心の研究 心の相談室 なだいなだ／著
こころの旅 神谷美恵子／著
心の夜想曲（ノクターン） 遠藤周作／著
こころのふしぎ なぜ？どうして？ 大野正人
心はあなたのもとに 村上龍
心病む母が遺してくれたもの 精神科医の回復への道のり 夏苅郁子
こころを育てるおはなし101 秋田喜代美

心を整える。
勝利をたぐり寄せるための５
６の習慣

長谷部誠

心を育む人形たち ウォルドルフの手仕事 佐々木奈々子
後妻業 黒川博行

子鹿物語 少年少女世界名作全集23
ローリングズ／原作 永井萠二／訳・
文

古事記 マンガ日本の古典  1

五色の虹
満州建国大学卒業生たちの戦
後

三浦英之

故事ことわざ新辞典 故事ことわざ刊行会
５０歳からの満足生活 三津田富左子／著
５０ｃｍでできる！かんたん袋とこもの 通園・通学
に便利な袋物からマスコット小物まで
孤舟 渡辺淳一
孤宿の人 下 宮部みゆき
孤宿の人 上 宮部みゆき
御守殿おたき はやぶさ新八御用帳  5 平岩弓枝
五色の変化球 坂本光一／著
古書無月譚 尾形界而／著
ゴジラ 田中友幸／著

こすずめのぼうけん
ルース・エインワース／作 石井桃子
／訳

個性大国フランス 塚本一／著
去年の雪 江國 香織

古代、アメリカは日本だった ネイティブ・アメリカ
ンが証明した 「失われた旭日帝国」の謎を解く

ドン・Ｒ．スミサナ／著 吉田信啓／
訳・解説

古代を発掘する 国立歴史民俗博物館／編



書籍名 シリーズ名 著者名
古代史への旅 黒岩重吾／著
古代日本の発掘発見物語 水戸光圀の発掘から稲荷山
古墳の鉄剣まで

玉利勲／著

古代文明の大常識 これだけは知っておきたい ４ 吉田 忠正／関 眞興
古代ユダヤは日本に封印された 「聖書」が明かす原
日本人のルーツ

宇野正美／著

子宝船 きたきた捕物帖（二） 宮部みゆき
胡蝶の剣 津本陽／著
孤蝶の城 桜木 紫乃
こーちょこちょ にへい たもつ
こちらあみ子 今村夏子
こちらズッコケ探偵事務所 那須正幹／作 前川かずお／絵
こちら七不思議探検隊 日本児童文学者協会／編

こちらマガーク探偵団
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳

告解 薬丸 岳
国家とハイエナ 黒木亮
国家の品格 藤原正彦
国境の南、太陽の西 村上春樹／著
コックサッカーブルース 村上龍／著
コックリさんを楽しむ本 占いと超能力の授業 荒木葉子，塩野広次／著

こっくりさん、きてください 学校の怪談⑭
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 五彩きょうこ／絵

こっくりさん、きてください
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 五彩きょうこ／絵

骨盤教室 寺門琢己
コップをわったねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵
五つぶのえんどうまめ アンデルセン童話より 紙芝居27 桜井美知代

ゴッホ
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

古典落語の力 榎本滋民／著
孤独という道づれ 岸恵子
孤独を生ききる カッパ・ホームス 瀬戸内寂聴
孤独でも生きられる 曽野綾子
琴剣のごっつぁんです 漫画相撲体験記 琴剣／絵と文
後鳥羽伝説殺人事件 内田康夫／〔著〕
言葉の散歩道. 続 人生万事散歩なり 山本紹之介著
言葉の中に風景が立ち上がる 川本三郎
ことばのふしぎ なぜ？どうして？ １,２年生 村山哲哉
こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦、井上ミﾉル
こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 柴山元彦、井上ミﾉル

子どもが育つ魔法の言葉
ノルト・ドロシー・ロー／Ｎｏｌｔ
ｅ Ｄｏｒｏｔｈｙ Ｌａｗ．／ハ
リス レイチャル

子どもが作る料理お菓子塾 ぼくも、わたしも、お料
理じょうず

お料理塾シリーズ 城戸崎愛／〔著〕

こども古典落語  1 小島貞二／文 宮本忠夫／画
こども古典落語  2 小島貞二／文 宮本忠夫／画



書籍名 シリーズ名 著者名
こども古典落語  3 小島貞二／文 宮本忠夫／画
こども古典落語  4 小島貞二／文 宮本忠夫／画
こども古典落語  5 小島貞二／文 宮本忠夫／画
こども生物図鑑 デイヴィッド・バーニ

子供たちは森に消えた ロバート・カレン／著 広瀬順弘／訳

子ども 地図帳 ＜日本 考える力がつく 深谷圭助
子どもとでかける神奈川あそび場ガイド  ’９９～’０
０

子育てネット／著

子どもと読む般若心経 「ちえのおしえ」の十二の話 池田魯参／文 大川泰央／版画

子どもにウケる科学手品７７ 簡単にできてインパク
トが凄い

後藤道夫／著

子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎
子どもの才能を伸ばすモンテッソーリ教具100 藤崎達宏
こどものすきなかみさま 新美南吉／文 谷内六郎／え
子どもの精神科 大登敬之
子どものためのまんがで読む古事記＜1＞ 久松 文雄
子どものためのまんがで読む古事記＜2＞ 久松 文雄
こども六法 山崎 聡一郎
こどもはおもしろい 河合隼雄／著
子どもは病気を食べている 真弓定夫／著
子どもを輝かせる１０のお話 日野原重明
子盗り 海月 ルイ
ことり 小川洋子
ことわざ絵本  １ 五味太郎
ことわざ絵本   ２ 五味太郎
ことわざ事典  1 吉田ゆたか／著
ことわざ事典  3 吉田ゆたか／著
ことわざ事典  4 吉田ゆたか／著
ことわざ事典 まんがで学習 5 吉田ゆたか／著
ことわざ事典  2 まんがで学習 吉田ゆたか
ことわざの大常識 これだけは知っておきたい １ 高橋 由美子／江口 尚純
コナン日本史の謎1 青山剛昌
コナン日本史の謎2 青山剛昌
コナン日本史の謎3 青山剛昌
五人女捕物くらべ  下 平岩弓枝／著
五人女捕物くらべ  上 平岩弓枝／著
こねこにこにこねどこでねころぶ 石津ちひろ

こねこのねる
子どもがはじめてであう絵本
3

ディック・ブルーナ

こねこムーのおくりもの こねこムーの童話集 １ 江崎 雪子／武田 美穂
コーネリアス たってあるいたわにのはなし レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳
このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ
この嘘がばれないうちに 川口俊和
この女 森絵都
この国のかたち  1 司馬遼太郎
この国のかたち  2 司馬遼太郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名
この国のかたち  3 司馬遼太郎／著
この国のかたち  5 司馬遼太郎／著
この国のかたち  6 司馬遼太郎／著
この国のかたち ４ １９９２～１９９３ 司馬 遼太郎
この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山 佳佑
この言葉が、きみの呪いを解くのなら 伊藤 クミコ

この遠き道 杉田小学校百周年のあゆみ
杉田小学校百周年記念事業実行委員
会／編

コノハナサクヤヒメ 西野綾子／文 阿部肇／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／土田義晴
この船じごく行き 山中恒／作
この部屋から東京タワーは永遠に見えない 麻布競馬場
この本を盗む者は 深緑 野分
この世で一番大事な「カネ」の話 西原理恵子

この世で一番の贈り物
マンディーノ オグ／Ｍａｎｄｉｎ
ｏ Ｏｇ．／菅 靖彦

この世で一番の奇跡
マンディーノ オグ／Ｍａｎｄｉｎ
ｏ Ｏｇ．／菅 靖彦

この世で一番のメッセージ
マンディーノ オグ／Ｍａｎｄｉｎ
ｏ Ｏｇ．／住友 進

この世の春 下 宮部 みゆき
この世の春 上 宮部 みゆき
琥珀の夏 辻村 深月
琥珀のまたたき 小川洋子
小箱 小川 洋子
小林一茶 斎藤 了一
小林カツ代塾 黄金の食卓レシピ 1 小林カツ代／著
ごはんですよ おもちですよ かこさとしのたべものえほん 加古里子
湖畔の愛 町田 康
ごはんのしあわせ ケンタロウ
コーヒーが冷めないうちに 川口俊和

こひつじクロ
エリザベス・ショー／作・絵 ゆりよ
う子／訳

こぶこぶ ごぼごぼ 駒形 克己
拳の先 角田光代
こぶたくんのおしっこ なかまっていいな わたなべゆういち／さく・え
こぶたくんのすいかじけん 空想の世界であそぼう わたなべゆういち／さく・え

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

コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏／作
こぶとり １０月のおはなし 日本民話の会／編
こぶとりじいさん 西原ひろし／画 鶴見正夫／文

コブラの眼  上巻
リチャード・プレストン／著 高見浩
／訳

５分で人を見抜く 武田哲男／著
後北条氏 鈴木良一／著
小町・中町浮世をゆく 田辺聖子／著
こまったさんのオムレツ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
こまったさんのカレーライス 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのカレーライス
おはなしりょうりきょうしつ
2

寺村輝夫／岡本颯子

こまったさんのグラタン 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
こまったさんのコロッケ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
こまったさんのサラダ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
こまったさんのサンドイッチ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
こまったさんのシチュー 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
こまったさんのスパゲティ 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵

こまったさんのハンバーグ
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 寺村輝夫／作 岡本颯子／絵
ゴミのはなし 藤田千枝／著
ごみの本 考えよう地球環境 住明正
コミュニケーション・センス 人間関係を豊かにする
心と会話のスパイス

福田健

ごみを拾う犬もも子 中野英明
ゴムあたまポンたろう 長新太
小麦粉でつくる たべもの教室２ 家庭科教育研究者連盟／編
ゴムのはなし 須之部淑男／著
米づくりのおてつだい 倉沢達雄／編著
米でつくる 家庭科教育研究者連盟／編
ごめんねパパ泣き虫アコの冒険旅行 三保明子／著
ご用心、満月の夜に何かがおきそう！？ 大マジ三人
組

とんでる学園シリーズ ４８ 島村敬一／作 聖原玲音／画

こよみのはなし 小松恒夫／著
暦ものがたり 岡田芳朗／著
子リスのアール ドン・フリーマン
子リスのアール ドン・フリーマン
懲りねえ奴 小説Ｍ資金 清水一行
ごりらのごんちゃん 馬場のぼる／作

ゴールゴールレッズｇｏ
田中館哲彦／作 ヒロナガシンイチ／
絵

ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎
ゴールデンレース編  4
ゴールデンレース編 カラー版 3
ゴルフショートゲーム実践テクニック 確実にスコア
を縮める
これを英語で言えますか？ 学校で教えてくれない身
近な英単語

講談社インターナショナル株式会社
／編

これからの「正義」の話しをしよう
これでいいのか！日本の「環境破壊」 Ｇａｋｋｅｎ ｍｏｏｋ
これはおひさま 谷川俊太郎／ぶん 大橋歩／え
孤狼の血 柚月裕子
ころころころ 元永定正さく
ころころろ 畠中恵
殺しの四人 仕掛人・藤枝梅安 池波正太郎／著
コロ助の科学質問箱 内山安二／漫画



書籍名 シリーズ名 著者名
ころちゃんとはたらくじどうしゃ 関根栄一／文 横溝英一／絵
コロちゃんのクリスマス エリック・ヒル／作

コロちゃんのだれだろう？
ｴﾘｯｸ･ﾋﾙ さく まつかわまゆみ や
く

コロとボール 紙芝居 75 西村達馬／画 香山美子／作
コロナと潜水服 奥田英朗
ごろはちだいみょうじん 梶山俊夫／え 中川正文／さく
ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ
ころわんとちくちくもじょ 間所ひさこ／作 黒井健／絵
ごろんごろん まつおかたつひで

コロンブス 聖者か，破壊者か
ミシェル・ルケーヌ／著 富樫瓔子，
久保実／訳

コロンブス 柴野民三／著

こわいおおかみのこわいもの フランス 紙芝居 34 鈴木信一／作・画 福島のり子／脚色

こわれた腕環 ゲド戦記 ル＝グウィン／作 清水真砂子／訳
こわれたおもちゃ 武鹿悦子／著
コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス
ごんぎつね 新美南吉／作 黒井健／絵
ごんぎつねとてぶくろ 新美南吉／著 深沢省三／え
金剛の塔 木下 昌輝
こんこんさまにさしあげそうろう 森はな
今昔続百鬼－雲 冒険小説 京極夏彦／著
コンタンとみみこちゃん 鈴木ひろ子／作 岩本康之亮／絵
こんちき 諸田玲子
ごんちゃんとぞうさん 馬場のぼる／作
こんちゅう 超はっけん大図鑑⑨ 発行者・坂井宏先
昆虫カメラマン 斎藤貢一／写真 武田万樹／文

昆虫大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄／著

昆虫たちの住める街 東京と札幌を結んで 松山史郎／著
昆虫のかくれんぼ 身を守る昆虫たち 海野和男／文と写真 松岡達英／絵
昆虫の図鑑 中山周平／編
昆虫の大常識 これだけは知っておきたい ９ 山内 ススム／海野 和男
昆虫のひみつ 林夏介／漫画
昆虫のふしぎ 色と形のひみつ 栗林慧／写真 大谷剛／文
昆虫のふしぎ 学習漫画・理科 １２ 横山 正／山田 えいし
こんとあき 林明子
今度生まれたら 内館 牧子
コンドルはとんでいく（中南米） 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵
こんなかいじゅうみたことない 藤本ともひこ
こんなひとはめったにいない 森忠明／文 渡辺三郎／画

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

こんにちはウーフ 神沢利子・作  井上洋介・絵
コンビ住宅地図＋町別電話帳 磯子区  平成１１年
版



書籍名 シリーズ名 著者名

コンビニてんちょうネコイチさん ヤマダ ユミコ／むとう ゆういち

コンビニ人間 村田沙耶香
コンピュータにかかわる仕事 ゲームクリエーター
ＣＧクリエーター プログラマー＆ ＳＥマンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編集

金米糖の降るところ 江國香織
混迷日本を糺す事典 渡部昇一／著

さ 「残業ゼロ」の仕事力 吉越浩一郎

３６５まいにちペンギン
ジョエル・ジョリヴェ/ジャン＝
リュック・フロマンタル

３歳からのお手伝い 寺西恵理子
3びきのかわいいオオカミ ユージーン・トリビザス
3びきのくま いもとようこ

３びきのこぶた
ときありえ文/熱田幹人,片山径子,メ
カマン絵

SIGN EXILE ATSUSHI
ザ・鴎外～森鴎外全小説全一冊～ 森鴎外
ザ・ギフティッド 大川翔

ザ・ラストマン
日立グループのV字回復を導い
た「やり抜く力」

川村隆

ザ・龍之介～芥川龍之介全一冊～ 芥川龍之介
ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真
最愛 真保裕一
最悪の将軍 朝井まかて

最悪のはじまり
レモニー・スニケット／著 宇佐川晶
子／訳

サイエンスコナン・磁石の不思議
名探偵コナン実験・観察ファ
イル

青山剛昌

サイエンスコナン・レンズの不思議
名探偵コナン実験・観察ファ
イル

青山剛昌

塞王の楯 今村 翔吾
再会 横関大
最高機密エージェント CIAモスクワ諜報戦 D・E・ホフマン
西郷隆盛伝説 左高信
最後の家族 村上龍
最後の鑑定人 岩井 圭也
最後の将軍 徳川慶喜 司馬遼太郎
最後の伝令 筒井康隆／著

最後の特派員  上
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

最後の特派員  下
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

最後の一壜 スタンリイ・エリン
サイコパス 中野 信子
最終飛行 佐藤 賢一
最終便に間に合えば 林真理子
最新サッカー入門 加藤久／著
最新版 電車大集合1922点 坂正博



書籍名 シリーズ名 著者名
再生 続・金融腐蝕列島 上 高杉良／著
再生 続・金融腐蝕列島 下 高杉良／著
さいたさいた こどものくに傑作絵本 １９ とりごえまり

斉藤茂吉，島木赤彦、若山牧水、釈迢空集 筑摩現代文学大系１５
斉藤茂吉、島木赤彦、若山牧水，釈
迢空

在日一世 李朋彦
采配 落合博満
さいはての島へ ゲド戦記 ル＝グウィン／作 清水真砂子／訳

裁判沙汰はまっぴらだ
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

西遊記 小学館世界の名作14 原作/呉承音 文/谷真介
西遊記1 石からうまれた孫悟空 唐亜明
西遊記2 金角銀角のひょうたん 唐亜明
西遊記 ３ 唐亜明
ザ・ウｵール 堂場 瞬一
サウスポイント よしもとばなな
ザウルス山ねてるかおきてるか？ 間所ひさこ／作 ふりやかよこ／絵
さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 山田真哉

さーかす
子どもがはじめてであう絵本
4

ディック・ブルーナ

サーカスだいさくせん 学研ワールドえほん リカルド アルカンターラ
サーカスナイト よしもとばなな
サーカスの怪人 江戸川乱歩／著
サーカスの夜に 小川糸
さかな 村岡健作／著
魚・貝のなかま 茅野敏英／指導 望月かつみ／漫画
さかなクンの一魚一絵 まいにち夢中な人生！ さかなクン

魚のひみつ
学研まんがひみつシリーズ １
３

伊東章夫

さかなはさかな かえるのまねしたさかなのはなし レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳
佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七
坂の途中の家 角田光代
相模のもののふたち 中世史を歩く 永井路子／著
坂本竜馬 飛べ！ペガスス 古川薫／著 岡田嘉夫／画
坂本龍馬志の貫き方 岡 信太郎
さきちゃんたちの夜 よしもとばなな
鷺と雪 北村薫
作文がじょうずになる本  小学５年生 中村元千／著
作文がじょうずになる本  小学１年生 中島紀子／著
作文がじょうずになる本  小学２年生 安達衡／著
作文がじょうずになる本  小学４年生 野崎浩／著
作文がじょうずになる本  小学６年生 藤井圀彦／著
作文がじょうずになる本  小学３年生 前野典子／著
錯迷 堂場瞬一
さくら 西加奈子
桜雨 坂東真砂子／著
さくらいろのランドセル さえぐさひろこ
さくらえび さくらももこ／絵と文



書籍名 シリーズ名 著者名
サクラの一年 守矢登／著
さくらの下のさくらのクラス 宮川ひろ
さくら日和 さくらももこ／絵と文
桜ほうさら 宮部みゆき
サケのたんじょう 桜井淳史／著
叫びと祈り 梓崎優
左近（下） 火坂雅志
左近（上） 火坂雅志
サザエさん ２ 長谷川町子全集 ２ 長谷川町子
サザエさん  22 長谷川町子
サザエさんうちあけ話 長谷川町子全集  第３２巻 長谷川町子／著
サザエさん 第１０巻 長谷川町子全集 第１０巻 長谷川町子
サザエさん  第１２巻 長谷川町子全集  第１２巻 長谷川町子／著
サザエさん  第１３巻 長谷川町子全集  第１３巻 長谷川町子
サザエさん  第１４巻 長谷川町子全集  第１４巻 長谷川町子／著
サザエさん  第１５巻 長谷川町子全集  第１５巻 長谷川町子／著
サザエさん 第１７巻 長谷川町子全集 第１７巻 長谷川町子
サザエさん  第１９巻 長谷川町子全集  第１９巻 長谷川町子／著
サザエさん 第２０巻 長谷川町子全集  第２０巻 長谷川町子／著
サザエさん  第３巻 長谷川町子全集  第３巻 長谷川町子
サザエさん  第４巻 長谷川町子全集  第４巻 長谷川町子／著
サザエさん  第５巻 長谷川町子全集  第５巻 長谷川町子／著
サザエさん  第６巻 長谷川町子全集  第６巻 長谷川町子／著
サザエさん 第７巻 長谷川町子全集  第７巻 長谷川町子／著
サザエさん 第8巻 長谷川町子全集 第8巻 長谷川町子
サザエさん 第９巻 長谷川町子全集 第９巻 長谷川町子
さざなみ情話 乙川優三郎
さざなみ情話 乙川優三郎
さざなみのよる 木皿 泉
笹の舟で海をわたる 角田光代
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉幸子／作 岡本順／絵
座礁 巨大銀行が震えた日 江上剛
ザ・ジョーカー 大沢在昌
ザ・漱石 夏目漱石
さすがさがすさ 伊藤文人
さそりにさされたあばれんぼう ギリシャ神話 紙芝居 23 鈴木信一／作画 武井直紀／脚色
さち子、テレパシーで魔女？ 香川茂／作 大古尅己／絵
殺意 松本清張
サッカー 攻め方・守り方がよくわかる 松本光弘／著

作家の四季
池波正太郎未刊行エッセイ集
５

池波正太郎

サツキ 赤羽勝／著
さっさっさっちゃん 紙芝居 91 末崎茂樹／画 田沢梨枝子／作
殺人の花客 森村誠一／著
殺人の債権 森村誠一／著
殺人の人脈 森村誠一／著
殺人レストラン 怪談レストランシリーズ 3 松谷みよ子
ざっそう 甲斐信枝／ぶん・え



書籍名 シリーズ名 著者名

さっちゃんのカーネーション 母の日 紙芝居 53
高瀬のぶえ／画 高木あきこ／作・解
説

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち
薩南示現流 上 大活字本シリーズ 津本 陽
薩南示現流 下 大活字本シリーズ 津本 陽
札幌 小樽・富良野・函館 にっぽんの旅
さつまのおいも 中川 ひろたか
サティ弾きの休日 島田璃里著
里山の生き物図鑑-所さんの目がテン! かがくの里×
学研の図鑑LIVE

斉藤秀生（監修）

真田十勇士猿飛佐助 痛快世界の冒険文学 ４ 後藤竜二／吉田光彦
砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田邦男
砂漠の暗礁 森村誠一／著

砂漠の女ディリー ワリス・ディリー／著 武者圭子／訳

さばくの町のＸたんてい 別役実／作 阿部隆夫／絵

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

サピエンス(下) 文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ
サピエンス全史(上) 文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ
淋しい狩人 宮部みゆき
さびしがりやのほたる エリック・カール
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
サブマリン 伊坂幸太郎
サボテン＆多肉植物 新園芸相談 日本放送出版協会／編

サボテン・スケッチ
グータラママのメキシコ探険
記

古橋弘子著

サボテンのふしぎ 埴沙萠／著
サマータイム 四季のピアニストたち｢上｣ 佐藤多佳子
さまよう刃 東野圭吾
さむいのがきらい なかのひろたか／作・絵

さむがりやのサンタ イギリスの絵本
レイモンド・ブリッグズ／作・絵 す
がはらひろくに／訳

さむがりやのペンギン ディズニー名作アニメ15 斎藤妙子／構成・文
サムとデイブ、あなをほる マック・バーネット
さむらいウィリアム 三浦按針の生きた時代 ジャイルズ・ミルトン訳築地誠子

サムライに恋した英国娘 男爵いも、川田龍吉への恋文 伊丹政太郎 アンドリュ-・コビング

冷めない紅茶 小川洋子／著
サメのサメザメ どうわがいっぱい ２７ 山下明生／作 広瀬弦／絵

さゆり  上
アーサー・ゴールデン／著 小川高義
／訳

さゆり  下
アーサー・ゴールデン／著 小川高義
／訳

さようなら、オレンジ 岩城けい
さよなら渓谷 吉田修一



書籍名 シリーズ名 著者名
さよならの儀式 宮部 みゆき
さよならの力 大人の流儀7 伊集院 静
さよならのなつやすみ 宮川ひろ／作 岡本美子／絵

さよならマックス
ホリー・ケラー／作・絵 谷口由美子
／訳

さよならも言えないうちに 川口 俊和
佐用姫伝説殺人事件 内田康夫／〔著〕
サラダとまほうのおみせ カズコ・Ｇ・ストーン

サラダとまほうのおみせ こどものとも傑作集 １１１
ストーン カズコ・Ｇ．／Ｓｔｏｎ
ｅ Ｋａｚｕｋｏ Ｇ．

サラバ！（下） 西加奈子
サラバ！（上） 西加奈子
さらば外務省！ 天木 直人
さらば銀行の光 江上剛
さらば長き眠り 原尞
サラリーマン読書人の経験 この苦しい２０世紀的世
界をしのぐ

本堂明／著

ざりがに 吉崎正巳／文・絵
ザリガニ同盟 今村葺子／作 山野辺進／画
ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ
さるかにかっせん 岩崎京子／文 長野博一／絵
さるかにがっせん 紙芝居1 若菜珪／画 長崎源之助／文
サルからヒトへの物語 河合雅雄／著
さるくんのまほうのふえ 手島悠介／作 田沢梨枝子／絵
さるすべりランナーズ 浅田宗一郎
さるのいきぎも 岩崎京子／文 佐々木マキ／絵
猿の見る夢 桐野夏生
さわってごらんだれのかお？ 目のみえない子もみえ
る子もいっしょにあそべるよ

中塚裕美子／さく・え

サワッテゴランナンノハナ？ 目のみえない子もみえ
る子もいっしょにあそべるよ

中塚裕美子／さく・え

さわらびの譜 葉室麟
山陰 カジュアルに、ビジュアルに、旅をする。
残穢 小野不由美
讃歌 篠田節子
三角館の恐怖 江戸川乱歩／著
山岳捜査 笹本 稜平
三月 大島真寿美
三月の招待状 角田光代
三鬼 三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき
残響 警視庁監察ファイル 伊兼 源太郎
残月記 小田 雅久仁
三原色の絵の具箱  1 松本キミ子，堀江晴美／著
三原色の絵の具箱  2 松本キミ子，堀江晴美／著
三原色の絵の具箱  3 松本キミ子，堀江晴美／著
三国志＜一＞群雄のあらそい 三田村信行 文
三国志<三>燃える長江 三田村信行 文
三国志<四>三国ならび立つ 三田村信行 文



書籍名 シリーズ名 著者名
三国志<五>五丈原の秋風 三田村信行 文
三国志＜二＞天下三分の計 三田村信行 文
三国志名言集 井波律子
サンゴ礁の世界 白井祥平／著
３歳のえほん百科
3歳のえほん百科 榊原 洋一
３５歳からのスポーツ健康学 筋・骨・管を鍛え、ボ
ケ、寝たきりを防ぐ

鈴木正成／著

三銃士 少年少女世界名作全集24 デュマ／原作 榊原晃三／訳・文
三銃士 痛快 世界の冒険文学21 藤本ひとみ・文 A・ﾃﾞｭﾏ・原作
三十光年の星たち（下） 宮本輝
三十光年の星たち（上） 宮本輝
三十の反撃 ソン・ウォンピョン

３４丁目の奇跡
デイヴィス ヴァレンタイン／Ｄａ
ｖｉｅｓ Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ．／
片岡 しのぶ

参上！ズッコケ忍者軍団 那須正幹／作 前川かずお／原画
残照の頂 続・山女日記 湊 かなえ
さんずいあそび 別役実

算数ゲーム
マニス・キャロッシュ／著 ロイス・
エイラト／絵

算数好きな子に育つたのしいお話３６５ 日本数学教育学会研究部
三世代探偵団 赤川次郎
サンセット・サンライズ 楡 周平

３００１年終局への旅
アーサー・Ｃ．クラーク／著 伊藤典
夫／訳

山族公務員の流儀 牧 慎太郎
三体 劉慈欣
三体Ⅲ 死神永生 〔下〕 劉 慈欣
三体Ⅲ 死神永生（上） 劉 慈欣
三体Ⅱ 黒暗森林[下] 劉 慈欣
三体Ⅱ（上） 劉 慈欣

サンタクロースと小人たち
マウリ＝クンナス／作 いながきみは
る／訳

サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス

サンタさんへのてがみ
立原えりか／〔ほか〕編 はせがわゆ
うじ／絵

サンタさんからきたてがみ 垂石真子／絵 たんのゆきこ／作
サンタさんだよかえるくん 塩田守男／え さくらともこ／ぶん
サンタちゃん ひこ・田中

サンタベアーのクリスマス
バーバラ・リード／作 ハワード・
Ｂ．ルイス／絵

三丁目の恋人はネコ！？ ネコは恋人？ 名木田恵子／作 風間すずめ／画
サンドイッチサンドイッチ 小西 英子

サンドヒルの牡ジカ物語
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

３人のプロはこう料理する 季節の食材 田村隆／〔ほか〕著
３年Ａ組おばけ教室 水木しげる／著



書籍名 シリーズ名 著者名
ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 監修
三番手の男山内一豊とその妻 童門冬二

３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ 学校の怪談 11
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 前嶋昭人／絵

三びきのくま イギリス民話より 紙芝居 森やすじ／画

３匹の子ぶた ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔作〕 川
崎洋／文

三びきのこぶた イギリス昔話 山田三郎／画 瀬田貞二／訳
さんびきのこぶた イギリスの昔話より 山脇恭／文 中村景児／絵
三びきのこぶた 与田準一／文 赤星亮衛／絵
三びきのやぎの がらがらどん マーシャ・ブラウン
さんぽのしるし 五味太郎／作
三幕の殺人 ハヤカワ文庫 長野 きよみ
さんまマーチ 上条さなえ／作 小林富紗子／絵
山野草 新園芸相談 日本放送出版協会／編
山陽・山陰 にっぽんの旅16
三塁打だよ、かぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵

し
｢思考」のすごい力 心はいかにして細胞をコント
ロールするか

ブルース･リプトン

「自分力」の磨き方 ノーベル物理学者が教える 益川敏英
「社会を変える」を仕事にする 社会起業家という生き方 駒崎弘樹
１０このちいさなおもちゃのあひる ｴﾘｯｸ･ｶ-ﾙ さく くどうなおこ やく
10歳の君に贈る、心を強くする２６の言葉 岩村 太朗
10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000
のことば ジュニア版

福田尚弘

10ぱんだ 岩合日出子 岩合光昭 文・写真
10ぴきのかえる（シリーズ） ＰＨＰこころのえほん③ 間所ひさこ
12月の月たち Ｓ・マルシャーク
１４歳からの哲学 考えるための教科書 池田晶子
14歳の君へ 池田 晶子
14ひきのぴくにっく いわむら かずお
14ひきのもちつき いわむらかずお
15才までに語彙をあと1000増やす本 福田尚弘
6TEEN 石田衣良
ジーニアス英和辞典
ジーニアス和英辞典
小学館の図鑑 NEO+くらべる図鑑 山川史郎
幸せをありがとう 手足をなくしても明るく生きる田
原米子

日野多香子／作 上総潮／絵

しあわせ家族 成田幸男著

幸福コンプレックス
自分の人生を生きたいあなた
へ

中嶋真澄著

しあわせトランプ占い
幸せになる勇気 岸見一郎 古賀史健
幸せの絵本 金柿秀幸
幸せの絵本 ２ 金柿秀幸

しあわせのおくりもの
カール・ノラックぶん クロード・
ｋ・デュボワえ



書籍名 シリーズ名 著者名

幸せの記憶  上
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

幸せの記憶  下
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

幸せの条件 誉田哲也
しあわせのバトンタッチ 今西乃子
幸せのままで死んでくれ 清志 まれ
幸せを呼ぶ美人話法 広瀬久美
飼育・観察 部屋の中の動物園 木村義志／著
じいちゃんとぼくの海 西本鶏介作/伊藤悌夫絵
寺院消滅 鵜飼秀徳
慈雨の音 流転の海第六部 宮本輝
ＪＲ切符のかしこい買い方 はらひろし／著

ＪＲまわるまわるやまのてせん 砂田弘／文 吉岡清彦，堀田順／写真

ＪＦＫ暗殺の真実 ケネディ解剖医、２８年間の沈黙
を破る！

文芸春秋／編

シェイクスピアに学ぶ老いの知恵 小田島 雄志

ジェインのもうふ
アーサー・ミラー作アル＝パーカー
絵

ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂尊

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

ジェントルマン 山田詠美

ジェーン・パッカーの素敵なフラワーアレンジ 完全
図解版

ジェーン・パッカー／著 ザ・ロンド
ン・スクール・オブ・フラワーズ／
訳・監修

塩 科学のアルバム 片平孝
潮騒はるか 葉室麟
シオドアとものいうきのこ えらくなりすぎた ねず
みのはなし

レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

潮鳴り 葉室麟
汐のなごり 北重人
塩のはなし 半田昌之／著
死をよぶゲームソフト 日本児童文学者協会／編
鹿男あをによし 万城目学

視覚ミステリーえほん
ウィック ウォルター／Ｗｉｃｋ
Ｗａｌｔｅｒ．／林田 康一

じか裁ち洋裁小学生の服
四月になれば彼女は 川村元気
鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子
鹿の王 （下） 還って行く者 上橋菜穂子
鹿の王 （上） 生き残った者 上橋菜穂子
シカのくらし 増田戻樹／著

しがみつかない生き方
「ふつうの幸せ」を手に入れ
る10のルール

香山リカ

時間が貯まる魔法の家事ノート 三條 凜花



書籍名 シリーズ名 著者名
時間と空間を旅する 竹村秋生

時間の砂  上
シドニィ・シェルダン／著 天馬竜
行，紀泰隆／訳

時間の砂  下
シドニィ・シェルダン／著 天馬竜
行，中山和郎／訳

時間の止まった家 「要介護」の現場から 関なおみ
史記 世界の名作全集 司馬遷／原作 渡部武／訳
四季・亜紀子  下 五木寛之／〔著〕
四季・亜紀子  上 五木寛之／〔著〕
指揮官たちの特攻 幸福は花びらのごとく 城山三郎／著
色彩を持たない田崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹
四季のお天気かんさつ 塚本治弘／文
四季の野鳥かんさつ 菅原光二／写真 山下宜信／文
しぐさでわかる愛犬の医学 竹内ゆかり
シクラメン 平城好明／著
字訓 白川静
死刑囚永山則夫 佐木隆三／著
死刑でいいです 孤立が生んだ二つの殺人 池谷孝司
しげちゃん 室井滋
自決こころの法廷 澤地久枝／著
時限感染 殺戮のマトリョーシカ 岩木 一麻
事件で見る明治１００話 中嶋繁雄
四国 小豆島・淡路島 にっぽんの旅17
地獄で仏 ナンシー関／著 大月隆寛／著
地獄の仮面 江戸川乱歩／著
じごくのそうべえ 田島征彦
地獄の道化師 江戸川乱歩／著
仕事ができる人できない人 堀場雅夫
仕事に効く教養としての「世界史」 出口治明
しごとば 鈴木のりたけ
死後は無か 瓜生中／著
子産  上巻 宮城谷昌光／著
子産  下巻 宮城谷昌光／著

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

４０歳から何をどう勉強するか 和田秀樹／著
四〇歳からの夫と妻の向きあい方 人生８０年時代の
幸福な結婚とは？

円より子／著

獅子の座 足利義満伝 平岩弓枝
磁石が物をひきつける力ってなに？ 子供の科学編集部／編
磁石と電気の発明発見物語 らしん盤からテレビジョ
ンまで

板倉聖宣／編

使者と果実 梶村啓二
死者と生者を結ぶ「ことば」 「昭和」への弔辞 ひろさちや／著
死者の配達人 長編本格推理 森村誠一
四十九日のレシピ 伊吹有喜
四十七人の刺客 新潮書下ろし時代小説 池宮彰一郎
思春期にがんばってる子 明橋 大二



書籍名 シリーズ名 著者名
市塵 藤沢周平／著
地震をさぐる 大塚道男／著
屍人荘の殺人 今村 昌弘
しずかなおはなし サムイル・マルシャーク
静かな木 藤沢周平／著
静かな黄昏の国 篠田 節子
静かな爆弾 吉田修一
しずかな日々 青い鳥文庫 椰月美智子
静かな勇気の人 あっ子ちゃんの日記 植木誠／著
静かなる太陽 霧島 兵庫
シズコさん 佐野洋子
沈まぬ太陽  ５（会長室篇・下） 山崎豊子／著
沈まぬ太陽  ３（御巣鷹山篇） 山崎豊子／著
沈まぬ太陽  ４（会長室篇・上） 山崎豊子／著
沈まぬ太陽 ２（アフリカ篇 下） 山崎豊子
沈まぬ太陽（一） アフリカ篇／上 山崎豊子

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

しずり雪 安住 洋子
刺青・春琴抄 愛と青春の名作集 谷崎潤一郎／著
自然遺産の迷路 屋久島発 世界一周旅行へ 香川 元太郎
死線上のアリア 内田康夫／著
自然と人間をまもる発明発見物語 生態系の発見から
自然エネルギーの発明まで

鈴木善次／編

シーソーモンスター 伊坂 幸太郎
時代 本城 雅人
したきりすずめ 紙芝居 5 輪島みなみ／画 安田浩／文
舌鼓ところどころ 下 大活字本シリーズ 吉田 健一
舌鼓ところどころ 上 大活字本シリーズ 吉田 健一
下町ロケット 池井戸潤
下町ロケット ゴースト 池井戸 潤
下町ロケット ヤタガラス 池井戸 潤
下町ロケット２ ガウデｲ計画 池井戸潤

七人の犯罪者
ちょっと長めのショート
ショート 10

星新一

七ひきのぶたのバラード
ヘルメ・ハイネ／作・絵 おおしまか
おり／訳

漆花ひとつ 澤田 瞳子
漆黒の王子 初野 晴
実戦に強くなる詰将棋１００ 大山 康晴

失踪
ティム・オブライエン／著 坂口緑／
訳

疾走するモーツァルト 高橋英夫／著
湿地帯 宮尾登美子
しっているかな？きせつのことばとぎょうじ 藤子・F・不二雄
じっと手を見る 窪 美澄
１０ぴきのかえるざんざんやまへ ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／仲川道子
しっぺいたろう 松谷みよ子／文 赤坂三好／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
尻尾と心臓 伊井直行
しっぽのはたらき どきどきしぜん 薮内正幸／え 川田健／ぶん
失楽園  上 渡辺淳一／著
失楽園  下 渡辺淳一／著

シティ・ファーマー
世界の都市で始まる食料自給
革命

ジェニファー・コックラル＝キング

私鉄特急 真島満秀／写真 松尾定行／構成・文

自転しながら公転する 山本 文緒

じてんしゃにのるひとまねこざる
エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏
弥／訳

自転車乗り快走ノウハウ 高村精一
字統 白川静
自動車 パーフェクトキッズ④ 海老原美宜男
じどう集会のくふう 小関武明／著
シドニー子育て記 雁屋哲

シートン 自然保護の願いを
藤原英司／作 アーネスト Ｔ．シー
トン／絵

シートン動物記  別巻
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  1
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  2
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  3
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  4
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  5
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  6
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  7
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

シートン動物記  8
アーネスト・Ｔ．シートン／著 藤原
英司／訳

信濃塩の道殺人事件 長篇旅情ミステリー 木谷恭介／著
死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ
死顔 吉村昭
死に方、六輔の。 永六輔
死神と天使の円舞曲 知念 実希人
死神の棋譜 奥泉 光
死神の浮力 伊坂幸太郎
死に支度 瀬戸内寂聴
死にふさわしい罪 藤本 ひとみ

死にゆく海の生物たち 自然環境編
マイケル・ブライト／著 小原秀雄／
監訳



書籍名 シリーズ名 著者名

死ぬときに後悔すること２５
1000人の死を見届けた終末期
医療の専門家が書いた

大津秀一

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

死の十字路 江戸川乱歩／著
しのびよる月 上 大活字本シリーズ 逢坂剛
しのびよる月 下 大活字本シリーズ 逢坂剛
Ｃの福音 楡周平
死の淵を見た男 門田隆将
ジバク 山田宗樹
司馬遼太郎全集  第１３巻 俄 浪華遊侠伝 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１８巻 夏草の賦、戦雲の夢 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１巻 梟の城、上方武士道
司馬遼太郎全集  第２巻 風神の門ほか短編 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第３巻 竜馬がゆく １
司馬遼太郎全集  第４巻 竜馬がゆく ２
司馬遼太郎全集  第５巻 竜馬がゆく ３
司馬遼太郎全集  第６巻 燃えよ剣
司馬遼太郎全集  第７巻 新撰組血風録ほか
司馬遼太郎全集  第９巻
司馬遼太郎全集  第１０巻 国盗り物語前 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１１巻 国盗り物語 後 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１２巻 北斗の人 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１４巻 関が原 １ 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１５巻 関が原 ２ 豊臣家の人々 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１６巻 十一番目の志士、風の武士 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１７巻 新史太閤記 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第１９巻 峠１ 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２０巻 峠２、酔って候、最後の将軍 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２１巻 義経 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２２巻 妖怪，花の館 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２３巻 歳月、殉死 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２４巻 坂の上の雲１ 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２５巻 坂の上の雲 Ⅱ
司馬遼太郎全集  第２６巻 坂の上の雲３ 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２７巻 世に棲む日日 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第２８巻 城塞１ 司馬遼太郎

司馬遼太郎全集  第２９巻
城塞２、胡桃に酒、故郷忘れ
がたく候

司馬遼太郎

司馬遼太郎全集  第３０巻 花神１ 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集  第３２巻 評論随筆集 司馬遼太郎
司馬遼太郎全集 第８巻 尻啖え孫市 司馬 遼太郎
司馬遼太郎と城を歩く 司馬遼太郎
司馬遼太郎の『遺言』 司馬遼太郎さんと私 夕刊フジ／編

司馬遼太郎の風景  1
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景  2
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著



書籍名 シリーズ名 著者名

司馬遼太郎の風景  3
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景 4
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景  5
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景  6
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景  7
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

司馬遼太郎の風景 8
ＮＨＫ「街道をゆく」プロジェクト
／著

しばわんこの和のこころ ２ 四季の喜び 川浦 良枝
しばわんこの和のこころ 川浦 良枝
自費出版のフランチャイズ 渡辺勝利／編著
鮪立の海 熊谷達也
しびとのよめさん 吉沢和夫／文 赤坂三好／絵
自分を知るための哲学入門 竹田青嗣／著
自分ってなんだろう 現代日本人の自己形成 わたなべやすまろ／著
自分の事は棚に上げて 吉田拓郎／著
自分を見つめる もうひとりの自分 柳田邦男
シベリア最深紀行 知られざる大地への七つの旅 中村逸郎
シマウマの毛を切ってもシマ模様？ 子供の科学／編
島尾敏雄 庄野潤三集 筑摩現代文学大系 ７８ 島尾敏雄 庄野潤三
島崎藤村（二）集 筑摩現代文学大系 ９ 島崎藤村

志麻さんの自宅レシピ
｢作り置き｣よりもカンタンで
おいしい！

タサン 志麻

島津戦記 新城カズマ
しまった！「失敗の心理」を科学する ジョゼフ・T・ハリナン
しまなみ幻想 内田康夫
島のみみずくトゥトゥウ 何華仁
島はぼくらと 辻村深月

しまふくろう どきどきしぜん
山本純郎，神沢利子／ぶん 山本純郎
／写真

ジム・ボタンと１３人の海賊
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
ミヒャエル・エンデ／作 上田真而子
／訳

死命 薬丸岳
使命と魂のリミット 東野圭吾
絞め殺しの樹 河﨑 秋子
地面師たち 新庄 耕
下北沢について 吉本ばなな
下々のご意見 二つの日常がある 出久根達郎
シモンのおとしもの バーバラ・マクリントック
じゃあじゃあびりびり あかちゃんのほん ２ 松井 紀子
社会のふしぎ、なぜ？どうして？２年生 村山哲哉
ジャガイモ 鈴木公治／著



書籍名 シリーズ名 著者名
じゃがいもアイスクリーム？ 市川里美
しゃかしゃか 新井洋行

シャガール
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

シャガールわが回想
マルク・シャガール／著 三輪福松，
村上陽通／訳

シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート
寂庵説法 瀬戸内寂聴／著
寂聴生きいき帖 瀬戸内 寂聴
シャコバサボテン 平城好明／著
写真が語る 横浜市の130年
写真でわかる なぜなに さかな 武田正倫
ジャッキーのいもうと あいはら ひろゆき

ジャッキーのたからもの
絵 あだちなみ 文 あいはらひろ
ゆき

ジャッキーのパンやさん あいはら ひろゆき
ジャック・ザ・リッパー 友成純一／著
ジャックと豆の木 紙芝居 15 石川雅也／画 角田光男／文

ジャックとまめのき イギリスの昔話より 世界名作えほんライブラリー2 早野美智代／文 なかのひろたか／絵

ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池 留衣
しゃべれどもしゃべれども 佐藤多佳子／著
しゃぼんだま横丁のおばけ 加藤ヨーコ
ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン
シャムねこの家たんてい事件 いずみだまきこ／文 浜田桂子／画
車輪のはなし 小林卓二／著
シャルロットの憂鬱 近藤史恵
シャーロック＝ホームズ全集  5 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  4 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  6 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  7 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  8 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  9 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  10 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  11 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  12 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  13 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  14 コナン＝ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  3 コナン・ドイル／著
シャーロック＝ホームズ全集  2 コナン＝ドイル／著

シャ-ロットのおくりもの
作：E.B.ﾎﾜｲﾄ 絵：ｶﾞ-ｽ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ 訳：
さくまゆみこ

ジャン・クリストフ  上
ローラン・ロマン／作 豊島与志雄，
大蔵宏之／訳

ジャン・クリストフ  下
ローラン・ロマン／作 豊島与志雄，
大蔵宏之／訳

じゃんぐる・じゃんはいたずらっこ 磯田和一／作・絵



書籍名 シリーズ名 著者名

ジャングルブック 少年少女世界名作全集8
キップリング／原作 足沢良子／訳・
文

上海特急殺人事件 Ｊｏｙ ｎｏｖｅｌｓ 西村京太郎
シャンプーだいすき あかちゃんのあそびえほん ８ 木村裕一
朱色の化身 塩田 武士
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
１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる
１１ぴきのねこふくろのなか 馬場のぼる／著
周恩来秘録 下 高文謙
周恩来秘録  上 党機密文書は語る 高文謙
宗教から読む国際政治 日本経済新聞社／編
宗教がわかる事典 知識として・教養として・心の糧
として

大島宏之／著

祝言 御宿かわせみ傑作選二 平岩弓枝
自由研究  小学１年生 小笠原豊／著
自由研究  小学２年生 河合伸樹，小笠原豊／著
自由研究  小学４年生 小笠原豊／〔ほか〕著
自由研究  小学５年生 小笠原豊／〔ほか〕著
自由研究  小学６年生 小笠原豊／〔ほか〕著
銃口  上 三浦綾子／著
銃口  下 三浦綾子／著

十五少年漂流記 ジュール＝ベルヌ／著 那須辰造／訳

十五少年漂流記 小学館世界の名作6 ヴェルヌ ジュール

十五少年漂流記 痛快世界の冒険文学 １
志水 辰夫／Ｖｅｒｎｅ Ｊｕｌｅ
ｓ．／ベルヌ ジュール

十三階の女 吉川 英梨
十三の墓標 長編推理小説 内田康夫／著
十三の冥府 内田康夫
十字架 重松清
十字架のカルテ 知念 実希人
じゅう じゅう じゅう あずみ虫
秋霜 葉室麟
十二支のはじまり 岩崎京子

十二番目の天使
オグ・マンディーノ／著 坂本貢一／
訳

十年後の恋 辻 仁成
終末のフール 伊坂幸太郎
自由民権運動と神奈川 大畑哲／著
収容所に生まれた僕は愛を知らない シン・ドンヒョク
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／さく
１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく
１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお／さく
１４ひきのこもりうた いわむらかずお／さく
１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお／さく
１４ひきのせんたく いわむらかずお／さく



書籍名 シリーズ名 著者名
１４ひきのとんぼいけ いわむらかずお／さく
１４ひきのぴくにっく いわむらかずお／さく
１４ひきのひっこし いわむらかずお／さく
１４ひきのやまいも いわむらかずお／さく
１４ひきのやまいも いわむらかずお／さく
十力の金剛石 宮沢賢治／作 妹尾一朗／絵
重力ピエロ 伊坂幸太郎
シュガータイム 小川洋子
儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 ケント・ギルバート
祝祭と予感 恩田 陸

しゅくだい
宗正美子・原案 いもと ようこ・
文 絵

しゅくだいはまいあさうんち いながきがん／作 宮崎耕平／絵
熟年 沖縄ゆとりの旅 てくてく歩き
熟年 鎌倉ゆとりの旅 てくてく歩き
熟年 京都ゆとりの旅 てくてく歩き
熟年 札幌・小樽・富良野ゆとりの旅 てくてく歩き
熟年 日光ゆとりの旅 てくてく歩き
塾の帰りはおばけ屋敷 学校の怪談 ７ 日本民話の会／五彩きょうこ
宿福の梅ばなし 乗松祥子
主君 井伊の赤鬼・直政伝 高殿円
呪術と占いの日本史 歴史を動かし庶民が信じた知ら
れざる「闇の系譜」

瓜生中／著 渋谷申博／著

手術も抗ガン剤も断って 奇跡の大腸ガン闘病記 中野きく子／著
シュタイナー教育を語る 気質と年齢に応じた教育 高橋巌／著
しゅっぱつSL.・トロッコ 真島満秀 松尾定行
しゅっぱつしんこう！ 三田村信行／ぶん 柿本幸造／え
シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン
ジュニア音楽辞典
ジュニア版コンピュータ科学入門  1 徳田雄洋／著
ジュニア版コンピュータ科学入門  2 徳田雄洋／著
ジュニア版コンピュータ科学入門  3 徳田雄洋／著
ジュニア版コンピュータ科学入門  4 徳田雄洋／著
ジュニア版コンピュータ科学入門  5 徳田雄洋／著
シュバイツァー 杉山勝栄／著
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
シューベルト 岡上鈴江／著
シューベルト 孤独な放浪者 ひのまどか／著
趣味の園芸 2007 ４月号
受命 帚木蓬生

ジュラシック・パーク 下
Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

クライトン マイクル／Ｃｒｉｃｈ
ｔｏｎ Ｍｉｃｈａｅｌ．／酒井
昭伸

ジュラシック・パーク 上
Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

クライトン マイクル／Ｃｒｉｃｈ
ｔｏｎ Ｍｉｃｈａｅｌ．／酒井
昭伸



書籍名 シリーズ名 著者名
修羅の剣  上 津本陽／著
修羅の剣  下 津本陽／著
修羅走る 関が原 山本兼一
首里の馬 高山 羽根子
ジュリーの世界 増山 実
潤一 井上 荒野
巡査の休日 佐々木譲
春情浜町川 梅本育子／著

純情ヨーロッパ 呑んで、祈って、脱いでみて
２１ヵ国をめぐる鉄道旅<西欧
＆北欧編>

たかのてるこ

春色梅児誉美 マンガ日本の古典  31 酒井美羽
淳それから 土師守
春雷 葉室麟
巡礼の家 天童 荒太

女医  下
シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行
／訳

女医  上
シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行
／訳

ジョイフルトレイン 檀上完爾／作 南正時／写真
省エネ・省タイム料理 マイライフシリーズ特集版
生涯健康脳 いきいき健康シリーズ 瀧靖之
小学館の図鑑 NEO乗りもの 山川 史郎
小学館の図鑑・NEO動物 山川 史郎
小学館の図鑑・NEO危険生物
小学館の図鑑・NEO「新版」恐竜
小学館の図鑑・NEO「新版」昆虫
小学生でもしっておくべき！ お金のはなし 大谷 清文
小学生の学力は「ノート」で伸びる！ 親野智可等
小学生の大疑問１００ ＮＨＫ週刊こどもニュース目
からうろこ図解版スペシャル

こどもニュースプロジェクト／編

小学生の大疑問１００ ＮＨＫ週刊こどもニュース目
からうろこ図解版スペシャル パート２

講談社／編

小学生のための理科の自由研究ヒント集  小学１・
２・３年

愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進
グループ／編

小学生のための理科の自由研究ヒント集  小学４・
５・６年

愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進
グループ／編

小学館の図鑑 NEO 鉄道 長根 広和
しょうがっこうだいすき うい
しょうがない人 平安寿子

召喚状 上
グリシャム ジョン／Ｇｒｉｓｈａ
ｍ Ｊｏｈｎ．／天馬 竜行

召喚状 下
グリシャム ジョン／Ｇｒｉｓｈａ
ｍ Ｊｏｈｎ．／天馬 竜行

じょうききかんしゃの世界 ケイブンシャの大百科別冊 南正時
彰義隊挽歌 加太こうじ／著
将軍と町医 相州片倉鶴陵伝 森末新／著

小公子 少年少女世界名作全集15
バーネット／原作 吉田比砂子／訳・
文



書籍名 シリーズ名 著者名
情事 志水辰夫
正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 じゅえき太郎
常識として知っておきたいことわざ 時田昌瑞
常識として知っておきたい日本語 柴田武
上司・同僚のスピーチ実例集
少女たちの昭和史 秋山正美／著
少女は夜を綴らない 逸木 裕
焼身 宮内勝典
笑酔亭梅寿謎解噺 田中 啓文
上手な収納のアイデアとコツ実例１０００ 部屋をお
しゃれにみせる

成美堂出版／編

上手な年のとり方とられ方 十返千鶴子／著
小説 君の名は。 新海 誠
小説・新島八重 福本武久
小説伊勢物語 業平 髙木 のぶ子
小説上杉鷹山  下 童門冬二／著
小説上杉鷹山  上 童門冬二／著
小説 言の葉の庭 新海誠
小説ザ・外資 高杉 良
小説佐川疑獄 大下英治／著
小説 ザ・ゼネコン 高杉良
小説新巨大証券  上 高杉良／著
小説新巨大証券  下 高杉良／著

小説「聖書」  新約篇
ウォルター・ワンゲリン／著 仲村明
子／訳

小説「聖書」  旧約篇
ウォルター・ワンゲリン／著 仲村明
子／訳

小説徳川吉宗 童門冬二／著
正倉院の伎楽面 宮内庁蔵版 正倉院事務所／編集
正倉院の伎楽面 宮内庁蔵版 付図
正倉院の漆工 正倉院事務所／編集
肖像彫刻家 篠田 節子
聖徳太子 小石房子
聖徳太子の密使 平岩弓枝
湘南の繁盛店 ２００１年版
小児救急「悲しみの家族たち」の物語 鈴木敦秋
しょうにゅうどう探検 徳富一光／著
少年少女世界の文学 小公子/小公女
少年少女世界の文学１１

少年少女世界の文学
あしながおじさん/オズの魔法
使い/ドリトル先生航海記

少年少女世界の文学１ 宝島/ロビンソン・クルーソー

少年少女世界の文学１２
飛ぶ教室/エーミールと軽わざ
師/空想男爵の冒険

少年少女世界の文学１３
アルプスの山の少女/みつばち
マーヤの冒険

少年少女世界の文学１４ 動物記



書籍名 シリーズ名 著者名
少年少女世界の文学１５ 三銃士物語/鉄仮面
少年少女世界の文学１６ 子どもだけの町/愛の一家

少年少女世界の文学１７
メアリ・ポピンズ/クリスマ
ス・キャロル/ピーターパン

少年少女世界の文学１９
ギリシア神話/イソップ物語/北
欧物語

少年少女世界の文学２
ピノッキオの冒険/クオレ/グリ
ム童話集

少年少女世界の文学２０
トム・ソーヤーの冒険/ハック
ルベリイ・フィンの冒険

少年少女世界の文学２１
ジャン・クリストフ/ビュスカ
ンビーユの冒険

少年少女世界の文学２２
ガリバー旅行記/ふしぎの国の
アリス/フランダースの犬

少年少女世界の文学２３ アラビアン・ナイト/西遊記

少年少女世界の文学２４
ジャン・バルジャン物語/モン
テ・クリスト伯爵

少年少女世界の文学２５ アンデルセン童話集

少年少女世界の文学３
ジャングル・ブック/ロビン・
フットの冒険/オリバー・ツ
ウィスト

少年少女世界の文学４ 金星探検/深紅の帆
少年少女世界の文学５ 若草物語/赤毛のアン

少年少女世界の文学６
アンクル・トムの小屋/子ジカ
物語

少年少女世界の文学７
シャーロック・ホームズの冒
険/宇宙戦争

少年少女世界の文学８
十五少年漂流記/八十日間世界
一周

少年少女世界の文学９ 家なき子/にんじん
少年聖女 鹿島田真希
少年たちの夏 横山充男／作 村上豊／絵
少年探偵団 江戸川乱歩／著
少年と犬 馳 星周
少年の海 横山充男／作・福田岩緒／絵
少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン
少年被疑者 松木麗／著
焦眉 警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏
商法おもしろ事典 和久峻三／著
情報技術はどこまで進歩するの？ 未来をひらく最先端科学技術 監修／毛利衛

しょうぼうしになりたいな
リンダ・リー・マイフェア／作 ト
ム・クック／絵

しょうぼうしゃだいしゅうごう

縄文人は飲んべえだった ハイテクで探る古代の日本 岩田一平

縄文の狼 今井 恭子
常用字解 白川静



書籍名 シリーズ名 著者名

小惑星のふしぎ
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

昭和史 1926～1945 半藤一利
昭和史 戦後篇1945～1989 半藤一利

昭和天皇 上
ビックス ハーバート・Ｐ．／Ｂｉ
ｘ Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｐ．／岡部
牧夫

昭和の犬 姫野カオルコ
昭和の暮らしの知恵袋 海老名香葉子
昭和の横浜 監修高村直助
女王アリは空から 松岡洋子／文 松岡達英／絵
ジョーカー・ゲーム 柳広司
食育！ビックリ大図典 NHKためしてガッテン 北折一
「職員室」の心の病 大原健士郎／著
食王 楡 周平
食を求めて海山里 出井宏和文/谷田貝高幸写真
職業としての小説家 村上春樹
贖罪 湊かなえ
食卓はいつもミステリー 阿刀田高
食虫植物のひみつ 清水清／著
食虫植物のひみつ 清水清

職人さんが教えるやさしいパンづくり 職人さん直伝

食の地図 旅に出たくなる 帝国書院編集部

しょくぱんまんとトースターマン
アンパンマンアニメギャラ
リー6

やなせたかし原作/東京ムービー作画

食品汚染とわたしたちの食生活 生活環境編
ティム・ロブスタイン／著 五十嵐脩
／監訳

植物大探検 藤子不二雄Ｆ／著

植物大探検
ドラえもん・ふしぎ探検シ
リーズ

藤子不二雄Ｆ

植物の図鑑
植物の生態図鑑 志村隆

植物のひみつ 杉田信／指導 杉山明子／立案・構成

植物のふしぎ 科学のおはなし 荻原信介
植物は＜知性＞をもっている Ｓ・マンクーゾ Ａ・ヴィオラ
植物は動いている 清水清／著
食文化新鮮市場 石毛直道／著
食欲的映画生活術 渡辺祥子／著
諸国名山案内  第２巻
ショコラ塾 チョコレートのお菓子ポリフェノール
たっぷり！

お料理塾シリーズ 林口宰士／〔著〕

ショージ君のＡＬＷＡＹＳ 東海林さだお
しょじょじのたぬきばやし 倉橋達治／画
女性が楽しむ草花盆栽
女性なら誰でも「母親」になれるのか 斎藤茂太
女性の品格 坂東眞理子



書籍名 シリーズ名 著者名
初代桂春団治落語集 桂 春団治／東使 英夫
初段を突破する武宮囲碁教室  1 武宮正樹／著
初段を突破する武宮囲碁教室  3 武宮正樹／著
女中奉公ひと筋に生きて 吉村きよ／著
書道入門全書
ジョニ-のクリスマス やまだうたこ

初版グリム童話集
グリム ヤーコプ／Ｇｒｉｍｍ Ｊ
ａｃｏｂ．／グリム ヴィルヘルム

ショベルカーのどんきちさん おはなしピッコロ 堀内純子／作 長野博一／絵
初歩からわかる超ワイン入門 監修：種本祐子
女流作家 西村京太郎／著
ジョン・マン 青雲編 山本一力
ジョン・マン 波濤編 山本一力
ジョンのふしぎなたび 葉祥明／絵・文
白樺伝説 この愛の教師たち はまみつを／著 北島新平／絵
白神の四季 クマゲラの棲む森 根深誠／著
シーラカンスをさがせ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画
シラサギの森 田中徳太郎／著

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

不知火海 講談社ノベルス ウＡ－１６ 内田康夫
白旗の少女 比嘉富子／著 依光隆／絵

白雪姫 ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／原作 立原
えりか／文

しらゆきひめ グリム童話より 立原えりか／文 新野めぐみ／絵
しらゆきひめ 与田準一／文 岡田嘉夫／絵
白雪姫 森はるな文/サラ・ストリノ絵
白ゆき姫殺人事件 湊かなえ

しらんぷり 梅田俊作／作・絵 梅田佳子／作・絵

シリーズ・くらしと地方行政  1
シリーズ・くらしと地方行政  2
シリーズ・くらしと地方行政  3
シリーズ・くらしと地方行政  4
シリーズ・くらしと地方行政  5
シリーズ・くらしと地方行政  6
シリーズ・くらしと地方行政  7
シリーズ・くらしと地方行政  8
シリーズ・くらしと地方行政  9
シリーズ・くらしと地方行政  10
シリーズ・くらしと地方行政  11

知りたい！ＢＦ（カレ）のハートわくわくチェック マギー／著

しりとり 安野 光雅
シルクロード神の回廊 滝口鉄夫／著
シルクロードの歩き方 娘ひとりのアジア大陸 オーシロカズミ／文・イラスト



書籍名 シリーズ名 著者名
シルバー世代の健康管理と看護婦さんが教えるらく
らく介護

シルバー・レイクの岸辺で
ローラ・インガルス・ワイルダー／
著 恩地三保子／訳

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース ウイリアムズ
白い牙 少年少女世界名作全集17 ロンドン／原作 大野進／訳・文
白い牙 痛快 世界の冒険文学20 神宮輝夫・文 J・ﾛﾝﾄﾞﾝ・原作
白い声  上巻 伊集院静／著
白い声  下巻 伊集院静／著
白い声  上巻 伊集院静／著
しろいゴリラとくろいゴリラ こやま 峰子／渡辺 安芸夫
しろいゴリラとくろいゴリラ こやま峰子/作 渡辺あきお/絵
白いジオラマ 堂場 瞬一
白い鯱 西村寿行／著
白い大陸のあつい友情 「ふじ」乗組員をすくった命
のリレー

森下研／作 かみやしん／絵

白い羽根の謎 江戸川乱歩／作
白い屋根の家 藤堂志津子／著
素人園芸家の１２カ月 イギリス式ガーデニングの愉
しみ方

中尾真理／著

次郎物語  第１部 下村湖人／著
次郎物語  第２部 下村湖人／著
次郎物語  第３部 下村湖人／著
次郎物語  第４部 下村湖人／著
次郎物語  第５部 下村湖人／著
しろくまきょうだいのケーキやさん たきの みわこ
しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野 ナホコ
しろくまちゃんのほっとけーき こぐまちゃんえほん ３－２ 若山憲
しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん
しろさんのレモネードやさん 松﨑 雅美

ジロちゃんとキャンプ
ウルトラジロちゃんシリーズ
８

安井季子／田中四郎

ジロちゃんとさくらっこウララ
ウルトラジロちゃんシリーズ
10

やすいすえこ作/田中四郎絵

ジロちゃんとピコラザウルス
ウルトラジロちゃんシリーズ
４

安井季子／田中四郎

ジロちゃんとほしのピカリ
ウルトラジロちゃんシリーズ
９

やすいすえこ作／田中四郎

城と城下町 西の旅
城と城下町 東の旅
ジロ－のあくしゅ 岸川悦子・作 つちだよしはる・絵
じろはったん 森はな／著
城山三郎の遺志 佐高信
ジーン・ワルツ 海堂尊
新１３歳のハローワーク 村上龍
親愛なるあなたへ カンザキ イオリ
神域〔下） 真山 仁
神域（上） 真山 仁



書籍名 シリーズ名 著者名
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

新ウォーリーハリウッドへいく
ハンドフォード・マーティン／Ｈａ
ｎｄｆｏｒｄ Ｍａｒｔｉｎ．／唐
沢 則幸

新訂版プーさんの知育絵本 にこにこ２歳 編集 講談社

進化ってなんだろう ジョアンナ・コール／文 アリキ／絵

進化の謎を探れ 高間大介
進化の迷路 原始の海から人類誕生まで 香川 元太郎
じんかん 今村 翔吾
新感覚の和風住宅 講談社／編
しんかんせん 保育社のりものずかん１ 諸河久
新幹線 大解説のりもの図鑑ＤＸ４ 小賀野実
しんかんせんでいこう 間瀬なおかた
しんかんせんでビューン 早坂優子
しんかんせんのぞみ７００だいさくせん 横溝英一／文と絵
神曲 川村 元気
蜃気楼 内田康夫
しんくんとのんちゃん 雨の日のふたり とりごえまり
新月譚 貫井徳郎

新月の子どもたち
斉藤倫／著
花松あゆみ／画

新源氏物語  1 田辺聖子／著
新源氏物語  2 田辺聖子／著
新源氏物語  3 田辺聖子／著
新源氏物語  4 田辺聖子／著
新源氏物語  5 田辺聖子／著
信仰 村田 沙耶香
人工の星・宇宙の実験室 的川泰宣／著

新心にのこる5年生の読みもの
長崎源之助監修/野村純三〔ほか〕編
修

震災列島 石黒耀
晋作蒼き烈日 秋山香乃
新参者 東野圭吾
人事権 高杉良
真実 李珍
真実真正日記 町田康
真実と勇気の記録 社会の本 宇佐美承／著
新釈水滸伝  下 津本陽／著
新釈水滸伝  上 津本陽／著
新釈にっぽん昔話 乃南アサ

「ジンジャーとピクルズや」のおはなし
新版ピーターラビットの絵本
１２

ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

神社の解剖図鑑
日本各地の神様とご利益がマ
ルわかり

米澤貴紀

心中天網島 マンガ日本の古典  27 里中満智子
信州の鎌倉殺人旅行 長編本格ミステリー 斎藤栄／著



書籍名 シリーズ名 著者名
信州日帰り湯めぐり＜改定版＞ 信濃毎日新聞社出版部
新宿鮫風化水脈 大沢在昌／著
新宿鮫 風化水脈

新・手話辞典 手話コミュニケーション研究会／編

新章 神様のカルテ 夏川 草介
信じられない現実の大図鑑 ドーリング・キンダースリー
新 シルクロード １ 楼蘭 日本放送協会
じんじろべえ キッズ童話館 岸川悦子／狩野富貴子
人生を深く愉しむために 自然と芸術と人生と 吉田秀和／著
「人生学」ことはじめ 河合隼雄／著
人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵
新世紀ビジュアル大辞典
人生教習所 垣根涼介
人生最高のラブレター  2 太田空真／編著
人生尊重なき企業は滅びる 田口佳史／著
人生ってなんだろう 松田道雄／著
人生ってなんだろう  続 松田道雄／著
人生に定年はない 俵萠子／著
人生に余生はない ひとり暮らしの快老学 石垣綾子／著
人生の王道 西郷南州の教えに学ぶ 稲盛和夫
神聖の鯱 西村寿行／著
人生の賞味期限 藤本義一／著
人生の旅をゆく よしもとばなな

人生の知恵（その他もろもろ） スヌーピーブックス⑭
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

人生の目的 五木寛之／著
人生は、だましだまし 田辺聖子
人生は愉快だ 池田晶子
人生万歳 永六輔／著 瀬戸内寂聴／著
人生百年私の工夫 日野原 重明
人生へんろ いまを生きる３Ｏの智恵 五木寛之ほか
人生、惚れてこそ 知的競争力の秘密 米長邦雄／著 羽生善治／著
人生実るほど話し上手 福田健著
人生ムダなことはひとつもなかった 橋田 壽賀子
人生は思い立ったら旅支度 いくつになっても感動探
し

斎藤茂太／著

人生を輝かせる１０のお話 日野原重明
しんせかい 山下澄人
真説・阿部一族 升本喜年／著
親切キップだかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵
真説諸葛孔明 立間 祥介
しんせつなともだち 方軼羣／作 君島久子／訳

新選組の大常識 これだけは知っておきたい ６
青木 美加子／宮崎 紀幸／グルー
プ・コロンブス

ハチ公物語 新藤兼人作 岩淵慶造 絵
人体と医学の発明発見物語 おまじないから病気のな
い世界へ

道家達将／編



書籍名 シリーズ名 著者名
人体模型の夜 中島らも／著
シンタのあめりか物語 八束澄子／作 小泉るみ子／絵
信長公記 マンガ日本の古典  22
死んでいない者 滝口悠生
新訂版プーさんの知育えほん どきどき3歳 編集 講談社

シンデレラ ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／［原作］
間所ひさこ／文

シンデレラ ディズニー
震度０ 横山秀夫
シンドバッドのぼうけん アラビアン・ナイトより 紙芝居 30 白梅進／画
シンドバッドの冒険 小学館世界の名作15 たかしよいち
神都物語 歴史文化ライブラリー 405 ジョン・ブリーン
新｢ニッポン社会｣入門 英国人、日本で再び発見する コリン・ジョイス
新パソコンの「パ」の字から サトウ サンペイ／池辺 史生
新版神奈川さわやか散歩1 42コース ＪＧＵＩＤＥ散歩シリーズ
新版せん定を科学する 樹形と枝づくりの原理と実際 菊地卓郎・塩崎雄之輔
新版東京さわやか散歩1 全41コース ＪＧＵＩＤＥ散歩シリーズ
新版東京さわやか散歩2 全41コース ＪＧＵＩＤＥ散歩シリーズ
新・肥前風土記 古代史の現場を歩く 横尾文子／文 大塚清吾／写真

神秘島物語 痛快世界の冒険文学 ５
佐藤暁／ヴェルヌ ジュール／Ｖｅ
ｒｎｅ Ｊｕｌｅｓ．

神秘！ＵＦＯと宇宙人の本 平野威馬雄／作 平野琳人／絵

人物世界の歴史  10
ルーズベルトと世界大戦の悲
劇

人物世界の歴史  2
始皇帝とはるかなる万里の長
城

人物世界の歴史  8
人物大探検 藤子不二雄Ｆ／著

人物大探検
ドラえもん・ふしぎ探検シ
リーズ

藤子F不二雄

人物２０世紀 樺山紘一／〔ほか〕編集
人物日本の歴史  6
人物日本の歴史  9
人物日本の歴史  12
シンプルでおしゃれな焼くだけのケーキ Ｃａｋｅｓ
＆ ｃｏｏｋｉｅｓ

お料理塾シリーズ 島津睦子／〔著〕 金子峰雪／〔著〕

新聞記者 綱島正人／写真・文
しんぶんしでつくろう よしだきみまろ／さく
しんぶんしのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎
新米ママのための３歳までのしつけ 波多野 ミキ
新明解国語辞典
人名のひみつ 名前のはじまり探検隊① 国松俊英
人面島 中山 七里
深夜特急  第３便 沢木耕太郎／著
深夜特急  第１便 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
深夜のゆうれい電車 ナツカのおばけ事件簿･7 斉藤洋
親鸞「四つの謎」を解く 梅原猛



書籍名 シリーズ名 著者名
親鸞 完結篇（下） 五木寛之
親鸞 完結篇（上） 五木寛之
親鸞 下 五木寛之
親鸞激動篇 下 五木寛之
親鸞激動篇 上 五木寛之
親鸞 上 五木寛之
新リア王 下 高村薫
新リア王 上 高村薫
森林はなぜ必要か 只木良也
人類前史(下） グラハム・ハンコック
人類前史（上） グラハム・ハンコック

す す～べりだい 鈴木 のりたけ
すいえい大とっくんわるいとのさまをやっつけろ！
らくだいにんじゃらんたろう

尼子騒兵衛／作・絵

スイカのすい子 奥原弘美
すいかのたね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え
スイカのたび 大森翠／作・絵
水滸伝１ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝２ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝３ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝４ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝５ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝６ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝７ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝８ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝９ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝１０ 施耐庵作/駒田信二訳
水滸伝 痛快世界の冒険文学 11 嵐山光三郎

水彩色鉛筆入門 水に溶ける色鉛筆で水彩画を描こう トリノまさる／著

水彩トレーニング・静物 視覚デザイン研究所・編集室／著
水彩風景スケッチ 光とカゲのテクニック 五十嵐吉彦
スイス ブルーガイド海外版出版部／編
彗星 ほうき星のひみつ 藤井旭／著

水星 太陽に近い惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

水生昆虫のひみつ 増田戻樹／著

彗星と流星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

彗星は恐竜をほろぼしたのか
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

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

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

水田のはたらき 関矢信一郎／著
水道のはなし 佐々木和子／著
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／長谷川義史



書籍名 シリーズ名 著者名
スイミー レオ＝レオニ
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
睡蓮の長いまどろみ  上 宮本輝／著
睡蓮の長いまどろみ  下 宮本輝／著
スウィート・ヒアアフター よしもとばなな

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

スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀

数のおいたち
ミンデル シトマー，ハリー シト
マー／共著 リチャード カファリ／
絵

数のライブラリイ  3
数のライブラリイ  4
数のライブラリイ  10
図解・ゲームの指導事典 高橋和敏，川向妙子／編

図解雑学からだのしくみ 絵と文章でわかりやすい！ ナツメ出版企画／制作

図解税金のカラクリがわかる本 たった６７項目で節
税対策のポイントがすっきりわかる！

本田浩子／著

図解腰痛の治し方

スキー＆スノーボード全国ゲレンデガイド ２００３

過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき

すきすきちゅー！
イアン・ホワイブラウ 文 ロー
ジ・リーヴ 絵

杉田玄白／平賀源内 科学のはじまり 日本編
スタジオ・ネコマンマ，もり・せ・
いちる／著 インタラクティブ／編

すきですげんこつじいさん 長崎源之助／さく 福田庄助／え
透きとおった魚 沖縄南帰行 大竹昭子／著
透き通った風が吹いて あさのあつこ
スギハラ・ダラー 手嶋龍一
杉本苑子の枕草子 杉本苑子／著
救いの森 小林 由香

救いようがない
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

掬えば手には 瀬尾 まいこ
すぐ効くキネシオテープ療法 加瀬建造／著
すぐ死ぬんだから 内館 牧子
すぐできる健康法１００ こわい病気を予防する、
とっておき大作戦！

長谷川幸宏

スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介
スクラップになるのはいや！ 紙芝居 76 山田哲也／画 佐竹弘子／作
スクリプターはストリッパーではありません 白鳥あかね
スクールセクハラ 池谷孝司
すぐれた脳に育てる 手と指の実践トレーニング33 久保田競・久保田カヨ子
助太刀 新・鬼平犯科帳 池波正太郎
スケッチの構図 見てすぐ描ける 視覚デザイン研究所



書籍名 シリーズ名 著者名
すごい片づけ ９つの極意 はづき虹映
すごいぞ電車特急 真島満秀／写真，松尾定行／文
少し耳の痛くなる話 ドナルド・キーン／著 塩谷紘／訳
すごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎

すこやかに育って  （寄贈）
最愛のわが子に注ぐ母のここ
ろ

藤原美津子

スコールの夜 芦崎笙
寿司屋のかみさん寿司縁ばなし 佐川芳枝
すずおばあさんのハーモニカ あまんきみこ／作 黒井健／絵
鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘／著
すすめJR・私鉄電車 乗りものパノラマシリーズ⑨ 真島満秀 松尾定行
すすめっ！恐竜アンキロサウルス たかしよいち／文 伊東章夫／画

スズメバチのしゅうげき ハチの社会と人間のくらし 中村雅雄／著

図説神奈川県の歴史  上
図説神奈川県の歴史  下

図説かなざわの歴史
金沢区制五十周年記念事業実行委員
会／編

図説俳句大歳時記  新年 角川書店／編
図説俳句大歳時記  夏 角川書店／編
図説俳句大歳時記  秋 角川書店／編
図説俳句大歳時記  冬 角川書店／編
図説俳句大歳時記  春 角川書店／編
図説般若心経 金岡秀友／著
スタイルズ荘の怪事件 ハヤカワ文庫 矢沢聖子
スタッフロール 深緑 野分
スタンフォード式 最高の睡眠 西野 精治
スチロールのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
すっきりうんち からだのえほん 七尾純／守矢 るり
ズッコケ愛の動物記 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ愛のプレゼント計画 那須正幹
ズッコケ宇宙大旅行 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ恐怖体験 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ結婚相談所 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ財宝調査隊 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ山岳救助隊 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ山賊修業中 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組と死神人形 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組の神様体験 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組の推理教室 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ三人組の卒業式 新・こども文学館 ６０ 那須正幹／前川かずお／高橋信也
ズッコケ三人組の大運動会 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組のダイエット講座 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組の大研究 那須正幹研究読本 石井直人，宮川健郎／編
ズッコケ三人組のミステリーツアー 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ三人組の未来報告 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ三人組ハワイに行く 那須正幹／作 前川かずお／原画



書籍名 シリーズ名 著者名
ズッコケ時間漂流記 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ心霊学入門 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケＴＶ本番中 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ発明狂時代 那須正幹／作 前川かずお／原画
ズッコケ文化祭事件 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ〇秘大作戦 那須正幹／作 前川かずお／絵
ズッコケ妖怪大図鑑 那須正幹／作 前川かずお／絵

ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム／えとぶん 久
山太市／やく

ずーっとずっとだいすきだよ 児童図書館・絵本の部屋
ヴィルヘルム ハンス／Ｗｉｌｈｅ
ｌｍ Ｈａｎｓ．／久山 太市

すてきなあなたに  ３巻 大橋鎮子／編著
すてきなおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン
すてきなグリーン アレンジ＆インテリア
すてきなサーカス 長野博一／絵 平塚武二／作
すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー
すてきな詩をどうぞ 川崎洋／著
すてきなずぼん こねこちゃんえほん① いもとようこ
素敵な日本人 東野圭吾
すてきなハートをありがとう ときめきクラブ くらしき里央／作 聖原玲音／画
すてきなぼうし えほん、よんで！ ４ あまんきみこ／黒井 健
すてきなぼうしやさん ますだ ゆうこ
NHKすてきにハンドメイド 2022年3月号 NHK
NHKすてきにハンドメイド 2016年6月号
すてきにハンドメイド20206月号
ステップ 重松清
捨てない生き方 五木 寛之
すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる 木村 由利子／上矢 津
捨てる勇気 大久保秀夫
崇徳伝説殺人事件 内田康夫／〔著〕
ストーリー・セラー 有川浩
ストーリーの迷宮 阿刀田高

ストレスたまってる？
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ストローのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
ストロベリーライフ 荻原浩
砂と土の実験 坂上有道／文 石田光於／絵
砂に埋もれる犬 桐野 夏生
砂の王国(下) 荻原浩
砂の王国(上) 荻原浩
砂の街路図 佐々木譲
砂の狩人 下 大沢 在昌
砂の狩人 上 大沢 在昌

砂場のおばけジャリッコ
シルカ小学校のブキミともだ
ち

原ゆたか

砂冥宮 内田康夫
スニーカーで足もときめよう 靴の生産と流通 村田栄一／文



書籍名 シリーズ名 著者名

スヌーピーとみつけよう  1
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  3
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  4
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  5
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  7
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  8
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スヌーピーとみつけよう  6
チャールズ・Ｍ．シュルツ／え 田淵
由美子／おはなし

スノーデン・ショック デイヴィッド・ライアン

酢のものあえものおひたしサラダ
マイライフシリーズ特集版 ｎ
ｏ．５４５

志の島 忠

すーは～ UMECO

スパイス塾 ５０のスパイスと１００のレシピ お料理塾シリーズ
武政三男／〔著〕 園田ヒロ子／
〔著〕

スーパーキックグランパス 田中館哲彦／作 西岡りき／絵
スパゲッティがたべたいよう 角田栄子／さく 佐々木洋子／え
スーパージャーナル 特殊報道写真集

スーパースターをすくえ
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳

すばらしい季節 タシャ・チューダー
スープ・オペラ 阿川佐和子

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 ３
６

Ｐｒｏｙｓｅｎ Ａｌｆ．／大塚勇
三／プリョイセン アルフ

スプーンおばさんのゆかいな旅
アルフ・プリョイセン／著 大塚勇三
／訳

スペイン ブルーガイド海外版出版部／編
スペイン回想 その地に残した“私の橋” 佐藤清／著
スペースレンジャー バズ＝ライトイヤー 帝王ザー
グをたおせ！

斎藤妙子／構成・文

スペースレンジャーバズ=ライトイヤー 帝王ザーグをたおせ! 斎藤妙子
すべてがFになる 森博嗣
すべては幸せへと続いてる リズ山崎
すべて真夜中の恋人たち 川上未映子
スペードの３ 朝井リョウ

スペンサーヴィル  上 ネルソン・デミル／著 上田公子／著

スペンサーヴィル  下 ネルソン・デミル／著 上田公子／訳

スポットライト 世紀のスクープ カトリック教会の大罪 ボストン・グローブ紙
スポーツにかかわる仕事 スポーツトレーナー ス
ポーツ用品開発者 スポーツライターマンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編

スポーツの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊④ 国松俊英



書籍名 シリーズ名 著者名
スーホの白い馬 大塚勇三

すみかを失う動物たち 自然環境編 ノエル・シモン／著 小原秀雄／監訳

隅田川殺人事件 内田康夫／著
隅田川殺人事件 角川文庫 １０６８０ 内田康夫
住友銀行秘史 國重惇史
すみれとあり どきどき しぜん 矢間芳子
スモールワールズ 一穂 ミチ
ずら～りマメ ならべてみると・・・ 深石隆司・写真 高岡昌江・文
すらすら読める枕草子 山口仲美
スラブの星ドボルザーク 砂川しげひさ／文・絵
掏摸 中村文則

スリーパーズ 恐怖の少年院と復讐の記録
ロレンゾ・カルカテラ／著 田口俊樹
／訳

せ 「戦艦大和」日記 4 早坂暁
「戦艦大和」日記 5 早坂暁

「星座」になった人
芥川龍之介次男・多加志の青
春

天満ふさこ

「戦艦大和」日記 第1巻 早坂暁
「戦艦大和」日記 第2巻 早坂暁
0・1・2歳 ママバッグえほん だっこっこ わらべ きみか 他
0-6才新しい「しつけ」の本 ひよこクラブ こっこクラブ
0から始めるパソコン入門 寄贈 内田ユカリ
星雲・星団をみよう 藤井旭／著
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
青雲遙かに 大内俊助の生涯 佐藤雅美
生を踏んで恐れず 高橋是清の生涯 津本陽／著
聖家族のランチ 林 真理子
生活大国イギリスの知られざる習慣 井形 慶子
生活のなかの発明発見物語 上・下水道から冷蔵庫ま
で

藤田千枝／編

成果を上げて、定時に帰る方法 ファーガス・オコネル
正義のセ1 阿川佐和子
正義のセ2 阿川佐和子
正義のセ3 阿川佐和子
世紀末日本推理小説事情 新保博久／著
聖痕 筒井康隆
星座をさがそう 藤井旭／著

星座をさがそう
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

製作あそび百科 竹井史
星座にしたしもう 神田泰／著
星座のおいたち 前川光／著 荒井良二／絵
星宿海への道 宮本輝
成熟のための心理童話 喜びと力をとりもどす１５の
物語 上

アラン・Ｂ．チネン／著 羽田詩津子
／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

聖書物語 世界の名作全集
ヘンドリク・ウィレム・バン・ルー
ン／原作 片岡政昭／訳

清浄島 河崎秋子
せいぞろい へんないきもの 早川 いくを

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

西太后秘録（下） 近代中国の創始者 ユン・チアン
西太后秘録（上） 近代中国の創始者 ユン・チアン
背高泡立草 古川 真人
セイタカシギ大空を飛ぶ 荒地に生まれた４つのいの
ち

国松俊英／文と写真

ぜいたくに滅ぼされる動物 自然環境編
マイケル・ブライト／著 小原秀雄／
監訳

生誕祭 上 馳星周
生誕祭 下 馳星周
晴天の迷いクジラ 窪美澄
青銅の魔人 少年探偵・江戸川乱歩 第５巻 江戸川 乱歩
聖なる怠け者の冒険 森見富美彦
青年社長 若き起業家の熱き夢と挑戦 下 高杉良／著
青年社長 若き起業家の熱き夢と挑戦 上 高杉良／著
清貧の思想 中野孝次／著
制服捜査 佐々木譲
生物おもしろ３３話 寄贈 竹田敏
生物の発明発見物語 家畜から人工生命まで 道家達将／編

生命をまもる 生理学・医学賞
ネイサン・アーセング／著 牧野賢治
／訳

誓約 薬丸岳
西洋菓子店プティ・フール 千早茜
西洋の見える港町横浜 中野孝次／著 沢田重隆／絵
正欲 朝井 りょう
青嵐の坂 葉室 麟
精霊の守り人 上橋菜穂子
セイロン亭の謎 平岩弓枝／著
背負い富士 山本一力
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 Ｗｏｎｄｅｒ－ｐａｌ 青柳正規／〔総合監修〕
世界一、きみが好き 岡信子・木暮正夫編
せかいいちうつくしい村へかえる 小林豊
世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー
せかいいちおおきなうち りこうになったかたつむり
のはなし

レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳

世界一おもしろい国旗の本 ロバート・G・フレッソン
世界一親切な大好き！家おやつ 藤原 美樹

世界一せまいどうぶつえん テディとアニー ４
レッドファーン ノーマン／Ｒｅｄ
ｆｅｒｎ Ｎｏｒｍａｎ．／ガル
バーニ モーリーン

せかいいちのねこ ヒグチユウコ



書籍名 シリーズ名 著者名
せかいいちのぼうし 深見春夫／作・絵
世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介
世界一わかりやすい株の本 細野真宏

世界をおそうテロ活動
クリストファー・コーカー／著 轡田
隆史／監訳

世界面白人国記 葭原麻衣／著
世界がぐっと近くなるSDGsボクらをつなぐ本 池上 彰 監修

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  2 池田香代子／編 マガジンハウス／編

世界から猫が消えたなら 川村元気
世界ギャンブル漂流 早見遊坊／著
世界全地図 ライブアトラス 梅棹忠夫，前島郁雄／監修
世界大百科事典1
世界大百科事典2
世界大百科事典3
世界大百科事典4
世界大百科事典5
世界大百科事典6
世界大百科事典7
世界大百科事典8
世界大百科事典9
世界大百科事典10
世界大百科事典11
世界大百科事典12
世界大百科事典13
世界大百科事典14
世界大百科事典15
世界大百科事典16
世界大百科事典17
世界大百科事典18
世界大百科事典19
世界大百科事典20
世界大百科事典21
世界大百科事典22
世界大百科事典23
世界大百科事典２４
世界地図から歴史を読む方法 民族の興亡が世界史を
どう変えたか

武光誠／著

世界地図帳 平凡社版 平凡社／編
世界地図の下書き 朝井リョウ
世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ
世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ
世界でいちばんママが好き 武香織
世界の犬カタログ Ｂｅｓｔ １３４ 神里洋／著 山本ユキ／写真
世界のカブトムシ 阪口浩平／編著



書籍名 シリーズ名 著者名
世界の国ぐにの歴史  18
世界の国ぐにの歴史  20
世界の国ぐにの歴史  17
世界の国ぐにの歴史  16
世界の国ぐにの歴史  5
世界の国ぐにの歴史  15
世界の国ぐにの歴史  11
世界の国ぐにの歴史  12
世界の国ぐにの歴史  10
世界の国ぐにの歴史  14
世界の国ぐにの歴史  1
世界の国ぐにの歴史  6
世界の国ぐにの歴史  2
世界の国ぐにの歴史  3
世界の国ぐにの歴史  4
世界の国ぐにの歴史  19
世界の国ぐにの歴史 １３ 木村宏一郎
世界の子どもたち  1
世界の子どもたち  2
世界の子どもたち  3
世界の子どもたち  4
世界の子どもたち  5
世界の子どもたち  6
世界の子どもたち  7
世界の子どもたち  8
世界の子どもたち  9
世界の子どもたち  10
世界の子どもたち  11
世界の子どもたち  12
世界の子どもたち  13
世界の子どもたち  14
世界の子どもたち  15
世界の子どもたち  16
世界の子どもたち  17
世界の子どもたち  18
世界の子どもたち  19
世界の子どもたち  20
世界の子どもたち  22
世界の子どもたち  23
世界の子どもたち  24
世界の子どもたち  25
世界の子どもたち  26
世界の子どもたち  27
世界の子どもたち  31
世界の子どもたち  32
世界の子どもたち  33
世界の子どもたち  34
世界の子ども美術館 天才１０代の絵画 1 瀬木慎一／編



書籍名 シリーズ名 著者名
世界の子ども美術館 天才１０代の絵画 2 瀬木慎一／編
世界の子ども美術館 天才１０代の絵画 3 瀬木慎一／編
世界の子ども美術館 天才１０代の絵画 4 瀬木慎一／編
世界の子ども美術館 天才１０代の絵画 5 瀬木慎一／編
世界のさまざまな宗教 世界の宗教5
せかいのひとびと ピーター・スピアー

世界のふしぎ大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ10

藤子・Ｆ・不二雄

世界は俺が回してる なかにし礼
世界哺乳類図鑑 ネイチャー・ハンドブック 渡辺健太郎
せき超えぬ 西條 奈加
石油のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 西田真基
西郷どん！ 並製版 上 林 真理子
西郷どん！ 並製版 中 林 真理子
西郷どん！ 並製版 下 林 真理子

セシリ・パセリのわらべうた ピーターラビットの絵本 ２３
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／中川 李枝
子

雪煙チェイス 東野 圭吾
雪舟 松本 巌
ぜったい あけちゃダメｯ！ アンディ・リー
ぜったい ぜったいあけちゃダメ！！ アンディ・リー
絶対に受けたくない無駄な医療 室井一辰
接着剤のはなし 本山卓彦／著
せつないカモメたち 高樹のぶ子
ゼツメツ少年 重松清

絶滅の危機にたつ動物 自然環境編
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
瀬戸内寂聴訳源氏物語十 瀬戸内寂聴
瀬戸内寂聴訳源氏物語八 瀬戸内寂聴
瀬戸内寂聴訳源氏物語九 瀬戸内寂聴
背中の蜘蛛 誉田 哲也
せなかをぴん からだのえほん 小林まさこ／長野 ヒデ子
銭売り賽蔵 山本一力
銭とり橋 高瀬川女船歌 澤田ふじ子
蝉しぐれ 藤沢周平／著
セミの一生 科学のアルバム 佐藤有恒／写真・橋本洽二／文
ゼラニューム・ペラルゴニューム 柳宗民／著
セールス魔女はおことわり なんでも魔女商会 12 あんびるやすこ
Ｚｅｒｏ  下 麻生幾／著
ゼロ歳児の食事 赤ちゃんが喜ぶ離乳食 宮本千華子料理
セロニアス・モンクのいた風景 編・訳：村上春樹
セロ弾きのゴ－シュ 原作・宮沢賢治 監督・高畑勲
繊維とくらし 浅井恒雄／著
全ウルトラヒーロー スーパー大図鑑 増補改訂 円谷プロ
全ウルトラマンだいしゅうごう！ エープロダクション
全仮面ライダー せいぞろい！ エープロダクション



書籍名 シリーズ名 著者名
「戦艦大和」日記 3 早坂暁

1999年6月29日
デイヴィッド・ウィーズナー／作 江
国香織／訳

戦国一孤独な男ー山本勘助 童門冬二
戦国大名の兵粮事情 久保健一郎
戦国の家長 生き残るために何をしたか 童門冬二
戦後史開封 戦後史開封取材班
戦時下に生きる 第二次大戦と横浜 伊豆利彦／著

戦士たちの挽歌
フレデリック・フォーサイス／著 篠
原慎／訳

１０７７号室は森のなか 柏葉幸子／さく 牧野鈴子／え
千手観音の謎 御宿かわせみ傑作選三 平岩弓枝
千住家にストラディヴァリウスが来た日 千住文子
戦場のニーナ なかにし礼
戦場のピアニスト 佐藤 泰一
戦場のレビヤタン 砂川 文次

センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン／著 上遠恵子
／訳

先生と私 佐藤優

先生にあいにくる幽霊
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 前嶋昭人／絵

先生になりたい男の子 ふみづきあや／作 たかみやえこ／絵

前世発見法 私は別人だった！！
グロリア・チャドウィック／著 平山
千加子／訳

戦争と平和
トルストイ／作 中村白葉，伊藤佐喜
雄／訳

戦隊ヒーローコレクション５ 超ひみつゲット７６
せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え
せんたくのはなし 津田妍子／著

千と千尋の神隠し ３
アニメージュコミックススペ
シャル

千と千尋の神隠し ５
アニメージュコミックススペ
シャル

千と千尋の神隠し 宮崎駿／原作・脚本・監督
千と千尋の神隠し 徳間アニメ絵本24 宮崎 駿

セントポーリア
ＮＨＫ趣味の園芸・作業１２
か月〈３０〉

平城 好明/青木 孝一

禅とは何か それは達磨から始まった 水上勉／著
千日紅の恋人 帚木蓬生
千日のマリア 小池真理子
千の扉 柴崎 友香
千利休の謀略 天下をめぐる秀吉との暗闘 谷恒生／著
線は、僕を描く 砥上 裕將
潜伏者 折原一

ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ
Ｇａｋｋｅｎ ｈｉｔ ｍｏ
ｏｋ

全文掲載 いとうせいこう／著



書籍名 シリーズ名 著者名
ぜんべいじいさんのいちご 松岡節／作 末崎茂樹／絵
ゼンマイ 戌井 昭人
戦乱のみなし子たち 久保喬／作 岩淵慶造／画
戦慄！妖怪・幽霊の本 平野威馬雄／文 平野琳人／絵
占領の傷跡 第二次大戦と横浜 服部一馬，齊藤秀夫／著
千両花嫁 とびきり屋見立て帖 山本兼一
せんろはつづくまだつづく 竹下文子
せんろはつづく 竹下文子／鈴木まもる

そ ソーイングＱ＆Ａ  入門編 ドレスメーキング編集部／編
ソーイングＱ＆Ａ  基礎編 ドレスメーキング編集部／編

ゾウをころさないで 戦争を生きぬいた動物と男たち 森下研／作 浅野輝雄／絵

曽おばさんの海 班忠義／著
そう書いてあった 益田ミリ
相剋の森 熊谷達也
造花の蜜 連城三紀彦
蒼穹の昴  下 浅田次郎／著
蒼穹の昴  上 浅田次郎
ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか
ぞうくんのおおかぜさんぽ なかのひろたか

ぞうくんのさんぽ
なかのひろたか／さく・え なかのま
さたか／レタリング

草原情歌＜アジア＞ 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵
草原の椅子  下 宮本輝／著
草原の椅子  上 宮本輝／著
草原の椅子 下 宮本輝
草原や林 草原・雑木林・ブナの林
ぞうさん まどみちお／作 東貞美／画
ぞうさんとねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵
ぞうさんのはな 増井光子／ぶん 滝波明生／え
葬式は、要らない 島田 裕巳
早春 その他 藤沢周平／著
蒼色の大地 薬丸 岳
漱石先生ぞな、もし  続 半藤一利／著
漱石先生ぞな、もし 半藤一利／著
想像ラジオ いとうせいこう
そうだったのか！日本現代史 池上彰
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
双頭の船 池澤夏樹
象のいなくなった動物園 戦争の悲劇 近野十志夫／編
ぞうのせなか 秋元康
ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫

ぞうのババール こどものころのおはなし ぞうのババール
ジャン・ド・ブリュノフ／さく やが
わすみこ／やく

ぞうのゆうびんやさん 多田ヒロシ／さく・え
草莽枯れ行く  上 北方謙三／著



書籍名 シリーズ名 著者名
草莽枯れ行く  下 北方謙三／著
ソウル打令 反日と嫌韓の谷間で 平井久志／著
ソウルで遊ぼ るるぶっく
魂の伴侶（ソウルメイト） 傷ついた人生をいやす生
まれ変わりの旅

ブライアン・Ｌ．ワイス／著 山川紘
矢／訳

蒼路の旅人 上橋菜穂子
続「考える力」をつける本 轡田隆史

続・私の気ままな老いじたく
明日に向かって心をつなぐ快
適生活

吉沢久子／著

続 大きな約束 椎名誠
ぞくぞく村のドラキュラのむすこ 末吉暁子／作 垂石眞子／絵
ぞくぞく村の魔女のオバタン 末吉暁子／作 垂石真子／絵

ぞくぞく村のミイラのラムさん
ぞくぞく村のおばけシリー
ズ・１

末吉暁子／作 垂石真子／絵

ぞくぞく村の妖精レロレロ 末吉暁子／作 垂石真子／絵
則天武后  上 津本陽／著
則天武后  下 津本陽／著
ソクラテス われらが時代の人 ポール・ジョンソン
底なし沼の妖怪 怪談図書館 １５ 怪談図書館編集委員会
素材とモチーフで楽しむ布小物 花岡 瞳
そして、生きる 岡田恵和
そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ
そして、カエルはとぶ！ 広瀬寿子／渡辺洋二
そして誰もいなくなった ハヤカワ文庫 清水 俊二
そして誰もいなくなる 今邑彩
そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ
そして二人だけになった 森博嗣／著
粗食のすすめレシピ集 幕内秀夫／著
素数ゼミの謎 吉村仁
ソースなんてこわくない 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
育ちのよさが身につく おさほうえほん 高濱正伸（監修）
ゾッとする学校の七不思議 ねむれないほどこわい話７ 日本児童文学者協会／編
備えて安心！おひとりさまの豊かな老後 五木 寛之他
ソニー社長大賀典雄の進取の精神 上之郷利昭／著
Ｓｏｎｙの旋律 大賀 典雄
曾根崎心中 角田光代
その暁のぬるさ 鹿島田真希
その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科
医、「自殺希少地域」を行く

森川すいめい

その姿の消し方 堀江敏幸
そのとき王さまは やさしさをもって おぼまこと／さく・え
その扉をたたく音 瀬尾 まいこ
その日のまえに 重松清
そのぼけは治ります。 新しい医療によるぼけの治し
方・防ぎ方

米山公啓／著

その本は 又吉 直樹
そばかす先生のふしぎな学校 ヤン・ブシェフバ
そらいろのたね 中川李枝子／著 大村百合子／え



書籍名 シリーズ名 著者名
空が落ちてくる 横浜大空襲 上坂高生／作 藤沢友一／画
宙ごはん 町田 その子
空と天気のふしぎ 超はっけん大図鑑⑫ 発行者 坂井宏先
そらとぶかいぞくせん ヒサクニヒコ／さく・え
空飛ぶ広報室 有川浩
空飛ぶ二十面相 江戸川乱歩／著
そらとぶパン 深見春夫
空とぶライオン 佐野洋子／作・絵
空とぶラビ 手塚治虫／著
空にきえたマナ なみなみこ
そらまめくんとめだかのこ なかやみわ／さく・え
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
そらまめくんのベッド なかやみわ／さく・え
そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ
空をけっとばせ 升井純子
空をこえて七星のかなた 加納 朋子
空をつかむまで 関口尚

空をとぶ小人たち
借りぐらしのアリエッティ原
作4

メアリー・ノートン

ソノリティ はじまりのうた 佐藤いつ子
それいけ！アンパンマン やなせたかし
それいけ！アンパンマンスーパーアニメブック 4
アンパンマンとバイキンてつのほし

やなせ たかし

それいけ！アンパンマンスーパーアニメブック 5
がんばれ！クリームパンダ

やなせ たかし

それいけ！アンパンマンスーパーアニメブック 6
アンパンマンとジャムおじさん

やなせ たかし

それいけ！アンパンマンスーパーアニメブック 7
メロンパンナとﾌﾞﾗｯｸロールパンナ

やなせ たかし

それいけ！恐竜メガロサウルス たかしよいち／文 伊東章夫／画
それいけズッコケ三人組 那須正幹／作・前川かずお／絵
それ行けちよさん93歳!!粗大ゴミからの脱出 ちよ女
それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ
それでも、陽は昇る 真山 仁
それでも明日は来る 三浦 綾子
それでも前へ進む 伊集院静
それは秘密の 乃南アサ
それまでの明日 原 尞
それゆけはしごしゃせいのびくん 杉山径一／ぶん 高橋透／え
それゆけパトカー 紙芝居 69 椎野利一／画 神戸淳吉／作
それは経費で落とそう 吉村達也／〔著〕
それを愛とは呼ばず 桜木紫乃
そろそろ旅に 松井今朝子
ソロ沼のものがたり 舘野 鴻
ソロモン王の洞窟 痛快世界の冒険文学 10 横田順弥
ソロモンの偽証 第Ⅱ部 決意 宮部みゆき
ソロモンの偽証 第Ⅲ部 法廷 宮部みゆき
ソロモンの偽証 第Ⅰ部 事件 宮部みゆき



書籍名 シリーズ名 著者名
尊厳死 充実した生を生きるために 日本尊厳死協会／編
損料屋喜八郎始末控え 山本一力／著

た だ～れだ？ ヒド･ファン･へネヒテン
タアキイ 水の江滝子伝 中山千夏／著
ダイアナと大きなサイ エドワード・アーデｲゾーニ
大暗室 江戸川乱歩／著
大安心 健康の医学大事典Ｆａｍｉｌｙ ｄｏｃｔｏ
ｒ

黒川清／〔ほか〕監修

体育館であそぶ霊 学校の怪談12
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 藤田ひおこ／絵

ダイエットバイブル  ｎｏ．４
ダイエットも健康も肝臓こそすべて 尾形 哲
体温 多田尋子／著
体温を上げると健康になる 斉藤真嗣
だいかいじゅうゾロリ 末崎茂樹／さく・え
タイガース中毒読本 １９９２年ハラハラドキドキの
舞台裏

亀山努／〔ほか〕著 阪神タイガース
／編

タイガース優勝したらどうしよう 時間差口撃 山藤章二，ひろさちや／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
代官坂ののっぺらぼう 横山たもつ／作 長尾みのる／絵
対岸の彼女 角田光代
大儀 横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏
大気の本 考えよう地球環境 住明正
大金塊 江戸川乱歩／著
退屈なベッド 落合恵子
だいくとおにろく 紙芝居 40 須田裕美子，亜細亜堂／画
だいくとおにろく 松居直／再話 赤羽末吉／え
大系日本の歴史  1 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  5 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  6 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  7 脇田晴子／著
大系日本の歴史  9 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  10 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  11 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  12 永原慶二／〔ほか〕編
大系日本の歴史  13 永原慶二／〔ほか〕編集
大系日本の歴史 １４ 小学館ライブラリー 永原 慶二
大系日本の歴史  15 永原慶二／〔ほか〕編集
大系日本の歴史 ８,天下一統 小学館ライブラリー 朝尾 直弘
太閤の巨いなる遺命 岩井三四二
代行返上 幸田真音
太公望  上 宮城谷昌光／著
太公望  下 宮城谷昌光／著
太公望  中 宮城谷昌光／著
第五番 久坂部羊
大五郎は天使のはねをつけた 大谷淳子



書籍名 シリーズ名 著者名
だいこん 山本一力

たいさくさんのちえぶくろ とみたひろゆき／文 かじめぐみ／絵

第三の時効 横山秀夫
第三の取締役  上巻 山田智彦／著
第三の取締役  下巻 山田智彦／著
だいじ だいじ どーこだ？ えんみ さきこ
大辞泉 小学館『大辞泉』編集部／編集
体脂肪計タニタの社員食堂 ５００Kcalのまんぷく定食 タニタ
大衆文化事典 石川弘義／〔ほか〕編
だいじょうぶ３組 乙武洋匡
だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし

大丈夫ですかあなたの健康
知っておきたい60歳からの幸
せと健康

小渋雅亮著

大小便のはなし 藤田千枝／著
ダイスをころがせ 都築直子／著
だいすき
だいすき ぎゅっぎゅっ フィリス・ゲイシャイトー他
だいすき こぱんだ
だいすぎゅっぎゅっ

だいすきなグ-
ごとうやすゆき・文 いもとよう
こ・絵

だいすきなパパへ J・バグリー

大草原の小さな家
ローラ・インガルス・ワイルダー／
作 恩地三保子訳

大地の子  上巻 山崎豊子／著
大地の子  中巻 山崎豊子／著
大地の子  下巻 山崎豊子／著
大地の子  上巻 山崎豊子
『大地の子』と私（わたし） 山崎豊子／著

大統領の情事
マイケル・ジョン・サリバン／著 井
上一夫，飯田冊子／訳

台所好きは老い上手 七十代の台所 城戸崎愛
台所の実験 山口卓蔵／著 松岡達英／絵
台所のはなし 佐々木和子／著
ダイナソー 斎藤妙子／構成・文
大晩年 永六輔
台風をとらえる 村松照男／著
だいふくもち 田島征三／作
太平記 上 マンガ日本の古典  18
太平記 中 マンガ日本の古典  19
たいへんなひるね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／さく・え

タイムマシン 痛快世界の冒険文学 ２
眉村 卓／ウェルズ ハーバート・
ジョージ／Ｗｅｌｌｓ Ｈｅｒｂｅ
ｒｔ Ｇｅｏｒｇｅ

タイムライン 上
Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

クライトン マイケル／Ｃｒｉｃｈ
ｔｏｎ Ｍｉｃｈａｅｌ．／酒井
昭伸



書籍名 シリーズ名 著者名

タイムライン 下
Ｈａｙａｋａｗａ ｎｏｖｅ
ｌｓ

クライトン マイケル／Ｃｒｉｃｈ
ｔｏｎ Ｍｉｃｈａｅｌ．／酒井
昭伸

太陽をしらべる 小池田洋子／著
たいようがわらってる 川平 慈英
太陽系の天体 伊東昌市，茨木孝雄／〔共〕著
たいようさん ＰＨＰにこにこえほん 宮本 忠夫
太陽の王子ホルスの大冒険 演出/高畑勲 脚本/深沢一夫
太陽の子 灰谷健次郎／著
太陽の塔 森見登美彦
太陽のふしぎ 藤井旭／著
太陽は動かない 吉田修一
太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか

太陽－わたしたちの星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

太陽を曳く馬 下 高村薫
太陽を曳く馬 上 高村薫
代理母、はじめました 垣谷 美雨
タイル・タウンの春・夏・秋・冬 くり上がり・くり
下がり

相原昭／構成 広野多珂子／絵

対話山田洋次  1 山田洋次／著
ダ・ヴィンチ・コード 下 ダン・ブラウン
ダ・ヴィンチ・コード 上 ダン・ブラウン

ダーウィン/パスツール
生物は進化する  漫画人物科学
の歴史 . 世界編

佐々木ケン漫画/インタラクティブ編

田うえねこ ６月のおはなし 日本民話の会／編
タウンゼンド・ハリス 教育と外交にかけた生涯 中西道子／著

だ円のふしぎ
マニス キャロッシュ／著 レオナー
ド ケスラー／絵

たおやかに輪をえがいて 窪 美澄
高い窓 レイモンド・チャンドラー
高杉良経済小説全集  第１４巻 高杉良／著
高千穂伝説殺人事件 内田康夫／〔著〕
高見順集 筑摩現代文学大系５２ 高見順
高峰秀子の流儀 斎藤明美
高山本線殺人事件 長編推理小説 西村京太郎／著
だから、あなたも生きぬいて 大平光代／著
宝くじで一億円当たった人の末路 鈴木信行
だから荒野 桐野夏生

宝島 世界の名作全集
ロバート・ルイス・スチーブンソン
／作 白木茂／訳

たから島 少年少女世界名作全集7
スティーブンソン／原作 永井萠二／
訳・文

宝島 痛快世界の冒険文学 ６
宗田理／スティーヴンソン ロバー
ト・ルイス／Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ
Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｏｕ

宝島 真藤 順丈



書籍名 シリーズ名 著者名

たからばこ
もりやまみやこ／さく ふくだいわお
／え

宝船まつり 御宿かわせみ 平岩弓枝
宝物を探しながら 井上都／著

たからものとんだ
もりやまみやこ／作 つちだよしはる
／絵

抱かれる 稲葉真弓／著
瀧井幸作 上林暁集 筑摩現代文学大系 30 瀧井幸作 上林曉

抱きしめたいから
ブランシュ・ダルピュジェ／著 井上
健／訳

ダギーへの手紙 エリザベス・キューブラー・ロス
ダーク・ブルー 真保 裕一
抱く女 桐野夏生
たくさんのドア アリスン・マギー
タクシー 森村誠一
タクジョ！ 小野寺 史宜
たけしくんのて 岡部房子／作 西村達馬／絵
武田泰淳集 筑摩現代文学大系 67 武田泰淳
竹で作るくふう 堂本保／著
竹とぼくとおじいちゃん 星川ひろ子・星川治雄

たこをあげるひとまねこざる
マーガレット・レイ／文 エッチ・エ
イ・レイ／絵

凧になったお母さん 野坂昭如／著
たしざん・ひきざん町ものがたり たし算・ひき算の
やくわり

和田常雄／構成 高松良己／絵

但馬国から邪馬台国へ  2 宮下豊／著
但馬国から邪馬台国へ  1 宮下豊／著
他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすす
め

ブレディみかこ

だじゃれ日本一周 長谷川義史
たそがれ清兵衛 藤沢周平
黄昏の旗 朱川湊人
ただいま九十三歳、楽しき哉、現役 諸橋襄／著
たたかえ！恐竜イノストランケビア たかしよいち／文 伊東章夫／画
だだっこライオン 木村裕一／さく 福田岩緒／え
ただ一人の個性を創るために 曽野 綾子
たたみのはなし 山口泰子／著
立花マサミのボーイフレンド（Ｆ）作戦 江川圀彦／作 高橋透／絵
立花マサミは男か女か？ 江川圀彦／作 高橋透／絵
奪還 蓮池 透

だっこしていいこいいこ
フィリス・ルート／ぶん ジル・バー
トン／え

たったひとりでクリルの島へ ホームステイでサハリ
ン、北方領土を行く

浅井淳子／著

韃靼の馬 辻原登
たっちゃんのズボン 西村達馬／絵 宮川ひろ／作
だって だってのおばあさん さのようこ
たつのおとしご 武田正倫／ぶん 渡辺可久／え



書籍名 シリーズ名 著者名
竜の子太郎 松谷みよ子／著 田代三善／絵
辰巳八景 山本一力
ダーティペアの大脱走 ダーティペア・シリーズ４ 高千穂遥／著
田中眞紀子の正体 上杉隆／著
たなばた 君島久子／再話 初山滋／絵
たなばた 岩崎京子／文 鈴木まもる／絵
たなばたのおはなし 紙芝居 52 工藤市郎／画 西本鶏介／作
田辺聖子の古事記 田辺聖子／著
ダニー・ボーイ（西ヨーロッパ） 音楽のたび 矢沢寛／文 岩淵慶造／絵

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

たぬきの子 増井光子／ぶん 滝波明生／え
たぬきのちかみち 武鹿悦子／作 つちだよしはる／絵
たぬきのてがみ 紙芝居 122

種をまく人
ポール・フライシュマン／著 片岡し
のぶ／訳

たねのゆくえ 埴沙萠／著
たのしい!科学のふしぎ なぜ?どうして？3年生 村山 哲哉

たのしい！科学のふしぎ なぜ？どうして？２年生 村山 哲哉

たのしい！かがくのふしぎ なぜ？どうして？１年
生

村山 哲哉

たのしい編みもの 田島康子／著
たのしいおもちゃかくれんぼ いしかわこうじ
楽しいおりがみ百科 中野 獨王亭
たのしいクッキング
楽しい子ども科学博 割合 白石博／構成 門田律子／絵
たのしい作曲 佐藤敏直，繁下和雄／共編

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

加古里子

たのしいなサファリバス 乗りものパノラマシリーズ⑩ 小賀野実
たのしい箱の世界 布施知子／著
楽しいもの忘れ怖いもの忘れ 米山公啓／著
楽しいゆびあみ あんで、着て、プレゼントに、３世
代ニット

篠原くにこ／〔著〕

たのしく，出産 村本邦子／編著
たのしく読める 世界のすごい歴史人物伝 高橋 秀雄
楽しみながら年を重ねる簡単な工夫 斎藤茂太／著
田畑修一郎 木山捷平 小沼丹集 筑摩現代文学大系 60 田畑修一郎 木山捷平 小沼丹
旅 4-Oct
旅 2-Dec

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

タピストリーのパッチワーク・レッスン 見せたいか
ら作る

北島啓子／著

旅する知
世紀をまたいで、世界を訪ね
る

船曳建夫

旅に出たい 池内 紀



書籍名 シリーズ名 著者名
旅猫リポート 有川 浩

「旅」の誕生
平安ー江戸時代の紀行文学を
読む

倉本一宏

旅の途中で 高倉健
旅の人、島の人 俵万智
旅の素 さわこのこわさ 阿川 佐和子／著

タフな米国を取り戻せ
アメリカを再び偉大な国家に
するために

ドナルド・トランプ

ダブル・ジョーカー 柳広司
ダブル・ファンタジー 村山由佳
ダブルフェイス 久間十義／著
たぶん最後の御挨拶 東野圭吾
食べちゃいたい 佐野 洋子
たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊⑦ 国松俊英
食べものの発明発見物語 縄文人の食卓から宇宙食ま
で

遠藤一夫／著

食べもの俳句館 草間時彦／著
たべられるしょくぶつ 森谷憲，寺島竜一／〔共〕著
食べるな、危険！ 日本子孫基金
たまがわ 村松昭
たまごでつくる 家庭科教育研究者連盟／編
たまごのひみつ 清水清／著
たまごはかせともじゃもじゃ 紙芝居 62 長島克夫／画 矢崎節夫／作
だまされ屋さん 星野 友幸
魂でもいいから、そばにいて 3・11後の霊体験を聞く 奥野 修司
魂の切影 森村誠一
騙し絵の牙 塩田 武士
だましっこ 佐伯俊男／さく
たまたまザイール、またコンゴ 田中真知
魂手形 宮部 みゆき
多摩の街道 歩こうふるさとの道を 津波克明／〔ほか〕著
魂萌え 桐野夏生
民王 シベリアの陰謀 池井戸 潤
田宮虎彦 梅崎春生集 筑摩現代文学大系 64 田宮虎彦 梅崎春生
田村泰次郎、金達寿、大原富江集 筑摩現代文学大系６２ 田村泰次郎、金達寿、大原富江
ダメなやつほどダメじゃない 萩本欽一
ダメなやつほどダメじゃない 私の履歴書 萩本欽一
田や畑 畑・水田や小川・ぬま
たゆたえども沈まず 原田 マハ
タラント 角田 光代
他力 大乱世を生きる一〇〇のヒント 五木寛之／著

タリバン イスラム原理主義の戦士たち
アハメド・ラシッド／著 坂井定雄／
訳

だるまさん と だるまさん かがくいひろし
だるまさん の だるまさん かがくいひろし
だるまちゃんとうさぎちゃん 加子里子／さく・え
だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／作・絵
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／作・え



書籍名 シリーズ名 著者名
だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子／さく・え
ダルメシアン  １００と１ぴきの犬の物語 ドディー・スミス
誰か 宮部みゆき
誰が『橋下徹」をつくったか 大阪都構想とメディアの迷走 松本創

だれが石を投げたのか？
ミリアム・プレスラー／作 松沢あさ
か／訳

誰かが足りない 宮下奈都
誰からも好かれようとする女たち モナリザ・シンド
ローム、微笑みの心理

ウーテ・エーアハルト／著 平野卿子
／訳

たれごよみ 末政ひかる
誰にも書ける一冊の本 荻原浩
たれぱんだ 末政ひかる

誰も書けなかった「笑芸論」
森繁久彌からビートたけしま
で

高田文夫

誰もしらない 谷川俊太郎／著

だれも知らない小さな国・そこなし森の話 ほか２編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

誰をも少し好きになる日 眼めくり忘備録 鬼海弘雄
ダレン・シャン Ⅹ ⑩ 精霊の湖 橋本恵
ダレン・シャン Ⅲ バンパイア・クリスマス ダレン・シャン
ダレン・シャン Ⅴ ⑤ バンパイアの試練 DarrenSheen 作 橋本恵 訳
ダレン・シャン Ⅶ ⑦ 黄昏のハンター Daren Shan  作 橋本恵 訳
ダレン・シャン Ⅷ ⑧ 真夜中の同志 ダレン・シャン
ダレン・シャン Ⅸ ⑨ 夜明けの覇者 ダレン・シャン

ダレン・シャン  Ⅱ 若きバンパイア
Ｄａｒｒｅｎ Ｓｈａｎ／作 橋本恵
／訳

ダレン・シャン Ⅳ ④ バンパイア・マウンテン
シャン ダレン／Ｓｈａｎ Ｄａｒ
ｒｅｎ．／橋本 恵

ダレン・シャン XⅠ ⑪ 闇の帝王 橋本恵

ダレン・シャン Ⅵ ⑥ バンパイアの運命
シャン ダレン／Ｓｈａｎ Ｄａｒ
ｒｅｎ．／橋本 恵

ダレン・シャン XⅡ ⑫ 運命の息子 ｼｬﾝﾀﾞﾚﾝ

ダレン・シャン～奇怪なサーカス～
シャン ダレン／Ｓｈａｎ Ｄａｒ
ｒｅｎ．／橋本 恵

たろうがるすばんしていると 紙芝居 99 夏目尚吾／画 中川正文／脚本
たろうのおでかけ 村山桂子／作 堀内誠一／画
たろうのともだち 堀内誠一／え 村山桂子／作
たろうのひっこし 村山桂子／さく 堀内誠一／え
タロット心理ゲーム セレス・K著
弾劾証拠 山之内幸夫
断崖、その冬の 林真理子／著
団塊の秋 堺屋太一
短歌への出発 生方たつゑ／著
短歌を味わうこころ 佐藤佐太郎／著
たんけん！ はっけん！ 動物園 超はっけん大図鑑 １４ 監修 内山 晟
ダンゴムシ やあ！出会えたね １ 今森 光彦
丹沢・箱根日帰りハイキング 四季訪れたい５７コー
ス

水尾一郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名
丹沢夜話 ハンス・シュトルテ／著
丹沢夜話  続 ハンス・シュトルテ／著
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

男子厨房に入ろう おすすめ料理 男子厨房に入ろう会／編
たんじょうかいにきてください 徳田徳志芸／作・絵
弾正星 花村萬月
ダンス・ウィズ・ドラゴン 村山由佳
ダンス・ダンス・ダンス  上 村上春樹
ダンス・ダンス・ダンス  下 村上春樹
短大生のための面接＆マナー  ’９８年度版 就職情報研究会／編
たんたのたんけん 中川李枝子／さく 山脇百合子／え
たんたのたんてい 中川李枝子／著 山脇百合子／絵
タンチョウの四季 林田恒夫／著
探偵は今夜も憂鬱 樋口有介／著
歎異抄ってなんだろう 高森光晴 他
耽溺 勝目梓
ダンベル体操 ミセスのボディー改革 鈴木正成／指導
短編小説より愛をこめて 阿刀田高

ダンボ ディズニー名作童話館 ２
ディズニー ウォルト／Ｄｉｓｎｅ
ｙ Ｗａｌｔ．／浅川 じゅん

ダンボ ディズニー
たんぽぽ 平山和子／え・ぶん
たんぽぽ 絵本のおくりもの 甲斐信枝
タンポポの研究 山本正／著
たんぽぽの目 村岡花子 童話集 村岡花子
たんぽぽヘリコプター まど・みちお
タンポポは晴れるとなぜ背をのばすの？ 子供の科学編集部／編
ダンボールばこのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
だんまりうさぎときいろいかさ 安房直子

ち 知育ちがいさがし100 妖怪ウォッチ 妖怪ウォッチ製作委員会
ちいさい いすの はなし 竹下文子

ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン／文・
絵

ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶ
ん・え いしいももこ／やく

小さいおうち 中島京子
ちいさいおばさん 池原はな／さく 笠原理恵／え

小さいことにくよくよするな！
カールソン リチャード／Ｃａｒｌ
ｓｏｎ Ｒｉｃｈａｒｄ．／小沢
瑞穂

小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子／著
小さい羽のいのち ショオジョオバエにとりくんで３
０年

島利雄／文 月田孝吉／絵

ちいさくなったパパ ウルフ・スタルク
ちいさなあなたへ アリスン・マギー
小さな家 ディズニー名作アニメ ; 30



書籍名 シリーズ名 著者名

ちいさなうさこちゃん
子どもがはじめてであう絵本
１

ブルーナ ディック／Ｂｒｕｎａ
Ｄｉｃｋ．／石井 桃子

ちいさなうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本1 デイック・ブルーナ

小さな英雄水雷艇「鵯」 渡辺哲夫／編著

ちいさなお城
Ａ．トルストイ／再話 Ｅ．ラチョフ
／絵

小さなお葬式 北村香織
ちいさなおひっこし こみねゆら
ちいさな神さま 西野綾子／文 阿部肇／絵
ちいさなきしゃ 五味太郎／作・絵

小さなクロスステッチ100 ふしぎなかぞくの物語 早咲のりこ

ちいさなさかな
子どもがはじめてであう絵本
3

ディック・ブルーナ

ちいさな城下町 安西水丸

小さなスプーンおばさん
アルフ・プリョイセン／作 大塚勇三
／訳

ちいさなちいさな駅長さんの話 いぬいとみこ

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

ちいさなねこ 石井桃子／さく 横内襄／え
小さな博物誌 河合雅雄／著
小さな花のアレンジメント お料理塾シリーズ 藤田宏子／〔著〕
ちいさなふね ステーエフ／作 宮川やすえ／文
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
小さな町の風景 杉みき子／著 佐藤忠良／絵
小さな郵便飛行機 ディズニー名作アニメ ; 34
ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ・カーラー
小さな雪の町の物語 杉みき子／文 佐藤忠良／画
小さなりゅう 長井るり子
小さなりゅう空をとぶ 長井るり子

ちいさな労働者
ラツセル・フリ－ドマン 著 千葉茂樹
訳

チェンジング 吉冨多美
チェンジング・ブルー気候変動の謎に迫る 大河内直彦
地を這う虫 高村薫／著
ちか１００かいだてのいえ いわいとしお
近くなった町 それぞれに大人の物語 秋山ちえ子／著

地下鉄・路面電車 鉄道大図鑑  9
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

ちかてつがはしる 倉沢達雄／編著
ちからじまんの神さま 西野綾子／文 阿部肇／絵
ちからたろう 谷真介／文 高橋信也／絵

力と電気、音、光がわかる
ドラえもんの理科おもしろ攻
略  〔３

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



書籍名 シリーズ名 著者名
地球が動いた日 岸川悦子
地球が西洋なしの形だってホント？ 子供の科学／編
地球館 生命の星のひみつ 神奈川県立生命の星地球博物館

「地球環境」データブック 地球環境白書
ウータン「驚異の科学」シ
リーズ

地球環境とジャーナリズム シンポジウム 環境ジャーナリストの会／編
地球環境のひみつ 山口太一／漫画

地球環境はなぜよごれてしまうのか？
やさしい図解・地球があぶな
い ８

ヘアー トニー／Ｈａｒｅ Ｔｏｎ
ｙ．／細谷 晶

地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険 地球の歩き方編集室
地球のすがた 菊田英一／指導 関口たか広／漫画
地球のために人はなにができるの？ 未来をひらく最先端科学技術 監修／毛利衛
地球の中心への旅 山科健一郎，栗田敬／〔共〕著
ちきゅうのなかみ 長崎夏海／作 篠崎三朗／絵
地球のはなし 小森長生
地球のひみつ たかや健二／漫画
地球の病気 藤田圭雄／詩 渡辺三郎／絵
地球はどううごくか 長沢工／著
地球を守る ルイーズ・スピルズベリー
筑摩現代文学大系  4 森 おう外 森 おう外
筑摩現代文学大系  6 国木田独歩 田山花袋 国木田独歩 田山花袋

筑摩現代文学大系  7
正岡子規 高浜虚子 長塚節
石川啄木

正岡子規 高浜虚子 長塚節 石川
啄木

筑摩現代文学大系  8 島崎藤村 島崎藤村
筑摩現代文学大系  11 正宗白鳥 正宗白鳥
筑摩現代文学大系  20 志賀直哉 志賀直哉
筑摩現代文学大系  21 有島武郎 有島武郎
筑摩現代文学大系  25 山本有三 山本有三
筑摩現代文学大系  26 佐藤春夫 佐藤春夫
筑摩現代文学大系  29 室生犀星 外村繁 室生犀星 外村繁
筑摩現代文学大系  35 中野重治 中野重治
筑摩現代文学大系  34 梶井基次郎 堀辰雄 中島敦 梶井基次郎 堀辰雄 中島敦
筑摩現代文学大系  43 小林秀雄 小林秀雄
筑摩現代文学大系  47 尾崎一雄 尾崎一雄
筑摩現代文学大系  48 丹羽文雄 丹羽文雄
筑摩現代文学大系  49 船橋聖一 船橋聖一
筑摩現代文学大系  50 石川達三 石川達三
筑摩現代文学大系  53 大佛次郎 海音寺潮五郎 大佛次郎 海音寺潮五郎
筑摩現代文学大系  56 永井龍男 永井龍男
筑摩現代文学大系  57 石川淳 石川淳
筑摩現代文学大系  66 椎名麟三 椎名麟三
筑摩現代文学大系  70 井上靖 井上靖
筑摩現代文学大系  71 杉浦明平 花田清輝 杉浦明平 花田清輝
筑摩現代文学大系  77 阿部公房 小島信夫 阿部公房 小島信夫
筑摩現代文学大系  88 丸谷才一 小川国夫 丸谷才一 小川国夫

筑摩現代文学大系  94
柏原兵三 高井有一坂上弘古
山高麗雄

柏原兵三 高井有一坂上弘古山高麗
雄

ちくま日本文学全集  19



書籍名 シリーズ名 著者名
ちくま日本文学全集  3
ちくま日本文学全集  5
ちくま日本文学全集  2
ちくま日本文学全集  8
ちくま日本文学全集  9
ちくま日本文学全集  10
ちくま日本文学全集  11
ちくま日本文学全集  14
ちくま日本文学全集  15
ちくま日本文学全集  16
ちくま日本文学全集  28
ちくま日本文学全集  24
ちくま日本文学全集  17
ちくま日本文学全集  18
ちくま日本文学全集  21
ちくま日本文学全集  22
ちくま日本文学全集  26
ちくま日本文学全集  27
ちくま日本文学全集  29
ちくま日本文学全集  25
ちくま日本文学全集  30
ちくま日本文学全集  13
ちくま日本文学全集  6 坂口安吾
遅刻ゲーム 校則 NHK中学生日記・８ 蓬莱泰三／著 岡本順／画

チコちゃんに叱られる Don,t sleep through life! NHKチコちゃんに叱られる！制作班

血汐笛 下 大活字本シリーズ 柴田 錬三郎
血汐笛 上 大活字本シリーズ 柴田 錬三郎
血汐笛 中 大活字本シリーズ 柴田 錬三郎
知識ゼロからの絵手紙入門 清水國明
地図男 真道順丈
チーズケーキの本 お料理塾シリーズ 祐成二葉／〔著〕

地図大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

地図で読み解く江戸・東京 江戸の暮らしが見えて
くる

江戸風土研究会

地図で読み解く京急沿線
地図と拳 小川 哲
地図のない旅 澤地久枝
地図のよみかた 岩戸栄／著

チーズバーガーズ  3 ボブ・グリーン／著 井上一馬／編訳

父・藤沢周平との暮し 遠藤展子
乳と卵 川上未映子
父の逸脱 ピアノレッスンという拷問 セリーヌ・ラファエル
父の肖像 辻井喬
父の戦地 北原亜以子
父の詫び状 向田 邦子



書籍名 シリーズ名 著者名
ちちんぷいぷい 谷川 俊太郎

ちっちゃなサンタさん
ガブリエル・バンサン／さく もりひ
さし／やく

地底の魔術王 江戸川乱歩／著

知的な大人へのヒント
人を惹きつけるインテリジェ
ンスとは

林望

地のそこの国 西野綾子／文 阿部肇／絵
地の底のヤマ 西村健
血の弔旗 藤田宜永
地の星 流転の海第２部 宮本輝／著

ちびくま
文/キャサリン・アリソン 絵/ペ
アーズ・ハーパー 訳/栗栖カイ

チビクロ。サンボ ヘレン・バンナーマン
チビクロさんぽ へれん・ばなまん
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン

ちびっこ機関車パーシー ﾚｼﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾋﾞｰ絵 ｳｨﾙﾊﾞｰﾄ･ｵｰﾄﾞﾘｰ

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
ゾンマー・ボーデンブルク アンゲ
ラ／Ｓｏｍｍｅｒ－Ｂｏｄｅｎｂｕ
ｒｇ Ａｎｇ／川西 芙沙

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
ゾンマー・ボーデンブルク アンゲ
ラ／Ｓｏｍｍｅｒ－Ｂｏｄｅｎｂｕ
ｒｇ Ａｎｇ／川西 芙沙

ちびっこちびおに あまんきみこ／著 若山憲／え
ちびっこドラキュラ町へいく 紙芝居 83 むかいながまさ／絵 木暮正夫／作
ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ 古川博巳／黒沢優子

ちびねこくんでかとらくん こわせたまみ／作 いもとようこ／絵

ちびまる子ちゃんのマナーとルール
満点ゲットシリーズせいかつ
プラス

さくら ももこ

乳房 伊集院静／著
乳房 池波正太郎／著
地平線 パトリック・モディアノ
チベットの薔薇 ライオネル・デヴィッドスン
痴呆老人の上手な介護 岡山昌弘／編著
ﾁｰﾑ・ﾊﾞﾁｽﾀの栄光 海堂尊
地名のひみつ パート２ 名前のはじまり探検隊⑩ 国松俊英
血も涙もある 山田 詠美
チャイコフスキー クリンヘ帰る旅びと ひのまどか／著

チャップリン ほほえみとひとつぶの涙を
ラジ・サクラニー／作 上田まさ子／
訳

チャップリンとヒトラー
メディアとイメージの世界大
戦

大野裕之

茶の湯 井口海仙／〔ほか〕著
チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ チャールズ・M・シュルツ
チャーリーとの旅 ジョン・スタインンベック
チャレンジミッケ！⑤むかしむかし ウォルター・ウィック
チャレンジミッケ！②ゆめのまち ウォルター・ウィック



書籍名 シリーズ名 著者名

チャンピオンの哲学 ５１人の＜名声・お金・人生＞ 共同通信社／編

中陰の花 玄侑宗久／著

中学生のための自由研究  国語・社会・英語
Ａ・Ｕ・Ｅアドバイザーズ・
フォー・ヤングスカラーズ／編

中高生のための文章読本 ――読む力をつけるノン
フィクション選

澤田英輔 他編集

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

中学生のための理科の自由研究ヒント集  物理・化
学

愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進
グループ／編

中原の虹 一 浅田次郎
中原の虹 第４巻 浅田次郎
中原の虹 第三巻 浅田次郎
中原の虹 二 浅田次郎
中高生のお弁当 食のスタジオ
中高年の山散歩 関東周辺山・湯・味 マガジントップ／編集
中国 危うい超大国 スーザンL.シャーク
中国人と日本人ホンネの対話 林思雲+金谷譲
中国農民の反乱-隠された反日の温床 清水美和
中国の神話 天地を分けた巨人 君島久子／著

中国名訓辞典
心の糧・生きる指針 四書五
経・孝経より

田島諸介著

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

中年以後 曽野綾子
中年からの歯の健康法 食べる楽しみをいつまでも 原田富夫／著

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

注文住宅を建てた子育て夫婦の理想と現実 林 修
注文の多い料理店 宮沢賢治／作 三浦幸子／絵
チューバはうたう 瀬川深
チューリップ 国重正昭／著
超一流の雑談力 安田正
長江落日賦 田中芳樹
長恨歌 馳 星周
重耳 長篇小説 上 宮城谷昌光／著
重耳 長篇小説 中 宮城谷昌光／著
重耳 長篇小説 下 宮城谷昌光／著
“超自然人”サンコンの「視力６．０」が見たニッポ
ン

オスマン・ユーラ・サンコン／著

超図解パソコン入門  Ｗｉｎｄｏｗｓ９５編 エクスメディア／著
超図解パソコン入門  Ｏｆｆｉｃｅ ２０００ Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ編

エクスメディア／著

長助の女房 御宿かわせみ 平岩弓枝
チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子



書籍名 シリーズ名 著者名
朝鮮侵略と強制連行 日本は朝鮮で何をしたか? 大阪人権歴史資料館編

朝鮮戦争の謎と真実
トルクノフ アナトーリー・ワシリ
エヴィチ／Ｔｏｒｋｕｎｏｖ Ａｎ
ａｔｏｒｙ Ｖａｓ／下斗米 伸夫

朝鮮半島の世紀末 ソウル発最新レポート 黒田勝弘／著
町長選挙 奥田英朗
喋々喃々 小川糸
蝶々の纏足 山田詠美／著
チョウとアリのいそっぷ クロシジミとクロオオアリ
の助けあい

蛭川憲男／文と写真

聴導犬シンディ誕生物語
パトリシア・カーチス／文 デービッ
ド・カップ／写真

チョウの大旅行 オオカバマダラの山をもとめて 海野和男／文と写真
蝶の眠る場所 水野 梓
超ピンチ、犯人はわたしなの？ うらないトリオ・
キューピッズ

窪田僚／作 鈴木みや／画

調律師 熊谷達也
長流の畔 流転の海 第八部 宮本輝
腸をキレイにして病気を防ぐ知恵とコツ
チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 大石 真
チョコレートのじどうしゃ 立原えりか／作 太田大八／絵
チョコレートのたねあげます 木暮正夫／作 黒井健／絵
ちょちょら 畠中恵
ちょっとだけ 瀧村有子 鈴木永子
ちょっと長めのショ-トショ-ト恋がいっぱい 星新一

ちょっぺいじいちゃん
すとうあさえ・作 アンヴィル奈宝
子・絵

チョロＱ 大百科 萩原由美 編
散り椿 葉室麟
ちりめん細工の袋 花房 昌古
散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道 梯久美子
チロヌップのきつね たかはしひろゆき／文・絵
ちはたからもの からだのえほん ８ 小林まさこ／瀬辺 雅之
チンギス紀(六）断金 北方 謙三
チンギス紀 （十二）不羈 北方 謙三
チンギス紀（四）遠雷 北方 謙三
チンギス紀 九 日輪 北方 謙三
チンギス紀 （二） 鳴動 北方 謙三
チンギス紀(一)火眼 北方 謙三
チンギス紀（七） 虎落 北方 謙三
チンギス紀（十一）黙示 北方 謙三
チンギス紀 八 杳冥 北方 謙三
チンギス紀(五)絶影 北方 謙三
チンギス紀（十) 星芒 北方 謙三
チンギス紀（三）虹暈 北方 謙三
チンギス紀（十三）陽炎 北方 謙三
チンギス紀（十四）萬里 北方 謙三



書籍名 シリーズ名 著者名
珍妃の井戸 浅田次郎
珍品堂主人 大活字本シリーズ 井伏 鱒二
沈黙の王 宮城谷昌光／著
沈黙の５秒間 ジェット４０２便墜落の謎を追う 吉田和夫／著
沈黙のパレード 東野 圭吾
沈黙の人 小池真理子
沈黙の町で 奥田英朗
沈黙の未来 旧ソ連「核の大地」を行く 広河隆一／著

つ 終の住処 磯崎憲一郎
痛風を治したい人の食事 西岡久寿樹
使うもののくふう 堂本保／著
疲れた人に夜食を届ける出前店? 中山有香里
月をさぐる ぼくらの天文・気象・地球 小森 長生
月をみよう 藤井旭／著
憑神 浅田次郎
月島慕情 浅田次郎

月－地球の衛星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

月と蟹 道尾秀介
月と雷 角田光代
月のさかな 井坂洋子／著
月の満ち欠け 佐藤 正午
月の満ちかけ絵本 大枝史郎
月へのぼったケンタロウくん 柳美里
月夜にいらっしゃい キッズ童話館 竹下 文子／近藤 理恵
月夜のかりうど クモ 松岡洋子／文 松岡達英／絵
つきよのくじら 戸田和代
月夜の誕生日 岩瀬成子／味戸 ケイコ

月夜のみみずく
ジェイン＝ヨーレン／詩 くどうなお
こ／訳

つきよのりぼん 安井淡／作 大塚たみえ／絵
ツキを開く運命術 桜宮史誠
つくえのうえのうんどうかい・大きな木がほしい ほ
か７編

佐藤さとる／著 長崎源之助／〔ほ
か〕編

ツクシのかんさつ 鈴木公治／著
償い 矢口敦子
つぐみ通りのトーベ ビルイット・ロン
作るのラクチン、子ども喜ぶ！働くママの時短ごは
ん

武蔵 裕子

漬けもの３００種 日本の味 村上昭子／〔ほか〕著
土恋 津村節子
土になったねこのトラ 西本鶏介作/西村達馬絵
土の記（下） 髙村薫
土の記（上） 髙村薫
土の中の子供 中村文則
土蛍 近藤史恵
つづきの図書館 柏葉幸子
堤中納言物語 マンガ日本の古典  7 坂田靖子



書籍名 シリーズ名 著者名
九十九藤 西條奈加
綴られる愛人 井上荒野
綴る女ー評伝・宮尾登美子 林 真理子
繋がれた明日 真保裕一
ツナグ 辻村深月
ツナグ 想い人の心得 辻村 深月
つなひき なかまっていいな たかはしとおる／さく・え
綱渡りの男 モーデｲカイ・ガーステｲン
ツノだせ・ヤリだせ・メダマだせ カタツムリ 松岡洋子／文 松岡達英／絵
ツバキ・サザンカ
椿と花水木 万次郎の生涯 上 津本陽／著
椿と花水木 万次郎の生涯 下 津本陽／著
ツバキ文具店 小川糸
椿山課長の七日間（なのかかん） 浅田次郎

つばさ  下
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

つばさ  上
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

つばさ  下
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

翼の翼 朝比奈 あすか
つばめこうくう もとやすけいじ
ツバメのくらし 菅原光二／著
燕は戻ってこない 桐野 夏生
坪内逍遥 二葉亭四迷集 筑摩現代文学大系 1 坪内逍遥 二葉亭四迷 北村透谷
妻籠め 佐藤洋二郎
妻と僕 寓話と化す我らの死 西部 邁
妻の肖像 徳岡孝夫
妻の大往生 永六輔
妻のトリセツ 黒川 伊保子
つまをめとらば 青山文平
つまんない つまんない ヨシタケシンスケ
罪の声 塩田武士
つみきのいえ 加藤久仁生
つみきのいえ 加藤 久仁夫
罪と祈り 貫井 徳郎

罪と罰
ドストエーフスキイ／［作］ 中村白
葉／訳

罪の轍 奥田 英朗
つみびと 山田 詠美
罪深き海辺 大沢在昌
冷たい檻 伊岡 瞬
冷たい銃声 ロバート・Ｂ・パーカー
爪と目 藤野可織
露の玉垣 乙川優三郎
つよいぞ！恐竜フタバスズキリュウ たかしよいち／文 伊東章夫／画
つりウサギ 日本児童文学者協会
つり教室 小日向巌／著



書籍名 シリーズ名 著者名
釣りたてグルメ日記 盛川宏／著
つりのひみつ 下栃棚正之／漫画
ツリーハウス 角田光代
つるのおんがえし アニメむかしむかし絵本 ６ 谷真介／文 高橋信也／絵
蔓の端々 乙川優三郎／著
つるばら村のパン屋さん 茂市久美子
徒然草 マンガ日本の古典  17

て 出会いについて 精神科医のノートから 小林司／著
であえて ほんとうに よかった 宮西達也
出逢った頃の君でいて 内館牧子／著
であってどっきり リュックのりゅう坊③ 工藤直子／作 和田誠／絵
手編みグッズ６０ マフラー１２＋帽子２１＋手袋１
２＋バッグ１５
手編みってカンタン！ 彼にセーター、１枚め。
てあらいできるかな きむら ゆういち

ティギーおばさんのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

帝国の弔砲 佐々木 譲
ディズニー７つの法則 トム・コネラン
デｲズニーの読み聞かせえほん にこにこ2歳 編集 講談社
ティッシュの実験 たのしい科学あそび 立花愛子
定年後が１８０度変わる 大人の運動 中野ジェームズ修一

定年退職前後の段取り・手続きのすべて 鈴木高弘・宮澤八千代・酒井冨士子

定番おそうざい肉料理 横山泰子
ディ-プ・スロ-ト 大統領を葬った男 ボブ・ウッドワ-ド
深い河 遠藤周作／著
定本着つけと帯結び百科 冠婚葬祭の上品な着つけ
平成の新装帯結び一〇五種

講談社／編

定本正月料理 柳原一成／〔ほか〕著
低欲望社会 大前研一

ティリーとかべ
レオ・レオニ／作・絵 谷川俊太郎／
訳

デイリー六法  平成１３年版 佐藤幸治／〔ほか〕編修
手紙 谷川俊太郎
手紙 東野圭吾

敵意  上
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

敵意  下
ダニエル・スティール／作 天馬竜行
／訳

敵手 降籏 学

敵対水域
ピーター・ハクソーゼン／〔ほか〕
著 三宅真理／訳

できるインターネット Ｗｉｎｄｏｗｓ ９８版２ｎ
ｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ

山田 祥平／インプレス

できるＷｉｎｄｏｗｓ ９８
田中亘／編 インプレス書籍編集部／
編



書籍名 シリーズ名 著者名
できることおてつだい くすのきしげのり
できることならスティードで 加藤 シゲアキ
できる・できないのひみつ 内山安二／漫画
できるよ！せいかつ３６６ 宮里暁美
でく 伊集院静／著
てくてく歩き1 北海道 村山秀夫
てくてく歩き10 金沢 能登 北陸 村山秀夫

てくてく歩き2
札幌 小樽 函館 旭川 富
良野

村山秀夫

てくてく歩き ３ 日光・戦場ヶ原・奥鬼怒 村山秀夫
てくてく歩き4 東京 村山秀夫
てくてく歩き ５ 鎌倉 村山秀夫
てくてく歩き6 箱根 村山秀夫
てくてく歩き７ 伊豆
てくてく歩き８ 伊豆七島・小笠原
てくてく歩き9 上高地 乗鞍 高山 村山秀夫
手首の問題 赤川次郎／著
でこちゃん つちだのぶこ／さく・え
てじなでだましっこ
てじなでどっきりおおさわぎ わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵
手塚治虫の旧約聖書物語  第１巻 手塚治虫／著
手塚治虫の旧約聖書物語  第２巻 手塚治虫／〔原作〕
手塚治虫の旧約聖書物語  第３巻 手塚治虫／〔原作〕
テスカトリポカ 佐藤 究
手づくりを楽しむステンドグラス 内藤修／著

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

手作りおもちゃ 実野恒久／著

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

手作りのウエディングケーキ お料理塾シリーズ 松井美樹／〔著〕
手づくりのパン 基礎と応用 根田春子／〔著〕

手作りパンの本 おいしいパン屋さんの味を手作りで お料理塾シリーズ 山本聖／〔著〕

手作り和食工房 季節の移ろい滋味１９７種 鈴木登紀子／著
データの見えざる手 矢野和男
哲学散歩 木田元
鉄仮面 さとうまきこ
手づくり生活111のコツ 荒井章
鉄人Ｑ 江戸川乱歩／著
鉄道 機関車と電車 久保田博・青木栄一／〔共〕編
鉄塔王国の恐怖 江戸川乱歩／著
鉄道唱歌 岡本仁，野ばら社編集部／編

鉄道大図鑑  1
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

鉄道ナンバー１ 松尾定行／構成 荒川好夫／ほか写真

鉄道旅行術 種村直樹／著



書籍名 シリーズ名 著者名
鉄のあけぼの 下 黒木亮
鉄のあけぼの 上 黒木亮
鉄のはなし 雀部晶／著

テディベア大百科 世界一くわしいテディベアの本
ポーリン・コックリル／著 むらかみ
ゆうこ／訳

でておいで
はじめてのあかちゃんあそび
えほん

あらかわしずえ

テニスはここから楽しくなる 初心者の壁を破るＨＩ
Ｔのエンジョイ・テニス

堀場雅彦／著

手にとるように通信ネットワークがわかる本
ＮＴＴグループ・ネットワーク研究
会／編著

てのひら島はどこにある・雨ふりこぞう ほか３編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ
手のひらの砂漠 唯川恵
手のひらの京 綿矢りさ
てのひらの迷路 石田衣良
てのひらのメモ 夏樹静子
デパートへ行こう！ 真保裕一

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

手ぶくろを買いに 新美南吉／作 黒井健／絵
てぶくろを買いに 新見南吉
テーブルマナーの絵本 高野紀子
二重奏（デュオ） 赤川次郎／著

デューラー
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

照柿 高村薫
てるてる坊主の照子さん  上巻 なかにし礼／著
てるてる坊主の照子さん  下巻 なかにし礼／著
デルトラ・クエスト1 沈黙の森 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト2 嘆きの湖 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト3 ネズミの街 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト4 うごめく砂 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト5 恐怖の山 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト6 魔物の洞窟 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト7 いましめの谷 エミリー・ロッダ
デルトラ・クエスト8 帰還 エミリー・ロッダ
テロリストのパラソル 下 大活字本シリーズ 藤原 伊織
テロリストのパラソル 上 大活字本シリーズ 藤原 伊織
田園交響楽 ジイド／作 新庄嘉章／訳
田園発 港行き自転車（上） 宮本輝
田園発 港行き自転車（下） 宮本輝
天下 家康伝 下 火坂雅志
天下 家康伝 上 火坂雅志
天涯の花 宮尾登美子／著
天下掌中にあり 豊臣秀吉 戸部新十郎
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



書籍名 シリーズ名 著者名

天下統一に向けて
日本の歴史をつくった人びと
第７巻

天気をしらべる 原嶋宏昌／著
天気図をよむ 小林典謙／著 丸山健人／著
電気の音 楽器のかがく 繁下和雄／文 田沢梨枝子／絵

天気のすべて 学習漫画理科4
菊田英一／指導・田中和孝／立案・
構成

天気１００のひみつ シュガー佐藤／漫画
天切り松闇がたり  第１巻 浅田次郎／著
天切り松闇がたり  第２巻 浅田次郎／著
天切り松闇がたり  第３巻 浅田次郎／著
天空の城ラピュタ 宮崎駿／原作
天空の城ラピュタ 徳間アニメ絵本3 宮崎駿
天空の蜂 東野圭吾
天狗風 霊験お初捕物控（二） 宮部 みゆき
てんぐのかくれみの 冬休みのおはなし 日本民話の会／編
てんぐのけんか 奈良・和歌山・滋賀・三重 花岡大学／編著

てんぐのはし 紙芝居 125 松居スーザン・脚本／渡辺有一・絵

てんぐのはなし 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画

でんぐりかえってケーキだよ
こわせたまみ／さく ヒサクニヒコ／
え

転校生のママも魔女！？ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
てんこうせいはワニだった！ おの りえん
天国への階段  下 白川道／著
天国への階段  上 白川道／著
天国で君に逢えたら 飯島夏樹
天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン
天国は待ってくれる 岡田惠和
天国までの百マイル 浅田次郎／著
点子ちゃんとアントン ケストナー／作 高橋健二／訳
天才画家ダ・ビンチの夢 偉大な発明発見 近野十志夫／編
天才監督木下恵介 長部日出雄
テンサイちゃんとロボママ サイモン・ジェームズ

天使がくれた時計
リチャード・ポール・エヴァンズ／
著 笹野洋子／訳

天使のいる教室 宮川ひろ／作 ましませつこ／画
天使の牙 長編サスペンス 下 大沢在昌／著
天使の牙 上 大沢在昌
天使の囀り 貴志祐介／著
天使の屍 貫井徳郎／著

天使の自立  上
シドニィ・シェルダン／作 天馬竜行
／訳

天使のナイフ 薬丸岳
天使の柩 村山由佳
天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘
電車男 中野独人
でんしゃでいこう でんしゃでかえろう 間瀬なおかた



書籍名 シリーズ名 著者名
でんしゃでぽっぽー いもとようこ
でんしゃにちゅうい 紙芝居 79 野々口重／画 石川光男／作
でんしゃにのって とよたかずひこ
でんしゃの とけいえほん 講談社編集
でんしゃの本（はじめての発見シリーズ） ジャミ・プルニエール
でんしゃは うたう みねおみつ
天璋院篤姫下 宮尾登美子
天璋院篤姫上 宮尾登美子
天璋院篤姫と和宮 最後の大奥 鈴木由紀子
天上紅蓮 渡辺淳一
天上の青  下 曽野綾子／著
天上の青  上 曽野綾子／著
電人Ｍ 江戸川乱歩／著
転生の秘密 ジナ・サーミナラ／著 多賀瑛／訳
伝説のﾌﾟﾛ野球選手に会いに行く 高橋安幸

伝説の迷路
ヤマタノオロチの世界から神
話と物語の旅へ

香川元太郎

天体がわかる
ドラえもんの理科おもしろ攻
略  〔２〕

天地人 下 火坂雅志
天地人 上 火坂雅志
電池の実験 長尾潔／〔著〕 松岡達英／絵
天地明察 冲方丁
店長がバカすぎて 早見 和真
でんでら竜がでてきたよ おのりえん／作 伊藤英一／絵
でんでんむしのかなしみ 新美南吉
でんでんむしのかなしみ
転倒・骨折を防ぐ簡単！運動レシピ 監修 武藤芳照
テントウムシ 佐藤有恒／著
テントウムシはおまわりさん 松岡洋子／文 松岡達英／絵
天と地の守り人 第２部 上橋菜穂子
天と地の守り人 第３部 上橋菜穂子
天と地の守り人 第１部 上橋菜穂子
天に堕ちる 唯川恵
天に星 地に花 帚木蓬生
天女の末裔 鳥井加南子／著
天女の四ツ星 クムガン山物語 早船ちよ，鈴木たくま／著
天女湯おれん 諸田玲子

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

天の瞳  成長編 ２ 灰谷健次郎／著
天の瞳  成長編 １ 灰谷健次郎／著
天の瞳  少年編 ２ 灰谷健次郎／著
天の瞳  少年編 １ 灰谷健次郎／著
天の瞳  幼年編 １ 灰谷健次郎／著
天の瞳  あすなろ編 １ 灰谷健次郎／著
天の瞳 あすなろ編 Ⅱ 灰谷健次郎
天の瞳 幼年編 Ⅱ 灰谷健次郎



書籍名 シリーズ名 著者名
天の夜曲流転の海第四部 宮本輝
テンペスト 下 花風の巻 池上永一
テンペスト 上 若夏の巻 池上永一
天保悪党伝 藤沢周平
転迷 隠蔽捜査４ 今野敏
天命を知る 乱世に輝いた男たち 白石一郎／著
天網TOKAGEトカゲ2てんもう 特殊遊撃捜査隊 今野敏
天文台日記 科学の本 石田五郎／著
天路の旅人 沢木耕太郎
テンはロッジのお客さん 今井万岐子／文 今井国勝／写真

と ど・スピリチュアル日本旅 たかのてるこ

トアトアふしぎのくにへ
クラウス・バウムガルト／ぶん・え
みずのるりこ／やく

トアトアまよなかのぼうけん
クラウス・バウムガルト／ぶん・え
みずのるりこ／やく

トイ＝ストーリー ディズニー名作アニメ
トイ＝ストーリー２ 斎藤妙子
トイレ いけるかな わらべきみか
トウィンクル物語 森瑶子／著
ドヴォルジャーク わが祖国チェコの大地よ 黒沼ユリ子／著
東海道中膝栗毛 マンガ日本の古典  29
当確師 十二歳の革命 真山 仁
冬芽の人 大沢在昌
陶器作り 右高英臣／写真 七尾純／文
東京 にっぽんの旅5
東京DOLL 石田衣良
東京カウボーイ 矢作俊彦／著
東京奇譚集 村上春樹
東京自叙伝 奥泉光
東京島 桐野夏生
東京抒情 川本三郎
東京零年 赤川次郎
東京タワー 江國香織／著
東京のおもしろ問屋街・商店街 プラス
東京プリズン 赤坂真理

東京文学散歩 東京都高等学校国語教育研究会／編

東京平和維持軍 ＰＫＯ ｉｎ ｔｈｅ ｈｅａｒｔ 高野生／著

東京・松島殺人ルート 長編推理小説 西村京太郎／著
東京湾漂流死体は語る 岸善朗
道具の名前のなぞ 名前のはじまり探検隊⑤ 国松俊英
道具箱はささやく 長岡弘樹
峠うどん物語 下 重松清
峠うどん物語 上 重松清
峠越え 羽太雄平／著
峠越え 山本一力
峠の声 伊集院静／著



書籍名 シリーズ名 著者名
道元 松原泰道
慟哭の家 江上剛
倒産続きの彼女 新川 帆立
道三堀のさくら 山本一力
同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬
投資信託入門 稲葉清三
投資信託入門 稲葉清三
どうしてこいのぼりあげるの 紙芝居 51 高見八重子／画 吉野弘子／作
どうしても生きてる 朝井 リョウ
どうしても生きてる 朝井 リョウ
同潤会代官山アパートメント 三上 延
塔上の奇術師 江戸川乱歩／著

鄧小平伝 中国解放から香港返還まで
解放軍文芸出版社／編著 劉金田／ほ
か編

どうしようもないわたし…の酒 愛山アル中講談ネタ
下ろし

神田愛山／著

どうする ジョージ！ クリス・ホートン
どうする どうする あなのなか きむらゆういち
どうすればいいのかな？ 福音館の幼児絵本 渡辺茂男／大友康夫
どうぞのいす 香山美子
灯台からの響き 宮本 輝
東大教授が教える独学勉強法 柳川範之
東大落城 安田講堂攻防七十二時間 佐々淳行／著
とうちゃんと 工藤直子／著
とうちゃんの木 西本鶏介作 /ふりやかよこ絵
父ちゃんの料理教室 辻 仁成
道徳性の起源 ﾎﾞﾉﾎﾞが教えてくれること フランス・ドゥ・ヴァール
塔と重力 上田 岳弘
糖尿病に良い献立 宮川高一監修 /池上保子料理指導
等伯（下） 安部龍太郎
等伯（上） 安部龍太郎
逃避行 篠田 節子
どうぶつ はっけんずかん 山口まさよし
どうぶつえんのおいしゃさん どきどきしぜん 降矢洋子／さく
動物園の飼育係 西村豊／写真・文
どうぶつえんのなつやすみ 岡本一郎／作 高橋透／絵
動物園は心の学校 オリの中からのメッセージ 亀井一成／著
動物おもちゃ つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

動物会議
エーリヒ・ケストナー／作 高橋健二
／訳

動物学者 関戸勇／写真 山下恵子／文

動物記 少年少女世界名作全集16 シートン／原作 小林清之介／訳・文

動物記 新堂 冬樹
動物飼育図鑑  1 マーク・エバンズ／著
動物飼育図鑑  2 マーク・エバンズ／著
動物飼育図鑑  3 マーク・エバンズ／著
動物飼育図鑑  4 マーク・エバンズ／著



書籍名 シリーズ名 著者名
動物飼育図鑑  5 マーク・エバンズ／著
動物飼育図鑑  7 マーク・エバンズ／著
動物と話せる男 宮崎学のカメラ人生 塩沢実信／文 北島新平／絵
動物のお医者さん 細川剛／写真・文

どうぶつのおいしゃさんになりたいな
ミケラ・マンティン／作 トム・クッ
ク／絵

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん 薮内正幸／え
どうぶつのカーニバル 音楽ものがたり 東竜男／文 山田哲也／絵

動物のくらし
横山正指導/熊谷さとし漫画/加藤由
子立案・構成

動物の生態図鑑 岡俊彦
動物の大常識 これだけは知っておきたい ２ 佐々木 聖／成島 悦雄
動物のなかま 増井光子／著

動物の発明発見物語 アリストテレスから動物行動学 発明発見物語全集10 中村禎里

豆腐の如く 大活字本シリーズ 斎藤 茂太
逃亡 帚木蓬生／著
東北新幹線奥の細道殺人行 長編本格ミステリー 草川隆／著
透明怪人 江戸川乱歩／著
透明な迷宮 平野啓一郎
透明な夜の香り 千早 茜
透明な螺旋 東野 圭吾
とうめい人間になったドロボー 紙芝居 81 西村郁雄／絵 宇野克彦／作
とうめい人間の１０時 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
どぅもども ジーパンをはいた９０才 岩倉政治／著
とうもろこしおばあさん 秋野和子再話

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド
ローズ ドロシー／Ｒｈｏａｄｓ
Ｄｏｒｏｔｈｙ．／長滝谷 富貴子

動乱の刑事 堂場 瞬一
とおいあの日にたべたパン 上崎美恵子／作 鈴木幸枝／絵
遠い国からの殺人者 笹倉明／著
とおい夏の日 四万十川ものがたり 笹山久三／著
遠野伝説殺人事件 西村京太郎
都会の電車 檀上完爾／作 南正時／写真
戸隠伝説殺人事件 内田康夫／著
とかげのしっぽ 椋鳩十／ぶん 松井孝爾／え
時が滲む朝 楊逸
ドキドキ イソップ物語 吉川豊
ドキドキ忍者教室 吉川豊
ドキドキ夢うらない 鏡リュウジ／著
どきどきよぼうちゅうしゃ からだのえほん 小林まさこ／おかべ りか
ドキドキ両思い診断 Ｇ・ダビデ研究所／著
時間の花束 ブーケデュダン 三浦 百惠
ときめき誕生日うらない 榊その／著
ドキュメント 湊 かなえ
徳川家康 平方久直／著
徳川秀忠  上 戸部新十郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名
徳川秀忠  下 戸部新十郎／著
徳川慶喜家の子ども部屋 榊原喜佐子／著
読書と或る人生 福原麟太郎／著
特捜戦隊デカレンジャ－決戦超百科 大島康継
特捜戦隊デカレンジャーひみつ超百科 決定版
Ｄｒ．コパの神さまを味方につける本 幸福な人生の
ヒント

小林祥晃／著

徳田秋聲集 筑摩現代文学大系１０ 徳田秋聲
徳富蘆花 木下尚江 岩野泡鳴集 筑摩現代文学大系 5 徳富蘆花 木下尚江 岩野泡鳴
毒の鎖 非道人別帳 ２ 森村誠一／著
どくのはいったかめ 紙芝居 115 多田ヒロシ／文画
時計塔の秘密 江戸川乱歩／著
とけいのほん1 まついのりこ
とけいのほん2 まついのりこ
トゲトゲ日記 サボテンとハリネズミ 落合恵子
とける、とろける 唯川恵
土光敏夫の生い立ちと素顔 松沢光雄著

どこかにキミを愛する人が
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

どこから行っても遠い町 川上弘美
戸越銀座でつかまえて 星野博美
トコちゃんとあまめはぎ 鶴見正夫／作 福田岩緒／絵
とこちゃんはどこ 松岡享子／作 加古里子／え
どこまでも いっしょ 国栖晶子著
年をとる楽しみ 吉沢久子／上坂冬子
年下のセンセイ 中村航
どしゃぶりのひに ちいさな絵童話りとる ２６ 木村裕一／あべ弘士
図書館戦争 有川浩
としょかんライオン ミシェル・ヌードセン
都市ヨコハマ物語 田村明／著
図書室にうかぶ霊 日本児童文学者協会／編

図書室のルパン
あかね・新読み物シリーズ・
21

河原潤子・作/むかいながまさ・絵

トスカのクリスマス 講談社の翻訳絵本
モーティマー アン／Ｍｏｒｔｉｍ
ｅｒ Ａｎｎｅ．／スタージス マ
シュー

土星 輪のある惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

土星が水に浮くっていうのはホント？ 子供の科学編集部／編
土星のわなんでできてるか知ってる？ 子供の科学／編
十津川警部「荒城の月」殺人事件 講談社ノベルス ニＢ－４９ 西村京太郎
十津川警部捜査行 伊豆箱根事件簿 西村京太郎
十津川警部捜査行ー北陸事件簿ー 西村京太郎
十津川警部捜査行みちのく事件簿 西村京太郎
十津川警部「友への挽歌」 西村京太郎
十津川警部簿捜査行北の事件簿 西村京太郎
とっきゅう５０ 小賀野実写真
とっきゅうだいしゅうごう



書籍名 シリーズ名 著者名
特許破りの女王 弁理士 大鵬 未来 南原 詠

とっておきの めんレシピ７２
人気のパスタから、うどん、
中華めんまで

とっても簡単！パスタ 田口成子
トットちゃんと私 黒柳朝／著
トットひとり 黒柳徹子
とっぴんぱらりの風太郎 万城目学
とっぺんのとけい 井上よう子／作 永井郁子／絵
怒涛の厄年 三谷幸喜

ドーナツの歴史物語 お菓子の図書館 ヘザー・デランシー・ハンウィック

となりのイスラム
世界の3人に1人がイスラム教
徒になる時代

内藤正典

隣りの女 向田邦子／著
となりのトトロ 宮崎 駿
となり町戦争 三崎亜記
とにかく、しつこくアマゾンネブリナ ギアナ高地ひ
とり旅

敷島悦朗／著

どのくらいかな？
チャールズ Ｆ．リン／著 ドン マ
ドン／画

とのさまサンタ 本田カヨ子／ぶん ながのひでこ／え

トノサマバッタ 佐藤有恒／写真 小田英智／文
どの宗教が役に立つか ひろさちや／著
どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 1

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 2

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 3

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 4

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 5

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド 6

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか 中学生のための図書館活用ブック
ガイド １９８９年追録版

図書館資料研究会／編

どの本で調べるか  第１巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第２巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第３巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第４巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第５巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第６巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第７巻 図書館資料研究会／編
どの本で調べるか  第８巻 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 １９８８年追録版

図書館資料研究会／編



書籍名 シリーズ名 著者名
土漠の花 月村了衛
とはずがたり マンガ日本の古典  13 いがらしゆみこ
とびきりのおくりもの 仁科幸子

とびだす図鑑 恐竜
ロバート・タインシュ サイモン・
マグフォード

とびだせズッコケ事件記者 那須正幹／作 前川かずお／絵
どびたておおたか 室伏三喜男／ぶん・え
扉のむこうの物語 岡田淳／作・絵

飛ぶ教室
エーリヒ・ケストナー／作 高橋健二
／訳

飛ぶ教室
エーリヒ・ケストナー／原作 植田敏
郎／訳

とべ！アンパンマン やなせ たかし
跳べ、暁！ 藤岡 陽子
とべあほうどり 長谷川博／ぶん 伏原納知子／え

とべたよハリー
さく＝キム・ルイスやく＝もりやま
みやこ

とべとべこいのぼり きむらゆういち
とべないホタル 小沢昭巳／作 森寛子／画
とべないほたる えほん 小沢昭巳／作 吉田むねふみ／画
とべバッタ 創作大型えほん 田島征三
トーマスのかくれんぼえほん ど～こだ？ ウィルバート・オードリー
とまどい本能寺の変 岩井三四ニ
トミカコレクション2006
トミカコレクション2012 超ひみつゲット！77
トミカコレクション2022 タカラトミー
トミカ超図鑑デラックス
トミカ超図鑑プレミアム タカラトミー監修
左見右見四字熟語 別役実
トミックス大百科 超ひみつゲット！⑭
ドミノin上海 恩田 陸
ドミノ倒し 貫井徳郎
トミーの夕陽 鶴島緋沙子／著

トム・ソーヤーの冒険 小学館世界の名作9
原作マーク・トウェイン 文 三木
卓

トムとジェリーをさがせ！ はちゃめちゃショーが
はじまるぞ！

宮内 哲也

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス
とめどなく囁く 桐野 夏生
共喰い 田中慎弥
ともだちごっこ 作・内田麟太郎/絵・降矢なな
ともだちになろう ミース・ファン・ハウト
ともだちになろう ミース・ファン・ハウト

友だちになろうよ、バウマンおじさん
ﾋﾟ-ﾄ･ｽﾐｽ 作 佐々木田鶴子 訳 ﾌｪﾙﾄﾊｳｽ
絵

ともだちみつけた 森山京

ともだちはドラゴン
アソル・マクドナルド著/戸田早紀や
く



書籍名 シリーズ名 著者名
豊田章男が愛したテストドライバー 稲泉連
豊田佐吉 日下部山／著
トヨタの失敗学 「ミス」を「成果」に変える仕事
術

（株）OJTソリューションズ

豊臣秀吉 北島春信／著
豊臣秀吉・乱世の魔術師 英雄パラダイムシリーズ シブサワ・コウ
ドライフラワーディスプレイ 春・夏・秋・冬 宇野汀子／著
ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ⑤ 宇宙大探検 藤子・F・不二雄
ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ⑨ なぞの生き物
大探検

藤子・F・不二雄

ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ③ 地球大探検 藤子・F・不二雄
ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ⑬ 植物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ② 生き物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ⑧ 乗り物大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ⑥ からだ大探検 藤子・F・不二雄

ドラえもんクイズあそび. 6 藤子・F・不二雄キャラクター原作
ドラえもん世界の国旗 全百科 藤子・F・不二雄
ドラえもん 小学漢字１００６ 下村昇

ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔５〕
ドラえもんの学習シリ－ズ 面
積・体積がわかる

小林敢治郎著

ドラえもんの音楽おもしろ攻略  〔１〕

ドラえもんの音楽おもしろ攻略 〔１〕楽ふがよめる ドラえもんの学習シリーズ

ドラえもんの音楽おもしろ攻略  リコーダーがふけ
る

ドラえもんの学習しリーズ

ドラえもんのかん字じてん  ステップ１ 栗岩英雄／著
ドラえもんの漢字辞典  ステップ２ 栗岩英雄／著
ドラえもんの慣用句びっくりことば辞典 国語おもしろ攻略 栗岩英雄
ドラえもんの国語おもしろ攻略  〔２〕

ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔４〕
俳句・短歌がわかる ドラえも
んの学習シリーズ

ドラえもんの国語おもしろ攻略  〔１〕 すらすら作文が書ける
ドラえもんの算数おもしろ攻略かけ算・わり算 小林敢治郎／〔著〕
ドラえもんの算数おもしろ攻略図形がわかる 小林敢治郎／著

ドラえもんの算数おもしろ攻略たしざん・ひきざん 小林敢治郎／〔著〕

ドラえもんの算数おもしろ攻略たしざん・ひきざん ドラえもんの学習シリーズ 小林 敢治郎

ドラえもんの算数おもしろ攻略文章題がわかる  続 小林敢治郎／著

ドラえもんの算数おもしろ攻略文章題がわかる ドラえもんの学習シリーズ 小林敢治郎

ドラエもんの算数おもしろ攻略分数・小数がわかる 小林敢治郎／著

ドラえもんの社会科おもしろ攻略  〔１〕
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  〔２〕



書籍名 シリーズ名 著者名
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  〔３〕 ドラえもんの学習シリーズ
ドラえもんの小学生らくらく勉強法 ドラえもんの学習シリーズ

ドラえもんの日本の歴史１５人
ドラえもんの学習シリーズ
はじめの１歩はこの人から！

藤子・F・不二雄プロ

ドラえもんのまんがで覚える英語辞典 五島正一郎,グレン・ファリア編
ドラえもんの理科おもしろ攻略  〔１〕
ドラキュラさんようこそ！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

ドラゴンの眼  下
スティーヴン・キング／著 雨沢泰／
訳

ドラゴンの眼 上
キング スティーヴン／Ｋｉｎｇ
Ｓｔｅｐｈｅｎ．／雨沢 泰

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

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

トラッシュ 増島 拓哉
とらのこ とらこ きくち ちき
ドラママチ 角田光代
トランプは市場に何をもたらすか！？ 竹中平蔵他
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
トリガー 上 真山 仁
とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 １３ 中江嘉男／上野紀子
トリガー 下 真山 仁

トリケラトプス 恐竜王国 3
ファビオ マルコ ダラ ヴェッキ
ア

鳥さんとんで 中村登流／ぶん 薮内正幸／え
取締役の首 清水一行／著
鳥たち よしもとばなな
ドリトル先生アフリカへいく 南條竹則 文 茂田井武 絵
ドリトル先生アフリカゆき ロフティング／作 井伏鱒二／訳

ドリトル先生航海記
ヒュー・ロフティング／作 井伏鱒二
／訳

ドリトル先生航海記 少年少女世界名作全集21
ロフティング／原作 吉田新一／訳・
文

ドリトル先生月へゆく
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 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 ロフティング／著 井伏鱒二／訳
ドリトル先生と秘密の湖 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
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 ロフティング／著 井伏鱒二／訳

ドリトル先生のサーカス ドリトル先生物語
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 ロフティング／著 井伏鱒二／訳
ドリトル先生の動物園 ロフティング／著 井伏鱒二／訳
ドリトル先生の郵便局 ロフティング／著 井伏鱒二／訳
トリニティ 窪 美澄



書籍名 シリーズ名 著者名

鳥のかんさつ 茅野敏英／指導 柚木修／立案・構成

とり残されて 宮部みゆき／著
鳥の生態図鑑 伊藤年一
ドリームバスター 宮部みゆき／著
ドリーム・ブック 「夢」のシンボル辞典 ベティ・ベサーズ著/坂内慶子訳
とりもどせぼくたちの海 岡本文良／作 高田勲／絵

トルコ
ステファン・Ｃ．ファインスタイン
／著 坂本輝世／訳

とるとだす 畠中 恵
とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ らくだ
いにんじゃらんたろう

尼子騒兵衛／作・絵

どろぼうをつかまえろ！ テディとアニー ５
レッドファーン ノーマン／Ｒｅｄ
ｆｅｒｎ Ｎｏｒｍａｎ．／ギバー
ド レス

どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん ４ 加古里子
どろぼうがっこう ぜんいんだつごく かこさとし
どろぼうたいじで100点満点！？ らくだいにんじゃらんたろう 尼子騒兵衛
どろんこおそうじ ＜こどものとも＞傑作集 ８３ 佐藤 和貴子
どろんこどろんこ！ 福音館の幼児絵本 渡辺茂男／大友康夫
どろんこハリー ジーン・ジオン
トワイライト・シャッフル 乙川優三郎
とわの庭 小川 糸
鈍感力 渡辺淳一
ドン・キホーテの国 中丸明／著
ドングリ 埴沙萠／著
どんぐり こうやすすむ／さく
ドングリ・ドングラ コマヤスカン
どんぐりと山猫 宮沢賢治／文 佐藤国男／画
どんぐりのき 亀岡亜希子

どんぐりノート
ひろってうれしい 知ってた
のしい

岩佐祐子

どんぐりむらのおまわりさん なかやみわ
どんぐりむらのだいくさん なかやみわ
どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ
どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ
どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ
どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ
どんぐりむらのほんやさん なかやみわ
どんぐりむらのいちねんかん なかやみわ
どんぐりむらのどんぐりえん なかやみわ
ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子／大島妙子
敦煌 井上靖
とんことり 筒井頼子／さく 林明子／え
とんだドーナツ 田沢梨枝子／作・絵
とんだトラブル！？タイムトラベル 友乃雪
とんちのきっちょむさん むかしむかしばなし １６ 望月新三郎／ナメ川 コーイチ
トン・チン・カンの科学教室 学研まんがひみつシリーズ 渡辺省三／漫画



書籍名 シリーズ名 著者名
とんでいったおなべ 神沢利子／作 岩村和朗／絵
とんでけとんでけおおいたい！ 梅田俊作，梅田佳子／作・絵
とんでもない 鈴木のりたけ
とんでもない母親と情ない男の国日本 マ－クス寿子
とんでろじいちゃん 山中恒
どんどこももんちゃん とよた かずひこ
とんとんとむーむー 村山桂子／作 さとうわきこ／絵
どんなかんじかなあ 中山千夏ぶん和田誠え
どんなときもきみを アリスン・マギー

どんなにきみがすきだかあててごらん 児童図書館・絵本の部屋
マクブラットニ・サム／ＭｃＢｒａ
ｔｎｅｙ Ｓａｍ．／ジェラーム
アニタ

どんなもんだい!?ドラえもん. 1 1.どうぶついっぱい

トンネルくぐって 紙芝居 98 富永秀夫／画 中村悦子／〔ほか〕作

ドン・ノミ太のでぶでぶ王子 赤木由子／作 間瀬なおかた／絵

どんぶり百珍
マイライフシリーズ特集版 ｎ
ｏ．２６８

浅田峰子

とんぼのうんどうかい 加古里子／著
とんぼのめがね 小林与志／著
どんまい 重松 清

な 「なぜ？」に答える科学のお話366 生きものから地球・宇宙まで 長沼毅
「灘→東大理Ⅲ」の３兄弟を育てた母の秀才の育て
方

佐藤亮子

7.5グラムの奇跡 砥上 裕將

内臓脂肪症候群にならない「健康法」
3つの生活習慣があなたを"死
の四重奏"

松原英多

ないたあかおに
はまだひろすけ 絵 いけだたつお
作

ないた赤おに 浜田 廣介
ナイチンゲール 土田治男／著

ナイチンゲール だれもひとりで死なせてはならない アンジェラ・ブル／作 榊直子／訳

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

ないて百にん力 紙芝居 112 東川洋子／文 池田げんえい／画
ナイト・ガーデニング E・L・スワン 著 青梅恵子 訳
ないものねだりのあおむしラブリン つかさじゅん
ナイルに死す ハヤカワ文庫 加島 祥造

長い家路  上
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

長い家路  下
ダニエル・スティール／作 天馬龍行
／訳

長いお別れ 中島京子
永井荷風集 筑摩現代文学大系 16 永井荷風

長生き競争
ちょっと長めのショ－トショ
－ト

星新一

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 槙孝子 鬼木豊



書籍名 シリーズ名 著者名
ながいながいおるすばん 学研ワールドえほん パス・ロデーロ
長い長い殺人 宮部みゆき
永井路子の方丈記・徒然草 永井路子／著
長い道程 下 大活字本シリーズ 堀和久
長い道程 上 大活字本シリーズ 堀和久
中川昌彦のスーパー読書術 中川昌彦／著
長きこの夜 佐江衆一
長くあそべる フェルトのおもちゃとおままごと 単
行本

谷口綾子 他

長く暑い夏の一日 渡辺淳一／著
長く高い壁 浅田 次郎
ながぐつをはいたねこ せかいむかしばなし９ 稗田宰子／文 赤坂三好／絵
ながぐつをはいたねこ 紙芝居17 野々口重／画 ペロー／作
ながぐつをはいたねこ 世界名作絵本ライブラリー③ ペロー／原作 間所ひさこ／文

長くつ下のピッピ
アストリッド・リンドグレーン／作
大塚勇三／訳

長靴をはいた猫 徳間アニメ絵本20 原作・シャルル・ペロー
なか区歴史の散歩道 横浜開港資料館編  寄贈
長崎異人館の死線 上野着６時２６分の壁長編推理小
説

津村秀介／著

ナガサキに翔ぶ ふりそでの少女像をつくった中学生
たち

山脇あさ子／著

ながさきの子うま 大川悦生／さく 宮本忠夫／え
長崎ぶらぶら節 なかにし礼／著
長崎蘭学の巨人 志筑忠雄とその時代 松尾龍之介
長崎ロシア遊女館 渡辺淳一／著
流されびと考 杉本 苑子
中嶋悟・「ぜんぶＦ１から教わった」 中嶋悟／述 高橋健二／構成
長島茂雄の少年野球教室  4 長島茂雄／著
長嶋少年 ねじめ正一
鳴かずのカッコウ 手嶋 龍一
中仙道六十九次 平岩 弓枝
仲蔵狂乱 松井今朝子
仲蔵狂乱 上 大活字本シリーズ 松井 今朝子
仲蔵狂乱 下 大活字本シリーズ 松井 今朝子
なかないでくまのオスカー 学研ワールドえほん オディール ガルツィフルグー

なかないでビッグバード
サラ・ロバーツ／ぶん トム・レイ／
え

なかにいるのだあれ 飯島敏子／作 水野二郎／絵
中村眞一郎 福永武彦集 筑摩現代文学大系 75 中村眞一郎 福永武彦
中村寿美子の介護相談室 中村寿美子
中村光夫 唐木潤三 吉田健一集 筑摩現代文学大系 ７６ 中村光夫 唐木順三 吉田健一
中山義秀 阿部知二集 筑摩現代文学大系 55 中山義秀 阿部知二
なかよしおばけのゆかいなけっこんしき ジャック・デュケノワ

なかよしザウルス
アソル・マクドナルド著/戸田早紀や
く

長与善郎 野上弥生子集 筑摩現代文学大系 23 長与善郎 野上弥生子
流れ星・隕石 科学のアルバム 藤井旭／著



書籍名 シリーズ名 著者名
流れる血液 呼吸・循環・排出 井上大助まんが
なぎさ 山本文緒
梛の花
なきむしえんはおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え
なきむしこぞう 今村葦子
泣き童子（わらし） 三島屋変調百物語 参之続 宮部 みゆき

泣く男 Ｇｉｒｌ′ｓ ｄａｙ ａｎｄ ｎｉｇｈｔ 藤村かおり／著

鳴く虫の世界 佐藤有恒／写真 小田英智／文
なごり歌 朱川湊人
なずな 堀江敏幸
なぜ、一流の人はハードワークでも心が疲れないの
か？

実践版「レジリエンス・ト
レーニング」

久世浩司

なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田尚記
なぜ？どうして？かがくのお話 １年生 大山光晴
「なぜか人に好かれる人」の共通点 斎藤茂太／著
なぜと問うのはなぜだろう 吉田夏彦／著
なぜなにきょうりゅう 写真でわかる 小林公成
なぜなにQAこんちゅう 写真でわかる 小林公成
なぜなにどうぶつ 写真でわかる 小林公成
なぜなに とり 写真でわかる 小林公成

なぜ美人ばかりが得をするのか
ナンシー・エトコフ／著 木村博江／
訳

なぜ火はいつも上に向かって燃えるの？ 子供の科学編集部／編

謎解き図鑑 こんなふうに作られる
身のまわり６９品のできるま
で

ビル・スレイヴィン

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉
謎解きはディナーのあとで ３ 東川篤哉
なぞなぞあそびえほん 角野栄子
なぞなぞアルファベット きたむらさとし／〔著〕
なぞなぞＱ大挑戦 田淵秀明／著
なぞなぞ大集合 学習まんが・ふしぎシリ－ズ
なぞなぞ大冒険  1 なぞなぞ王国を救え！ 田淵秀明
なぞなぞ大冒険  3 田淵秀明／著
なぞなぞ大冒険  2 田淵秀明／著
なぞなぞのすきな女の子 松岡享子／作 大社玲子／絵
なぞなぞのたび 石津ちひろ・絵/荒井良二
なぞなぞのみせ 石津 ちひろ
なぞなぞびっくり大百科 最強なぞなぞ500問 ながたみかこ
なぞなぞライオン 佐々木マキ
なぞなぞリラックマ キャラぱふぇ編集部
なぞの生き物大探検 藤子・Ｆ・不二雄／著
なぞのおばけカレー わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵
謎のズッコケ海賊島 那須正幹／作 前川かずお／絵
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 相談小説 姫野カオルコ
謎の独立国家 ソマリランド 高野秀行
なぞのめいろ王国 にゃんたんのゲームブック 巻左千夫



書籍名 シリーズ名 著者名

なぞの惑星メタルーナ かのういちろう／作 谷村ひとし／絵

夏が逝く瞬間 原田伊織
納豆のレシピ９３ 上村泰子
夏にふった雪 静岡・愛知 平方久直／編著
なつのあさ 谷内こうた
夏の騎士 百田 尚樹
夏の最後の薔薇 連城三紀彦／著
夏の星座のはなし 前川光／著 村上康成／絵
夏の庭 Ｔｈｅ ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本香樹実／作
なつのゆきだるま G・ジオン
夏目漱石 石井宗吾／著
夏物語 川上 未映子
夏休み昆虫のかんさつ 小田英智／文
夏休み植物のかんさつ  別巻
夏休みなんでもブック 自然観察と工作 小学３・４
年

子供の科学編集部／編

夏休みなんでもブック 自然観察と工作 小学３・４
年

子供の科学編集部／編

夏休みなんでもブック 自然観察と工作 小学５・６
年

子供の科学編集部／編

ななちゃんのおかたづけ つがね ちかこ
ななちゃんのおきがえ つがねちかこ
７４歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってい
る

ミツコ

七つの会議 池井戸潤
七つの怖い扉 阿刀田高／〔ほか著〕

７つの習慣 成功には原則があった！
スティーブン・Ｒ．コヴィー／著
ジェームス・スキナー／訳

七つの試練 池袋ウエストゲートパークXIV 石田 衣良

ナナばあさんのまじょスープ 紙芝居 89 平井貴子／画・作
７００歳のスイス アルプスの国の過去と今と未来 宮下啓三／著
ナニカアル 桐野夏生
何がどうなるペイオフのすべて 日本経済新聞社／編
なにかな なにかな 三好碩也／作 いもとようこ／絵
なにげにてごわい日本語 金井勇人・他
何様 朝井リョウ
なにしてる なにしてる 多田 ヒロシ
なにになるの マカロニさん まるやまなお
何者 朝井リョウ

何ものも恐れるな  上
ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／
訳

何ものも恐れるな  中
ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／
訳

何ものも恐れるな  下
ディーン・クーンツ／作 天馬龍行／
訳

なにを たべてきたの？ 岸田衿子



書籍名 シリーズ名 著者名
菜の花の沖 ＜一＞ 司馬遼太郎
名札のない荷物 松本清張
ナポレオン 久保喬／著
波打ち際の蛍 島本理生
涙倉の夢 柏葉 幸子
なみだくんありがとう からだのえほん ７ 小林まさこ／今井 弓子
泪壺 渡辺淳一／著
涙はふくな、凍るまで 大沢在昌
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾
名もなき王国 倉数 茂
名もなき毒 宮部みゆき
ナルニア国物語 カスピアン王子のつのぶえ C.S ルイス作/瀬田貞二訳
ナルニア国物語 朝びらき丸 東の海へ C.S.ルイス/作、瀬田貞二/訳
ナルニア国物語 ライオンと魔女 C.S.ルイス作/瀬田貞二訳
なるほど英国、やっぱりロンドン イギリスは奥が深
い！

野元摂／著

名をこそ惜しめ 津本陽
南紀殺人事件 内田 康夫
なんきょくのタロとジロ 紙芝居 56 田中秀幸／画 高木あきこ／文
汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師 手嶋龍一
汝、星のごとく 凪良 ゆう
なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 斉藤洋／作 大沢幸子／絵
なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 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 斉藤洋／作 大沢幸子／絵
なん者ひなた丸白くもの術の巻 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 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 斉藤洋／作 大沢幸子／絵
なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤洋／作 大沢幸子／絵
なんだこれは 横山 寛多
なーんだなんだ カズコG・ストーン
なんでもありや 森毅／著
なんでもできる！？ 五味太郎
なんでもまる見え大図鑑 ジャクリーン・ﾐｯトンほか

なんとかなるって！
ブリジット・ペスキーヌ／作 大沢晶
／訳

なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄
なんのぎょうれつ? オームラ トモコ
なんのじゅうたい? オームラ トモコ
難病(小児ガン)からの生還 田山淳著
南仏プロヴァンスの１２か月 ピーター・メイル／著 池央耿／訳
南冥の雫 満州国演義８ 船戸与一

に 2.43 清陰高校男子バレー部 壁井ユカコ
200年住宅でよかった 花田あゆみ
２０１０年生まれ赤ちゃんの幸せ吉名事典 成田圭似
2020手編み大好きspring&summer
2020年の恋人たち 島本 理生
20世紀の記録 32 秋永 芳郎/藤咲 栄三
20代で得た知見 Ｆ



書籍名 シリーズ名 著者名
25時のイブたち 明野照葉
に～っこり いしづちひろ
贄門島 上 内田康夫
贄門島 下 内田康夫
にぎやかな天地 下 宮本輝
にぎやかな天地 上 宮本輝
にぎやかな落日 朝倉 かすみ
肉眼で見た北朝鮮 山本展男／著
肉でつくる 家庭科教育研究者連盟／編
肉と衣のあいだに神は宿る 松井雪子
逃げる男 天馬 竜行
にごりの月に誘われ 本城 雅人
２歳のえほん百科
2歳のえほん百科 榊原 洋一
西一番街ブラックバイト 池袋ウェストゲートパー
クXⅡ

石田衣良

にじいろガーデン 小川糸
にじいろの さかな 谷川 俊太郎
にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル／作 南本史／訳

にじいろのさかな
マーカス・フィスター／作 谷川俊太
郎／訳

にじいろの さかな うみの そこの ぼうけん
マーカス・フィスター＝作 谷川俊
太郎＝訳

にじいろのさかなしましまをたすける！
マーカス・フィスター／作 谷川俊太
郎／訳

虹をみた日 ヒロシマ、少女あきの物語 大野允子／作 永田治子／絵
錦 宮尾登美子
２０世紀 写真でみる世界の１００年、日本の１００
年！

仁科芳雄／本多光太郎 基礎科学体系化なる 日本編
関口たか広／漫画 佐々木ケン／シナ
リオ

虹の彼方 小池真理子
虹の刺客 小説・伊達騒動 上 森村誠一／著
虹の刺客 小説・伊達騒動 下 森村誠一／著
虹の谷のスーパーマーケット 池川恵子／作 村上勉／絵
にじのピラミッド アンパンマンプチシアター やなせたかし
西の魔女が死んだ 梨木香歩／著
虹の岬 辻井喬／著
２１世紀こども百科 羽豆成二／監修 日高敏隆／監修
２１世紀世界の民族紛争 生活シリーズ 福岡 政行
二十四の瞳 愛と青春の名作集 壺井栄／著
二重生活 小池真理子
二十面相の呪い 江戸川乱歩／著
24人のビリーミリガン(下)

２４人のビリー・ミリガン 上
キイス ダニエル／Ｋｅｙｅｓ Ｄ
ａｎｉｅｌ．／堀内 静子

にじをつくったのだあれ？ りぼんのしかけえほん ベティ・アン・シュワルツ
にせもののかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
にたり地蔵 澤田ふじ子
日没 桐野 夏生
日輪の賦 澤田瞳子
日韓古代史の謎 シンポジウム 朝日新聞社／編
ニッキの火星探検 コヤマスカン
ニッケル・アンド・ダイムド アメリカ下流社会の現実 バーバラ・エーレンライク
日光那須・塩原 マップルガイド ; 9
日光例幣使道の殺人 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝
ニッポン官僚よどこへ行く 生田忠秀／著
にっぽんちず絵本 とだこうしろう
日本中枢の崩壊 古賀茂明

日本のかなしい話
日本むかし話・ふしぎシリー
ズ

大高ゆきお構成・執筆/羽馬かおりま
んが

日本のこわい話
日本むかし話・ふしぎシリー
ズ

大高ゆきお構成・執筆/ひゃくた保孝
まんが

日本のとんち話 ふしぎシリーズ
大高ゆきお／構成・執筆 ヨシダ忠／
まんが

日本のゆかいな話
日本むかし話・ふしぎシリー
ズ

大高ゆきお構成・執筆/島田コージま
んが

日本のゆかいな話
日本むかし話・ふしぎシリー
ズ

大高ゆきお構成・執筆/島田コージま
んが

日本のわらい話
日本むかし話・ふしぎシリー
ズ

大高ゆきお構成・執筆/アリマ・カヨ
コ〔ほか〕まんが

二度と戻らぬ 森巣博
似ない者夫婦 津村節子
二年間の休暇 ジュール・ベルヌ／作 朝倉剛／訳
二宮金次郎 松山市造／著
二宮康明のわりばし機１０機選 二宮康明／著
二平方メートルの世界で 前田 海音
日本をあるいた四千万歩 世界の探検冒険 近野十志夫／編
日本外交イソップ物語 加来耕三／著
日本歌曲の父山田耕筰 西条嫩子／文 藤川秀之／絵
日本がつくる新文明 入江隆則／著
ニホンカモシカ 宮崎学／著
にほんご 安野光雅／〔ほか〕編集
日本国紀 百田 尚樹
「日本国憲法」なのだ！ 赤塚不二夫，永井憲一／編著
日本国誕生への道 久保哲三／監著
日本語の科学が世界を変える 松尾義之
日本語はいかにつくられたか？ 小池清治／著
日本サクラソウ 鈴鹿冬三／著
ニホンザル 西川治／著
ニホンザルの心を探る 正高信男／編著

日本史の内幕
戦国女性の素顔から幕末・近
代の謎まで

磯田 道史

日本人の心のゆくえ 河合隼雄／著
日本人はどこから来たのか？ 海部陽介
日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る 浅枝敏行



書籍名 シリーズ名 著者名
日本人へ リーダー篇 塩野七生
日本人へ 国家と歴史篇 塩野七生
日本人は何処から来たか 血液型遺伝子から解く 松本秀雄／著
日本精神史（下） 長谷川宏
日本精神史（上） 長谷川宏
日本-喪失と再起の物語（下） 黒船、敗戦、そして3.11 ディヴィッド・ピリング
日本-喪失と再起の物語（上） 黒船、敗戦、そして3.11 ディヴィッド・ピリング
日本存亡のとき 高坂正尭／著
日本地図帳 平凡社版
日本地名大百科 ランドジャポニカ
日本茶・紅茶・中国茶 おいしいお茶のカタログ 南廣子／監修
日本沈没第二部 小松左京＋谷甲州
日本でいちばん大切にしたい会社 坂本光司
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
日本とは何なのか 国際化のただなかで 梅原猛／編著
日本の詩情滝廉太郎 大山真人／文 中地智／絵
日本の城200 小和田 哲男
日本の城攻・防の戦略 究極の巨大要塞の秘密 藤崎定久著
日本の鉄道 路線と車両の大図鑑 ＪＲ編 櫻井 寛

日本の年中行事 白鳥文子，ジョン・ポーター／共著

日本の年中行事 ７月・８月 深光富士男／竹内 誠
日本の年中行事 ９月・１０月 深光富士男／竹内 誠
日本の年中行事 １１月・１２月 深光富士男／竹内 誠
日本の年中行事 １月・２月 深光富士男／竹内 誠
日本の年中行事 ３月・４月 深光富士男／竹内 誠
日本の年中行事 ５月・６月 深光富士男／竹内 誠
日本の病院ランキング 丹羽幸一／編著
日本の「マンガの神様」 すばらしい芸術家 近野十志夫／編
日本の名作童話 絵本下 新美南吉他
日本の名作童話 絵本上 新美南吉他
日本の歴史
日本の歴史をつくった人びと  第１巻
日本の歴史をつくった人びと  第２巻
日本の歴史をつくった人びと  第３巻
日本の歴史をつくった人びと  第４巻
日本の歴史をつくった人びと  第５巻
日本の歴史をつくった人びと  第８巻
日本の歴史をつくった人びと  第９巻
日本の歴史をつくった人びと  第１２巻
日本の歴史をよみなおす  続 網野善彦／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
日本のんびり旅行 社会科まんが 1 秋玲二／著
日本のんびり旅行 社会科まんが 2 秋玲二／著
日本のんびり旅行 社会科まんが 3 秋玲二／著
日本のんびり旅行 社会科まんが 4 秋玲二／著
日本のんびり旅行 社会科まんが 5 秋玲二／著
日本のんびり旅行 社会科まんが 6 秋玲二／著



書籍名 シリーズ名 著者名
日本発掘！ ここまでわかった日本の歴史 文化庁 編
日本美術名宝展 御在位六十年記念
日本美縄文の系譜 宗左近／著
日本文学名作案内 立石伯
日本文化における時間と空間 加藤周一
ニホンブンレツ 山田悠介
日本むかしばなし  1 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
日本むかしばなし  2 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
日本むかしばなし  3 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
日本むかしばなし  4 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
日本むかしばなし  5 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
日本名刹大事典 圭室文雄／編

日本名城画集成
知られざる城郭画家が描いた
美しい復元鳥瞰図

西ヶ谷恭弘

日本野生植物図鑑
日本歴史館
日本列島地図の旅  続々 大沼一雄／著
日本列島は沈没するか？ 西村一・藤崎慎吾・松浦晋也
日本は誰のものか 佐高信／著
ニムロッド 上田 岳弘
にゃんこだいすき 福田豊文/植木裕幸
にゃんにゃん探偵団 おひるね 赤いとびらの家事件の巻 杉山亮

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

ニュースステーション政治記者奮闘記 三反園訓
ニュースの考古学 猪瀬直樹／著
ニュースの「大疑問」 わかる、みえる、世の中のか
らくり

池上彰／著

ニュースの地図帳 池上彰
ニュートン 野田彰／著
ニューヨーク ブルーガイド海外版出版部／編
ニューヨーク「秘境」探検 浅井秀剛
ニューヨークからの採用通知 素顔のワーキングウー
マン・ストーリー

野田香里／著

ニューヨーク式バストアップ・クリニック 広瀬伸次著
女院徳子の恋 榛葉英治／著
女人入限 永井 沙耶子

ニルスのふしぎなたび 紙芝居 26
成川裕子／作・画 ラーゲルレーフ／
原作

にわさきのむし しゃがんでみつけた 小林俊樹／ぶん たかはしきよし／え

庭師が教えるベランダで楽しむ「庭」づくり 小杉左岐
にんきものいちねんせい つちだ のぶこ
人形館の殺人 戦慄の新本格推理 綾辻行人／著
任侠シネマ 今野 敏
人形作り 木戸征治／写真 国松俊英／文

人形つかいのポーレ Ｔｈ．シュトルム／作 中山知子／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
人魚となぞの木 かいぞくポケット  9 寺村輝夫／著
人魚の眠る家 東野圭吾
人間 心とからだ
人間 又吉 直樹

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

人間失格 愛と青春の名作集 太宰治
にんげんだもの 相田 みつを
人間と違って魚がおぼれないのはなぜ？ 子供の科学編集部／編
人間のからだ 横山正／指導 森有子／漫画
人間の体にカビがはえるってホント？ 子供の科学編集部／編
人間の幸福 宮本輝
人間の条件 下 森村誠一
人間の条件 上 森村誠一
人間の証明ｐａｒｔ２ 狙撃者の挽歌 下 森村誠一／〔著〕
人間の証明ｐａｒｔ２ 狙撃者の挽歌 上 森村誠一／〔著〕
人間の美術  1
人間の美術  2
人間の美術  3
人間の美術  4
人間の美術  5
人間の美術  6
人間の美術  9
人間は料理をする（下） マイケル・ポーラン
人間は料理をする（上） マイケル・ポーラン
人間豹 江戸川乱歩／著
人間は燃えてるっていうけどホント？ 子供の科学編集部／編
忍者月輪 津本陽
忍者サノスケじいさん  3 なすだみのる／作 あべはじめ／絵
にんじゃやしききょーふのおるすばん！ らくだいに
んじゃらんたろう

尼子騒兵衛／作・絵

忍術・手品のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 今橋さとし／漫画

人情ヨーロッパ 人生、ゆるして、ゆるされて
２１ヵ国をめぐる鉄道旅<中欧
＆東欧編>

たかのてるこ

にんじん
ジュール・ルナール／原作 榊原晃三
／訳

にんじん健康法 体においしい 高橋由美子／著
にんじんとごぼうとだいこん 日本民話 和歌山静子 絵
にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！
らくだいにんじゃらんたろう

尼子騒兵衛／作・絵

にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！ らくだ
いにんじゃらんたろう

尼子騒兵衛／作・絵

にんタマ三人ぐみのたすけてちょーだいおしょうさ
ま！！ らくだいにんじゃらんたろう

らくだいにんじゃ らんたろ
う

尼子騒兵衛／作・絵

忍たま乱太郎 いちばんえらいのはだれの段 尼子騒兵衛
忍たま乱太郎 宝のタマをさがせの段 宝のタマをさ
がせの段

尼子騒兵衛／原作 田波靖男／文

忍たま乱太郎  にんじゅつ学園にゅうがくの段 尼子騒兵衛／原作 田波靖男／文



書籍名 シリーズ名 著者名
認知症アルツハイマー病・レビー小体病・ピック病
がよくわかる本

広川慶裕他

認知症は歩くだけで良くなる 長尾和宏
ぬ ぬいぐるみおとまりかい 風木一人

ぬいぐるみ作り 細川剛／写真・文
ぬすまれたパンプキンパイ 紙芝居 84 田沢梨枝子／作・絵

ぬすまれた宝石のなぞ
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

ぬのやひもで作るくふう 滝田節子／著
ぬるい生活 群ようこ
ぬるい毒 本谷有希子

ね ネアンデルタール
ジョン・ダーントン／著 嶋田洋一／
訳

ねえ、いいでしょおかあさん 空想の世界であそぼう おぼまこと／さく・え
ねこいるといいなあ 佐野洋子
ネコがネコ舌なのはどうしてなの？ 子供の科学編集部／編
猫君 畠中恵

ネゴシエイター  上
フレデリック・フォーサイス／
〔著〕 篠原慎／訳

ネゴシエイター  下
フレデリック・フォーサイス／
〔著〕 篠原慎／訳

ねこたち町 わしおとしこ／文 藤本四郎／絵
猫と犬の気持ちがますますわかる本 有名マンガ家の
飼育例いっぱい
猫と犬の気持ちがますますわかる本 有名マンガ家の
飼育例いっぱい
ネコと茶がまのふた 岩手・宮城・福島 吉田タキノ／編著
猫に教わる 南木 圭氏
猫の恩返し 徳間アニメ絵本25 柊あおい
猫の飼い方 初めてネコを育てる 山崎哲写真
ねこのかげルウルウ 日本児童文学協会編
ネコのくらし 吉野信／著
ねこのゴンサ 石倉欣ニ
ねこのシェリー なかえよしを
ねこの正月 １月のおはなし 日本民話の会／編
ねこのちゅうしゃ おはなしメルヘン ８ 間所ひさこ／渡辺 有一
ねこの手かします 内田麟太郎・作/川端理絵・絵
ネコのドクター小麦島の冒険 南部和也
ネコのミヌース A・M・G・シュミット
猫物語 （黒) 西尾維新
猫物語（白） 西尾維新
ねこやなぎ食堂 レシピ② つくも ようこ
ねこやなぎ食堂 レシピ① つくも ようこ
ネコは何を思って顔を洗うのか 沼田朗／著
猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子
ねじねじ録 藤崎 彩織

ネシャン・サーガ  3 ラルフ・イーザウ／作 酒寄進一／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

ネシャン・サーガ  2 ラルフ・イーザウ／作 酒寄進一／訳

ネシャン・サーガ  1 ラルフ・イーザウ／作 酒寄進一／訳

ネシャンサーガ３ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ1 ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ６ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ５ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ４ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ7 ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ８ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャン・サーガ９ ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ネシャンサーガ2 禁断の地 ラルフ・イーザウ作/酒寄進一訳
ねしょんべんたろう 渋谷勲／文 赤坂三好／絵
ねずみくんとおんがくかい なかえよしを／作 上野紀子／絵
ねずみくんとブランコ なかえよしを／作 上野紀子／絵
ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本 １４ 中江嘉男／上野紀子
ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本 １５ 中江 嘉男／上野 紀子
ねずみくんねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵
ねずみくんのきもち なかえよしを
ねずみくんのしりとり ねずみくんの絵本 １６ 中江嘉男／上野紀子
ねずみくんのたんじょうび なかえよしを／作 上野紀子／絵
ねずみくんのチョッキ なかえよしを／著 上野紀子／え
ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 １ 中江嘉男／上野紀子
ねずみくんのひみつ なかえよしを／作 上野紀子／絵

ねずみ小僧六世
ちょっと長めのショ－トショ
－ト

星新一

ねずみじょうど 手塚治虫／著
ねずみとおうさま コロマ神父／文 石井桃子／訳
ねずみのいもほり 山下明生／作 岩村和朗／絵

ねずみのおいしゃさま
なかがわまさふみ／作 やまわきゆり
こ／え

ねずみのきょうだい なかえよしを／作 上野紀子／絵
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 谷真介／文 高橋信也／絵
ねずみのすもう 岩崎京子／文 古川タク／絵
ねずみのでんしゃ 山下明生／作 岩村和朗／絵
値段のしくみ事典 川嶋 光
熱源 川越 宗一
熱帯 森見 登美彦
ねないこだれだ せな けいこ
ねなしぐさ 平賀源内の殺人 乾 緑朗
ネパールに流れた美しい水 カメラマン・オギノ芳信
とヒマラヤのこどもたち

岡本文良／作 オギノ芳信／写真

ねぼすけスーザのおかいもの こどものとも傑作集 広野多珂子／作
ねみちゃんとねずみくん 上野紀子／絵 なかえよしを／作
ねむいねむいねずみとなきむしぼうや ささきまき／作・絵
ねむいねむいねずみのクリスマス ささきまき／作・絵



書籍名 シリーズ名 著者名
ねむいねむいねずみはおなかがすいた ささきまき／作・絵
ネムノキをきらないで 岩瀬 成子
眠りと体内時計を科学する 大塚邦明
ねむりんぼじまのおおおとこ たかしよいち／作 中村景児／絵
眠れ、悪しき子よ（下） 丸山健二
眠れ、悪しき子よ（上） 丸山健二
ねむれないひつじのよる かずのほん きたむらさとし／えとぶん

眠れる森の美女 ディズニー名作童話館
ウォルト・ディズニー／［原作］ 堀
内純子／文

ねらわれた白雪姫をすくえ！！ 初恋ツインズ 佐和みずえ／作 樹山まみ／画

ねらわれた星
ショートショートセレクショ
ン

星新一

年収３００万円時代を生き抜く経済学 森永 卓郎
年中行事カット集 チラシ・文集・社内報に 小林正樹／著
年中行事記念日３６５日のひみつ 飯塚よし照／〔ほか〕漫画
ねんど人形 塚本千賀子
ねん土や石で作るくふう 駒ケ嶺修三／著
ねんねこたんていじけんだよ 矢崎節夫／さく 岡村好文／え

の 野いばら 梶村啓二

脳が認める勉強法
「学習の科学」が明かす驚き
の真実！

ベネディクト・キャリー

のうさぎにげろ 伊藤政顕／ぶん 滝波明生／え
野うさぎの冒険 ＢＢ／作 掛川恭子／訳

のうさぎ村のクリスマス
マリー・Ｈ．アンリ／作・絵 末松氷
海子／訳

農場の少年
ローラ・インガルス・ワイルダー／
作 恩地三保子／訳

脳内革命 春山 茂雄

脳にいいことだけをやりなさい！
マーシー・シャイモフ著 茂木健一
郎訳

脳に悪い7つの習慣 林成之
脳は奇跡を起こす ノーマン・ドイジ
ノエル 道尾秀介
逃れの森の魔女 ドナ・ジョー・ナポリ
野菊の墓 愛と青春の名作集 伊藤左千夫
野口英世 馬場正男／著

野口英世とメリー・ダージス
明治・大正・偉人たちの国際
結婚

飯沼信子

遺す言葉 瀬戸内 寂聴
残り全部バケーション 伊坂幸太郎
残り火 諸井薫／著
残り者 朝井まかて
ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤
野坂昭如 五木寛之 井上ひさし集 筑摩現代文学大系 92 野坂昭如 五木寛之 井上ひさし
ノースライド 横山 秀夫
〔ノスリ〕の巣 逢坂剛／著
のせてのせて 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷 みよ子
望み 雫井脩介



書籍名 シリーズ名 著者名
望みは何かと訊かれたら 小池真理子
ノックがとんとん にしかわおさむ／さく・え
のってみたいな！たのしいのりもの 超はっけん大図鑑⑬ 発行者坂井宏先
のってみたいな特急列車 真島満秀 松尾定行
のっぽのサラ タトリシア・マクラクラン

野に出た小人たち
借りぐらしのアリエッティ原
作2

ノートン・メアリー

のねずみのチュウチュウおくさんのおはなし
新版ピーターラビットの絵本
８

ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

ののはな通信 三浦 しをん
野の春 流転の海 第九部 宮本 輝
のはなし 伊集院光
のはらクラブのこどもたち たかどの ほうこ
野火 愛と青春の名作集 大岡昇平／著
野ブタ。をプロデュ-ス 白岩玄
信長が宿敵本願寺顕如 鈴木輝一郎
信長軍の合戦史 1560-1582 渡邊大門
信長死すべし 山本兼一
信長の原理 垣根 涼介
信長の肖像 志野靖史
信長の棺 加藤廣
信長は本当に天才だったのか 工藤健策
信長謀殺の謎 織田信長謀殺の朝廷疑惑人脈を追う 桐野作人／著
信長燃ゆ  下 安部龍太郎
信長燃ゆ  上 安部龍太郎
ノーベル 近藤釧三／著
ノーベル賞の大常識 これだけは知っておきたい ７ 青一平／戎崎 俊一
のぼうの城 和田竜
ノーマンズランド 誉田 哲也
野村ノート 野村克也
飲めば都 北村薫
野良犬の値段 百田 尚樹
のらさんと５ひきのこねこたち にしまきかやこ
ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ
ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ 工藤ノリコ
ノラネコぐんだんふねにのる 工藤ノリコ
ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤ノリコ
のらねこノーラと５ひきのこねこ 磯田和一／さく・え
ノラネコぐんだん パンこうじょう 工藤ノリコ
のりたいな でんしゃ とくべつごう くにすえ たくし
のりもの はっけんずかん 西片拓史
のりものアルバムデラクス 新幹線・特急レジェン
ド123

広田 尚敬

乗物おもちゃ つくる！あそぶ！！ 早坂忠之／作 早坂和子／絵

のりものスピード図鑑 ２ オートバイ
グレーアム イアン／Ｇｒａｈａｍ
Ｉａｎ．／グラハム イアン／山村
雅康



書籍名 シリーズ名 著者名

のりものスピード図鑑 ４ ふね
グレーアム イアン／Ｇｒａｈａｍ
Ｉａｎ．／グラハム イアン／天沼
春樹

のりものだいしゅうごう ヤングセレクション

乗り物大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄

のりものにいっぱいのったんだよ
しばたしんご／さく といずみゆきこ
／え

乗りものの発明発見物語 くるまから宇宙旅行まで 岩城正夫／編
呪いをうけた校長先生 日本児童文学者協会／編
呪いの時代 内田樹
呪いの指紋 江戸川乱歩／著
呪いのレストラン 松谷みよ子
のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳
のろりとろりカタツムリ 観察と実験のいろいろ いぬいみのる／文
呪われし聖筆 小説ウィザードリィ・ベイン・オブ・
ザ・コズミック・フォージ

竹内誠／著

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
ノンタンあそびましょ キヨノサチコ
ノンタン あわ ぷくぷく ぷぷぷう ノンタンあそぼうよ⑧ キヨノサチコ
ノンタンいないいなーい キヨノサチコ
ノンタンおしっこしーしー 赤ちゃん版ノンタン③ キヨノサチコ
ノンタンおねしょでしょん おおともやすおみ・さちこ／作絵
ノンタンおねしょでしょん キヨノサチコ
ノンタンおばけむらめいろ 大友幸子／作絵
ノンタンおはよう キヨノサチコ
ノンタンおやすみなさい ノンタンあそぼうよ② キヨノサチコ
ノンタンおよぐのだいすき キヨノサチコ
ノンタンこちょこちょこちょ ノンタンあそぼうよ⑫ キヨノサチコ
ノンタンーサンタクロースだよ キヨノサチコ
ノンタンじどうしゃぶっぶー キヨノサチコ
ノンタンにんにんにこにこ 赤ちゃん版ノンタン 1 大友幸子
ノンタンにんにんにこにこ キヨノサチコ
ノンタンのたんじょうび キヨノサチコ
ノンタンバースデイブック ノンタンあそぼうよ 13 キヨノサチコ
ノンタンはっくしょん キヨノサチコ
ノンタンぱっぱらばなし キヨノサチコ
ノンタンはみがきはーみー キヨノサチコ
ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ
ノンタンボールまてまてまて キヨノサチコ
ノンタンもぐもぐもぐ 赤ちゃん版ノンタン キヨノサチコ

は 8年越しの花嫁 キミの目が覚めたなら 中原尚志・麻衣
ハアト星の花 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵

灰色グマワーブの冒険
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

灰色の巨人 江戸川乱歩／著
灰色の虹 貫井徳郎
灰色の北壁 真保裕一



書籍名 シリーズ名 著者名
徘徊タクシー 坂口恭平
廃墟に乞う 佐々木譲

ばいきんまんとピカルンルン
アンパンマンアニメギャラ
リー

やなせたかし

俳句十二か月 草間時彦／著

背信の科学者たち
論文捏造はなぜ繰り返される
のか？

ウィリアム・ブロード/ニコラス・
ウェイド

配達される女 逢坂剛／著
灰谷健次郎の本 第2巻 太陽の子 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本  第１巻 兎の眼 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第10巻童話集・2 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第11巻童話集・3 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第12巻童話集・4 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第13巻童話集・5 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第14巻童話集・6 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第15巻せんせいけらいになれ 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第16巻教えることと学ぶこと 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第17巻わたしの出会った子どもた
ち

灰谷健次郎

灰谷健次郎の本 第18巻保育園日記 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第19巻エッセイ集・1 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第20巻エッセイ集・2 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第21巻エッセイ集・3 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第22巻詞華集 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第23巻対談集・1 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第24巻対談集・2 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第3巻 我利馬の船出 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第4巻海の図・上 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第5巻海の図・下 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第6巻鳥物語・上 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第7巻鳥物語・下 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第8巻短編集 灰谷健次郎
灰谷健次郎の本 第9巻童話集・1 灰谷健次郎
生命徴候あり バイタルサインあり 久間十義
パイナップリン 吉本ばなな
バイバイ、ブラックバード 伊坂幸太郎

ばいばいまたね
とくながまり みやざわはるこ・さ
く

ハウルの動く城 徳間アニメ絵本28 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
馬疫 茜 灯里
蠅の帝国 軍医たちの黙示録 帚木蓬生
波王の秋（とき） 北方謙三
覇王の番人 上 真保裕一
覇王の番人 下 真保裕一
パオちゃんのおたんじょうび 仲川道子／さく・え
パオちゃんのかくれんぼ なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのかぜひいちゃった なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのクリスマス なかがわみちこ／さく



書籍名 シリーズ名 著者名
パオちゃんのたのしいキャンプ 仲川 道子
パオちゃんのたのしいピクニック なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのでんしゃごっこ なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのなかよしハウス 仲川道子／さく・え
パオちゃんのぼくもだっこ なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのみんなおひるね なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのみんなでおつかい なかがわみちこ／さく・え
パオちゃんのみんなではみがき 仲川道子／さく・え
葉隠 マンガ日本の古典  26
博士の愛した数式 小川洋子
ぱかっ 森あさ子
バカなおとなにならない脳 養老孟司
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・B．ビーラー
鋼の綻び 相場英雄
墓場レストラン 怪談レストランシリーズ ９ 松谷みよ子
ばかもの 絲山秋子
ハカリ島の日曜日 重さと時間 白石博／構成 川端順子／絵
ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫くみこ
はきもののはなし 指田純子／著
破局 遠野 遥

萩原朔太郎 三好達治 西脇順三郎集 筑摩現代文学大系 33 萩原朔太郎 三好達治 西脇順三郎

白医 下村 敦史
伯爵夫人 蓮實重彦
はーくしょい 紙芝居 95 瀬名恵子／絵・文
薄情 絲山秋子
バグズ＝ライフ ディズニー名作アニメ２２ 斎藤妙子／構成・文
爆弾 呉 勝浩
白昼の悪魔 ハヤカワ文庫 アガサ・クリスティ
白鳥とコウモリ 東野 圭吾
はくちょうのぐー 岩崎京子／作 福原ゆきお／絵
白鳥のみずうみ 音楽ものがたり 東竜男／文 白鳥瑞江／絵
薄暮 篠田節子
幕末史 半藤一利
幕末の尼将軍 童門冬ニ
幕末不戦派軍記 野口武彦
幕末・明治・大正古写真帖 別冊歴史読本 １９
幕末明治の肖像写真 石黒敬章
パーク・ライフ 吉田修一
爆裂火口 長編山岳ミステリー 梓林太郎／著
パークレンジャー 国立公園を守る人 細川剛／写真・文
はけたよ はけたよ かんざわとしこ
化け猫レストラン 怪談レストランシリーズ ２ 松谷みよ子
ばけものでら 紙芝居 100 宮本忠夫／画 水谷章三／脚本
派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村 達
函館港長に何があったのか お雇い英国人の悲運 西島照男／著
箱庭 内田康夫／著
箱庭図書館 乙一



書籍名 シリーズ名 著者名
箱根 にっぽんの旅7
箱の中の天皇 赤坂 真理
方舟 夕木春央
ハゴロモ よしもとばなな
バサラと幽玄 梅原猛／〔著〕
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
はじめて作るパッチワークキルト  レッスン１ 松浦香苗
はじめてでも安心！妊娠・出産BOOK 浦野晴美
はじめてでもかわいく作れる 布こもの事典 猪俣友紀
はじめてでもかんたん、かわいい！UVレジンアク
セサリー事典140
はじめてのあんしん育児book 監修:武隈孝治
はじめてのおきゃくさん 田中秀幸／作・絵
はじめてのおつかい 筒井頼子／さく 林明子／え
はじめてのがっこうたんけん わくわくせいかつか ; 1 竹野栄,長谷川康男作/阿部肇絵
はじめてのさかな料理 ひとり分から作る 村上昭子／〔著〕
はじめてのずかん 900
はじめての釣り超入門 西野弘章
はじめてのどうぶつずかん 英語つき 講談社ビーシー
はじめてののりものずかん 英語つき 講談社ビーシー
はじめての風景スケッチ 朝日カルチャーセンター 9 野村重存
初めてのボランティア ほんの木
はじめての山登り 越谷英雄 監修

はじめての離乳食
そのまま使える月齢別メ
ニュー例 イラスト版

監修:坂田尭

はじめての離乳食 健康な赤ちゃんに育てる 原たつえ／著
はじめてひこうきにのったよ 紙芝居 70 勝又進／画 木暮正夫／作
はじめの一歩ぬいものできた！ のむらまりあ
はじめましてこんにちわ 花形恵子／文 木村かほる／絵
芭蕉の狂 玉城徹／著
芭蕉の風雅 あるいは虚と実について 長谷川櫂
馬上の星 宮城谷昌光
走ることについて語るときに僕の語ること 村上春樹
走るとイヌが追ってくるのはどうして？ 子供の科学編集部／編

はしれ！チーターのこ、キキ かけっこ 紙芝居 105 やすいすえこ／作 間瀬なおかた／画

はしれ！ウリくん 新しいえほん 木村裕一／瀬辺雅之

はしれ！けいひんとうほくせん 松本典久／ぶん 井上広和／しゃしん

はしれちんちんでんしゃ 東京都電荒川線 後藤英雄／さく
はしれ！とうほくしんかんせん 関根栄一／ぶん 横溝英一／え
はしれねこのオートバイ むらのなつお／作 赤坂三好／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
走れ！ブルートレインおばけ号 宮川ひろ／作 長野ヒデ子／絵
はしれまちの電車 真島満秀／写真，松尾定行／文
橋をかける 子供時代の読書の思い出 美智子
橋を渡る 吉田修一
バスがきた 五味太郎／作・絵
はずかしがりやのかんたくん 紙芝居 116 神沢利子・脚本／垂石眞子
バスカビル家の犬 痛快 世界の冒険文学24 大沢在昌・文 C・ドイル・原作

パスカル/ニュートン
近代科学への離陸 漫画人物科
学の歴史 . 世界編

佐々木ケン漫画/インタラクティブ編

バスケットボール 攻め方・守り方がよくわかる 笠原成元／著
バスケットボール入門 スポーツ 倉石平／著
バースデイ・ストーリーズ 村上春樹
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

パズルで韓国語 小倉紀蔵
長谷川町子全集  第３１巻 長谷川町子／著
長谷川町子全集  第１１巻 長谷川町子／著
長谷川町子全集  第１６巻 長谷川町子／著
破線のマリス 野沢尚
パソコンが僕の生き方を変えた ５２歳からの挑戦 荒川じんぺい／著
パソコン入門 ＸＰ対応 超図解ビギナーズ 工藤雅俊
BUTTER 柚木 麻子

旗尾リスの話
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

はだかのおうさま
世界名作えほんライブラリー
８

立原えりか／石崎 正次

裸の華 桜木紫乃
はだかんぼうたち 江國香織
はだしのゲン 児童文学版 中巻 深沢一夫／作 中沢啓治／原作
はだしのゲン 児童文学版 下巻 深沢一夫／作 中沢啓治／原作
はだしのゲン 児童文学版 上巻 中沢啓治／原作 深沢一夫／作
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー V・L・バートン
はたらくおとうさん 倉澤達雄／編著
はたらく車 超はっけん大図鑑⑥ 発行者 坂井宏先
はたらく自動車 高島鎮雄／編著
はたらくじどう車図鑑 いろいろ５０１台 チャイルドブックこども百科 村野 芳雄
はたらく女性のことば 堀井令以知／著
はたらくぞバス・トラック 小賀野実

働くママ専業ママ
子どものためにどっちがいい
の？

三沢直子

八月からの手紙 堂場瞬一
八月の髪かざり 那須正幹
八月の銀の月 伊予原新
八月のマルクス 新野剛志／著
八月の六日間 北村薫
八月の路上に捨てる 伊藤たかみ
８２歳の日記 中村 輝子
ハチドリのひとりごと 辻信一監修



書籍名 シリーズ名 著者名
ハチの巣の部屋なぜみんな六角形？ 子供の科学編集部／編
鉢花 新園芸相談 日本放送出版協会／編
はちまん  下 内田康夫
はちまん  上 内田康夫
ハチ屋さん ミツバチを飼う 細川剛／写真・文

爬虫類の部屋にきた 世にも不幸なできごと２
レモニー・スニケット／著 宇佐川晶
子／訳

パチンコ 上 ミン・ジン・リー
パチンコ（下） ミン・ジン・リー
バック・ステージ 芦沢 央
バッグｗｉｔｈプチケース かんたんニット５７アイ
テム １９９９秋冬
バックストリート 逢坂剛
発掘！あるある大事典  5 番組スタッフ／編
バッグの本 小林久美子
ハックルベリィ・フィンの冒険 立松和平
発現 阿部 智里
はっけんずかん どうぶつ改訂版 今泉忠明
はつ恋 村山 由佳
初恋ストリート ときめき文学館⑤ 藤村かおり／作 森伸之／画
初恋なぞのラブレター事件 エッチと怪盗アンパン 名木田恵子／作 山木うさぎ／画
八州廻り桑山十兵衛 佐藤雅美
八州廻り桑山十兵衛 上 大活字本シリーズ 佐藤 雅美
八州廻り桑山十兵衛 下 大活字本シリーズ 佐藤 雅美
八丁堀の湯屋 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
パッチワーク教室NO３３
パッチワーク教室  ｎｏ．５９
パッチワーク・キルト通信
バッテリー あさのあつこ
バッテリーⅢ あさのあつこ
バッテリー   ４ あさのあつこ
バッテリー  ５ あさのあつこ
バッテリー   ６ あさのあつこ
バッテリーⅡ あさのあつこ
××（バツ）天使 童話パラダイス １９ 令丈ヒロ子／かまたいくよ
初夏の色 橋本治
はっぱじゃないよ ぼくがいる 姉崎一馬

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

バッハ 忘れられていた巨人 作曲家の物語シリーズ ２ ひのまどか／著
はっぱをきがえたき 学研ワールドえほん ソフィー クニフケ
はっぱをつかまえて！ オーレ・クネッケ
ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木和雄／作 加藤美紀／画
ハッピー・バースデー！ Ａｎｄ ｏｎｅ ｔｏ ｇ
ｌｏｗ ｏｎ

チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木和雄

発明発見大探検
ドラえもんふしぎ探検シリー
ズ

藤子・Ｆ・不二雄



書籍名 シリーズ名 著者名
発明・発見のひみつ 相田克太／〔ほか〕漫画
はつゆめちょうじゃ こわせたまみ
果つる底なき 池井戸潤

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

パディントン発４時５０分 クリスティー文庫４１ ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨ

はてしない物語
ミヒャエル・エンデ／作 上田真而
子，佐藤真理子／訳

はてなクラブ
バーデン・バーデンの夏 レオニード・ツィプキン
ハート型の雲 高橋 三千綱
ハートどろぼうはなぞの転校生 エッチと怪盗アンパ
ン

名木田恵子／作 山木うさぎ／画

パートナーは透明人間 島田豊子／作 駒井啓子／絵
鳩の撃退法（下） 佐藤正午
鳩の撃退法（上） 佐藤正午
鳩の橋 教育者会津八一と少年 小笠原忠／著
ハートマークはなぞの超能力！？ おさわがせコン
ビ・モモ＆クリ

とんでる学園シリーズ ３０ 南英男／作 さわべきなこ／画

花おりおり 湯浅 浩史／矢野 勇
花おりおり その２ 湯浅浩史／矢野勇／平野隆久
花カレンダー花ことば 八坂書房／編
花ことば物語 鈴木美智子／著
花探し 林真理子／著
花さかじい 春休みのおはなし 日本民話の会／編
はなさかじじい 紙芝居 3 黒崎義介／画 浜田広介／文
はなさかじじい アニメむかしむかし絵本４ 谷真介文/高橋信也絵
花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也
花さき山 齊藤 隆介
はなさけひゅう 小沢正／作 西村郁雄／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

話し方歳時記 野瀬四郎著
花時間１９９６／10
話しベタでもトップセールスマンになれる 潮田年久著
はなづくりのまろ ほっぷとすてっぷ 空想の世界で遊ぼう こいでやすこ／さく・え
花束は毒 織守 きょうや
ハナちゃんとみんなのたからもの サンリオキャラクターえほん
はなちゃんのはなまるばたけ 北川チハル
はなちゃんのみそ汁 魚戸おさむ
花ちゃん物語 西村すみ子 作／奥村かよこ 絵
花散る里の病棟 帚木 蓬生
花と昆虫 環境とくらし 中山周平，矢島稔／共編
ハナと寺子屋のなかまたち 森山京
花と流れ星 道尾秀介
はなとやさい・くだもの
はなとゆめ 冲方丁
花にたくしたメッセージ 花の栽培と流通 村田栄一／文



書籍名 シリーズ名 著者名
花ぬのむすめ 紙芝居 120 ときありえ・脚本／尾崎曜子・絵
花の色のふしぎ 佐藤有恒／著
花の回廊 流転の海第五部 宮本輝
花の神奈川散歩 34コース ＪＧＵＩＤＥ散歩シリーズ
花の季節ノート 倉嶋厚
花の木先生と〇秘特訓ＳＯＳ！ 田丸信尭／作 北山竜／絵
花の鎖 湊かなえ

花のくらし Ｔｈｅ ｆｏｕｒ ｓｅａｓｏｎｓ 春 坂梨一郎／編集 村井千里／編集

花のくらし Ｔｈｅ ｆｏｕｒ ｓｅａｓｏｎｓ 夏 坂梨一郎／編集 村井千里／編集

花のくらし Ｔｈｅ ｆｏｕｒ ｓｅａｓｏｎｓ 秋 坂梨一郎／編集 村井千里／編集

花のくらし Ｔｈｅ ｆｏｕｒ ｓｅａｓｏｎｓ 冬 坂梨一郎／編集 村井千里／編集

花のさくら通り 荻原浩
華の下にて 内田康夫／著
花のズッコケ児童会長 那須正幹／作 前川かずお／絵
花のドレスと小物 ドレス・ステンシル・キルト・刺
繍

西浦幸子／著

花の脇役 上 大活字本シリーズ 関 容子
花の脇役 下 大活字本シリーズ 関 容子
花は散っても 坂井 希久子
はなはなみんな物語 わたりむつこ
はなびのはなし たかとうしょうはち
はなびらのうま しかけ絵本 森田文／作 福原ゆきお／絵
パナマ文書 B・オーバーマイヤー他
花ものがたり 高橋治／著
華やかな喪服 土屋隆夫／著
花櫓 皆川博子／著
花屋さん 斎藤貢一／写真 武田万樹／文
花酔ひ 村山由佳
花はなぜ咲く時期がきまってるの？ 子供の科学／編
埴谷雄高 藤枝静男集 筑摩現代文が体系 74 埴谷雄高 藤枝静男

バニパルウィット 突然！猫の国
なかむらたかし／原作・絵 佐藤和治
／文

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
ばねの実験 若崎保雅／著 落田謙一／絵
はのいたいモモちゃん 紙芝居 103 鈴木未央子／画 松谷みよ子／脚本
母 青木 さやか
母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香

母親って大変なんだからね！
アーマ・ボンベック／著 桐島洋子，
加藤風美／訳

パパだいすきママだいすき やすいすえこ／作 いもとようこ／絵

はばたけ！恐竜プテラノドン たかしよいち／文 伊東章夫／画
パパと１０にんのこども ベネディクト・ゲッティエール
パパと あそぼう NEW ぴよちゃんとあそぼ！ いりやま さとし



書籍名 シリーズ名 著者名

パパとママのたからもの
サム・マクブラットニ 文 アニ
タ・ジェラーム え

パパとママの手作り離乳食 初めてでも安心、ラクラ
ク！

お料理塾シリーズ 内藤寿七郎／監修

母なる大地父なる空 アリューシャン黙示録 上 スー・ハリソン／著 河島弘美／訳
母なる大地父なる空 アリューシャン黙示録 下 スー・ハリソン／著 河島弘美／訳
母に歌う子守唄 わたしの介護日誌 落合恵子
母に歌う子守唄 その後 落合恵子
母の遺産 新聞小説 水村美苗
母の影 北杜夫／著
母の待つ里 浅田 次郎

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テーラー タラス

バーバパパかせいへいく
アネット＝チゾン/タラス＝ティラー
さく

バーバパパたびにでる
アネット・チゾン，タラス・テイ
ラー／著 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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのいえさがし
アネット・チゾン，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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのがっこう
アネット・チゾン，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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのこもりうた
バーバパパのちいさなおはな
し １２

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのしまづくり
アネット＝チゾン，タラス＝テイ
ラー／さく やましたはるお／やく

バーバパパのしまづくり
アネット＝チゾン，タラス＝テイ
ラー／さく やましたはるお／やく

バーバパパのジュースづくり
バーバパパのちいさなおはな
し ７

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス



書籍名 シリーズ名 著者名

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのだいサーカス
アネット＝チゾン，タラス＝テイ
ラー／さく やましたはるお／やく

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのはこぶね
アネット・チゾン，タラス・テイ
ラー／作 やましたはるお／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

チゾン アネット／Ｔｉｓｏｎ Ａ
ｎｎｅｔｔｅ．／テイラー タラス

バーバパパのプレゼント
アネット＝チゾン，タラス＝テイ
ラー／さく やましたはるお／やく

バーバパパのプレゼント
アネット＝チゾン，タラス＝テイ
ラー／さく やましたはるお／やく

パパ、バーベキューに行こ。 子どもがよろこぶ遊び
場ガイド首都圏版

町山裕二／著

パパはマイナス５０点 小山明子

ババールといたずらアルチュール
ロラン・ド・ブリュノフ／作 矢川澄
子／訳

ババールとグリファトンきょうじゅ ぞうのババール
ロラン・ド・ブリュノフ／作 矢川澄
子／訳

ババールとサンタクロース ぞうのババール
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 ぞうのババール
ロラン・ド・ブリュノフ／さく やが
わすみこ／やく

ババールのあかあおきいろ ロラン・ド・ブリュノフ

ババールのこどもたち ぞうのババール
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
ジャン・ド・ブリュノフ／作 矢川澄
子／訳

ババールのはくらんかい ぞうのババール
ロラン・ド・ブリュノフ／作 矢川澄
子／訳

ババールのひっこし ぞうのババール
ロラン・ド・ブリュノフ／作 矢川澄
子／訳

母をたずねて三千里 原作/エドモンド・デ・アミーチス
ハピネス 桐野夏生
パピルスにかかれたなぞ 分数の加減乗除 相原昭／構成 川端順子／絵
ハーブパワーをたのしむ素敵な暮らし 幸せづくり百
科

桐原春子／著

はぶらしシュシュシュッ 紙芝居 50 力夕倫／作・画
ハポン追跡 逢坂剛／著
浜・海・道 Ⅱ 昭和30年頃の磯子 磯子区役所総務課



書籍名 シリーズ名 著者名
浜町河岸の生き神様 縮尻鏡三郎 佐藤雅美
ハマの建物探検 NPO法人横浜シティガイド協会
はみがきあそび きむら ゆういち
歯みがきつくって億万長者 メリル・ジーン
はみだしインディアンのホントにホントの物語 シャーマン・アレクシー
バムとケロのおかいもの 島田 ゆか
バムとケロのさむいあさ 島田ゆか
バムとケロのそらのたび 島田ゆか
バムとケロのにちようび 島田ゆか
バムとケロのもりのこや 島田ゆか
破滅の王 上田 早夕里
ハーモニー 伊藤計劃
刃物のはなし 加藤俊男／著
破門 黒川博行
早い！かんたん！おいしい圧力鍋レシピ 今泉久美
はやいーおそい たかいーひくい ピーター・スピア
はやいはやい新幹線のぞみ 小賀野実
はやくかえってこないかな 鈴木永子
はやく名探偵になりたい 東川篤哉
隼小僧異聞 物書同心居眠り紋蔵 ２ 佐藤雅美
ハヤブサ消防団 池井戸潤
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  2 平岩弓枝／著
はやぶさ新八御用帳  6 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
はやぶさ新八御用帳  9 平岩弓枝／著
はやぶさ新八御用帳 ６ 春月の雛 平岩弓枝
ハヤブサの四季 伊藤正清／写真 松田忠徳／文
早わかり最新ゴルフルール手帳―疑問点・不明点を
ズバリ診断
バラ 藤岡友宏／著
バラカ 桐野夏生
パラサイツ 杉 敬仁
パラソルでパラシュート 一穂 ミチ
パラダイス・ロスト 柳広司
パラドックス13 東野圭吾
薔薇盗人 浅田次郎／著
薔薇の木枇杷の木檸檬の木 江國香織／著
腹の蟲 佐藤洋二郎
ばらばら死体の夜 桜庭一樹
パラパラ山のおばけ 中 由美子
はらぺこあおむし 森ひさし

はらぺこくま
ﾊｲﾝﾂ･ﾔ-ﾆｯｼｭ文 ﾍﾙｶﾞ･ﾊﾞﾝｼｭ絵 いとう
みゆき訳

腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 （寄贈） J・Ｋ・ローリング
ハリー・ポッターと賢者の石 寄贈 J.K.ローリング



書籍名 シリーズ名 著者名

ハリー・ポッターと賢者の石 寄贈 Ｊ．Ｋ．ローリング作 松岡佑子訳

ハリー・ポッターと死の秘宝下 J.K.ローリング
ハリー・ポッターと死の秘宝上 J.K.ローリング
ハリー・ポッターと謎のプリンス 下 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと謎のプリンス 上 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部 J.K.ローリング他
ハリー・ポッターと秘密の部屋 （寄贈） Ｊ・Ｋ・ローリング
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(下)巻 J・K・ローリング
ハリー・ポッター 魔法の予言 ワールドポッタリアン協会
バリアフリーの本 「障害」のある子も“みんないっ
しょに” 4
ハリスとぼくの夏 ゲイリー・ポールセン
ハリネズミの願い トーン・テレヘン
パリの国連で夢を食う。 川内有緒
パリ発殺人列車 十津川警部の逆転 長編推理小説 西村京太郎／著
ハりー・ポッターと不死鳥の騎士団㊤巻 J・K・ローリング

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡佑子／
訳

ハリー・ポッターと賢者の石
Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡佑子／
訳

ハリー・ポッターと秘密の部屋
Ｊ．Ｋ．ローリング／作 松岡佑子／
訳

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 下巻
ローリング Ｊ．Ｋ．／Ｒｏｗｌｉ
ｎｇ Ｊ．Ｋ．／松岡 佑子

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上巻
ローリング Ｊ．Ｋ．／Ｒｏｗｌｉ
ｎｇ Ｊ．Ｋ．／松岡 佑子

播磨灘物語  上 司馬遼太郎／著
播磨灘物語  下 司馬遼太郎／著
春、戻る 瀬尾まいこ
はる・なつ・あき・ふゆこれなあに わたなべゆういち
はるあんのベストおやつ はるあん
春朧  上 高橋治／著
春朧  下 高橋治／著
はるかなる鉄路 鉄道の歴史をきずいた人たち 手島悠介／作 依光隆／絵
遥かなる水の音 村山由佳
バルセロナの休日 林真理子／〔著〕
春告げ坂 小石川診療記 安住洋子
ハルとカナ ひこ・田中
バルトーク 歌のなる木と亡命の日々 ひのまどか／著
ハルとナツ 届かなかった手紙 橋田壽賀子
春の嵐 剣客商売 池波正太郎／著
はるのおとがきこえるよ マリオン・デーン・バウアー
初春（はる）の客 平岩弓枝
春の星座のはなし 前川光／著 村上康成／絵
春の高瀬舟 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
春の庭 柴崎友香
ハルのふえ やなせたかし



書籍名 シリーズ名 著者名
春の夢 宮本輝／著
はるまちくまさん ケビン・ヘンクス
春を背負って 笹本稜平
バレエの光チャイコフスキー 中山知子／文 佐藤秀樹／絵

パレスチナから報告します
著者 アミラ・ハス 訳者 くぼたのぞ
み

パレスチナの苦悩
デービッド・マクドール／著 轡田隆
史／監訳

晴れた日には鏡をわすれて 五木寛之
破裂 久坂部 羊
はれときどきあまのじゃく 矢玉四郎
はれときどきぶた アニメえほん 矢玉四郎／原作・解説
晴ればれ更年期 女ざかりがもっと輝く処方箋 吉永みち子
ハロウィーンってなぁに？ クリステル・デモワノー
ハロウィーンのひみつ はやしちかげ

ハロウィーンの魔法
ルーマ・ゴッデン／作 渡辺南都子／
訳

ハワイの女王 早船ちよ／作 鈴木たくま／絵
パワーミドル 寺本義也／著
繁栄の昭和 筒井康隆
半落ち 横山秀夫
はん画のくふう 伊藤弥四夫／著
版画のはらうた Ⅳ くどうなおこ
反逆 遠藤周作／著
犯罪小説家 雫井脩介
犯罪小説集 吉田修一
バンザイ！なかやまくん 太田京子／作 宮本忠夫／絵
ハンサム・ガール 佐藤多佳子
半七捕物帳  巻の２ 岡本綺堂／著
晩秋行 大沢 在昌
盤上のアルファ 塩田武士
盤上の向日葵 柚月 裕子
半生の記 松本清張／著
半生の記 藤沢周平／著
パンダコパンダ 宮崎駿
パンダ銭湯 ツペラツペラ
パンツとんでけ！ 大海赫／さく 山内ジョージ／え

パンツをさがせ！
パンツがぬげちゃった怪獣パ
ルゴンの日本一周大ぼうけん

小室 尚子

半島へ 稲葉真弓
半島へ,ふたたび 蓮池薫
パンどろぼう 柴田 ケイコ
パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ
パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ
パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田 ケイコ
パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 柴田 ケイコ

ハンナのかばん
レビン カレン／Ｌｅｖｉｎｅ Ｋ
ａｒｅｎ．／石岡 史子



書籍名 シリーズ名 著者名
犯人に告ぐ 雫井脩介
晩年の美学を求めて 曽野綾子
パンのひみつ 山口太一／漫画

ハンバーガーぷかぷかどん
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 角野栄子／さく 佐々木洋子／え
ばんば憑き 宮部みゆき

バンビ ディズニー名作童話館
ウォルト・ディズニー／作 大石真／
文

バンビ ディズニー
ひ 100かいだてのいえ いわいとしお

100均の焼き型で、かんたん、かわいい しあわせ
のイラストパン

Ran

100年前の女の子 船曳由美
100万回生きたねこ 佐野洋子
100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館
100まんびきのんねこ ワンダ・ガアグ
100万分の1の恋人 榊邦彦

１０１ぴきわんちゃん
文・矢部美智代絵・サンカンヌ・ラ
ングレ

168時間の奇跡 新堂 冬樹
ヒア・カムズ・ザ・サン 有川浩
ビアトリクス・ポター 描き、語り、田園をいつくし
んだ人

ジュディ・テイラー／著 吉田新一／
訳

ピアニストという蛮族がいる 中村紘子／著

ぴあ日本の美術館 建物の魅力で訪ねる全国１１０館

ピアノ・ソロ ジャン・エシュノーズ
ピアノの音 楽器のかがく 繁下和雄／文 鈴木博子／絵
ピアノの詩人ショパン 立原えりか／文 林博／絵
ピアノの魔術師リスト 北川幸比古／文 内海朗／絵
日出る国の工場 村上春樹／著 安西水丸／え
緋色の研究 コナン＝ドイル 訳 各務三郎
緋色のマドンナ 那須田 淳
ぴーんちゃんとふぃーんちゃん デイック・ブルーナ
ピエタ 大島真寿美
秘花 瀬戸内寂聴
被害者を探せ 検事霧島三郎 高木彬光／著
日帰り温泉グルメ旅 関東甲信越・福島・静岡
日帰り温泉グルメ旅 ２１ 関東甲信越・福島・静岡 今井克典
ぴかくんめをまわす 松居直／作 長新太／絵

ピカソ
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

ピカソ 二十世紀美術断想 粟津則雄
ピカチュウとあたらしいなかまたち
ぴかぴかのウーフ 神沢利子／作 井上洋介／絵
光 三浦しをん
光 道尾秀介



書籍名 シリーズ名 著者名
光に向かって１２３のこころのタネ 高森顕徹／著
光に向かって１００の花束 高森顕徹／著
光の旅かげの旅 アン・ジョナス
光のない海 白石一文
光の指で触れよ 池澤夏樹
彼岸花が咲く島 李 琴峰
ひきこもりはなぜ「治る」のか？ 精神分析的アプローチ 斎藤環
引き出しの中のラブレター 新堂冬樹
秘境の民の暮らしとこころ 私の冒険・探検半生記 藤木高嶺／著
秘曲 御宿かわせみ 平岩弓枝／著
火喰い鳥を、喰う 原 浩
ひぐまの冬ごもり 加納菜穂子／ぶん 滝波明生／え
蜩ノ記 葉室麟
蜩の声 古井由吉
日暮れ竹河岸 藤沢周平／著
悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・感動の
生涯

シュナーベル／著 久米穣／編訳

悲劇の少女アンネ
「アンネの日記」の筆者・感
動の生涯

シュナーベル／著 久米穣／訳

ひげのサムエルのおはなし ピーターラビットの絵本 １４
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

彦一さん 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画

彦市とんちくらべ
とみたひろゆき／文 まつだけんじ／
絵

ひこうきにのったよ 本間正樹／ぶん 菊池東太／しゃしん

ピザパイくんたすけてよ
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

秘事 河野多恵子
土方歳三（下） 富樫倫太郎
土方歳三（上） 富樫倫太郎
ビジネスマンの式辞挨拶百科 実業之日本社／編
ビジュアル世界大地図 地球の今と歴史がわかる 左巻健男
避暑地の猫 宮本輝／著

美女と野獣
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
矢部美智代／文

美女と野獣・青い鳥 小学館世界の名作13 原作ボーモン婦人、文立原えりか
美女の正体 下村一喜
ヒストリー・オブ・ラヴ ニコール・クラウス
ヒストリアン Ⅰ エリザベス・コストウ゛ァ
ビストロ・パ・マルのレシピ帖 小川 奈々
ビストロスマップかならずできる！！レシピ
ビストロスマップからだにいいレシピ ＳＭＡＰ×Ｓ
ＭＡＰ
ビーズのアクセサリー 私らしさを手づくりで
歪 堂場瞬一
秘すれば花なり 山頭火 西本 正彦



書籍名 シリーズ名 著者名
ひそやかな花園 角田光代
ピーター・パン 小学館世界の名作1 バリ ジェームズ・マシュー
ビター･ブラッド 雫井脩介
ひたごころ 白洲正子／著
秘太刀馬の骨 藤沢周平／著
秘太刀馬の骨 藤沢周平
ピーターとおおかみ 音楽ものがたり 東竜男／文 福原ゆきお／絵

ピーターと星の守護団 下
デイヴ・バリー リドリー／ピヤス
ン

ピーターと星の守護団 上
デイヴ・バリー リドリー・ピヤス
ン

ビタートラップ 月村 了衛

ピーターパン ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
末吉暁子／文

ピーターパン ディズニー
ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ ｸﾘｽﾏｽのおはなし ｴﾏ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター
秘帖・源氏物語 翁-OKINA 夢枕獏
ピッカリくん 星は、どうして夜しか見えないの？ 紙芝居 47 塩田守男／作・画

ヒックとドラゴン １ 伝説の怪物 ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ヒックとドラゴン ２ 深海の秘宝 クレシッダ・コーウェル
ヒックとドラゴン ３ 天牢の女海賊 クレシッダ・コーウェル
ヒックとドラゴン ４ 氷海の呪い クレシッダ・コーウェル

ヒックとドラゴン ５ 灼熱の予言 ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ヒックとドラゴン ６ 迷宮の図書館 ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ヒックとドラゴン ７ 復讐の航海 ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ヒックとドラゴン ８ 樹海の決戦 ヒック・ホレンダス・ハドック３世

びっくり世界一自然のひみつ ひみつシリーズ よこたとくお／漫画
びっくりだいサーカス わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵
びっくりたまご バテュ・エリック
びっくりたまごはだれのもの？ たまごの大きさ 紙芝居 107 中村美佐子／作 毛利将範／画
羊飼いの暮らし イギリス湖水地方の四季 ジェイムズ・リーバンクス
羊と鋼の森 宮下奈都
羊の目 伊集院静
羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと
ピッタリ！血液型うらないドッキリ！ 結城モイラ／著
筆談ホステス 斉藤里恵
ひっつき虫 杉本秀太郎
ひっひっひくしょーん あいはら ひろゆき
ピッピ船にのる リンドグレーン／著 大塚勇三／訳
ピッピ南の島へ リンドグレーン／著 大塚勇三／訳
秀吉が勝てなかった朝鮮武将 貫井正之／著
ひと 小野寺史宜



書籍名 シリーズ名 著者名
ヒート 堂場瞬一
ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス
人が好き 私の履歴書 瀬戸内寂聴／著
ひとがた流し 北村薫
ひとかどの父へ 深沢潮

ひとが否定されないルール 妹ソマにのこしたい世界 日木流奈／著

ヒトゲノム 解読から応用・人間理解へ 榊佳之／著
炎（ひ）と氷 新堂冬樹
ひとごろし 下 大活字本シリーズ 山本周五郎
ひとごろし 上 大活字本シリーズ 山本周五郎
ひとごろし 中 大活字本シリーズ 山本周五郎
人質 佐々木譲
人質カノン 宮部みゆき／著
人質の朗読会 小川洋子
ひとたびはポプラに臥す  2 宮本輝／著
ひとたびはポプラに臥す  3 宮本輝／著
ひとたびはポプラに臥す  5 宮本輝／著
ひとたびはポプラに臥す  6 宮本輝／著
ひとたびはポプラに臥す １ 宮本 輝
ひとたびはポプラに臥す  4 宮本輝／著

ひとつ
マーク ハーシュマン作 谷川俊太
郎訳

ひとつ灯せ 大江戸怪奇譚 宇江佐真理
一つ星イタリアンの ミニマル最高パスタ 小倉智巳
人妻魂 嵐山光三郎
ひとつむぎの手 知念 実希人
ひとつめのくに せなけいこ／作
人と自然の本 考えよう地球環境 住明正

人と人との快適距離 パーソナル・スペースとは何か 渋谷昌三／著

人の心を見抜く法 河野守宏／著
ヒトの性格と突然死 Ａ型人間が危ない 栗原久／著
人は話し方が9割 永松 茂久
人は見た目が９割 新潮新書 竹内一郎
ひとひらの雪  上 渡辺淳一／著
ひとひらの雪  下 渡辺淳一／著

ひとまねこざる
エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏
弥／訳

ひとまねこざるときいろいぼうし
エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏
弥／訳

ひとまねこざるびょういんへいく
マーガレット・レイ／文 Ｈ．Ａ．レ
イ／絵

ひと目でわかる実用手話辞典 手話技能検定協会

ひと目でわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ
２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ

Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．
／著 ドキュメントシステム／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

ひとりが、いちばん！
頼らず、期待せず、ワガママ
に

橋田壽賀子

ひとり暮らし 谷川俊太郎
ひとりずもう さくらももこ
ひとりで生きる 大人の流儀９ 伊集院 静
ひとりで生きる 大人の流儀9 伊集院 静
ひとりでいらっしゃい 七つの怪談 斉藤洋／作 奥江幸子／絵
ひとりでうんちできるかな あかちゃんのあそびえほん４ 木村裕一
ひとりで探せる 川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦
ひとり日和 青山七恵
ひとりぼっちのこねこ 松下佳紀／作 井本蓉子／え
ひとりぼっちのジョージ ヘンリー・ニコルズ
ひとりぼっちのスーパーヒーロー マーティン・リーヴィット
ひとりぼっちの世界一周航海記 堀江謙一
人は変われる ＜大人のこころ＞のターニングポイン
ト

高橋和巳／著

ヒトは恋せずに生きられるのか 進化論と遺伝子で解
く愛情学

香田康年／著

ヒトはなぜ虫歯になるのか 実方藤男／著
ヒトはみな生まれる前は女だった 大島清／著
ひなこまち 畠中恵
鄙の記憶 長編推理小説 内田康夫／著

ひなまつりのおきゃくさま 高木あきこ／作 つちだよしはる／絵

否認 どうして言わないの 堀田力／著
ピーのおはなし きもと ももこ
火の壁 伊野上裕伸／著
ピノキオ 紙芝居 31 関修一／作・画 コロディー／原作

ピノキオ ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
手島悠介／文

ピノキオ
森はるな文/  西岡たかし,片山径子,
メカマン絵

ひのきとひなげし 宮沢賢治／作 近藤弘明／絵
火の国の城 池波正太郎／著
火の玉レストラン 怪談レストラン11 松谷みよ子
火の鳥  復活・羽衣編 NO.５ 手塚治虫／著
火の鳥  Ｎｏ．１ 黎明編 手塚治虫／著
火の鳥  Ｎｏ．３ ヤマト異形編 手塚治虫
火のないところに煙は 芦沢 央
火花 又吉直樹
罅 北方謙三

ビビ
たがわいちろう 作 中村みつを
絵

日々、これ口実 過酷な現代社会を生き抜く珠玉の名
言集

所ジョージ／著

ビブリア古書堂の事件手帳7 栞子さんと果てない舞台 三上 延
ヒマワリのかんさつ 叶沢進／写真 白子森蔵／文
日御子 帚木蓬生



書籍名 シリーズ名 著者名
美味しんぼ探偵局 だれがラーメンを殺したか 雁屋哲
秘密 池波正太郎
ひみつのおばけやしき わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵

ひみつの花園
Ｆ．Ｅ．Ｈ．バーネット／作 山本藤
枝／訳

ひみつのフライパン 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
ヒミツの魔女っ子入門 魔法使いになりたい女の子の
ための

ムーンプリンセス・妃弥子／著

姫君 山田詠美／著
姫の戦国  上 永井路子／著
姫の戦国  下 永井路子／著
ひめゆりの塔 愛と青春の名作集 石野径一郎／著
秘める恋、守る愛 高見澤 俊彦
百 下 大活字本シリーズ 色川 武大
百 上 大活字本シリーズ 色川 武大

１０１匹わんちゃん ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／［原作］
間所ひさこ／文

１００円収納の裏ワザ便利帳 市川る浬
一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い 篠田桃紅

百人一首
くもんのまんがおもしろ大事
典

柳川創造／構成 小杉彰／〔ほか〕ま
んが

百人一首の作者たち 王朝文化論への試み 目崎徳衛／著
百人一首の大常識 これだけは知っておきたい ８ 内海 準二／栗栖 良紀

100年数秘の本
誕生日でわかる運命・相性・
自分自身

DASO著

百年泥 石井 遊佳
百年に一度の危機から日本経済を救う会議 高橋洋一・長谷川幸洋
百年の家 Ｊパトリックルイス
百年前の二十世紀 明治・大正の未来予測 横田順弥／著
１００年前の横浜・神奈川 絵葉書でみる風景 横浜開港資料館／編
百の旅千の旅 五木寛之
百の夜は跳ねて 古市 憲寿

百まいのドレス
エレーナ・エスティス 作 ルイ
ス・スロボドキン え

百まで生きて三日寝て死のう 東畑 朝子
白夜街道 今野敏

白夜の森  上
マリアンネ・フレデリクセン／著 亀
井よし子／訳

白夜の森  下
マリアンネ・フレデリクセン／著 亀
井よし子／訳

百花 川村 元気
百貨の魔法 村山 早紀
百器徒然袋－雨 探偵小説 京極夏彦／著
百鬼夜行－陰 妖怪小説 京極夏彦／著
白光 朝井 まかて
ひやっと３にんぐみ 紙芝居 101 宮下森／画 阿部明子／脚本
１００ぴきねことまほうつかい 間瀬なおかた／作・絵
１００ぴきのくまさん 川崎大治／作 若菜珪／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
病院で死ぬということ 山崎章郎／著

びょういんは大さわぎ テディとアニー ６
レッドファーン・ノーマン／Ｒｅｄ
ｆｅｒｎ Ｎｏｒｍａｎ．／ギバー
ド レス

病気のひみつ 楠高治／漫画
びょうきのほん  1 山田真，柳生弦一郎／〔共〕著
びょうきのほん  2 山田真，／文 柳生弦一郎／絵
びょうきのほん  3 山田真，柳生弦一郎／〔共〕著
氷結の森 熊谷達也
瓢壺の夢 高市俊次／著
漂砂のうたう 木内昇
漂砂の塔 大沢 在昌
病巣 巨大電気産業が消滅する日 江上剛
ひょうたんから愛 恋文の三百通に寄り切られ 内海桂子／著
氷点 下 三浦綾子
氷点 上 三浦綾子
美容にかかわる仕事 美容師 エステティシャン
ファッションデザイナーマンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編集

ひよこ チュコフスキー／作 宮川やすえ／訳

ぴょこたんのめいろあそび ３
ぴょこたんのあたまのたいそ
う

このみ ひかる

ひよこのひとりごと 残るたのしみ 田辺聖子
ひょっこりはんをさがせ！ ひょっこりはん
ひよよとおとしもの ひよよ
ひよよとおばけちゃん ひよよ
ひよよとふうせん ひよよ
ひらいたトランプ クリスティー文庫１３ アガサ・クリスティ

ひらがなだいぼうけん
宮下すずか 文 みやざきひろかず
絵

平塚らいてう 女性が輝く時代を拓く 日野多香子／著
平場の月 朝倉 かすみ

ヒラベッタイ・ザウルスうまれるよ？！
文 ささき・たかし 絵 鈴木びん
こ

ヒラメキ！直感うらない 結城モイラ／著
びりっかすの神さま 岡田淳
ビリ－となかまたち はるなまき

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

飛竜伝 宋の太祖 趙匡胤 小前亮
びりはいやだ みやもとただお／さく・え
ひるねむし みやざきひろかず
ビルマの砂 失われた青春のときよ 幅房子／著 菅輝男／絵
ビルをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる
弘兼流 60歳からの手ぶら人生 弘兼憲史



書籍名 シリーズ名 著者名

ひろがる核兵器の恐怖
ナイジェル・ホークス／著 轡田隆史
／監訳

広重 陶山巌
広重ぶるう 梶 よう子
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  1 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  2 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  3 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  4 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  5 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成  6 家永三郎／〔等〕編
ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道あや
ひろしまのピカ 丸木俊
ビロードのうさぎ マージェリィ・W・ビアンコ
ひろびろ三原色  続 １ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ２ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ３ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ４ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ５ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ６ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ７ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  続 ８ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  １ 基礎編 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  2 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  3 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  4 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  5 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  6 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  7 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  8 松本キミ子／著 木庭鴻志／写真
ひろびろ三原色  彫刻編 １ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  彫刻編 ２ 松本キミ子／著
ひろびろ三原色  彫刻編 ３ 松本キミ子／著
ピンキー・ブウとちいさなおともだち 学研ワールド
えほん

マルタ コチ

ピンクとグレー 加藤シゲアキ
瀕死のライオン下 麻生幾
瀕死のライオン  上 麻生幾

便乗商法おことわり
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ヒンドゥー教 世界の宗教4
びんぼう草 群ようこ／著
貧乏神髄 川上卓也
ぴんぽんぱんふたり話 瀬戸内 寂聴／美輪 明宏
ピンポンパンポンプー 中居正弘 劇団ひとり 古市憲寿

ふ ファイト！ 武田麻弓／著
ファイナル雁道 三遊亭円丈／著
ファインディング・ニモ ディズニー
ファーストクラッシュ 山田 詠美



書籍名 シリーズ名 著者名
ファーストラヴ 島本 理生
ファッションデザイナー 斎藤貢一／写真 武田万樹／文
ファーブル 砂村秀治／著
ファーブル昆虫記  1 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  2 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  3 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  3 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  4 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  5 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  6 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  7 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記  8 奥本大三郎／訳・解説
ファーブル昆虫記 子どものための世界文学の森 アンリー・ファーブル
ファミリーステンシル
ファミリーツリー 小川糸
ファミリーポートレイト 桜庭一樹
ファミレス 重松清
ファンタジーノベルズガイド いするぎりょうこ／著
不安の力 五木寛之
フィンランド・メソッド入門 北川達夫

ぶう こわせたまみ／作 いもとようこ／絵

封印 黒川博行／著
風花病棟 帚木蓬生
風神の手 通尾 秀介
風神雷神Juppiter,Aeolus(上) 原田 マハ
風神雷神（下） 原田マハ
風雪 山本周五郎
ふうせんガムドン！ 森まつり／作 柿本幸造／絵
ふうせんこぶた 宇野克彦／作 渡辺有一／絵
ふうせんまってー 三好碩也／作 いもとようこ／絵
風葬の教室 山田詠美／著
ふうちゃんのハーモニカ 西野綾子／作 ふりやかよこ／絵
風味絶佳 山田詠美
風流冷飯伝 米村圭伍／著
風林火山 井上靖
不運と思うな。大人の流儀6 伊集院静
フェイクフィクション 誉田 哲也
笛吹童子 痛快世界の冒険文学 7 橋本治
ふかい海のさかな 武田正倫／ぶん 渡辺可久／え
深い呼吸で「心」が変わる 龍村修
深追い 横山秀夫
部下をもつ人のための人事考課ハンドブック 野原茂
ブカとピチ 片岡輝／作 三好碩也／絵
不可能 松浦寿輝
フーガはユーガ 伊坂 幸太郎
不感症の女優 水島裕子／著
不機嫌な果実 林真理子



書籍名 シリーズ名 著者名
ぶきっちょさんのお料理ｂｏｏｋ セレクト版
ふきまんぶく 田島征三／文・絵
不器用な赤 ヒキタクニオ

武器よさらば
ヘミングウェイ／作 大久保康雄，岡
本潤／訳

副作用のない抗癌剤治療 現代医学の最前線 平岩正樹／著
福沢諭吉 内田英二／著
福祉にかかわる仕事 理学療法士 社会福祉士 介護
福祉士マンガ

ヴィットインターナショナル企画室
／編

不屈の人ベートーベン 北畠八穂／文 斎藤壮一／絵
文車日記 私の古典散歩 田辺聖子／著
フクロウ 福田俊司／著
ふくろうのそめものやさん 紙芝居 123 水谷章三・脚本／下田昌克・絵

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

ふくろのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
ふくわらい 西加奈子
服を買うなら、捨てなさい 地曳いく子
吹けよ風呼べよ嵐 伊東潤
プーさんとイーヨー 新くまのプーさん絵本③ 森はるな文
プーさんとおおあらし 森はるな
プーさんとたからのちず 森はるな文
プーさんとティガー くまのプーさん絵本 森はるな文
プーさんとにんじんおばけ 森はるな文
プーさんとはちみつ くまのプーさん絵本 森はるな文
プーさんとはちみつ 文・ときありえ絵／三石宏文
プーさんとふくろう 新くまのプーさん絵本⑫ 森はるな文
プーさんとふしぎないど くまのプーさん絵本 森はるな
プーさんとルーのおふろだいすき 森はるな文
プーさんのかいぞくごっこ 新くまのプーさん絵本⑪ 森はるな文
プーさんのきらきらぼし くまのプーさん絵本 森はるな文
プーさんのたてたいえ A・AMILNE

ふしぎ！女の子のからだとこころ
小形桜子／〔ほか〕文 おかべりか／
絵

ふしぎがわかるよ！図鑑 横山洋子
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（１） 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂５ 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 10 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂11 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂３ 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂6 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂7 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂9 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂8 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（２） 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂12 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂13 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂14 廣嶋 玲子



書籍名 シリーズ名 著者名
ふしぎ駄菓子屋銭天堂15 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂16 廣嶋 玲子
ふしぎ駄菓子屋銭天堂17 廣嶋 玲子
ふしぎな７いろのかさ 雨は、どうしてふるの？ 紙芝居 48 山本省三／作・画
ふしぎなかぎばあさん 手島悠介／作 岡本颯子／絵
ふしぎなカサやさん みやにしたつや
ふしぎなガーデン ピーター・ブラウン
ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田淳／作
ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや
ふしぎなくにのまじょ子 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

ふしぎなたまご
子どもがはじめてであう絵本
3

ディック・ブルーナ

ふしぎなともだち 児童図書館・絵本の部屋
ジェームズ サイモン／Ｊａｍｅｓ
Ｓｉｍｏｎ．／小川 仁央

ふしぎなナイフ 中村牧江／さく 林健造／さく
ふしぎな平行線 前原昭二／著 小寺秀司／絵
ふしぎな目をした男の子・ヒノキノヒコのかくれ家
ほか２編

佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

ふしぎな森の転校生 小川美篤
ふしぎの海のナディア上 松下武義
ふしぎの海のナディア下 松下武義

ふしぎの国のアリス ディズニー名作童話館
ディズニー ウォルト／Ｄｉｓｎｅ
ｙ Ｗａｌｔ．／立原 えりか

ふしぎの国のアリス ディズニー

不思議の国の特派員
デビッド・パワーズ／著 木村千旗／
訳

ふしぎの森のミンピン
ロアルド・ダール／さく パトリッ
ク・ベンソン／絵

フジ子・ヘミング 運命の力 フジ子・ヘミング
フジ子・ヘミングの「魂のことば」 フジ子・ヘミング
藤沢周平未刊行初期短篇 藤沢周平
富士山うたごよみ 俵万智
富士山大ばくはつ かこさとし／作
富士山噴火 高嶋哲夫
不時着する流星たち 小川洋子
武将の運命 津本陽／著
ふたご 藤崎 彩織
双子は驢馬に跨がって 金子 薫
ぶたさんとねずみさん やさしさをもって にしかわおさむ／さく・え
２品で満足 ａｒｉｋｏの家和食 ariko
二つの山河 中村彰彦／著

ぶたのおかあさんはこどもがいっぱい 子だくさん 紙芝居 108 山本和子／作 きよしげのぶゆき／画

ぶたのたね 佐々木マキ

ぶたばあちゃん
マーガレット・ワイルド／文 ロン・
ブルックス／絵

ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功
ふたり 福田隆浩



書籍名 シリーズ名 著者名
二人静 盛田隆二
ふたりでおるすばん いとうひろし
二人の嘘 一雫 ライオン
ふたりの距離の概算 米澤穂信
二人の天魔王 「信長」の真実 明石散人／共著 小机種彦／共著
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル
ふたりは いつも アーノルド・ロベール
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル

ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作 三木卓／
訳

プータン いまなんじ？
わだよしおみ ぶん ならさかとも
こ え

プータンおばけだよ わだよしおみ
ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の
国際協力をとげた西岡京治の物語

木暮正夫／作 こぐれけんじろう／絵

プータンのすいぞくかん おおむらゆうこ
ブ－タン仏教から見た日本仏教 今枝由郎

プチ・プランス
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ
リ

部長漂流 江波戸哲夫
ブチよ、さようなら 石井昇悟／作 椎野利一／絵
ふつうに生きるって何？小学生の僕が考えたみんな
の幸せ

井手 英策

ブーツをはいた女の子 木村幸子／著
仏果を得ず 三浦しおん
仏教 世界の宗教1
仏教が教える老いを楽しむヒント ひろさちや
仏教とキリスト教 どう違うか５０のＱ＆Ａ ひろさちや／著
仏教とキリスト教 新潮選書 ひろ さちや
仏教とは何か 大活字本シリーズ 山折 哲雄
ブックキーパー脳男 首藤 瓜於
沸騰ワード10Ⅹ伝説の家政婦志麻さん ベストレシ
ピ

タサン 志麻

ぶつぶついうのだあれ 神沢利子／作 井上洋介／絵
ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢利子／井上 洋介
ぷっぷっぷ～ いしづちひろ
プーテルとぼく 福音館創作童話シリーズ 大岳 洋子／垂石 真子
葡萄 夜行列車が運ぶ殺意 津村秀介／著
武道館 朝井リョウ
不登校を直す ひきこもりを救う 三浦清一郎
不撓不屈 高杉良／著
葡萄物語 林真理子／著
フードトラップ マイケル・モス
ふとりすぎですよサンタさん さくらともこ／作 清宮哲／絵
ブナの森は宝の山 平野伸明
ふなふな船橋 吉本ばなな

ふねをつくってこぎだそう
アソル・マクドナルド著/戸田早紀や
く



書籍名 シリーズ名 著者名
舟を編む 三浦しをん

プーのたのしいパーティー
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェ
パード／え

プーのはちみつとり
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん Ｅ．Ｈ．シェ
パード／え

ふぶきのあした ちいさな絵童話りとる ２７ 木村裕一／あべ弘士
ふふふ 井上ひさし
ふまじめ介護 田辺鶴瑛
ふみ子の海 ある盲少女の青春 上 市川信夫／著
ふみ子の海 ある盲少女の青春 下 市川信夫／著
不滅の長嶋茂雄―あの解任劇から１２年 大町悠造
増し方・減らし方・引き返し編み 雄鶏社／編
フューチャー・オブ・マインド 心の未来を科学する ミチオ・カク

ふゆねこさん
ハワード＝ノッツ／さく・え まつお
かきょうこ／やく

ふゆのおばけ こどものくに傑作絵本 瀬名恵子
冬の狩人 大沢 在昌
冬の巡礼 志水辰夫
冬の標 乙川優三郎
冬の星座のはなし 前川光／著 村上康成／絵

冬のソナタ 上
キム ウニ／ユン ウンギョン／宮
本 尚寛

冬のソナタ 下
キム ウニ／ユン ウンギョン／宮
本 尚寛

冬の旅 辻原登
冬の眠り 北方謙三
冬の炎  下 高橋治／著
冬の炎  上 高橋治／著

ふゆのようせい ジャック・フロスト
カズノ・コハラ 作 石津ちひろ
訳

ふゆのよるのおくりもの ティモシーとサラのえほん 芭蕉みどり／作・絵
冬の龍 藤江じゅん

ふゆめがっしょうだん どきどきしぜん 富成忠夫，茂木透／写真 長新太／文

冬を待つ城 安部龍太郎
芙蓉の干城 松井 今朝子
ふらいぱんじいさん 神沢利子／著
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

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

フライングシュートだフリューゲルス 田中館哲彦／作 若菜等／絵

ブラジルに夢をおって 移民植物学者橋本ゴロウ物語 馬場淑子／文 中沢潮／絵

プラスチックで作るくふう 堂本保／著
プラス １ リビング  ９（Ｏｃｔｏｂｅｒ ２０
００）
ブラタモリ 12 別府 神戸 奄美 NHK「ブラタモリ」制作班



書籍名 シリーズ名 著者名
ブラタモリ 13 京都（清水寺･祇園） 黒部ダム
立山

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ 14 箱根 箱根関所  鹿児島 弘前
十和田湖･奥入瀬

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ 15 名古屋 岐阜 彦根 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ 16 富士山・美保の松原 高野山 宝
塚 有馬温泉

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ 17 吉祥寺 田園調布 尾道 倉敷
高知

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ 18 秩父 長瀞 大宮 室蘭 洞爺湖
宮崎

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ① 長崎・金沢・鎌倉 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ⑩ 富士の樹海・富士山麓・大阪・大坂
城・知床

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑪ 成田山・目黒・浦安・水戸・香川
（さぬきうどん・こんぴらさん）

NHK『ブラタモリ」制作班

ブラタモリ② 富士山・東京駅・上田・沼田 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ③ 函館・川越・奈良・仙台 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ④ 松江、出雲、軽井沢、博多、福岡 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ⑤ 札幌、小樽、日光、熱海、小田原 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモリ⑥ 松山、道後温泉、沖縄、熊本 NHK「ブラタモリ」制作班
ブラタモり⑦京都（嵐山・伏見）志摩 伊勢（伊勢
神宮・お伊勢参り）

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ⑧横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高
尾山

NHK「ブラタモリ」制作班

ブラタモリ(９)平泉・新潟・佐渡・広島・宮島 NHK[ブラタモリ]制作班
プラチナデータ 東野圭吾
ブラッカムの爆撃機 ロバート・ウェストール
ブラック・ヴィーナス 投資の女神 城山真一
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾
ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重
ブラック・ムーン 逢坂 剛
ブラックオアホワイト 浅田次郎
ブラックペアン1988 海堂尊
ブラックホールってなんだろう？（たくさんのふし
ぎ傑作集）

嶺重慎／文
倉部今日子／絵

ブラックボックス 篠田節子
ブラックボックス 砂川 文次
プラナリア 山本文緒／著
プラハの墓地 ウンベルト・エーコ

ブラバンキッズ・オデッセイ
野庭高校吹奏楽部と中澤忠雄
の仕事

石川高子

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

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

ブラフマンの埋葬 小川洋子
フラミンゴの村 澤西祐典



書籍名 シリーズ名 著者名

プラム・クリークの土手で
ローラ・インガルス・ワイルダー／
著 恩地三保子／訳

ブラームス 人はみな草のごとく 作曲家の物語シリーズ７ ひのまどか／著
ぶらり江戸学 杉浦日向子／著
プラレールトーマス大百科 超ひみつゲット！④

フランケンシュタイン 痛快世界の冒険文学 ３
山中 恒／シェリー メアリ・ウル
ストンクラフト／Ｓｈｅｌｌｅｙ
Ｍａｒｙ Ｗｏｌｌｓｔｏ

フランシスとたんじょうび ラッセル・ホーバン
フランス革命と祭り 立川孝一／著
フランス人は10着しか服を持たない ジェファニー・L・スコット

フランス人は10着しか服を持たない２
今の家でもっとシックに暮ら
す方法

Ｊ・Ｌスコット

フランスの小さくて温かな暮らし365日 トリコロル・パリ
フランス料理ＡＢＣ 簡単・おいしい・楽しい・メ
ニュー

パトリス・ジュリアン／著

フランダースの犬 少年少女世界名作全集5 ウィーダ／原作 岡本浜江／訳・文
フランダースの犬 小学館世界の名作 ウィーダ
プリズム 百田尚樹
プリズンホテル 浅田次郎／著
プリズンホテル秋 浅田次郎／著
プリズンホテル春 浅田次郎／著
プリズンホテル冬 浅田次郎／著
フリーター、家を買う。 有川浩
不良少年物語 社会の本 佐藤忠男／著
プリンシパル 長浦京
プリンス 真山 仁
プリンス 真山 仁
プリンセス・トヨトミ 万城目学
古い着物のリメイク 時代裂から美しい装いの服に 丹美与／〔著〕

古井由吉 黒井千次 李恢成 後藤明生集 筑摩現代文学大系 96
古井由吉 黒井千次 李恢成 後藤
明生

震える牛 相場英雄

古き日本の瞥見
マーガレット・バラ／著 川久保とく
お／訳

古くて豊かなイギリスの家便利で貧しい日本の家 井形 慶子
ふるさと磯子のむかしばなし16話 横浜市磯子区役所区政推進課
ふるさとの伝統産業  3
ふるさとの伝統産業  4
ふるさとの伝統産業  5
ふるさとの伝統産業  6
ふるさとの伝統産業  7
ふるさとの伝統産業  8
ふるさとの伝統産業  9
ふるさとの伝統産業  10
ふるさとの伝統産業  11
ふるさとの伝統産業  12
ふるさとの伝統産業  13



書籍名 シリーズ名 著者名
ブルース 桜木紫乃

フルーツポンチはいできあがり
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

ブルドーザとなかまたち 山本忠敬／さく
フルートさんの優しいウィーン菓子 ウィーンからの
おいしい贈り物

エドワード・フルート／〔著〕 桐田
和雄／撮影

ブルートレイン 鉄道大図鑑  2
グループ〈レール＆トレイン〉／構
成

ブルートレインおばけ号 水木しげる／著
ブルートレインほくとせい 関根栄一／ぶん 横溝英一／え
フルハウス 柳美里／著
ブルブルさんとおばけのあかちゃん あさくら まや
ふるやのもり 瀬田貞二／著 田島征三／画
プルルのしっぱい 紙芝居 77 岸田耕造／画 安田浩／作
ブルーローズ 下 馳 星周
ブルーローズ 上 馳 星周
プレゼンテーションの技術 マニュアル版 田村尚／著
プレゼントのくふう 内海久子／著

フレディ 旺文社創作児童文学
ライヒェ ディートロフ／Ｒｅｉｃ
ｈｅ Ｄｉｅｔｌｏｆ．／佐々木
田鶴子

フレディ ３ 旺文社創作児童文学
ライヒェ ディートロフ／Ｒｅｉｃ
ｈｅ Ｄｉｅｔｌｏｆ．／佐々木
田鶴子

フレディ ２ 旺文社創作児童文学
ライヒェ ディートロフ／Ｒｅｉｃ
ｈｅ Ｄｉｅｔｌｏｆ．／佐々木
田鶴子

フレデリック レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳
フレーベル館の大型えほん あんぱんまん やなせ たかし
ブレーメンのおんがくたい グリム童話より 瀬尾七重／文 牧野鈴子／絵
ブレーメンのおんがくたい すまいるママ
ブレーメンのおんがくたい せかいむかしばなし 8 三越左千夫・文 草間俊行・絵
フレンチスタイルのサンドイッチ 楽しい組合せでお
いしいラッピング

パトリス・ジュリアン／著

浮浪児1945-戦争が生んだ子供たち 石井光太
ブログ 世界を変える個人メディア ダン・ギルモア

フロプシーのこどもたち ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

フローラのにわ クリスティーナ・ディーグマン
ブロロンどろろん 高畑 那生
分解系女子マリー クリス・エディソン
文学テクスト入門 前田愛／著
文芸春秋短篇小説館 文芸春秋／編
文人の素顔 柳原 一日
文珍の日本史人物高座 笑てるうちに歴史がわかる 桂文珍／著
ぶんとろことたうたう わしおとしこ／作 黒井健／絵
ぶんぶくちゃがま 紙芝居 2 前田松男／画 筒井敬介／文



書籍名 シリーズ名 著者名
ぷんぷんダンプとぴかぴかショベル 紙芝居 68 山本省三／画・作

文明の迷路
古代都市をめぐってアトラン
ティスへ

香川元太郎

へ 「平穏死」のすすめ
口から食べられなくなったら
どうしますか

石飛幸三

平安妖異伝 平岩弓枝／著
平均寿命105歳の世界がやってくる 喜ぶべきか、憂うべきか アレックス・サヴォロンコフ
平家 上巻 池宮彰一郎
平家 中巻 池宮彰一郎
平家 下巻 池宮彰一郎
平家伝説殺人事件 内田康夫／著
平家物語  第５巻 森村誠一／著
平家物語  第１巻 森村誠一／著
平家物語  第２巻 森村誠一／著
平家物語  第３巻 森村誠一／著
平家物語 下 マンガ日本の古典  12 横山光輝
平家物語 上 マンガ日本の古典  10
平家物語  第４巻 義仲対義経 森村誠一
平家物語 中 マンガ日本の古典  11 横山光輝
米国人一家、おいしい東京を食べ尽くす マシュー・アムスター＝バートン
閉鎖病棟 帚木蓬生
平成奥の細道 田中 克利
平成くん、さようなら 古市 憲寿
平成猿蟹合戦図 吉田修一
平成大家族 中島京子
平成狸合戦ぽんぽこ 徳間アニメ絵本10 高畑勲
平凡 角田光代

平和をきずく 平和賞
ネイサン・アーセング／著 牧野賢治
／訳

ヘヴン 川上未映子
北京の小麦粉料理 餃子・焼麦・〓飩・麺・餅・饅
頭・包子

お料理塾シリーズ ウー・ウェン／著

ベースボール放浪記
日・米・韓・メキシコ・カナ
ダ

小川邦和

へそもち 渡辺茂男／さく 赤羽末吉／え

へたおやつ
小麦粉を使わない白崎茶会の
はじめてレシピ

白崎 裕子

ベターッと開脚 Eiko
ヘチマのかんさつ 佐藤有恒／著
ペツェッティーノ じぶんをみつけたぶぶんひんのは
なし

レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

別冊サザエさん① 長谷川町子

ベッセマー/ハーバー/エジソン
鉄・化学・電気の時代 漫画人
物科学の歴史 . 世界編

関口たか広漫画/インタラクティブ編

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎

ベティー
ジョルジュ・シムノン／著 長島良三
／訳

ベティちゃんの心の情人 内館牧子／〔著〕



書籍名 シリーズ名 著者名
ペーテルとペトラ リンドグレーン・アストリッド
ペテロの葬列 宮部みゆき
ベートーベン 浜野政雄／著
ペトロ 今野敏
紅はこべ 山崎洋子
ペネロペかずをかぞえる ペネロペおはなしえほん⑥ ゲオルグ・ハレンスレーベン
ペネロペのおかいもの ペネロペおはなしえほん⑤ アン・グットマン
蛇を踏む 川上弘美／著
蛇にピアス 金原ひとみ
ヘビのひみつ 内山りゅう
ヘブライの神話 創造と奇蹟の物語 矢島文夫／著
ベーブルース 赤坂包夫／著
ヘボ医だから言えること 柳瀬義男／著

ヘラクレス ディズニー名作童話館
ウォルト・ディズニー／［原作］ 間
所ひさこ／文

ベラスケス
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

ヘリコプターたち 五味太郎／作
ペルシアの神話 光と闇のたたかい 岡田恵美子／著
ベルリンは晴れているか 深緑 野分
ヘレン・ケラー 山口正重／著

へろへろ
雑誌「ヨレヨレ」と「宅老所
よりあい」の人々

鹿子裕文

変革者 小泉家の３人の男たち 梅田功／著
ペンギンきょうだい そらのたび 工藤 ノリコ
ペンギンきょうだい バスのたび 工藤ノリコ
ペンギンきょうだい ふねのたび 工藤 ノリコ
ペンギンきょうだい れっしゃのたび 工藤 ノリコ
ペンギンのくに 鳥居鉄也／著
ペンギンのこまりごと ジョリ・ジョン
ペンギンのヒナ ﾍﾞﾃｨﾃｲｻﾑ

ベンジャミンバニーのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

遍照の海 澤田ふじ子
へんしんじどうしゃえんこくん 杉山径一／ぶん 北田卓史／え
へんしんトンネル 新しいえほん あきやまただし
へんし～んほうれんそうマン みづしま志穂／さく 原ゆたか／え
ヘンゼルとグレーテル 音楽ものがたり 東竜男／文 秋元純子／絵
ヘンゼルとグレーテル 山室静／文 松村太三郎／絵
へんてこ山ぞくはらへったあ 山脇恭／さく 泉昭二／え
へんてこハウス たむらしげる／作・絵

へんてこヒヨドリ
ぽっぺん先生のどうぶつ日記
1

舟崎克彦／作・画

変な絵 雨穴

ヘンリーくんとアバラー
ベバリイ・クリアリー／作 松岡享子
／訳

ヘンリーくんと新聞配達 クリアリー／著 松岡享子／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

ヘンリーくんとビーザス
ベバリィ・クリアリー／著 松岡享子
／訳

ヘンリーくんと秘密クラブ
ベバリイ・クリアリー／作 松岡享子
／訳

ほ 「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか？
海外で成功するﾛｰｶﾗｲｽﾞ･ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞの秘訣

三田村蕗子

「ほめ日記」効果・スマイル子育て篇 手塚千砂子
「ほめ日記｣効果って、何？ 手塚 千砂子
保育園のちから 普光院亜紀
ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ
某 川上 弘美
ほういんさまときつね 樋口淳／文 赤坂三好／絵

放課後のトイレはおばけがいっぱい 学校の怪談２
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 ワタナベ・コウ／絵

放課後はミステリーとともに 東川篤哉
望郷 湊かなえ
ぼうけんでんしゃぐるる－ん さのてつじ
ぼうしころころ つみきのえほん① 長谷川摂子
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

邦人奪還 伊藤 祐靖

放送室に消えた先生
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 村井香葉／絵

傍聴者 折原 一
放蕩記 村山由佳
報道されない中東の真実 国枝昌樹
抱擁あるいはライスに塩を 江國香織
謀略の女帝持統天皇 古代正史への挑戦状 関裕二／著
傍流の記者 本城 雅人
ほうれんそうマンのようかいがっこう ポプラ社の小さな童話87 みづしま志穂／さく 原ゆたか／え
ほかげ橋夕景 山本一力
ほかならぬ人へ 白石一文

ポカホンタス ディズニー名作童話館
ウェルト・デイニー／［原作］ 瀬尾
七重／文

ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケンジー

ぼく、あぶらぜみ かがくのとも傑作集
得田之久 ぶん たかはしきよし
絵

ぼく、だんごむし かかがくのとも傑作集 得田之久／文 たかはしきよし／絵

北緯43度のコールドケース 伏尾 美紀
北緯四三度からの死の予告 西村京太郎／著

ぼくＳＬにのったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

北欧の神話 神々と巨人のたたかい 山室静／著

ぼくおよげるんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

ぼく女の子じゃないよ 西本鶏介／さく 西川おさむ／え
ぼくが映画ファンだった頃 和田誠



書籍名 シリーズ名 著者名
ぼくから遠く離れて 辻仁成

ぼくキャンプにいったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

牧師館の殺人 ハヤカワ文庫 田村 隆一

ぼくじてんしゃにのれるんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

墨場

ぼくしんかんせんにのったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

北辰群盗録 佐々木譲／著
ボク、ただいまレンタル中 長崎源之助／作 岡本順／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／岡本順

ぼくたちおやこはだいくさん
アンネ・マール／文 パウル・マール
／絵

ぼくたちはきっとすごい大人になる 有吉玉青
ぼくたちまん中ぐみ 矢部美智代／作 平井貴子／絵
ぼくだってライオン 木村裕一／さく・え
北天の馬たち 貫井徳郎
ぼくと１ルピーの神様 ヴィッカス・スワラップ
ぼくとかあさん いもとようこ
僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ
ぼくときどきぶた 矢玉四郎／作・絵
ぼく、どこにでもいるカバです みやざきひろかず／作・絵
ぼくとチマチマ 荒井良二
ぼくと兄ちゃんの大旅行 岡田ゆたか／文 渡辺有一／画
ぼく にげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン
ぼくには数字が風景に見える ダニエル・タメット
ボクの穴、彼の穴 デヴィッド・カり 訳松尾スズキ
ぼくのいえにけがはえて 川北亮司・文/石井聖岳・絵
ぼくの一輪車は雲の上 山口理／作 末崎茂樹／絵
ぼくのうた、なんだっけ？ ヘンドリック・ヨナス
ぼくのお父さん 矢部 太郎
ぼくのお姉さん 丘修三／著 かみやしん／絵
ぼくのおふろ 鈴木のりたけ
ぼくのかえりみち ひがしちから

ぼくのカンガルー みどりのもりシリーズ21 なすだみのる／さく あべはじめ／え

ぼくのクジラ
キャサリン・スコウルズ／作 百々佑
利子／訳

ぼくのくれよん 長新太
ぼくの師匠はスーパーロボット 南田 幹太
ぼくのだ！わたしのよ！ ３びきのけんかずきのかえ
るのはなし

レオ＝レオニ／〔著〕 谷川俊太郎／
訳

ぼくのつくえはぼくのくに ほか５編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ
ぼくのデザイン修業 図形 田中かほる／構成 中釜浩一郎／絵
ぼくのとうきょうえきたんけん 新冬二／ぶん 田代三善／え

ぼくのなまえはイラナイヨ
ミック・インクペン／作 角野栄子／
訳



書籍名 シリーズ名 著者名
ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか
ぼくのパパはおおおとこ 薫くみこ
ぼくのへんてこロボット 紙芝居 88 上野紀子／画 なかえよしを／作
僕のホスピス１２００日 自分らしく生きるというこ
と

山崎章郎／著

ぼくのミステリー新聞 さとうまきこ／著
ぼくの・ミステリーなあいつ さとうまきこ／作 伊藤良子／絵
ぼくの・ミステリーなぼく さとうまきこ／作 伊藤良子／絵
ぼくの村にサーカスがきた 小林豊／作・絵
ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢数希
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ
ぼくはくま 合田経郎
ぼくはこう生きている 君はどうか 重松清/鶴見俊輔
ぼくパトカーにのったんだ 大友康夫／絵 渡辺茂男／作
僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介

ぼくひこうきにのったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

ぼくブルートレインにのったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

ぼくへそまでまんが 矢玉 四郎

ぼくまいごになったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

ぼくもあかちゃん 山本まつ子／作・絵
ぼくらの将棋入門  〔１９９４年〕 関根茂／著
ぼくらのまちトミカ・プラレールタウンに全員集
合!
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 1
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 2
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 3
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 4
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 5
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 6
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 7
ぼくらの町のまつりと行事 郷土の研究 8
ぼくらのミステリー学園 さとうまきこ／著
ぼくらは知床探険隊 関屋敏隆／文・型染版画
ぼくらはズッコケ探偵団 那須正幹／作 前川かずお／絵

ぼくれんらくせんにのったんだ
わたなべしげお／さく おおともやす
お／え

ぼくはおこった
ハーウィン・オラム／文 きたむらさ
とし／絵・訳

ぼくはおとうさん いもとようこ／さく・え
ぼくはくいしんどろぼう 奥田怜子／さく・え

ぼくはジャガーだ
ウルフ・スタルク／さく アンナ・ヘ
グルンド／え

ぼくはぞうだ 五味太郎／さく
ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫た
ち

谷本雄治／著



書籍名 シリーズ名 著者名
僕は八路軍の少年兵だった 山口盈文／著
ぽけっといっぱい いもとようこ／さく・え
ポケット契約書式集 山崎郁雄／著
ポケット日本名作事典 小田切進／監修 尾崎秀樹／監修

ポケットのないカンガルー
Ｈ．Ａ．レイ／え エミイ・ペイン／
さく

ぼけとアルツハイマー 生活習慣病だから予防できる 大友英一
ボケない技術 奥村歩

ボケない脳をつくる
今の能力を80代までキープす
る生活の知恵

篠原菊紀

ボケの原因は30代・40代にあった
今すぐ始める予防法から早期
発見法まで

橋爪孝次著

ﾎﾟｹﾓﾝX･Yﾄﾞｷﾄﾞｷめいろ＆ﾊﾟｽﾞﾙ 嵩瀬ひろし
誇りです、登校拒否 小林竜太郎／著
星落ちて、なお 澤田 瞳子
星を見つめた人びと 前川光／著 川村易／絵
星からおちた小さな人・ふしぎなおばあさん 佐藤さとる全集 １０ 佐藤さとる／村上勉
星屑 村山」由佳
星空のシロ 井上夕香
星月夜 伊集院静
ポジティブの教科書 武田双雲

ほしでつくったはし フィンランドの民話 紙芝居 20
河内日出夫／作・画 宗方あゆむ／脚
色

星と宇宙のはなし 前川光／著 荒井良二／絵
星と正座 超はっけん大図鑑⑮ 発行者 坂井宏先
星と星座のひみつ 学研まんが ひみつシリーズ 相田克太／漫画
星とわたしたち 富田弘一郎／著
星に祈る おいち不思議がたり あさの あつこ
星に降る雪 池澤夏樹
星の一生 藤井旭／著

星の一生を追え
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

星の一生をたどる 佐藤英男／著

星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 内藤濯／訳

星の子 今村夏子
ほしのせんにん 中国の伝説 紙芝居 25 辻繁人／作画美術 菊地正／脚色
星の町 森村誠一／著
星野道夫物語 国松俊英
星のように離れて雨のように散った 島本 理生
星々たち 桜木紫乃
星祭りの町 下 大活字本シリーズ 津村 節子
星祭りの町 上 大活字本シリーズ 津村 節子
星守る犬 村上たかし
星やどりの声 朝井リョウ
星を掬う 町田 そのこ
星をつなぐ手 ー桜風堂ものがたりー 村山 早紀



書籍名 シリーズ名 著者名

ホース・ウィスパラー  上
ニコラス・エヴァンス／著 村松潔／
訳

母性 湊かなえ
保存食のはなし 久繁貴恵子／著
ボタニカ 朝井 まかて

ぼたもちをくったほとけさま 紙芝居 114 やすいすえこ／文 ひらのてつお／画

ボーダーライト 今野 敏
ホタル 光のひみつ 栗林慧／著
蛍の航跡 軍医たちの黙示録 帚木蓬生
ホタルの里 大場信義
火垂るの墓 徳間アニメ絵本5 野坂昭如
北海道 マップルガイド １
北海道 にっぽんの旅1
北海道薬草図鑑 フィールドガイド 野生編 山岸喬／著
ぽっかぽかだいすき おさるさん 親と子の写真絵本⑤ 福田幸広
北帰行 佐々木譲
ほっきょくがとけちゃう サンタからのSOS マツダ・イーサム・キム

北極ギツネ
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

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

墨攻 山本甲士
堀田善衛 長谷川四郎集 筑摩現代文学大系 ７３ 堀田善衛 長谷川四郎
ボッチャの大きなりんごの木 滝川 英治
坊っちゃん 愛と青春の名作集 夏目漱石
ホットケーキがふってきた 藤木てるみ／作・絵
ホットケーキできあがり エリック・カール
ポットさん きたむらさとし
ぽっぺん先生のどうぶつ日記  2 舟崎克彦／作
ぽっぺん先生のどうぶつ日記  3 舟崎克彦／作
ぽっぺん先生のどうぶつ日記  5 舟崎克彦／作
ぽっぺん先生のどうぶつ日記  4 舟崎克彦／作
鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎／著
ポティラ 妖精と時間泥棒 フンケ・コルネーリア
ポテトサラダのすきな王さま 紙芝居 64 エム・ナマエ／画 仲倉眉子／作
ホテルローヤル 桜木紫乃
ポトスライムの舟 津村記久子
ポーとメリー ストレイシープ 野村辰寿著
ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子
ぽとんぽとんはなんのおと 神沢利子／さく 平山英三／え
骨まで愛して 粗屋五郎の築地物語 小泉 武夫
炎の如く 備前贋銀事件始末 酒井篤彦

ホビットの冒険
トルキーン ジョン／Ｔｏｌｋｉｅ
ｎ Ｊｏｈｎ．／瀬田 貞二

墓標なき街 逢坂剛
ポプラディア ８（に・ぬ・ね・の・は・ひ） 秋山 仁
ポプラディア ４（こ・さ） 秋山 仁



書籍名 シリーズ名 著者名
ポプラディア １（あ・い・う） 秋山 仁
ポプラディア １２（学習資料集） 秋山 仁
ポプラディア ２（え・お・かよ） 秋山 仁
ポプラディア １１（索引） 秋山 仁
ポプラディア ９（ふ・へ・ほ・ま・み） 秋山 仁
ポプラディア ３（から・き・く・け） 秋山 仁
ポプラディア ６（す・せ・そ・た） 秋山 仁
ポプラディア ５（し） 秋山 仁
ポプラディア １０（む・め・も・や・ゆ・よ・ら・
り・る・れ・ろ・わ・ん）

秋山 仁

ポプラディア ８（ち・つ・て・と・な） 秋山 仁
歩兵の本領 浅田次郎／著
微笑む人 貫井徳郎

ﾎｰﾎｹｷｮとなりの山田くん
原作/いしいひさいち 脚本・監督/
高畑勲

保母さん 橋本絋二／写真 山田桂子／文
ホーマーとサーカスれっしゃ ハーディー・グラマトキー

ホーマーとサーカスれっしゃ
ハーディー・グラマトキー/さく わ
たなべしげお/やく

炎立つ  巻の壱 高橋克彦／著
炎立つ  巻の弐 高橋克彦／著
炎立つ  巻の参 高橋克彦／著
炎立つ  巻の４ 高橋克彦／著
炎（ほむら）立つ  巻の５ 光彩楽土 高橋克彦
火群のごとく あさのあつこ
ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平
ホームレス中学生 田村裕
ボヨンボヨンだいおうのおはなし ヘルメ・ハイネ

ほーら、これでいい！ リベリア民話
ウォン＝デイ・ペイ＆マーガレッ
ト・Ｈ・リッパート

ほら男爵の冒険 小学館世界の名作8 文 平野卿子
ほらばなし 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
ほらふきポンコ 福井・石川・富山・新潟 稗田菫平／編著

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

ポルシェ太郎 羽田 圭介

ボールのまじゅつしウィリー
アンソニー・ブラウン／さく 久山太
市／やく

ボローニャ紀行 井上ひさし
滅びし者へ 志水辰夫
滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう
滅びのモノクローム 三浦 明博
ホワイトアウト 真保裕一／著
ホワイトハウスの職人たち マイケル・ユー
ホワイトバグ 生存不能 安生 正

ホワイト・ピーク・ファーム
ドーアティ バーリ／Ｄｏｈｅｒｔ
ｙ Ｂｅｒｌｉｅ．／斉藤 倫子



書籍名 シリーズ名 著者名

ホワット・イフ？
野球のボールを光速で投げた
らどうなるか

ランドール・マンロー

ぽわんぽわ～ん えほん、よんで！ １ 渡辺有一
本をつんだ小舟 宮本輝／著
本懐に候 山本音也
ほんきでドッカン！花の木先生 田丸信尭／作 北山竜／絵
ポンコツじてんしゃいっとうしょう 森下研／さく 鈴木まもる／え
ボンゴのミラクル作戦 佐伯隆敏／作 小林まさみ／絵

ボーン・コレクター
ジェフリー・ディーヴァー／著 池田
真紀子／訳

本日開店 高円寺純情商店街 ねじめ正一／著
本日は大安なり 辻村深月
本心 平野 啓一郎

ホンダジェット
開発リーダーが語る30年の全
軌跡

前間孝則

本田宗一郎が教えたこと 三鬼陽之助／著
ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ／作 水野二郎／絵
ほんとうにあったおばけの話  1 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  2 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  3 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  4 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  5 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  6 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  7 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  8 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  9 日本児童文学者協会／編
ほんとうにあったおばけの話  10 日本児童文学者協会／編
本当の自分がわかれば仕事がうまくいく 深層心理テストで新発見 ビジコン・21編
本能寺  下巻 池宮彰一郎／著
本能寺（上巻） 池宮彰一郎
ポンペイ最後の日 世界の大事件 近野十志夫／編
ぽんぽのいたいくまさん 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
ぽんぽんポコポコ 長谷川 義史
本屋さんのダイアナ 柚木麻子
本屋のミミ、おでかけする！ 森 環
奔流の海 伊岡 瞬

ま まいご 岸川悦子

まいごのたまご
アソル・マクドナルド／著 岡聖子／
やく

まいごのどんぐり 松成真理子
まいごのふくろうくん やさしさをもって しのざきみつお／さく・え
まいごのロボット 大石真／作 北田卓史／絵
まいにちがプレゼント
マイノリティーの拳 世界チャンピオンの光と闇 林壮一
舞姫・山椒大夫 愛と青春の名作集 森鴎外／著
魔王 音楽ものがたり 東竜男／文 宝永たかこ／絵
魔王 伊坂幸太郎



書籍名 シリーズ名 著者名

魔界からのお知らせ
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 藤田ひおこ／絵

魔界レストラン 怪談レストラン15 松谷みよ子

マガーク対魔女
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ 古内一絵
魔眼の匣の殺人 今村 昌弘
牧野富太郎 氷川瓏／著
魔空の森ヘックスウッド 駒沢 敏器
幕が上がる 平田オリザ
まく子 西加奈子
真葛と馬琴 小室 千鶴子
マークスの山 高村薫／著

マクドナルド失敗の本質
賞味期限切れのビジネスモデ
ル

小川孔輔

負けない人生 古川智映子
まけるな！恐竜ステゴサウルス たかしよいち／文 伊東章夫／画
まけるのも だいじだよ にじいろの さかな マーカス・フィスター
まこちゃんにあったまこちゃん 浦野和子／作 峰村亮而／絵
マコトくんとふしぎないす・きつね三吉 ほか６編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ
マザーズ 金原ひとみ
まさちゃんのじてんしゃ 紙芝居 74 和田義三／画 高橋系吾／作

マザー・テレサ 痛みとなるまで愛すること パトリシア・ギフ／作 成田朱美／訳

マザーテレサ かぎりない愛の奉仕 沖守弘
政と源 三浦しをん
マージと驚異の超能力 早川真知子／作 田森庸介／絵
マージと恐怖の黒魔界 早川真知子／著 田森庸介／絵
マージと恐竜王国の危機 早川真知子／作 田森庸介／絵
マージと黒魔界の逆襲 早川真知子／作 田森庸介／絵
マージと妖魔の国トランタン 早川真知子／作 田森庸介／絵
マーシャとくま 武鹿 悦子
魔術師 江戸川乱歩／著
マシューのゆめ えかきになったねずみのはなし レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳
魔少女ビーティー・ボウ ルース・パーク／著 加島葵／訳
魔性の群像 森村誠一
まじょがつくったアイスクリーム 上崎美恵子／さく 佐竹美保／え
魔女からの手紙 角野栄子／著
魔女からの電話です だいすきミステリー５
まじょ子のこわがらせこうかんにっき 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
まじょさんまたあした 紙芝居 82 山口みねやす／絵 小野寺悦子／作
魔女のスープ 残るは食欲２ 阿川佐和子
魔女の宅急便  その３ キキともうひとりの魔女 角野栄子／作
魔女の宅急便  その２ キキと新しい魔法 角野栄子／作 広野多珂子／画
魔女の宅急便 徳間アニメ絵本6 角野 栄子
魔女の宅急便 角野 栄子
魔女の宅急便 その5 魔法のとまり木 角野栄子
魔女の宅急便 その４ キキの恋 角野栄子／佐竹美保



書籍名 シリーズ名 著者名
魔女の宅急便 その６ それぞれの旅立ち 角野栄子
魔女のレストラン 怪談レストランシリーズ ７ 松谷みよ子
魔女ばあちゃんをおえ！ 白根厚子／作 福田岩緒／絵
ましろのあさ いもとようこ／作・絵
魔人ゴング 江戸川乱歩／著
麻酔 渡辺淳一／著
まず石を投げよ 久坂部羊
まず動く 人生これから！ 多湖輝
マスオさんの美味しい味噌づくり 若さと健康のモト
ここにあり

増岡弘／著

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾
マスカレード・ホテル 東野圭吾
また、同じ夢を見ていた 住野よる
また会う日まで 下 アーヴィング・ジョン
また会う日まで 上 アーヴィング・ジョン
また明日 群 ようこ
またあしたね きたやまようこ／著
又右衛門の女房 はやぶさ新八御用帳  3 平岩弓枝
またきっとさこう 山﨑優子
またたび さくらももこ
またね家族 松居 大悟
また！ねずみくんのチョッキ なかえよしを／著 上野紀子／え
また日が暮れる インドふらふら紀行 丹下明彦著
またまた！ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作 上野紀子／絵

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

またよくばりすぎたねこ さとうわきこ／作・絵
まだ別れを知らないあなたに 六本木ラブ・ノンフィ
クション

高毛礼誠／著

まちがいペンギン
クードレー ジャン・リュック／Ｃ
ｏｕｄｒａｙ Ｊｅａｎ－Ｌｕｃ．
／クードレー フィリップ

まちがいなく名探偵 杉山 亮
町がうまれ 森が広がる 岡田卓也のものがたり きむら ゆういち
町角ものがたり 池内 紀

マチス
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

町たんけん-はたらく人みつけた 秋山 とも子

まちで はたらくくるま
まえとうしろ どんなくる
ま？３

小輪瀬 護安

待ち遠しい 柴崎 友香
街どろぼう junaida

まちねずみジョニーのおはなし ピーターラビットの絵本
ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

マチネの終わりに 平野啓一郎
街の人生 岸政彦
街の中 家のまわり・小さな林や空き地・ビル街



書籍名 シリーズ名 著者名
街場の教育論 内田樹
事件持ち 伊兼 源太郎
松井秀喜 松下茂典
末裔 絲山秋子
末期癌も治す実践東洋医学 芳村剛／著
真継伸彦 加賀乙彦集 筑摩現代文学大系 90 真継伸彦 加賀乙彦
まっ黒なおべんとう 児玉辰春／作 北島新平／絵
松谷みよ子全集  1 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  2 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  3 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  4 松谷みよ子／作
松谷みよこ全集  5 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  6 松谷みよ子／著
松谷みよこ全集  7 松谷みよ子／著
松谷みよこ全集  8 松谷みよ子／著
松谷みよ子全集  9 松谷みよ子／著
松谷みよ子全集  10 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  11 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  12 松谷みよ子／作
松谷みよこ全集  13 松谷みよ子／著
松谷みよ子全集  14 松谷みよ子／作
松谷みよ子全集  15 松谷みよ子／作
マッチうりのしょうじょ アンデルセン童話より 世界名作えほんライブラリー やなぎやけいこ／文・林静一／絵
まって A・ポーティス
松本清張全集  25 かげろう絵図
松本清張全集  14 わるいやつら 松本清張／著
松本清張全集  1 点と線・時間の習俗 松本清張／著
松本清張全集  3 ゼロの焦点・Dの複合 松本清張／著
松本清張全集  2 眼の壁・絢爛たる流離 松本清張／著
松本清張全集  4 黒い画集 松本清張／著
松本清張全集  5 砂の器 松本清張／著
松本清張全集  6 琉球の荒野・死の枝 松本清張／著
松本清張全集  7 別冊黒い画集 松本清張／著
松本清張全集  8 草の陰刻 松本清張／著
松本清張全集  9 黒の様式 松本清張／著
松本清張全集  10 黒の図説 松本清張／著
松本清張全集  11 歪んだ複写・不安な演奏 松本清張／著
松本清張全集  12 連環/彩霧 松本清張／著
松本清張全集  13 黒い福音 松本清張／著
松本清張全集  15 けものみち
松本清張全集  16 地の骨 松本清張／著
松本清張全集  17 北の詩人・象徴の設計
松本清張全集  18 波の塔
松本清張全集  19 霧の旗・砂漠の塩 松本清張／著
松本清張全集  20 落差 松本清張／著
松本清張全集  21 東京帝国大学 火の虚舟
松本清張全集  22 松本清張／著
松本清張全集  23 喪失の儀礼・強き蟻 松本清張／著



書籍名 シリーズ名 著者名
松本清張全集  24 無宿人別帳
松本清張全集  26 火の縄 松本清張／著
松本清張全集  27 天保図録 上 松本清張／著
松本清張全集  28 天保図録 下 松本清張／著
松本清張全集  29 松本清張／著
松本清張全集  30 日本の黒い霧 松本清張／著
松本清張全集  31 深層海流・現代官僚論 松本清張／著
松本清張全集  32 昭和史発掘 松本清張／著
松本清張全集  33 古代史疑・古代探求 松本清張／著
松本清張全集  34 半生の記 他 松本清張／著
松本清張全集  36 地方紙を買う女 松本清張／著
松本清張全集  37 装飾評伝 松本清張／著
松本清張全集  38 皿倉学説 松本清張／著
松本清張全集 ３５ 或る「小倉日記」伝 松本 清張
松本清張 山本周五郎集 筑摩現代文学大系 72 松本清張 山本周五郎
松山・道後十七文字の殺人 西村 京太郎
祭の晩 宮沢賢治／文 荻野宏幸／絵

マディソン郡の橋
ロバート・ジェームズ・ウォラー／
著 村松潔／訳

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

まとい大名 山本一力
まどをあけると 空想の世界であそぼう たかはしとおる／さく・え
まどから・おくりもの しかけ絵本３ 五味太郎／作・絵
窓から逃げた100歳老人 ヨナス・ヨナソン
窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子／著
まともな奴の狂気の沙汰 東京ペン倶楽部／編
マドレーヌといたずらっこ ルドウイツヒ・ベーメルマンス

マドレーヌのクリスマス
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／
作・絵 俵万智／訳

マドンナの湯 湯盗り博士温泉めぐり 山崎光夫／著
真夏の方程式 東野圭吾
真鶴 川上弘美
マニュアル不要のパソコン術 朝日新聞be編集部/編
マニラの方舟 太田靖之
まねき通り十二景 山本一力
まねっこくまくん リチャード・エドワーズ
まねっこでいいから 内田麟太郎
真昼なのに昏い部屋 江國香織
真冬の誘拐者 本岡類／著
魔法使いと副店長 越谷 オサム
まほうつかいのでし 音楽ものがたり 東竜男／文 吉野健一／絵

まほうでばけくらべ ポルトガル 紙芝居 36 村田耕一／作・画 高木あきこ／脚色

まほうのえのぐ 林明子／作・絵
魔法の贈りもの 砂の上の小さな恋 Ｃ．アドラー／作 久米穣／訳

まほうのおなべ
ポール・ガルドン／再話・絵 田中と
き子／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
まほうの国からママがきた！ わたしのママは魔女 藤真知子／著
魔法のてぬきおやつ てぬキッチン
まほうの笛（魔笛） 音楽ものがたり 東竜男／文 村山鉢子／絵
魔法博士 江戸川乱歩／著
まほうよりもすごいもの 新しいえほん さえぐさひろこ／狩野 富貴子
まほろ駅前狂騒曲 三浦しをん
まぼろし 生田紗代

まぼろしのカエル
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

まぼろしのくびながりゅう たかしよいち／原作 吉川豊／漫画
幻の声 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理／著
まぼろしの白いクマ 西野綾子／文 阿部肇／絵
幻の旗の下に 堂場 瞬一
幻の光 宮本 輝

ママが死んだ
ジャック・ファンスタン／作 高橋啓
／訳

ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記 遠藤 和
ママがやった 井上荒野
ママ、ごめんね あっ子ちゃんの日記 植木亜紀子／著 植木誠／編著

ままたろう?
あまんきみこ・作つちだよしはる・
絵

ママ手づくりの通園・通学小もの
フレンチテイストの色と素材
で

佐藤壽乃

ママとすうすう
うさぎちゃんのねるまええほ
ん

ケイト･メイズ

ままならないから私とあなた 朝井リョウ

ママの瞳に乾杯
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ママのまほうでシンデレラ！？ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

ママのまほうですてきなバカンス！ わたしのママは
魔女

藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

ママのまほうで大へんしん！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
ママのまほうで大へんしん！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
ママのまほうで天才歌手！？ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
ママのまほうはきけんがいっぱい！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
ママほんとうにあったおはなし ジャネット・ウインター
ママは怪盗紳士の大ファン！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵

豆つぶほどの小さないぬ・井戸のある谷間 ほか２編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ

豆でつくる 家庭科教育研究者連盟／編
豆の上で眠る 湊かなえ
魔物 下 大沢在昌
魔物 上 大沢在昌
護られなかった者たちへ 中山 七里
まやかしエレベーター
繭 青山七恵



書籍名 シリーズ名 著者名
まゆこはじめての振り袖・大人の振り袖 きものが似
合う女の子になりたい
黛家の兄弟 砂原 浩太朗
真夜中にあそぶ亡霊 日本児童文学者協会／編
真夜中の子供 辻 仁成
真夜中の手紙 宮本輝
まよなかの魔女の秘密 こそあどの森の物語 ２ 岡田淳／作
真夜中のマーチ 奥田英朗
真夜中のマリオネット 知念 実希人

真夜中のミステリー・ツアー 学校の怪談10
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 前嶋昭人／絵

真夜中は別の顔 下巻
シェルドン シドニイ／Ｓｈｅｌｄ
ｏｎ Ｓｉｄｎｅｙ．／天馬 竜行

真夜中は別の顔  上巻
シドニィ・シェルダン／著 天馬竜
行，紀泰隆／訳

マララさんこんにちは 世界でいちばん勇敢な少女へ ローズマリー・マカーニー

マリアとコンドル ペルーの民話 稲村哲也／再話 ハイメ・ロサン／絵

マリアビートル 伊坂幸太郎
まり先生とふたりのぼうけん 数とたし算・ひき算 堀部佑子／構成 広野多珂子／絵

まりーちゃんとひつじ
フランソワーズ／文・絵 よだ準一／
訳

マリリン・モンロー他殺の証明
ロバート・Ｆ．スレイツァー／著 仙
名紀／訳

マリンガール 水族館の調教師 大和田健二／写真 菅能琇一／文

まるコジ③ちびまる子ちゃんとコジコジのおさんぽ さくら ももこ

まるコジ４ ちびまる子ちゃんとコジコジのおもい
で

さくら ももこ

まるコジ１ ちびまる子ちゃんとコジコジのぼうけ
ん

さくら ももこ

マルコとミルコの悪魔なんかこわくない ジャンニ・ロダーリ
マルコーニ／ダイムラー／ライト兄弟 飛躍する通
信・輸送技術

世界編 熊谷聡／漫画 インタラクティブ／編

マルティナさんのカラフル糸で編む 梅村 マルティナ
まるまるだんごむし しぜんにタッチ！ 須田孫七

丸山健二 清岡卓行 阿部昭 金石範集 筑摩現代文学大系 95
丸山健二 清岡卓行 阿部昭 金石
範

丸屋米子の実もの花ものおもしろ小もの 婦人生活家庭シリーズ

マレーネ・ディートリッヒ  上
スティーヴン・バック／著 野中邦子
／訳

まるコジ２ ちびまる子ちゃんとコジコジのおでか
け

さくら ももこ

まんがイラスト教室 北星晃平／著
まんがおもしろ漢字教室 岡田進／著 伊東章夫／画
まんがことわざ事典 相田克太／〔ほか〕漫画
マンガ世界の文学  1



書籍名 シリーズ名 著者名
まんが朝鮮の歴史  1
まんが朝鮮の歴史  2
まんが朝鮮の歴史  3
まんが朝鮮の歴史  4
まんが朝鮮の歴史  5
まんが朝鮮の歴史  6
まんが朝鮮の歴史  7
まんが朝鮮の歴史  8
まんが朝鮮の歴史  9
まんが朝鮮の歴史  10
まんが朝鮮の歴史  11
まんが朝鮮の歴史  12
まんが朝鮮の歴史  13
まんが朝鮮の歴史  14
まんが朝鮮の歴史  15
まんが朝鮮の歴史  16
マンガで覚える図解おこづかいの基本 八木 陽子
まんがで覚える反対語・同意語 ことばの学習 三省堂編修所
まんがで覚える四字熟語 ことばの学習 三省堂編修所
まんがでチェック！愛の心理ゲーム オフェリア・麗／著
マンガ日本の古典  8
マンガ日本の古典  9
マンガ日本の歴史  2 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  3 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  4 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  5 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  6 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  8 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  9 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  10 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  11 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  12 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  18 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  19 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  20 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  21 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  22 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  23 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  24 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  25 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  26 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  27 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  28 石ノ森章太郎
マンガ日本の歴史  29 石ノ森章太郎
マンガ日本の歴史  30 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  31 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  32 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  33 石ノ森章太郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名
マンガ日本の歴史  34 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  37 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  38 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  39 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  40 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  41 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  42 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  43 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  44 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  45 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  46 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  47 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  48 石ノ森章太郎／著

マンガ日本の歴史  1
秦・漢帝国と稲作を始める倭
人

石ノ森章太郎

マンガ日本の歴史  35 田沼の政治と天明の飢饉 石ノ森章太郎／著
マンガ日本の歴史  36 花ひらく江戸の町人文化 石ノ森章太郎／著
まんが百人一首大事典 小学生おもしろ学習シリーズ 吉海 直人
まんがら茂平次 北原亜以子／著
満願 米澤穂信
満月の道 流転の海第七部 宮本輝
満月の夜古池で 坂東真砂子／作 広川沙映子／絵
漫才病棟 ビートたけし／著
卍どもえ 辻原 登
マンション管理員オロオロ日記
マンチュリアン・リポート 浅田次郎

マン島の黄金 クリスティー最後の贈り物
アガサ・クリスティー／著 中村妙子
／他訳

万引き家族 是枝裕和
まんまるおつきさま おねがいよーう 角野栄子
マンモスはいきている たかしよいち／原作 吉川豊／漫画
万葉のことばと四季 万葉読本３ 中西進／著

み ３つの野菜果物でできる健康ジュース４００ 牧野直子

ミイラをみつけたおひめさま 紙芝居 85 きよしげのぶゆき／絵 東川洋子／作

ミイラくんあそぼうよ にしかわおさむ／さく・え

ミイラのつぶやき
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

三浦朱門 三浦哲郎 立原正秋集 筑摩現代文学大系 81 三浦朱門 三浦哲郎 立原正秋
みえっぱり針右衛門 野火晃／作 祐天寺三郎／絵

見えない犬のなぞ
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／著 蕗沢忠枝
／訳

見えない貌 夏樹静子

見えない轍 心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ 鏑木 蓮

みえる・みえないのひみつ 沢田ユキオ／漫画
ミカ！ 伊藤たかみ
ミカエルの鼓動 柚月 裕子



書籍名 シリーズ名 著者名
みかづき 森絵都
三河物語 マンガ日本の古典  23
ミカン類 村上嘉彦／著
みきのキャンプ旅行 小数の意味と計算 堀部佑子／構成 中釜浩一郎／絵
三毛猫ホームズの家出 赤川次郎／著
三毛猫ホームズの最後の審判 長編推理小説 赤川次郎／著
三毛猫ホームズの失楽園 長編推理小説 赤川次郎／著
三毛猫ホームズの無人島 ミステリー傑作集 赤川次郎／著

ミケランジェロ
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

みぢかなぎもん図鑑  ８月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  １月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ２月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ３月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ４月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ５月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ６月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ７月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  ９月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  １０月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  １１月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

みぢかなぎもん図鑑  １２月
トーア出版企画株式会社／構成・編
集

身近な食品テスト 理科の自由研究 増尾清／著
水 めぐる水のひみつ 塚本治弘／著
ﾐｽ・サンシャイン 吉田 修一
水色の娼婦 西木正明
みずうみのほうへ 上村亮平
水木しげるの世界妖怪事典 水木しげる
水木しげるの続世界妖怪事典 水木しげる
水木しげるの妖怪事典 水木しげる
水草のひみつ 守矢登／著
みずたまのたび アンヌ・クロザ
水と緑の国、日本 富山和子／著
水鳥の関  上 平岩弓枝／著
水鳥の関  下 平岩弓枝
ミストレス 篠田節子



書籍名 シリーズ名 著者名
水にすむ昆虫 石田昇三／著
水に似た感情 中島らも／著
水のかたち（下） 宮本輝
水のかたち （上） 宮本輝
水の眠り灰の夢 桐野夏生／著
水の柩 道尾秀介
水野政雄の遊びの世界 水野政雄／著
水べの生物 菅野徹・松井孝爾
水辺のゆりかご 柳美里／著
みたいしりたい世界のおもしろ鉄道 櫻井寛 板谷成夫
三谷幸喜のありふれた生活 三谷幸喜／著
見たり聞いたり歩いたり 池田雅美著
美智子皇后 河原敏明／著
美智子さまと皇族たち 河原敏明／著
道ばたの植物 赤木聡子／著
道は開ける D・カーネギー
三つ編み レティシア・コロンバニ

ミッキーの巨人たいじ ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
上地ちづ子／文

ミッキーのクリスマスキャロル ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
浦野和子／文

ミッキ－のクリスマスキャロル [文]矢部美智代[絵]丸木優子
ミッキーのクリスマスキャロル おはなし絵本館
ミッキーのクリスマスの贈りもの ミッキーとミニー
の賢者の贈りもの

ディズニー名作アニメ 26 斎藤妙子／構成・文

ミッキーのジャックと豆の木 ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔作〕 浅
川じゅん／文

光圀伝 冲方丁

ミッケ！３ クリスマス
写真 ウォルター・ウィック 文
ジーン・マルゾーロ

ミッケ！5ファンタジー
写真 ウォルター・ウィック 文
ジーン・マルゾーロ

ミッケ！がっこう I SPY 8 ジーン・マルゾーロ
ミッケ！ゴーストハウス I SPY 6 ジーン・マルゾーロ
ミッケ！たからじま I SPY 7 ジーン・マルゾーロ
ミッケ！びっくりハウス I SPY 2 ジーン・マルゾーロ
見つけた！まぼろしのチョウ 風穴に生き残ったフタ
スジチョウ

福田晴男，美ノ谷憲久／著

蜜月 小池真理子／著
見つけよう！自然のふしぎ 超はっけん大図鑑⑪ 発行者 坂井宏先
密告 真保裕一／著
密告旅行 推理傑作集 斎藤栄／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
密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック 鴨崎 暖炉
蜜と唾 盛田隆二
ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人
蜜蜂と遠雷 恩田陸
ミツバチのふしぎ 栗林慧／写真 七尾純／文



書籍名 シリーズ名 著者名
光秀の定理 垣根涼介
光秀曜変 岩井三四二
ミッフィーのあいうえお ディック＝ブルーナ／え
ミッフィーの１から１０まで ディック＝ブルーナ／え
ミッフィーのいまなんじ ディック＝ブルーナ／え
蜜謀 下 藤沢周平
蜜謀 上 藤沢周平
三屋清左衛門残日録 藤沢周平

みてみて
はじめてのあかちゃんあそび
えほん

あらかわしずえ

みどりの機関車ヘンリー
ウィルバート・オードリー／作 レジ
ナルド・ドールビー／絵

みどりのしっぽのねずみ レオ・レオニ／著 谷川俊太郎／訳
緑の毒 桐野夏生

みなおされる動物の権利 自然環境編
マイルズ・バートン／著 小原秀雄／
監訳

ミナクローと公平じいさん 最上二郎／作 宮本忠夫／絵
水無月の墓 小池真理子／著
水底の光 小池真理子
水底の棺 くもんの児童文学 中川 なをみ／村上 豊
ミーナの進行 小川洋子

南アフリカのアパルトヘイト
マイケル・エバンス／著 轡田隆史／
監訳

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

南太平洋諸島の人びと
ヴィルソニ・ヘレニコ，パトリシ
ア・ヘレニコ／著 河津千代／訳

源義経 宮脇紀雄／著
源義経2 二階堂玲太著/杉山真理画
源義経１
源頼朝 南原幹雄／著
源義経 三 二階堂玲太
みにくいあひる 谷村志穂

みにくいアヒルの子 ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
瀬尾七重／文

みにくいあひるのこ アンデルセン童話より
世界名作えほんライブラリー
12

やなぎやけいこ／文 高橋貞二／絵

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

峰の大将クラッグ
アーネスト・トムソン・シートン／
作 前川康男／文

身の上話 佐藤正午
見残しの塔 周防国五重塔縁起 久木綾子
ミノムシは鬼の子か？ チャミノガの一生 いぬいみのる／著
壬生義士伝  下 浅田次郎／著
壬生義士伝  上 浅田次郎
みみずくの宙返り 五木寛之／著
みみずくの夜メール 五木寛之



書籍名 シリーズ名 著者名
みみちゃんのまど 西内ミナミ／作 黒井健／絵
耳をすませば 原作・柊あおい 監督・近藤喜文
宮尾本平家物語  ２（白虎之巻） 宮尾登美子／著
宮尾本平家物語 ４（玄武之巻） 宮尾 登美子
宮尾本平家物語  １（青龍之巻） 宮尾登美子／著
宮尾本平家物語 ３（朱雀之巻） 宮尾登美子
みやぎから、 佐藤 健/神木 隆之介
宮沢賢治 馬場正男／著
宮沢賢治物語 竹沢克夫著
宮本武蔵 阿貴良一／著
宮本武蔵 第２巻 吉川英治
宮本武蔵 第３巻 吉川英治
宮本武蔵 第４巻 吉川英治
宮本武蔵 第１巻 吉川英治
ミュージカルスパイス こそあどの森の物語 岡田淳
ミューズの子モーツァルト 高橋英郎／文 緒方直／絵
未来 湊かなえ
未来医療Ｏ－リングテスト 児玉 浩憲／大村 恵昭

未来をひらく 物理学賞、化学賞ほか
ネイサン・アーセング／著 牧野賢治
／訳

未来少年コナン 原作アレグサンダー・ケイ

未来を変えた島の学校
隠岐島前発 ふるさと再興へ
の挑戦

山内道雄ほか

ミルトン
アルダラン ハイデ／Ａｒｄａｌａ
ｎ Ｈａｙｄｅｅ́．／大沢 晶

民衆の文化（江戸時代の文化）
日本の歴史をつくった人びと
第１０巻

民族とは何か
山本七平／著 村松剛，渡部昇一／対
談

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
みーんないすのすきまから マーガレットマーサー
みんなうんち どきどきしぜん 五味太郎／さく
みんなおひるね やまなかさちこ／作・絵
みんなおやすみ 和木亮子 作 いもとようこ 絵
みんなが歌う２７４曲 岡本仁／編
みんなこわい話 ２ コンピューター室の怪談 日本児童文学者協会
みんなこわい話 ９ 霊界からの電子メール 日本児童文学者協会
みんなこわい話 ４ 図工室・うわさのミステリー 日本児童文学者協会
みんなこわい話 ３ 放課後の教室の怪事件 日本児童文学者協会
みんなこわい話 １０ 理科室はミステリーゾーン 日本児童文学者協会
みんな彗星を見ていた 私的キリシタン探訪記 星野博美
みんなでいくつ ディック＝ブルーナ／え
みんなでじゃぽ～ん やまぐちみねやす
みんなともだち 倉沢達雄／編著
みんなにあげる みやもとただお
みんなのかお とだきょうこ
みんなの木かげ 内海隆一郎／作 茨木祥之／絵
みんなのすむ地球 西本鶏介文/岡本順絵



書籍名 シリーズ名 著者名
みんなはらぺこ 井上正治／作・絵
みんなみんななかよし つちだよしはる
民法のしくみ 入門の法律 見る・読む・わかる 山崎和義／著

む 無影燈 渡辺淳一／著

向井潤吉風景画選集 懐かしき日本の風景 叙情篇 品川 惠保

向井潤吉風景画選集 懐かしき日本の風景 郷愁篇 品川 惠保

昔きものを楽しむ 明治・大正・昭和 その２ 骨董をたのしむ
むかしのおやつ・いまのおやつ かんたんレシピでつ
くるなつかしい味、あたらしい味

伊藤純子／編著 中村和子／編著

むかしばなしめいろ せべ まさゆき
むかしむかしあるところに、死体がありました 青柳 碧人
むかでのおつかい 紙芝居 110 吉田タキノ／文 原田ヒロミ／画
むき出し 兼近 大樹

ムギと王さま
エリナー・ファージョン／作 石井桃
子／訳

ムギの一生 鈴木公治／著
麦本三歩の好きなもの 住野 よる
無垢の領域 桜木紫乃
無間地獄 新堂冬樹
ムゲンのｉ-アイ-(下) 知念 実希人
ムゲンのｉ[下] 知念 美樹人
ムゲンのi（上） 知念 実希人
夢幻花 東野圭吾
向田邦子恋のすべて 小林竜雄
向田邦子の恋文 向田和子／〔著〕
向田邦子の全ドラマ 謎をめぐる１２章 小林竜雄／著
無言歌 赤川次郎
無言館ものがたり 窪島誠一郎
むささびのおやこ 今泉吉晴／ぶん 田中豊美／え
ムササビの森 菅原光二／著
武蔵野 愛と青春の名作集 国木田独歩／著
武蔵野アンダーワールド・ｾﾌﾞﾝ ー多重迷宮ー 長沢樹
むし はっけんずかん 中村みつを
むしたちのうんどうかい 得田之久／文 久住卓也／絵
むしたちのさくせん 宮武頼夫／文 得田之久／絵
虫のすがお 電子顕微鏡で見る 鷹取健／文 喰代修／写真
虫のひげ 高家博成／ぶん 横内襄／え

むしはかせじゅんちゃん 紙芝居 102 高見八重子／画 いしばししずこ／作

むしばくんだいすき？ からだのえほん1 七尾純／今井 弓子
むしばちゃんのなかよしだあれ かこさとし
むしばぼくじょう 名木田恵子／作 古川タク／絵
武者小路実篤集 筑摩現代文学大系１９ 武者小路実篤
霧社の花嫁 戦後も台湾に留まって 杉本朋美
無償 山本周五郎／著
むしをたべるくさ 伊地知英信



書籍名 シリーズ名 著者名
無人島のふたり 120日以上いきなくちゃ日記 山本文緒
難しいことはわかりませんが、「がん」にならない
方法を教えてください！

水上治 大橋弘祐

むすびつき 畠中 恵
無葬社会 彷徨う遺体 変わる仏教 鵜飼秀徳
無双の花 葉室麟
むったんの海 寺田志桜里
棟居刑事の悪夢の塔 森村誠一／著
棟居刑事の凶縁 森村誠一
棟居刑事の殺人の衣裳 森村誠一／著
棟居刑事のラブアフェア 森村誠一／著
胸の香り 宮本輝／著
無貌の神 恒川 光太郎
ムーミン童話全集  1 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  2 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  3 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  4 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  5 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  6 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  7 トーベ・ヤンソン／作・絵
ムーミン童話全集  8 トーベ・ヤンソン／作・絵
無名 沢木 耕太郎
村上海賊の娘（下） 和田竜
村上海賊の娘（上） 和田竜
村上さんのところ 村上春樹
村上ラヂオ 村上春樹／文 大橋歩／画
むらさきのスカートの女 今村 夏子
無理 奥田英朗
群れず、敢えて一人で立つ 混迷の時代を生き抜く人
生の流儀

童門冬二

室町幕府と民衆の力
日本の歴史をつくった人びと
第６巻

ムーンライト・イン 中島 京子

め 冥王星 はるかな惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

メイおばちゃんの庭 Ｃ．ライラント／作 斎藤倫子／訳
名画で綴る 美しき日本の風景 東日本篇 品川 惠保
名画で綴る 美しき日本の風景 西日本篇 品川 惠保
迷宮 中村文則
名犬ラッシー Ｅ．ナイト／作 高瀬嘉男／訳
明治・妖モダン 畠中恵
明治維新という過ち 原田伊織
明治維新はエピソードがいっぱい！ 上里剛士／著
明治鎌倉彫 三橋鎌山とその伝統 大石永輔，三橋三郎／編
明治大帝 飛鳥井雅道／著

メイシーちゃんおやつをつくります 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ



書籍名 シリーズ名 著者名

メイシーちゃんとにじいろのゆめ 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのおいしゃさん 作・ルーシー・カズンズ

メイシーちゃんのおかいもの 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのおかたづけ 作・ルーシー・カズンズ

メイシーちゃんのおふろ 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのかそうパーティ 作ルシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのクリスマス.イブ .作.ルーシー.カズンズ訳.なぎ.ともこ

メイシ－ちゃんのたのしいキャンプ
作．ル－シ－．カズンズ訳.なぎ.とも
こ

メイシーちゃんのバス 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのプール 作ルーシー・カズンズ訳なぎともこ

メイシーちゃんのゆうえんち 作ルシー・カズンズ訳なぎともこ
メイシーちゃんレモネードをつくります 作・ルーシー・カズンズ
明治無頼伝 中村彰彦／著
名探偵コナン科学トリックbook 青山剛昌
名探偵コナン科学トリックbook  2 青山剛昌
名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン
名探偵ホームズ 1 コナン・ドイル 宮崎駿
名探偵ホームズ Ⅱ コナン.ドイル 宮崎駿
メイド・イン京都 藤岡 陽子
冥土めぐり 鹿島田真希
メカたんていペンチ おもしろ童話館 ３ 矢玉四郎
メガネのはなし 藤田千枝／著
めくらぶどうと虹 宮沢賢治／文 近藤弘明／絵
めぐりあう時間たち ｶﾆﾝｶﾞﾑ ﾏｲｹﾙ

メシア・ストーンズ 聖なる石をもとめて
アーヴィング・ベニグ／著 片岡義男
／訳

メソポタミアの神話 神々の友情と冒険 矢島文夫／著
メダカ 学研わくわく観察図鑑
メダカのくらし 草野慎二／著
メーター検針員テゲテゲ日記 川島 徹
目玉かかしの秘密 城田安幸／著
めだまやきの化石 寺村輝夫／作 和歌山静子／絵
めっきらもっきら どおんどん 長谷川 摂子
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作 ふりやなな／画
めでたしめでたしからはじまる絵本 デイヴィッド・ラロシェル
目でみる仏像 田中義恭/星山晋也
目で見る横浜の１００年  上巻
目で見る横浜の１００年  下巻
めとめがあったら おくむらけんいち
メドレウィング 地底からの小さな訪問者 キルステン・ボイエ
寝台特急「日本海」殺人事件 長編推理小説 西村京太郎／著



書籍名 シリーズ名 著者名

メリー・クリスマス！
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

メルヘンム－ン
ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸ&ﾊｲｹ･ﾎ-ﾙﾊﾞｲﾝ 作 平井吉夫
訳

面倒だから、しよう 渡辺和子

メンハーラ王の呪い
アガサ・クリスティー探偵名
作集  1

アガサ・クリスティ/原作 各務三郎
／訳

も もう、聞こえない 誉田 哲也
もういーいかい こねこちゃんえほん⑤ いもとようこ／さく・え
もういいよ 人格と魂が結ばれるとき 神かつ子／著
もういちど 畠中 恵
もう一度、歩きだすために 大人の流儀11 伊集院 静
もう一度、ごちそうさまがききたくて。 ちかごろ人
気の、うちのごはん１４０選

栗原はるみ／著

もういちどベートーヴェン 中山 七里
もう、きみには頼まない 石坂泰三の世界 城山三郎／著

もうこわくない
ワッブ/マリー／Ｗａｂｂｅｓ Ｍａ
ｒｉｅ．／安藤 由紀

毛沢東秘録  上 産経新聞「毛沢東秘録」取材班／著

毛沢東秘録  下 産経新聞「毛沢東秘録」取材班／著

もう一日 ミッチ・アルボム
盲導犬クイールの一生 石黒謙吾／文 秋元良平／写真

盲導犬グレフ誕生物語
パトリシア・カーチス／文 メア
リー・ブルーム／写真

盲導犬の訓練士 大和田健二／写真 菅能琇一／文
盲導犬不合格物語 学研のノンフィクション 沢田俊子
盲導犬フロックスとの旅 福沢美和／著・田中槙子／絵
もうぬげない ヨシタケシンスケ
もうひとつの贈りもの 家の中にも楽しいこといっぱ
い

栗原はるみ／著

もうひとりの赤ずきんちゃん 筒井敬介おはなし本 筒井敬介
盲目的な恋と友情 辻村深月
燃えさかる薪 ある復讐の物語 曽野綾子／著
燃えつきるまで 唯川恵／著
もえよドラゴン 手塚治虫／著
燃える家 田中慎弥
茂木健一郎の脳がときめく言葉の魔法 茂木健一郎

木星 巨大な惑星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

木星から来た犬 月から来た猫
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

もぐちゃんちのおひっこし にこら
木曜島の夜会 司馬遼太郎／著
木曜日の子ども 重松 清
土龍 出久根達郎
もぐらがわっ！ わたなべゆういち／作・絵



書籍名 シリーズ名 著者名
もぐらのグラボー ルイズ・ムルシェツ
もぐらバス 佐藤雅彦
もこ もこもこ みるみる絵本 谷川俊太郎
もし、あと１年で人生が終わるとしたら？ 小澤 竹俊
もじかけえほん かな？ 大日本タイポ組合
もしかして愛だった 阿川佐和子
もしかして大事件？！ だいすきミステリー
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

もしも、ぼくがサンタクロースとともだちだったら 富安陽子

もしもこぶたにホットケーキをあげると ローラ・ジョフィ・ニューメロフ
もしもしおかあさん 久保喬／作 いもとようこ／絵
もしもし、ネコをかってます 本木洋子／文 今井弓子／画
もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人
百舌落とし 逢坂 剛
モズのくらし 菅原光二／著
持たざる者 金原ひとみ
モダンタイムス 伊坂幸太郎
モチモチの木 斎藤隆介
モーツァルト 真篠将／著
モーツァルト 伝記絵本ライブラリー 間所ひさこ
目下の恋人 辻仁成／著
もったいないばあさん 真珠まりこ
もったいないばあさんがくるよ 真珠まりこ
もっと編物ずっとあみもの ２１人から取材した体験
実話
もっとちょうだい ささもとけい
もっとわかる時間のこと アインシュタイン・ホーキ
ングの時間論からタイムマシンの可能性まで

二間瀬敏史／著

もっと私たちのお弁当 クウネルお弁当隊

もつべきものは友
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

元彼の遺言状 新川帆立

もどってきたガバタばん エチオピアのお話
渡辺茂男／やく ギルマ・ベラチョウ
／え

モノが語るドイツ精神 新潮選書 浜本隆志
物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美
もの食う人びと 辺見庸／著
ものぐさ太郎 長野・岐阜・山梨 宮口しづえ／編著
物知りなんでも大事典 全国こども電話相談室
もののけ姫 宮崎駿／著
もののけ姫 上 宮崎 駿
もののけ姫 下 宮崎 駿
もののはじまりシリーズ  1
もののはじまりシリーズ  2
もののはじまりシリーズ  3
もののはじまりシリーズ  4



書籍名 シリーズ名 著者名
もののはじまりシリーズ  5
もののはじまりシリーズ  6
もののはじまりシリーズ  7
もののはじまりシリーズ  8
もののはじまりシリーズ  9
もののはじまりシリーズ  10
もののふ莫迦 中路啓太
モノレールのたび みねお みつ
ものは言いよう嫁姑 内海好江／著

モヒカン族の最後 痛快 世界の冒険文学22
戸井十月・文 J・F・クーパー・原
作

模倣犯  下 宮部みゆき／著
模倣犯  上 宮部みゆき／著
モミジ 妻鹿加年雄／著
モモ 時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりか
えしてくれた女の子のふしぎな物語

ミヒャエル・エンデ／〔作〕 大島か
おり／訳

ももいろのきりん 中川 李枝子／中川 宗弥
ももこタイムス さくらももこ
ももこのおもしろ健康手帖 さくらももこ／著
ももこのおもしろ宝石手帖 さくら ももこ
ももこのトンデモ大冒険 さくらももこ／著
ももこの話 さくらももこ／絵と文
ももこの宝石物語 さくらももこ
モモ、しゃしんをとる ナジャ／作 伏見操／訳
ももたろう ５月のおはなし 日本民話の会／編
ももたろう 紙芝居６ 太賀正／画 香山美子／文
ももたろう 西本鶏介／文 高橋信也／絵
ももたろう 岩崎京子／文 宇野文雄／絵

ももたん しみずみちを／作 みずのみさと／絵

モモちゃんのおいのり 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
モモちゃんのおくりもの 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
モモちゃんのまほう 松谷みよ子／文 武田美穂／絵

もらい風呂 農家のくらし２
飯田中央農協広報課／文 熊谷元一／
絵

モラトリアムな季節 熊谷達也
モリアオガエル 増田戻樹／著

モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム／著 別宮貞徳／訳

もりでみつけたよ
イーノとダイジョウブのおは
なし

さこももみ

森と水と土の本 考えよう地球環境 住明正
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
もりの100かいだてのいえ いわい としお
もりのアイスクリームやさん 創作こども文庫 舟崎靖子／作 舟崎克彦／絵



書籍名 シリーズ名 著者名

もりのおかしやさん 創作こども文庫
ふなざきやすこ／さく ふなざきよし
ひこ／え

もりのおべんとうやさん 創作こども文庫 舟崎靖子／作 舟崎克彦／絵
もりのおべんとうやさん 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
森のキタキツネ 右高英臣／著
もりのくまとテディベア 谷川俊太郎
もりのクリーニングやさん 創作こども文庫 舟崎靖子／作 舟崎克彦／絵

もりのサンドイッチやさん 創作こども文庫
ふなざきやすこ／さく ふなざきよし
ひこ／え

もりのじてんしゃやさん 創作こども文庫
ふなざきやすこ／さく ふなざきよし
ひこ／え

もりのしょうぼうだん もりのひつじかい
もりのしんりょうじょ なかまっていいな しのざきみつお／さく・え
森のスケーターヤマネ 湊秋作／著 金尾恵子／絵
もりのたからもの 花之内雅吉／作・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
森のなかの海  下 宮本輝／著
森のなかの海  上 宮本輝
森のなかの海賊船 こそあどの森の物語 ３ 岡田淳／作
もりのなかよし 学研ワールドえほん メルセ カンパニー
森のネズミとおともだち ポプラ社のなかよし童話 ７４ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミとおばけたち ポプラ社のなかよし童話 ６１ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミとまほうの木 ポプラ社のなかよし童話 ７２ 岡野薫子／上条滝子
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 岡野薫子／上条滝子
森のネズミとゆきだるま ポプラ社のなかよし童話 ４５ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのうんどう会 ポプラ社のなかよし童話 ５８ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのおくりもの ポプラ社のなかよし童話 ６０ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのおひっこし ポプラ社のなかよし童話 １５ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのおるすばん ポプラ社のなかよし童話 ６４ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのおわかれ会 ポプラ社のなかよし童話 ６５ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのおんがく会 ポプラ社のなかよし童話 ７３ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのかくれんぼ ポプラ社のなかよし童話 岡野薫子／上条滝子
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／上条滝子
森のネズミの大サーカス ポプラ社のなかよし童話 ６９ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミの大ぼうけん ポプラ社のなかよし童話 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのたからもの ポプラ社のなかよし童話 ５２ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのたんじょう会 ポプラ社のなかよし童話 ６３ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミの手品大会 ポプラ社のなかよし童話 ７０ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのてんらん会 ポプラ社のなかよし童話 ６２ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのなぞなぞあそび ポプラ社のなかよし童話 ５５ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのハイキング ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子／上条 滝子
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／上条滝子
森のネズミの冬ごもり ポプラ社のなかよし童話 ６８ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミのゆうびんや ポプラ社のなかよし童話 ７５ 岡野薫子／上条滝子
森のネズミの雪あそび ポプラ社のなかよし童話 ７６ 岡野薫子／上条滝子
もりのねむりひめ グリム童話より 紙芝居 28 おくやまれいこ／画



書籍名 シリーズ名 著者名

もりのはいしゃさん 創作こども文庫
ふなざきやすこ／さく ふなざきよし
ひこ／え

森のはずれで 小野正嗣
もりのピアノ いわむらかずお／作
もりのピザやさん もりはおもしろランド １４ 舟崎靖子／奈良坂智子
もりのほんやさん 創作こども文庫 舟崎靖子／作 舟崎克彦／絵
杜の都殺人事件 内田康夫／著

もりのゆうびんきょく 創作こども文庫
ふなざきやすこ／さく ふなざきよし
ひこ／え

もりのレストラン 創作こども文庫 舟崎靖子／作 舟崎克彦／絵

森は生きている 小学館世界の名作12
原作・サムイル・マルシャーク文宮
川やすえ

森は知っている 吉田修一
森へ行きましょう 川上 弘美
森よ生き返れ 宮脇昭／著
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
モロヘイヤが効く
もんじろう、北へ行く 文字と式 佐藤勝彦／構成 広野多珂子／絵
もんじろう、西へ行く 図形と面積・体積 佐藤勝彦／構成 広野多珂子／絵
もんじろう、南へ行く 比例 佐藤勝彦／構成 広野多珂子／絵
モンシロチョウ 矢島稔／著
モンスタ－ズ・インク [文]森はるな[装丁]青木澄江
モンスター・ホテルでこんばんは 柏葉幸子／作 高畠純／絵
モンスター・ホテルでプレーボール どうわはともだち １８ 柏葉 幸子／高畠 純
モンテ・クリスト伯 村松友視

モンテ・クリスト伯
アレクサンドル・デュマ／著 新庄嘉
章，儀府成一／訳

モンテッソ―リ教育で才能をぐんぐん伸ばそう 藤崎 達宏

モンテッソーリのせいかつえほん トイレでできた 北川 真理子

モンローが死んだ日 小池真理子

や
「焼き型抜き型」不要お手軽ケーキ塾 シンプルな手
作りのおいしさ

お料理塾シリーズ 小川聖子／〔著〕

焼きそばうえだ さくらももこ
やきとり酒場の人間模様 脱サラ課長奮戦記 稲子俊男／著
焼肉料理 おいしい焼肉・韓国料理・朝鮮料理 料理と食シリーズ
ヤギになっちゃうぞ 最上一平／さく 石倉欣二／え
やきもの鑑定五十年 拝見させていただきます 中島誠之助
やきもの師 下 大活字本シリーズ 平岩 弓枝
やきもの師 上 大活字本シリーズ 平岩 弓枝
やきもののはなし 神崎宣武／著
野球おもしろゼミナール 学習まんが・ふしぎシリ－ズ
柳生刺客状 隆慶一郎／著
柳生十兵衛死す  上 山田風太郎／著
柳生十兵衛死す  下 山田風太郎
野球入門  攻撃編 スポーツ 本間正夫／著
野球入門  基礎編 本間正夫／著
野球入門  ルール編 本間正夫



書籍名 シリーズ名 著者名
約束 水谷修
約束された移動 小川 洋子
約束の海 山崎豊子
約束の冬 上 宮本輝
約束の冬 下 宮本輝
役にたたない日々 佐野洋子
焼けあとのちかい 半藤 一利
夜行 森見登美彦
夜行観覧車 湊かなえ
夜光人間 江戸川乱歩／著
夜行列車 森村誠一
やさい 平山和子／さく
やさいさん tupera tupera
やさいだいすき 花形恵子／文 木村かほる／絵
野菜でつくる  1 家庭科教育研究者連盟／編
野菜でつくる  2 家庭科教育研究者連盟／編

野菜のお菓子果物のお菓子 自然の甘さがいっぱい！ お料理塾シリーズ 瀬尾幸子／〔著〕

やさいのかいすいよくおおさわぎ さくらともこ／さく 吉村司／え
やさいむらのあかたろう 紙芝居 119 中村ルミ子・脚本／久住拓也・絵
やさしいヴォーカル入門 初心者のための 福島英／著
優しいおとな 桐野夏生
やさしい楽典 小山章三，繁下和雄／共編
やさしいため息 青山七恵
やさしい籐手芸 基礎とレッスンつき 真木雅子／〔著〕
やさしい猫 中島 京子
やさしいマジック 親子でたのしめる 堤芳郎／著
やさしく詳しくカブトムシ 坪井源幸
やさしむらのはやがってん 土屋富士夫
やじるし 平田利之
靖国問題 高橋哲哉
野生ウマの生活 清水洋香／著
野生ゾウの世界 岩合徳光／著
野性の風 村山由佳／著
野生の条件 森村誠一
痩せない豚は幻想を捨てろ テキーラ村上
夜想 貫井徳郎
やったぜミラクルアントラーズ 田中館哲彦／作 岡本順／絵

やったね！１年生のしゅくだい作戦 金ぱつフランツ
クリスティーネ＝ネストリンガー／
作 平野卿子／訳

やったね！恐竜ドロミケイオミムス たかしよいち／文 伊東章夫／画
やってみよう！かんきょうしらべ 西本鶏介文/岡本順絵
やっと訪れた春に 青山 文平
八つ花ごよみ 山本一力
やっぱりイギリス人はおかしい 高尾慶子
やっぱりおおかみ ささきまき／さく・え
やっぱり食べに行こう。 原田 マハ
やっぱりやらなきゃ耐震リフォホーム 耐震リフォホーム家づくりの会



書籍名 シリーズ名 著者名
やっぱり私はネコが好き 五十嵐文生
やっぱり私はイヌが好き 五十嵐文生
ヤドカリ 川嶋一成／著
やどかりのいえさがし 武田正倫／ぶん 浅井粂男／え
ヤナギとメリーゴーランド 作・石原恵美子 絵・小酒井久子
やなりいなり 畠中恵
屋根屋 村田喜代子
藪医 ふらここ堂 朝井まかて
やぶかのはなし どきどきしぜん 栗原毅／ぶん 長新太／え
破れ星、流れた 倉本聰
山歩きはじめの一歩  3
山女日記 湊かなえ
山形新幹線「つばさ」殺人事件 西村京太郎／著
山からきたかんからかんた 多田ヒロシ／さく・え
山小屋利用でのんびり山歩き 中田真二／取材・執筆・写真
ヤマセミの飛ぶ渓谷 まぼろしの生態を科学する 石部久／文・写真
やまたのおろち 日本の神話２ 西野綾子／文 西村郁雄／絵
山田守くんはたぬきです 市川宣子
山と高原 高原・高原のしつ原・山
ヤマトタケル 西野綾子／文 阿部肇／絵
ヤマトタケルノミコト 神話の中の英雄 ムロタニツネ象／まんが
やまなし 宮沢賢治／作 安藤徳香／絵
山に木を植えました スギヤマカナヨ
山に恋して 福田 善造
ヤマネのくらし 西村豊／著
山のとしょかん 肥田美代子
山の郵便配達 彭見明／著 大木康／訳
山みち歩けば 田中豊美／ぶん・え
やまんばと３にんのこども むかしむかしばなし⑮ 樋口淳／文 ささやすゆき／絵
闇先案内人 大沢在昌
闇に香る嘘 下村敦史
闇の奥 辻原登
闇の底 薬丸岳
闇の守り人 上橋菜穂子
闇祓 辻村 深月
闇割り無頼 時代小説 斎藤吉見／著
飲茶 浅田峰子
ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國香織
弥生文化のルーツは出雲だ 安達巌著
やりたいことは全部やれ！ Ｄｏｎ’ｔ ｗａｉｔ
ｆｏｒ ｔｏｍｏｒｒｏｗ！

大前研一／著

ヤルタ会談 戦後米ソ関係の舞台裏 倉田保雄／著
柔らかな海峡 日本・韓国 和解への道 金惠京
柔らかな頬 桐野夏生／著
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  1 飯沢匡／作 土方重巳／絵
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  2 飯沢匡／作 土方重巳／絵
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  3 飯沢匡／作 土方重巳／絵
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  4 飯沢匡／作 土方重巳／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  5 飯沢匡／作 土方重巳／絵
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ  6 飯沢匡／作 土方重巳／絵

ゆ 誘拐
Ｇ．ガルシア＝マルケス／著 旦敬介
／訳

誘拐 新鬼平犯科帳 池波正太郎
誘拐の誤差 戸梶圭太

ゆうかい犯ｖｓ空手少女
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 藤沢忠枝
／訳

ゆうきだよねパンダうさぎ 上条さなえ／作 長野ヒデ子／絵
幽鬼の塔 江戸川乱歩／著
ゆうきのはながひらくとき アンパンマン プチシアタ－ やなせたかし
ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ
有効期限の過ぎた亭主・賞味期限の切れた女房 綾小路きみまろ

憂国のスパイ イスラエル諜報機関モサド
ゴードン・トーマス／著 東江一紀／
訳

勇者の証明 長編青春ロードノベル 森村誠一／著
優駿  上 宮本輝／著
優駿  下 宮本輝
友情 愛と青春の名作集 武者小路実篤
ゆうたくんのたんじょうび かさと長さ 白石博／構成 高松良己／絵
ゆうだち 阿部肇
ゆうたはともだち きたやまようこ
勇断 前田家三百年の経営学 童門冬二
夕鶴・彦市ばなし 愛と青春の名作集 木下順二

有毒動物のひみつ
学研まんがひみつシリーズ ５
４

木村研

夕映え天使 浅田次郎
ゆうびんでーす こねこちゃんえほん⑩ いもとようこ／さく・え
郵便のはなし 新美景子／著
ゆうびんやさんおねがいね サンドラ・ホーニング
昨夜のカレー、 明日のパン 木皿泉

遊歩図鑑. パート5
青春の信長を歩く : イラス
ト・ガイド

宇佐美イワオ著

有名人ふしぎ会見録
夕焼けの翌日が天気になるのはなぜ？ 子供の科学編集部／編
ゆうらゆらかさのいけ 魚は、どうして水の中で生き
られるの？

紙芝居 44 西村達馬／画 中村美佐子／作

ゆうらんせんしまへいく 紙芝居 71 中村景児／画 仲倉眉子／作
有料老人ホームのすすめ 大久保 貞義
ゆうれいがそだてた子 茨城・埼玉・群馬・栃木 大石真／編著
幽霊記念日 赤川次郎／著
幽霊教室のミステリー 日本児童文学者協会／編
ゆうれいせんをやっつけろ アンパンマン プチシアター やなせたかし
ゆうれい電車 水木しげる／著

幽霊によばれた校長先生
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 村井香葉／絵

幽霊のいる教室 日本児童文学者協会／編
ゆうれいのたまご せなけいこ／〔著〕



書籍名 シリーズ名 著者名
ゆうれいのたまご せなけいこ・おばけえほん 瀬名 恵子

幽霊のような子 恐怖をかかえた少女の物語
トリイ・ヘイデン／著 入江真佐子／
訳

幽霊は、体育館でキミを待っている‥！ 学校の怪談スペシャル  1 日本民話の会
ゆうれいパティシエ事件 ナツカのおばけ事件簿・８ 斉藤洋
幽霊屋敷の電話番 赤川次郎／著
幽霊屋敷のなぞを追え だいすきミステリー2 日本文学者協会編
幽霊屋敷レストラン 怪談レストランシリーズ 1 松谷みよ子
幽霊列車レストラン 怪談レストランシリーズ ４ 松谷みよ子
誘惑の果実 真保裕一

ゆかいなゆうびんやさん
おとぎかいどう自転車にのっ
て

ジャネット＆アラン・アルバーグ

床下の小人たち
借りぐらしのアリエッティ原
作 1

メアリー・ノートン

ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門  1 梅沢由香里／著
ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門  2 梅沢由香里／著
湯川秀樹 二反長半／著
湯川秀樹・朝永振一郎／利根川進 平和と環境と科
学・技術

日本編 藤井博司／漫画

歪んだ波紋 塩田 武士
ゆきうさぎ 高柳克弘／作 狩野富貴子／絵
ゆきがっせん のらっこの絵本 菊池日出夫／さく
雪子さんの足音 木村 紅美
ゆきだるまくん、どこいくの？ たむらしげる
ゆきだるまのふしぎなたび 尾崎淳子／作・絵
ゆきだるまのプレゼント いしいつとむ／さく
雪だるまの雪子ちゃん 江國香織
雪に撃つ 佐々木 譲
雪の一生 片平孝／著
ゆきのおおいまち 倉沢達雄／編著
雪の香り 塩田武士
雪の階 奥泉 光

雪の中のスパイ
Ｅ．Ｗ．ヒルディック／作 蕗沢忠枝
／訳

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

雪のなまえ 村山 由佳
雪の林 やえがしなおこ
ゆきのひ 加古里子／さく・え
ゆきの日 菊田まり子
ゆきのひのうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 デイック・ブルーナ
雪の練習生 多和田葉子
雪窓 安房直子作 山本孝絵
ゆきみちさんぽ
雪むすめ ２月のおはなし 日本民話の会／編
ゆきむすめ 内田莉莎子／著 佐藤忠良／画
ゆきむすめ 学研ワールドえほん マイ ミトーリッチ
幸村を討て 今村 翔吾



書籍名 シリーズ名 著者名
雪渡り 宮沢賢治／文 佐藤国男／画
雪はちくたく 長崎源之助／鈴木義治
ゆずちゃん 肥田美代子／作 石倉欣二／絵
ユタが愛した探偵 内田康夫／著
ユダヤ人大富豪の教え 本田 健

ユダヤ人大富豪の教え
幸せな金持ちになる１７の秘
訣

本田健

ユートピア 湊かなえ
ゆび一本からはじめる手話  1 嶋田泰子／ぶん
ゆび一本からはじめる手話  2 嶋田泰子／ぶん
ゆび一本からはじめる手話  3 嶋田泰子／ぶん
ゆび一本からはじめる手話  4 嶋田泰子／ぶん
ゆび一本からはじめる手話  6 嶋田泰子／ぶん
ゆび一本からはじめる手話  7 手話じてん
ゆびで編むマフラー＆帽子 篠原くにこ／著

指輪物語  ４ 二つの塔 下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  １ 旅の仲間 上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  ２ 旅の仲間 下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  ３ 二つの塔 上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  ６ 王の帰還 下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  追補編
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

指輪物語  ５ 王の帰還 上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕 瀬
田貞二，田中明子／訳

ＵＦＯをさがせ
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

ＵＦＯ・遭遇と真実  日本編 久保田八郎／著
ゆまくんのドライブ 紙芝居 117 木村裕一／脚本・絵
弓の音 弦楽器のしくみ 楽器のかがく 繁下和雄／文 鈴木博子／絵
夢 星野 仙一
夢いっぱいの袋と小もの
夢占い☆歌って踊ってオーディション うらないトリ
オ・キューピッズ

窪田僚／作 鈴木みや／画

ゆめをにるなべ 茂市久美子／作 土田義晴／絵
夢から醒めた夢 赤川次郎
ゆめからゆめんぼ 矢玉四郎／作・絵
ゆめげきじょう くさなり
夢自然  草木／秋
ゆめすいこうもり 近藤薫美子／作・絵
夢違 恩田陸
遊女のあと 諸田玲子
夢の櫂こぎどんぶらこ 田辺聖子／著
夢のズッコケ修学旅行 那須正幹／作 前川かずお／絵



書籍名 シリーズ名 著者名
夢のつづき 那須田淳
夢のなか 慶次郎縁側日記 北原亞以子
夢の守り人 上橋菜穂子
夢曳き舟 山本一力
ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語 ４ 岡田淳／作
夢美と愛美の消えたバースデー・プレゼント？ 唯川恵／作 樹原くり／画
夢美と愛美の謎がいっぱい？怪人Ｘを追え！ 唯川恵／作 樹原くり／画
夢を与える 綿矢りさ
夢を売る男 百田尚樹
夢をかなえるゾウ 水野敬也
夢をかなえるゾウ 2 水野敬也
夢をかなえるゾウ０ 水野 敬也
夢を喰う男 本城 雅人

ユーモアの一滴
心理ゲーム&頭脳クイズ 見え
ない自分のココロが見えてく
る

浅野八郎事務所編

ゆらぎの詩の物語 わたりむつこ
愉楽の園 宮本輝／著
ゆりかごは口の中 桜井淳史
ユリゴコロ 沼田まほかる
ユリのふしぎ 今井國勝／著
ゆる発酵 榎本 美沙
ゆるふわ昆虫図鑑 じゅえき太郎
ユーレイくんはわたしに夢中！ わたしのママは魔女 藤真知子／作 ゆーちみえこ／絵
ゆんでめて 畠中恵

よ 4歳のえほん百科 総監修 藤永保
４つの初めての物語 さとうまきこ

４人きょうだいのぼうけん スペイン 紙芝居 35
きよしげのぶゆき／画 東川洋子／脚
本

夜明けのすべて 瀬尾 まいこ
夜明けの街で 東野圭吾
夜明けまで眠らない 大沢在昌
よーいよーいよい さいとうしのぶ

よういどん
わたなべしげお／ぶん おおともやす
お／え

熔果 黒川 博行
妖怪 平岩弓枝
妖怪ウォッチ ようかいだいずかん ともだちだい
しゅうごう！

妖怪ウォッチ製作委員会

要介護4・5の人のケア アイデア介護1 小山朝子
妖怪大戦争 水木しげる／著
妖怪大戦争 ガーディアンズ 山室 有紀子
妖怪博士 江戸川乱歩／著
ようかいむらのざくざくいもほり たかい よしかず
ようかいむらのどっきりハロウィン たかい よしかず
妖怪レストラン 怪談レストランシリーズ ５ 松谷みよ子
洋菓子塾 お料理塾シリーズ 横川哲也／〔著〕
容疑者Ｘの献身 東野圭吾



書籍名 シリーズ名 著者名
ようこそカウンセリングルームへ 中村延江／著
ようこそ世界の特急 櫻井寛／写真，板谷成雄／文
幼児のためのよみきかせおはなし集. 7 西本鶏介編・著
幼児のためのよみきかせおはなし集. 3 西本鶏介編・著

幼児のためのよみきかせおはなし集. 2
西本鶏介編・著/狩野富貴子〔ほか〕
絵

幼児のためのよみきかせおはなし集４ 西本鶏介
幼児のためのよみきかせおはなし集. 5 西本鶏介編・著/岡本順〔ほか〕絵
幼児のためのよみきかせおはなし集6 西本鶏介編・著
幼児のためのよみきかせおはなし集① 西本鶏介
妖精の家具、おつくりします。 PHPとっておきのどうわ あんびるやすこ

ようちえん
子どもがはじめてであう絵本
4

ディック・ブルーナ

腰痛の正しい治し方 健康ライブラリー 平林 洌
幼年時代 愛と青春の名作集 室生犀星／著
養老訓 養老孟司
夜が明ける 西 加奈子
佳く生きる 天野 篤
よく効く 腰痛・肩こり読本 西條一止
よくきたね 文/松野正子・絵/鎌田暢子
ヨクネルとひな LEE
よく見る夢 下 天馬 竜行
よく見る夢 上 シドニィ・シェルダン
沃野の伝説  上 内田康夫／著
沃野の伝説 下 カッパ・ノベルス 内田康夫
沃野の伝説 上 カッパ・ノベルス 内田康夫
ヨーグルトきのこが効く 定本病気退治ヨーグルト
《ケフィール》

よくわかる経営
やさしく身につくコンパクト
基礎知識

飯野啓二／著

よこどり 小説メガバンク人事抗争 小野 一起
横浜・磯子 屏風ヶ浦に生きる 旧久良岐郡森・中原の歴史
横浜ウォーカー2017年10月号
横浜ウォーカー 2017年11月号
横浜ウォーカー 2017年12月号
横浜ウォーカー 2017年7月号
横浜ウｵーカー 2017年８月号
横浜ウォーカー ２０１７年9月号
横浜ウォーカー 2018年1月号
横浜ウォーカー 2018年秋号＜10.11月号＞
横浜ウォーカー 2018年早春
横浜ウォーカー 2018年夏号＜8.9月号＞
横浜ウォーカー 2019年６月号
横浜ウォーカー 2019年10月号
横浜ｳｫｰｶｰ 2019年11月号
横浜ｳｫｰｶｰ ２０１９年１２月号
横浜ウォーカー 2019年5月号
横浜ウォーカー 2020年1月号



書籍名 シリーズ名 著者名
横浜ｳｫｰｶｰ 2020年3月号
横浜ウォーカー 2020年4月号
横浜ｳｫｰｶｰ 2020年6／7月号
横浜ウォーカー 2018年春・GW
横浜ウォーカー２０１９年７月号
横浜ウォーカー2019年8月号
横浜ウォーカー2019年9月号
横浜ウォーカー 2020年2月号
横浜ウォーカー3月号
横浜ウォーカー４月号
横浜ウォーカー冬 2018年12、2019年1月号
横浜ウォーカー ２０１８年初夏６．７月号
横浜浮世絵 横田洋一／編
横浜ウォーカー 2019年2月号
横浜絵地図 岩壁義光／編
横浜絵葉書 半澤正時／編

横浜思い出のアルバム
横浜市市民局市民活動部広報課広報
センター／編

よこはま経済  2000
横浜市経済局経済政策部経済政策課
／編

横浜結婚殺人の宴 長編本格ミステリー 斎藤栄／著

横浜港史  資料編
横浜港振興協会横浜港史刊行委員会
／編

横浜港史  総論編
横浜港振興協会横浜港史刊行委員会
／編

横浜港史  各論編
横浜港振興協会横浜港史刊行委員会
／編

横浜神戸殺人旅行 長編本格ミステリー 斎藤栄／著
横浜散歩だいすき 横浜市
横浜散歩道 「横浜散歩道」編集委員会／編
横浜市史  Ⅱ 第２巻（上） 横浜市総務局市史編集室／編
横浜市史  Ⅱ 第２巻（下） 横浜市総務局市史編集室／編
横浜市史  Ⅱ 第１巻（下） 横浜市総務局市史編集室／編
横浜市史  Ⅱ 第１巻（上） 横浜市総務局市史編集室／編
横浜市の学童疎開 それは子どもたちのたたかいで
あった

横浜市の学童疎開五十周年を記念す
る会／編

横浜市の学童疎開 それは子どもたちのたたかいで
あった

横浜市の学童疎開五十周年を記念す
る会／編

横浜市の昭和

横浜市立小学校体育研究会史  2 横浜市立小学校体育研究会／［編］

横浜心中 日本テレビ／編
横浜大戦争 蜂須賀 敬明
横浜タイムトリップガイド 横浜ﾀｲﾑﾄﾘｯﾌﾟガイド制作委員会
横濱銅版畫 文明開化期の建築 神奈川県立博物館／編
横浜に震災記念館があった
横浜の海の魚たち
横浜の海岸の生きものたち 横浜市環境保全局水質地盤課／編



書籍名 シリーズ名 著者名
よこはまの川の魚たち 横浜市環境保全局水質課／編
横濱エトランゼ 大崎 梢
横浜富貴楼お倉 明治の政治を動かした女 鳥居民／著
横浜元町140年史 ペリー来航 元町の歴史編纂委員会
横浜山手 日本にあった外国 鳥居民／著
横浜ウｵーカー 202年5月
横道世之介 吉田修一
「横山大観」殺人事件 内田康夫／著
よごれた水はどこへいくの？ 西本鶏介文/関屋敏隆絵
よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおは
なし

及川賢治 竹内繭子 作・絵

葦切り 庄野潤三／著
義貞の旗 安部龍太郎

四字熟語の大常識 これだけは知っておきたい10
【監修】日本語表現研究会【文】青
木一平

四時過ぎの船 古川 真人
義経 宮尾 登美子
ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか 那須正幹／作 はたこうしろう／絵
夜空をながめよう 前川光／著 奥谷敏彦／絵
よぞらをみあげて Ｊ・ビーン
よだかの星 宮沢賢治／作 工藤甲人／絵
よっちゃんのビー玉 児玉辰春／作 北島新平／絵
よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続 宮部 みゆき
ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー
夜ふけのなわとび 林 真理子
よみがえったナウマンゾウ たかしよいち／原作 吉川豊／漫画
よみがえる百舌 逢坂剛／著
読むがいいわ 清水ミチコ〔対談〕
余命10年 小坂 流加
余命１年、男をかう 吉川 トリコ
よもぎだんご わくわく きんげん さとうわきこ
よりぬきサザエさん１ 長谷川町子
夜消える 藤沢周平
よるですよう ちいさいモモちゃんえほん ９ 松谷 みよ子／武田 美穂
夜に星を放つ 窪 美澄
よるのえんてい 佐々木洋
夜の学校はミステリー・ゾーン 日本児童文学者協会／編
夜の国のクーパー 伊坂幸太郎
夜の終焉 下 堂場瞬一
夜の終焉 上 堂場瞬一
夜の底は柔らかな幻 上 恩田陸
夜の底は柔らかな幻 下 恩田陸
よるのばけもの 住野よる
夜のピクニック 恩田陸
夜のピクニック 恩田陸
夜のプールにでる幽霊 日本児童文学者協会／編
夜の桃 石田衣良



書籍名 シリーズ名 著者名

夜の理科室でわらうガイコツ 学校の怪談15
日本民話の会学校の怪談編集委員会
／編 前嶋昭人／絵

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦
寄る辺なき時代の希望 田口ランディ
夜また夜の深い夜 桐野夏生
夜をゆく飛行機 角田光代
よろずや平四郎活人剣  下巻 藤沢周平／著
よろずや平四郎活人剣  上巻 藤沢周平／著
よろずや平四郎活人剣  中巻 藤沢周平／著
よろずや平四郎活人剣 中巻 離縁のぞみ 藤沢周平
よろずや平四郎活人剣 下巻 浮草の女 藤沢周平
ヨーロッパ近代との対話 山口三夫著
よわむしおばけ わたなべめぐみ／作 原ゆたか／絵
よわむしおばけ 紙芝居 87 仲倉眉子／画・作
よわむしおばけとサンタクロース わたなべめぐみ／作
よわむしおばけのたんじょうび 渡辺徳／原ゆたか
４歳のえほん百科

四だいの小さな機関車
ウィルバート・オードリー／作 レジ
ナルド・ドールビー／絵

四大文明エジプト ＮＨＫスペシャル 吉村作治／編著 後藤健／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

読んで、旅する。 伊集院 静
四訂食品成分表  1995
四度目の氷河期 荻原浩
四日間の奇跡 浅倉卓也
四番目のトイレの呪い 日本児童文学者協会／編
四文字の殺意 夏樹静子

四文字のひみつ
わくわく読み物コレクション
６

光丘真理：作 栗原一実：絵

４Ｕ（ヨンユー） 山田詠美
ら ライオン 岩合徳光／著

ライオン・キング [文]森はるな[絵]フィリップ・フ－ガ

ライオン＝キング ディズニー名作童話館
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／［原作］
窪田僚／文

ライオンと蜘蛛の巣 手嶋龍一
ライオンとソフトクリーム 井上ひさし／作 高橋透／絵
ライオンとねずみ イソップ童話 エド・ヤング／絵 田中とき子／訳
ライオンのおやつ 小川 糸
ライオンのめがね 後編 紙芝居 19 加東てい象／画 ビルドラック／作
ライオンのめがね 前編 紙芝居 18 加東てい象／画 ビルドラック／作
ライギョのきゅうしょく 阿部夏丸／作 村上康成／絵
ライチョウの四季 右高英臣／著
ライト兄弟 おきたかし／著
「ライバル鉄道」徹底研究 川島令三／著
ライフ 小野寺 史宜
ライ麦畑でつかまえて サリンジャー／〔著〕 野崎孝／訳



書籍名 シリーズ名 著者名

ラヴォワジェ/ドルトン
物質はなにでできているのか
漫画人物科学の歴史 . 世界編

宮川正行漫画/インタラクティブ編

ラオスにいったい何があるというんですか？ 村上春樹

ラガディ・アンありがとうの気持ち
ジョニー・グルエル作・絵/角野栄子
訳

ラガディ・アンキャンディ・ハートの知恵
ジョニー・グルエル作・絵/角野栄子
訳

ラガディ・アン 友情のことば
ジョニー・グルエル作・絵/角野栄子
訳

楽園 下 宮部みゆき
楽園 上 宮部みゆき
楽園とは探偵の不在なり 斜線堂 有紀
楽園のアダム 周木 律
楽園の烏 阿部 智里
楽園のカンヴァス 原田マハ
落日 湊かなえ
落日の宴 吉村昭
らくだいにんじゃらんたろう 尼子騒兵衛／作・絵
らくちんらくちんぶーらりん 伊部喜久雄／作・絵
落陽 朝井まかて
落雷 上 ダニエル・スティール
落雷 下 天馬 竜行
ラヂオ 阿久悠／著
らしくない大使のお話 中江要介／著
ラジコン大海獣 水木しげる／著
羅生門・地獄変 愛と青春の名作集 芥川竜之介
ラスト・イニング あさのあつこ
ラスト・ソング 人生の最期に聴く音楽 佐藤由美子
ラストラン 角野栄子
ラダック懐かしい未来 『懐かしい未来』翻訳委員会
落花 澤田 瞳子
ラッキーセブン 最上一平
ラッキーマン 入江 真佐子
ラッフルズホテル 村上龍／著

ラファエロ
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

ラブ・ストーリィは昔から 愛に生きた歴史の女たち 林田静香／著

ラプラスの魔女 東野圭吾

ラプランドのラップ人
アラン・ジェイムズ／著 河津千代／
訳

ラマになった王様 斎藤妙子／構成・文

ラモーナは豆台風
ベバリイ・クリアリー／作 ルイス・
ダーリング／画

ララチッタ アジア③ 香港・マカオ JTB出版
ララチッタ アジア⑫ ベトナム NHK出版
ララチッタ アシア① ソウル JTB編集
ララチッタ アジア⑩ バリ島 JTB編集



書籍名 シリーズ名 著者名
ララチッタ アジア⑬ 台湾 JTB編集
ララチッタ アシア② 台北 JTB出版
ララチッタ アジア④ 上海 JTB出版
ララチッタ アジア⑤ シンガポール JTB出版
ララチッタ アジア⑦ プーケット・サムイ島・バン
コク

JTB編集

ララチッタ アジア⑧ ホーチミン JTB編集
ララチッタ アジア⑨ アンコールワット・ホーチ
ミン

JTB編集

ララチッタ アメリカ① ニューヨーク NHK出版
ララチッタ アメリカ② ラスベガス・セドナ NHK出版
ララチッタ アメリカ④ バンクーバー・カナディ
アンロッキー

NHK出版

ララチッタ ヨーロッパ⑤ ミュンヘンロマンチッ
ク街道 フランクフルト

JTB編集

ララチッタ ヨーロッパ① ローマ・フィレンツｴ JTB編集

ララチッタ ヨーロッパ② ミラノ・ヴェネツィア JTB編集

ララチッタ ヨーロッパ⑩ イタリア JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ⑪ フランス JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ⑫ イギリス JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ③ パリ JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ④ ロンドン JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ⑥ ウｲーン・ﾌﾟﾗﾊ JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ⑦ アムステルダム・ブ
リュッセル

JTB編集

ララチッタ ヨーロッパ⑧ スペイン JTB編集
ララチッタ ヨーロッパ⑨ 北欧 JTB編集
ララチッタ アジア⑪ プサン JTB出版
ララチッタ アジア⑭ セブ島・フィリピン NHK出版
ララチッタ アジア⑥ バンコク JTB編集
ララチッタ アメリカ③ ロサンゼルス・サンフラ
ンシスコ

NHK出版

ララチッタ太平洋② グアム JTBパブリッシング
ララチッタ太平洋③ ケアンズ・グレートバリア
リーフ

JTB編集

ララチッタ太平洋④ シドニー・ウルル(エアー
ズ・ロック）

JTB編集

ララチッタ太平洋⑤ ハワイ島 ホノルル JTB編集
ララチッタ太平洋⑥オーストラリア JTB編集
ララチッタ太平洋① ホノルル JTB編集
ラン 森絵都
欄 瀬戸内寂聴
ランジェ公爵夫人 オノレ・ド・バルザック
乱世、夢幻の如し  上 津本陽／著
乱世、夢幻の如し  下 津本陽／著
蘭その魅力のすべて 原種と人気交配種３００選 西口武彦／〔ほか〕編



書籍名 シリーズ名 著者名
ランチのアッコちゃん 柚木麻子
蘭と狗 中村勝行／著
ランプと胡弓ひき 新美南吉／文 山口晴温／え
蘭丸、夢の途中 真相・本能寺の変 角田茉瑳子／作 鴇田幹／画
爛漫の時代 小笠原京

り リア家の人々 橋本治
リアスの子 熊谷達也
理科おもしろ攻略 理科実験Q&A ドラえもんの学習シリーズ
理科工作 動くおもちゃ
理科の工作  ５年生・６年生 松原巌樹／著
理科の工作  ３年生・４年生 松原巌樹／著
理科の自由研究ガイド テーマと進め方 3 岩崎幸敏／著
利休切腹 関口多景士／著
利休にたずねよ 山本兼一
陸王 池井戸潤
Ｒｉｋｏ 女神の永遠 柴田よしき／〔著〕

りこうねずみとよわむしねこ
ジョン・ヨーマン／作 クェンティ
ン・ブレイク／絵

リス
はじめてであうどうぶつえほ
ん

ソーニエ・ナディヌ／Ｓａｕｎｉｅ
ｒ Ｎａｄｉｎｅ．／ビルト パス
カル

リスク 井上尚登
リスとお月さま セバスティアン・メッセンモーザ

リスとはじめての雪
セバスティアン・メッシェンモー
ザー

りすのナトキンのおはなし
新版ピーターラビットの絵本
１０

ポター ビアトリクス／Ｐｏｔｔｅ
ｒ Ｂｅａｔｒｉｘ．／石井 桃子

リーダーのための伝える力
何が伝われば組織は変わるの
か？

酒巻久

リトル・マ－メイド [文]末吉暁子[絵]森田祐子
リトル＝マーメイド２ 斎藤妙子／構成・文

リトル＝マーメイド（人魚姫）
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔原作〕
立原えりか／文

離乳食大全科 わたしの赤ちゃん
リネアモネの庭で クリスティーナ・ビヨルク
リバー 奥田英朗
リボルバー 原田 マハ
リボン 小川糸
リボンドワーク
リボンのかたちのふゆのせいざオリオン どきどきし
ぜん

八板康麿／写真と文 杉浦範茂／絵と
構成

利回り・利息計算ができる本 早わかり事例解説 角川総一著
理由 宮部みゆき／著
流 東山彰良
理由がわかれば、もっと美味しく作れる！スパイス
カレーの教科書

水野仁輔 監修



書籍名 シリーズ名 著者名
留学してみたい！オーストラリア・ニュージーラン
ド

ＩＣＣ国際交流委員会／編集

留学生日記 イギリス式高校生活 池内莉佳子
琉球王朝 物語と史蹟をたずねて 嶋岡晨／著
琉球王朝記 童門冬二／著
琉球の英傑たち 大城立裕／著
琉球の風  1 陳舜臣／著
琉球の風  2 陳舜臣／著
琉球の風  3 雷雨の巻 陳舜臣／著
竜神七子の冒険 越水利江子
龍神の子どもたち 乾 ルカ
流水浮木 青山文平
流星の絆 東野圭吾
流星ワゴン 重松清／著
流跡 朝吹真理子
竜の騎士 コルネーリア・フンケ
龍馬  １（青雲篇） 津本陽／著
龍馬五流星篇 津本陽
龍馬の油断 幕末七人の侍 津本陽
龍は眠る 宮部みゆき／著
良寛 小俣万次郎／著
漁師 東京湾で魚をとる 木戸征治／写真 国松俊英／文
漁師の愛人 森絵都
りょうしの島 倉沢達雄／編著
龍馬  ２（脱藩篇） 津本陽／著
龍馬  ３（海軍篇） 津本陽／著
龍馬  ４（薩長篇） 津本陽／著
竜馬がゆく  立志篇 司馬遼太郎／著
竜馬がゆく  第5巻 回天篇 司馬遼太郎／著
竜馬がゆく ３ 狂瀾篇 司馬 遼太郎
竜馬がゆく ４ 怒涛篇 司馬遼太郎
竜馬がゆく 第2巻 風雲篇 司馬遼太郎／著
料理教室の１２人 わり算の意味と計算 相原昭／構成 広野多珂子／絵

料理塾お料理Ｑ＆Ａ
マイライフシリーズ特別版 ｎ
ｏ．３８９

牧野 哲大

料理塾一人暮らしのアイデアレシピ
マイライフシリーズ特別版 ｎ
ｏ．４０２

枝元 なほみ

料理なんて愛なんて 佐々木 愛
料理の鉄人 フジテレビ「料理の鉄人」／編
料理の鉄人  2 フジテレビ「料理の鉄人」／編
料理の鉄人  3 フジテレビ「料理の鉄人」／編
料理の鉄人  4 フジテレビ「料理の鉄人」／編
旅客機大好き 伊藤久巳
旅客機のパイロット 大和田健二／写真 菅能琇一／文
緑衣の鬼 江戸川乱歩／著
離陸 絲山秋子
李陵 愛と青春の名作集 中島敦／著
リンカーン 山主敏子／著



書籍名 シリーズ名 著者名
リンゴ くだもののひみつ 小池洋男／著
りんごがたべたいねずみくん なかえよしを／作 上野紀子／絵
りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ
リンゴちゃんのいえで リンゴちゃんシリーズ・４ 角野 栄子
りんごのおいしいわけかた 紙芝居 92 木村裕一／画・作
林檎の木の下で マンロー・アリス
りんごの花 後藤竜二
林住期 五木寛之
臨床の砦 夏川 草介
林蔵の貌 ２ 大活字本シリーズ 北方 謙三
林蔵の貌 １ 大活字本シリーズ 北方 謙三
林蔵の貌 ３ 大活字本シリーズ 北方謙三
林蔵の貌 ４ 大活字本シリーズ 北方謙三
リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険 トーベン・クールマン

輪廻転生 驚くべき現代の神話
Ｊ．Ｌ．ホイットン，Ｊ．フィッ
シャー／著 片桐すみ子／訳

凛冽の宙（ｓｏｒａ） 幸田真音／著
リーンローンたぬきバス 岡信子／作 渡辺有一／絵

る 類 朝井 まかて
ルイ・ヴィトン大学桜通り 松原惇子／著
涙香迷宮 竹本 健治
累々 松井 玲奈
路 吉田修一
ルウのおうち 松谷みよ子／文 武田美穂／絵
ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤

ルソー
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

流転の海 第１部 宮本輝／著
流転の故宮秘宝 消えた王羲之真蹟の謎 伴野朗／著
ルドルフといくねこくるねこ ルドルフとイッパイ
アッテナ ３

斉藤洋／作 杉浦範茂／絵

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋／作 杉浦範茂／絵
ルドルフともだちひとりだち 続・ルドルフとイッパ
イアッテナ

斉藤洋／作 杉浦範茂／絵

流人道中記（下） 浅田 次郎
流人道中記(上） 浅田 次郎

ルネッサンス 再生への挑戦 カルロス・ゴーン／著 中川治子／訳

ルノワール
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

ﾙﾊﾟﾝ三世 カリオストロの城 徳間アニメ絵本23 モンキー・パンチ
ルパンの消息 横山秀夫
ル－ピ－のだいひこう ハ－ディ－．グラマトキ－
ループ 鈴木光司／著
ルームメイト 今邑彩
瑠璃の海 小池 真理子
ルルとララのいちごのデザート あんびるやすこ
ルルとララのおしゃれクッキ－ あんびるやすこ



書籍名 シリーズ名 著者名
ルルとララのキラキラゼリー あんびるやすこ
ルルとララのしあわせマシュマロ あんびるやすこ
ルルとララのシャーベット あんびるやすこ
ルルとララのミルキープリン あんびるやすこ
流浪の月 凪良 ゆう

れ ０ Lei（下） さとう みつろう
例解新漢和辞典
冷血 下 高村薫
冷血 上 高村薫
玲子さんのおしゃれ上手生き方上手 西村玲子／著
冷静と情熱のあいだ  Ｒｏｓｓｏ 江國香織／著
冷静と情熱のあいだ  Ｂｌｕ 辻仁成／著

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

冷凍でかんたんお弁当レシピ フルタニマサエ
黎明に起つ 伊東潤
伶也と 椰月美智子
レインツリーの国 有川浩
レオくんいつまでも まほうつかいのレオくん⑩ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんうみのなかへ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんおばけたいじ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくん空をとぶ まほうつかいのレオくん① 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんたたかう 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんたちあがる 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんなぞの花 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんまほうのかぎ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんゆきのなか まほうつかいのレオくん④ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵
レオくんゆめをみる まほうつかいのレオくん② 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

レオナルド・ダ・ヴィンチ
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

歴史街道をゆく 渡部昇一／〔ほか〕著

歴史人物ここだけの話 「他言無用」と彼らは言った 高野澄／著

「歴史の終わり」と世紀末の世界 浅田彰／著
歴史文化遺産 日本の町並み[上巻] 苅谷勇雅他
歴史はねじまげられない 上坂冬子／著
鎮魂歌（レクイエム） 不夜城 ２ 馳星周／著
レジェンドアニメ！ 辻村 深月
レースが好きになる方眼編み
れっつ！スイミング 次良丸忍
レッドゾーン 夏川草介
レッドネック 相場 英雄

レ・ミゼラブル 世界の名作全集
ヴィクトール・ユゴー／作 榊原晃三
／訳

レ・ミゼラブル
ユーゴー／作 豊島与志雄，斎藤正直
／訳

レミントン
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳



書籍名 シリーズ名 著者名
檸檬 愛と青春の名作集 梶井基次郎／著
恋愛旅人 角田光代
恋愛なんかやめておけ 心の相談室 松田道雄／著
恋愛は小説か 片岡義男
恋愛未満 篠田 節子
恋歌 朝井まかて
れんげ出合茶屋 泉ゆたか
聯合艦隊司令長官 山本五十六 半藤一利
レンタル・チルドレン 山田悠介

レンブラント
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

恋慕 山本周五郎／著
レーン ランナー3 あさのあつこ

レオナルド=ダ=ヴィンチ/コペルニクス
ルネサンスの科学   漫画人物
科学の歴史 . 世界編

宮川正行漫画/インタラクティブ編

ろ ロイヤルホテルの家庭料理 暮しの手帖版 暮しの手帖編集部／編
ロイヤルホテルの家庭料理 暮しの手帖版 2 暮しの手帖編集部／著
老害の人 内館牧子
老化は腸で止められた 光岡知足著
老虎残夢 桃野 雑派
老後定年後のマネ-プラン マネ-総合研究班
老子の読み方 渡部昇一・谷沢永一
老人自立宣言！ 村山 孚
老前整理 坂岡洋子
老年漂流 安住の地を求めて 筆内幸子／著
老乱 久坂部 羊
六月の輝き 乾ルカ
六月の雪 乃南アサ
六月の夜と昼のあわいに 恩田陸
六十歳からの日本三百名山 田中三郎／著
六千人の命のビザ 杉原幸子／著
六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成

64 横山秀夫

６わのからす
レオ・レオニ／作・絵 谷川俊太郎／
訳

ろけっとこざる
エッチ・エイ・レイ／文・絵 光吉夏
弥／訳

ロケットと人工衛星
アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

ロズウェルなんか知らない 篠田節子
ローズクイーンふたりはただいま失踪中 M・E・ラブ
ロスジェネの逆襲 池井戸潤
ロスト・シンボル（下） ダン・ブラウン
ロスト・シンボル(上) ダン・ブラウン
ロストワールド 林真理子／著

ロックフォール団のねずみたち
サンディ・クリフォード／作・絵 本
間裕子／訳

六法全書  平成５年版 １ 星野英一／〔ほか〕編



書籍名 シリーズ名 著者名
六法全書  平成５年版 ２ 星野英一／〔ほか〕編

ロートレック
アーネスト・ラボフ／作 みつじまち
こ／訳

ロビンソン・クルーソー 伊集院静
ロビンソン・クルーソー 少年少女世界名作全集1 デフォー／原作 大野進／訳・文
ロベルトからの手紙 内田洋子
ロボット ひのもとはじめ／著
ロボットと人は友だちになれるの？ 未来をひらく最先端科学技術 監修／毛利衛
ロボットのはなし 雀部晶／著
ローマ人の物語  Ⅰ ローマ人は一日にして成らず 塩野七生
ローマ人の物語 Ⅹ すべての道はローマに通ず 塩野七生／著
ローマ人の物語  ⅩⅠ 終わりの始まり 塩野 七生
ローマ人の物語 ⅩⅡ 迷走する帝国 塩野 七生
ローマ人の物語 ⅩⅢ 最後の努力 塩野 七生
ローマ人の物語  Ⅱ ハンニバル戦記 塩野七生／著
ローマ人の物語  Ⅲ 勝者の混迷 塩野七生／著

ローマ人の物語 Ⅳ
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 Ⅴ
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  Ⅵ パクス・ロマーナ 塩野七生／著
ローマ人の物語 Ⅶ 悪名高き皇帝たち 塩野七生／著
ローマ人の物語  Ⅷ 危機と克服 塩野七生／著
ローマ人の物語  Ⅸ 賢帝の世紀 塩野七生／著
ローマ世界の終焉 ローマ人の物語15 塩野七生
ロマンス 柳広司
ロミオとジュリエット 少年少女世界名作全集3 シェイクスピア ラム姉弟／原作

ロールパンナとカレーパンマン
アンパンマンアニメギャラ
リー③

やなせたかし原作/東京ムービー作画

ローワンと黄金の谷の謎
エミリー・ロッダ／作 さくまゆみこ
／訳

ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン ５ さくまゆみこ／佐竹美保

ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン ４
ロッダエミリー／Ｒｏｄｄａ Ｅｍ
ｉｌｙ．／さくま ゆみこ

ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン ３
ロッダエミリー／Ｒｏｄｄａ Ｅｍ
ｉｌｙ．／さくま ゆみこ

ローワンと魔法の地図
エミリー・ロッダ／作 さくまゆみこ
／訳

ロング・グッドバイ 矢作俊彦
輪舞曲 朝井 まかて
ロンドンで本を読む 丸谷才一

わ 「ワタクシハ」 羽田圭介

わーいクリスマスだ！
チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 さく
らももこ／訳

ワイルド・スワン  下 ユン・チアン／著 土屋京子／訳
ワイルド・スワン  上 ユン・チアン／著 土屋京子／訳
ワイン一杯だけの真実 村上竜／著



書籍名 シリーズ名 著者名
Ｗｉｎｅ ｌｉｆｅ 田崎真也のワインライフ ｎ
ｏ．１４

田崎真也／〔監修〕

若い川の流れ 愛と青春の名作集 石坂洋次郎／著
和解・小僧の神様 愛と青春の名作集 志賀直哉
若い木霊 宮沢賢治／文 荻野宏幸／絵
若い女性のからだノート 自分のからだをよく知るた
めに

田村豊幸／著

和解せず 藤田宜永
わが一期一会 井上靖／著
わが悲しき娼婦たちの思い出 ガブリエル・ガルシア＝マルケス

若草物語 世界の名作全集
ルイザ・メイ・オルコット／作 白木
茂／訳

若草物語 少年少女世界名作全集12
オールコット ルイザ・メイ／Ａｌ
ｃｏｔｔ Ｌｏｕｉｓａ Ｍａｙ．
／瀬川 しのぶ

若草物語
新装少年少女世界名作全集 １
２

オールコット ルイザ・メイ／Ａｌ
ｃｏｔｔ Ｌｏｕｉｓａ Ｍａｙ．
／瀬川 しのぶ

わが子に伝える「絶対語感」 外山滋比古
若狭・城崎殺人ルート 西村京太郎
若さをもらっちゃった とんでる６８歳 富田君子／著
わかったさんのクッキー 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのクレープ
わかったさんのおかしシリー
ズ⑨

寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのドーナツ 寺村輝夫／作 永井郁子／絵

わかったさんのマドレーヌ
わかったさんのおかしシリー
ズ１０

寺村輝夫／作 ・永井郁子／絵

わが殿 下 畠中 恵
わが殿 上 畠中 恵
若葉荘の暮らし 畑野智美
わがまま歩きツアーズ⑧タイアンコールワット 発行者／増田義和

わがままこやぎ ミハルコフ／作 宮川やすえ／訳・文

我が家のヒミツ 奥田英朗
わが家の防災 玉木貴
我が家の問題 奥田英朗
わが指のオーケストラ 山本おさむ
わかれ 瀬戸内寂聴
わかれの船 Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ 宮本輝／編
我が老後 佐藤愛子／著
脇屋友詞の上海料理 脇屋友詞／〔著〕
惑星をみよう 藤井旭／著
惑星の探検 藤井旭／著
ワーグナー バイロイトの長い坂道 ひのまどか／著
わくわく音遊びで簡単発表会 細田淳子
わくわくでんしゃ しゅっぱつ くにすえたくし
わくわくどきどきしんかんせん 紙芝居 72 津田光郎／画 高木あきこ／作
わけのわかる算数  1



書籍名 シリーズ名 著者名
わけのわかる算数  4
わけのわかる算数 2 図形のはなし（下）
わけのわかる算数  3 馬場良和
わけのわかる算数 4 単位と応用のはなし 芹沢正三
わざくれ同心 荒馬間
ワシントン 室谷幸吉／著
ワシントンハイツの旋風（かぜ） 山本 一力
勿忘草の咲く町で～安曇野診療記 夏川草介
忘れられた巨人 カズオ・イシグロ
忘れられたワルツ 絲山秋子
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ
早稲田出ててもバカはバカ 円山嚆矢
私が嫌いな私 重松清／著
私が殺した少女 原▼B8E3▲〔リョウ〕／著
私が食べたイタリア料理 西川治／文・写真
＜私＞探しゲーム 欲望私民社会論 上野千鶴子／著
私のアンネ＝フランク 松谷みよ子／著 司修／絵
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

私の古寺巡礼  諸国
私の古寺巡礼  京都 １
私の古寺巡礼  京都 ２
私のしあわせ人生 宇野千代／著
私の仕事 緒方 貞子
私のシネマ宣言 映像が女性で輝くとき 高野悦子／著
私の文学漂流 吉村昭／著
私はそうは思わない 佐野洋子／著
私は恥ずかしい 石坂啓／著
わたし、定時で帰ります。 朱野帰子
わたしが子どもだったころ ケストナー／作 高橋健二／訳
私が人生の旅で学んだこと 日野原重明
わたしがテピンギー 中脇 初枝

わたし主義でいく！
女４０歳からの脱専業主婦の
生き方

トコ

私（わたし）たちが好きだったこと 宮本輝
わたしたちの絵画集  1
わたしたちの絵画集  2
わたしたちの絵画集  4
わたしたちの絵画集  6
わたしたちの絵画集  7
わたしたちの太陽 前川光／著 荒井良二／絵

わたしたちの太陽系
アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ１

アイザック・アシモフ／著 小原隆博
／訳

わたしたちの帽子 高楼方子
わたしと あそんで マリー・ホール・エッツ
わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ／著

わたしとぼく 自分ってなんだろう―生命のはじまり
小形桜子／〔ほか〕文 おかべりか／
絵



書籍名 シリーズ名 著者名
わたしにだけおしえてね 生源寺美子／作 長谷川知子／絵
わたしの 三浦太郎

私の「貧乏物語」
これからの希望をみつけるた
めに

岩波書店編集部

私の浅草 沢村貞子
私の家 青山 七恵
わたしの容れもの 角田光代
私のおっとり旦那 木崎 アオコ
私の男 桜庭一樹
わたしのかさ えほん、よんで！ ６ もりようこ
私の嫌いな探偵 東川篤哉
わたしのげぼく 上野 そら
わたしの献立日記 沢村貞子／著
私の歳時記 田中真紀子
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 1 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 2 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 3 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 4 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 5 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 6 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 7 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 8 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 9 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
わたしの仕事 心を語る２２９名の人びと 10 今井美沙子／著 今井祝雄／写真
私の消滅 中村文則
私（わたし）の人生私（わたし）の昭和史 上坂冬子
わたしの心霊体験 結城モイラ／著

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

わたしのねこちゃん かんなりまさこ文/荒井良二
わたしの八月十五日 八月十五日を記録する会／編
私（わたし）の引出し 吉村昭／著
わたしの樋口一葉 瀬戸内寂聴／著
わたしの普段着 吉村昭
私の優しくない先輩 日日日

わたしのゆめはバレリーナ
セサミストリートおおきく
なったら ２

アレグザンダー ライザ／Ａｌｅｘ
ａｎｄｅｒ Ｌｉｚａ．／ニクラウ
ス カロル

私はあなたの記憶のなかに 角田 光代
私はただ、「生きてる-！」って叫びたいだけだっ
たんだ

大鈴 佳花

わたしはなんでも知っている 令丈ヒロ子
私は私のままで生きることにした キム・スヒョン
私一人 大竹しのぶ

わたしは分数
Ｊ．リチャード デニス／著 ドナル
ド クルース／絵

わたり鳥のひみつ 行田哲夫／著
わっしょいわっしょいぶんぶんぶん かこさとし／著



書籍名 シリーズ名 著者名
ワニくんとかわいい木 みやざきひろかず／さく・え
ワニくんのイス みやざきひろかず／さく・え
ワニくんのえにっき 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
ワニくんのなが～いよる みやざきひろかず／さく・え
ワニくんのひるねの木 みやざきひろかず／さく・え
ワニくんのむかしばなし 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／作・絵
ワニくんのレインコート みやざきひろかず／さく・え

ワニのライル、おかあさんをみつける
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
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
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
バーナード・ウェーバー／さく 小杉
佐恵子／やく

ワニのライルとなぞの手紙
バーナード・ウェーバー／さく 小杉
佐恵子／やく

ワニのワッフルケーキやさん ワニッフル 谷口智則
ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎／高畠純
わにわにのおおけが 小風さち
わにわにのごちそう 小風さち
和の暮らし 小泉さよ
ワビシーネ農場のふしぎなガチョウ スミス・ディック・キング
和風と工夫 日本人らしさの知恵拝見 増原良彦／編
和布もめんのバッグと小物 超かんたん手作り！
わらいじぞう 愛媛・香川・高知・徳島 久保喬，市原麟一郎／〔共〕編著
笑いと謎 俳諧から俳句へ 復本一郎／著
わらいばなし 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画
笑う出産 やっぱり産むのはおもしろい まついなつき／著
笑う出産  2 まついなつき／著
嗤う名医 久坂部羊
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 吉沢和夫／文 笠松洋／絵
わらってよカバのはいしゃさん 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
童の神 今村 翔吾
わりなき恋 岸惠子
わりばしのこうさく つくってあそぼう 竹井史郎／著
悪い夢 私の好きな作家たち 久世光彦／〔著〕
悪童 寅次郎の告白 山田 洋次
ワルツ王シュトラウス 薩摩忠／文 中西靖典／絵
われ永久に緑なる 原田千尋／著
われたたまご フィリピン民話 小野かおる／再話・画
我らが少女Ａ 高村薫
我らがパラダイス 林 真理子
われら地球大家族  1 河津千代／訳
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われら地球大家族  6 河津千代／訳

われら地球大家族  7
モハメッド・アミン，ズルフ・カル
ファン／著 河津千代／訳
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われら地球大家族  22 河津千代／訳
われら地球大家族  23 河津千代／訳
われら地球大家族  24 河津千代／訳
我々の恋愛 いとうせいこう
我々は、みな孤独である 貴志 祐介
１０２（ワン・オー・ツー） 斎藤妙子／構成・文
ワンス・ア・イヤー 私はいかに傷つき、いかに戦っ
たか

林真理子／〔著〕

ワンダフル・ライフ 丸山 正樹
ワンダフル・ワールド 村山由佳
わんちゃんといっしょ 福田豊文/植木裕幸

わんぱくだんのかくれんぼ
末崎茂樹／絵 ゆきのゆみこ，上野与
志／〔共〕作

わんぱく天国・ネムリコの話 ほか２編 佐藤さとる／作 村上勉／さしえ
わんわん探偵団 杉山亮／広川沙映子

わんわん物語
Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ／〔作〕 福
川祐司／文

わんわん物語り ディズニー
わんわん物語２ 斎藤妙子／構成・文


