
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

16の性格 ポール・D・ティーガー／著 主婦の友社  141.9 ﾃ  

「つい悩んでしまう」がなくなるコツ 石原　加受子／著 すばる舎  146.8 ｲｼ  

ああ正負の法則 美輪　明宏／著 パルコエンタテインメント事業局  159 ﾐ  

50歳からの輝きのある暮らし方 市川　吉恵／著 講談社  159.6 ｲ  

つい頑張りすぎる女性のための本 アン・ウィルソン・シェフ／著 大和書房  159.6 ｼ  

はじめて読む「日本の神話」 高森　明勅／著 展転社  164.1 ﾀ  

京都狛犬巡り 小寺　慶昭／著 ナカニシヤ出版  175.5 ｺ  

巨石文明の謎を解き明かす 桜井　邦朋／著 PHP研究所  202.5 ｻ  

子どもと一緒に考える歴史クイズ&地理クイズ136 大原　綾子／著 黎明書房  204 ｵ  

ウラ話で読む日本史アラカルト 歴史浪漫研究会／編集 リベラル社  210 ｳ  

かんたん図解女の年金・男の年金 山本　礼子／著 中経出版  364.6 ﾔ  

パソコンでできたおうちd Ｅおしごと大図鑑 肥後　紀子／著 サイビズ  366.2 ﾋ  

祖父母業 ゴッドフリー・ハリス／著 メディアファクトリー  367.3 ﾊ  

妻の言い分・夫の言い分 築地書館編集部／編 築地書館  367.4 ﾂ  

親が知らない中学生の心 望月　一宏／著 あすなろ書房  371.4 ﾓ  

子どもが変わる「よい助言・わるい助言」　低学年 宇部むべの会／著 明治図書出版  375.1 ｳ  

中学生と「モモ」を読む 西村　敦雄／著 近代文芸社  375.8 ﾆ  

あそんでうれしい絵かき歌親子あそび120 レッツ・キッズ・ソンググループ／編・著 ポプラ社  376.1 ｱｿ  

ママ、「早くしなさい!」って言わないで 加藤　富美子／著 PHPエディターズ・グループ  379.9 ｶﾄ  

「まっ、いいか」と言える子を育てよう 諏訪　耕一／著 黎明書房  379.9 ｽ  

図解ひもとロープの結び方大事典 小暮　幹雄／著 日東書院本社  383 ｺ  

からだを感じるあそび事典 山田　卓三／文 農山漁村文化協会  407 ﾔ  

快感!算数力 牛滝　文宏／著 講談社  410.7 ｳ  

心が雨漏りする日には 中島　らも／著 青春出版社  493.7 ﾅ  

いきいき脳力活性体操 阿部　聡／監修 ワニマガジン社  498.3 ｲ  

豆乳のチカラ 主婦と生活社  498.5 ﾄ  

ポテチを異常に食べる人たち 幕内　秀夫／著 WAV Ｅ出版  498.5 ﾏｸ  

アロマテラピー・レシピ 宮川　明子／監修 日本文芸社  499.8 ﾐﾔ  

油屋さんが書いた食用油の本 浜島　守男／著 三水社  576.1 ﾊ  

香水 Cocoro Compa Ｎy／編著 ナツメ社  576.7 ｺ  

おいしくてかわいい 伊藤　まさこ／著 主婦と生活社  588.3 ｲ  

フランスお菓子おみやげ旅行 伊藤　文／文 東京書籍  588.3 ｲ  

チョコレートの事典 成美堂出版編集部／編 成美堂出版  588.3 ﾁ  

住まいの修理とメンテナンス 小方　早苗／著 梧桐書院  592.7 ｵ  

おしゃれ時間。の針しごと 主婦と生活社  593.3 ｵｼ  

ゆび編み遊び 菊池　貴美江／著 婦人生活社  594.3 ｷ  

ヘルシー晩ごはん 中村　丁次／監修 講談社  596 ﾅ  

藤野真紀子のナチュラルレシピ 藤野　真紀子／著 講談社  596 ﾌ  

パンに合う家(うち)のごはん 堀井　和子／著 文化出版局  596 ﾎﾘ  

じゃがいも料理大全 旭屋出版  596.3 ｼﾞﾔ  

チーズ 中川　定敏／監修 新星出版社  596.3 ﾁ  

※2021/9/9現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

本場さぬきうどんの作り方 香川県生麵事業協同組合／監修 旭屋出版  596.3 ﾎ  

シャルキュティエのソーセージレシピ 村上　武士／著 誠文堂新光社  596.3 ﾑﾗ  

果実酒&ジャムの本 村井　りんご／著 成美堂出版  596.7 ﾑ  

子どもに恥をかかせない食事のマナー 岸　朝子／著 マガジンハウス  596.8 ｷｼ  

シンプルライフをめざす整理収納インテリア 婦人之友社編集部／編 婦人之友社  597.5 ｼ  

自分で直す水まわりのトラブル解決BOOK 油田　加寿子／著 山海堂  597.9 ﾕ  

グリーンBook オレンジページ  627.8 ｸﾞ  

花いっぱいの庭づくり 主婦と生活社  629.7 ﾊ  

犬がよろこぶ手作りおやつ50のレシピ D Ｅco／著 木楽舎  645.6 ﾃﾞ  

アパート・マンションでの猫の飼い方育て方 高崎　計哉／監修 主婦と生活社  645.7 ｱ  

手のりおしゃべりインコの飼い方 高木　一嘉／共著 有紀書房  646.8 ﾀ  

塩の本 柴田書店／編 柴田書店  669 ｼ  

世界のかわいい紙 m&m&m's／著 ピエ・ブックス  726.9 ｴﾑ  

つくろう・おくろうプレゼントカード 島田　明美／監修 ひかりのくに  754.9 ｼ  

よくとぶ飛行おりがみ31選 中村　栄志／著 東京書店  754.9 ﾅ  

アイデアいっぱい!!遊んで学べる知育おもちゃ 寺西　恵里子／著 成美堂出版  759 ﾃﾗ  

のぶカンタービレ! 辻井　いつ子／著 アスコム  762.1 ﾂｼﾞ  

なぜ宝塚歌劇の男役はカッコイイのか 中本　千晶／著 東京堂出版  775.4 ﾅｶ  

映画が目にしみる 小林　信彦／著 文藝春秋  778.0 ｺ  

オートキャンプ入門 地球丸  786.3 ｵ  

中高年のための楽しいサイクリング生活入門 丹羽　隆志／講師 日本放送出版協会  786.5 ﾆ  

いい会議悪い会議 樋口　裕一／著 海竜社  809.6 ﾋ  

51番目の密室 早川書房編集部／編 早川書房  908.3 ﾊﾔ  

魔法の糸 ウィリアム・J・ベネット／編著 実務教育出版  908.3 ﾏ  

須賀敦子のフランス 稲葉　由紀子／文 河出書房新社  910.2 ｽｶﾞ  

百恋一首 鳥越　碧／著 講談社  911.1 ﾄ  

平成サラリーマン川柳傑作選　1 山藤　章二／選 講談社  911.4 ﾍ  

兄おとうと 井上　ひさし／著 新潮社  912.6 ｲ  

堕天使殺人事件 新世紀「謎」倶楽部／著 角川書店  913.6 ｼ  

柳生武芸帳七番勝負 綱淵　謙錠／[ほか]著 新人物往来社  913.6 ｼﾞ  

いい歳旅立ち 阿川　佐和子／著 講談社  914.6 ｱ  

女はこうしてつくられる 甘糟　りり子／著 筑摩書房  914.6 ｱ  

生き方、六輔の。 永　六輔／著 飛鳥新社  914.6 ｴ  

小説以外 恩田　陸／[著] 新潮社  914.6 ｵ  

着ればわかる! 酒井　順子／著 文藝春秋  914.6 ｻｶ  

週末ゆる散歩 岸本　葉子／著 東京書籍  915.6 ｷｼ  

全日本食えば食える図鑑 椎名　誠／著 新潮社  915.6 ｼ  

ペシャワールにて 中村　哲／著 石風社  916 ﾅ  

山の郵便配達 彭　見明／著 集英社  923.7 ﾎﾟ  

ロボットと帝国 アイザック・アシモフ／著 早川書房  933 ｱ  

マビノギオン シャーロット・ゲスト／[英訳]著 王国社  933 ｹﾞ  

※2021/9/9現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

熱帯夜の狩人 リサ・ガードナー／著 ソニー・マガジンズ  933.7 ｶﾞ  

幸運の25セント硬貨 スティーヴン・キング／[著] 新潮社  933.7 ｷ  

13カ月と13週と13日と満月の夜 アレックス・シアラー／著 求竜堂  933.7 ｼ  

ボーン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー／著 文芸春秋  933.7 ﾃﾞ  

ママは決心したよ! ベイリー・ホワイト／[著] 白水社  933.7 ﾎ  

ゴジラ スティーヴン・モルスタッド／著 ソニー・マガジンズ  933.7 ﾓ  

海の翼 秋月　達郎／著 新人物往来社  Ｆ  ｱｷ  

東雲の途 あさの　あつこ／著 光文社  Ｆ  ｱｻ  

オレたちバブル入行組 池井戸　潤／著 文藝春秋  Ｆ  ｲｹ  

算法少女 遠藤　寛子／著 筑摩書房  Ｆ  ｴ  

厭な小説 京極　夏彦／著 祥伝社  Ｆ  ｷﾖ  

邪馬台国はどこですか? 鯨　統一郎／著 東京創元社  Ｆ  ｸ  

となりの革命農家 黒野　伸一／著 廣済堂出版  Ｆ  ｸﾛ  

シフォン・リボン・シフォン 近藤　史恵／著 朝日新聞出版  Ｆ  ｺﾝ  

淀どの覚書 沢田　ふじ子／著 勁文社  Ｆ  ｻ  

ナイフ 重松　清／著 新潮社  Ｆ  ｼｹﾞ  

宝島 真藤　順丈／著 講談社  Ｆ  ｼﾝ  

朝鮮半島201Z年 鈴置　高史／著 日本経済新聞出版社  Ｆ  ｽｽﾞ  

今日からマのつく自由業! 喬林　知／[著] 角川書店  Ｆ  ﾀ  

涼宮ハルヒの憂鬱 谷川　流／[著] 角川書店  Ｆ  ﾀ  

農協 月へ行く 筒井　康隆／著 角川書店  Ｆ  ﾂ  

太陽の坐る場所 辻村　深月／著 文藝春秋  Ｆ  ﾂｼﾞ  

ニサッタ、ニサッタ 乃南　アサ／著 講談社  Ｆ  ﾉﾅ  

北前船の事件 平岩　弓枝／著 講談社  Ｆ  ﾋ  

ラプラスの魔女 東野　圭吾／著 KADOKAWA  Ｆ  ﾋｶﾞ  

天国の本屋 松久　淳／著 新潮社  Ｆ  ﾏ  

白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ／著 集英社  Ｆ  ﾐﾅ  

過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき／著 KADOKAWA  Ｆ  ﾐﾔ  

レンタル・チルドレン 山田　悠介／著 幻冬舎  Ｆ  ﾔ  

レイトン教授と怪人ゴッド 日野　晃博／原作 小学館  Ｆ  ﾔﾅ  

退魔士 矢野　隆／著 幻冬舎  Ｆ  ﾔﾉ  

ジーンズのリメイク パッチワーク通信社  実用書

タティングレース花 亥辰舎  実用書

リラックマとかわいいキャラあみぐるみ 主婦と生活社  実用書

作ろう!立体カード 鈴木　孝美／著 ブティック社  実用書

かわいいおうちの収納ルール 学研パブリッシング  実用書

マタニティ・レシピ75 土井　正子／監修 地球丸  実用書

子育てハッピーアドバイス知っててよかった小児科の巻 吉崎　達郎／著 1万年堂出版  実用書

呼吸マッサージ 劉　勇／著 法研  実用書

絵本の中のおいしいスープ 東條　真千子／著 インフォレスト  実用書

コーヒーをもっとおいしくするテクニック 旭屋出版  実用書

※2021/9/9現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

マグカップごはん 検見崎　聡美／著 日東書院本社  実用書

マリコ・レシピ 林　真理子／著 マガジンハウス  実用書

※2021/9/9現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ごかん アデル・シブル／文 文化出版局  141 ｼ  

右脳・左脳テスト 根本　浩／著 汐文社  141 ﾈ  

怒りのコントロール ジュディス・ピーコック／著 大月書店  141 ﾋﾟ  

まるごと好きです 工藤　直子／著 筑摩書房  158 ｸ  

新選組の大常識 矢口　祥有里／監修 ポプラ社  210 ｱ  

エジソン 竹内　均／監修 小学館  289 ｴｼﾞ  

キュリー夫人 集英社  289 ｷ  

行事の名前のひみつ 国松　俊英／文 岩崎書店  386 ｸ  

チャレンジ!日本全国お祭りクイズ王101 横山　験也／著 ほるぷ出版  386 ﾖ  

絵でわかる「ことわざ」 たつみ　都志／監修 PHP研究所  388 ﾀﾂ  

たしかめてみよう ローズ・ワイラー／ぶん 福音館書店  407 ﾜ  

星と宇宙 前川　光／著 大日本図書  443 ﾏ  

原色ワイド図鑑　[17] 学研  460 ｹﾞ  

ゴリラのボスになった力三さん 綾野　まさる／作 ハート出版  489 ｱ  

モグラの鼻ゾウの鼻 小原　秀雄／著 筑摩書房  489 ｵ  

キツネとタヌキの大研究 木暮　正夫／文 PHP研究所  489 ｺ  

段ボールのひみつ 出口　由美子／漫画 学研コミュニケーションビジネス事業室  585 ﾀﾞﾝ  

たべもの教室　1 家庭科教育研究者連盟／編 大月書店  596 ｶﾃ  

たべもの教室　6 家庭科教育研究者連盟／編 大月書店  596 ｶﾃ  

スプーンおばさんのお料理絵本　パーティー編 アルフ・プリョイセン／原作 学研  596 ﾌﾟ  

そうじのひみつ 鳥飼　規世／漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室  597 ｶﾞﾂ  

ウサギ 七尾　純／構成・文 国土社  645 ﾅ  

回転寿司のひみつ 斎藤　友佳子／作　文 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室  667 ｶﾞﾂ  

お話し日本の童謡 高村　忠範／編 汐文社  767 ｵ  

ことばあそびだワン 小島　貞二／編・著 アリス館  807 ｺ  

あいうえおいしいレストラン 川北　亮司／作 WAV Ｅ出版  Ｅ  ｱｲ  

ごあいさつあそび きむら　ゆういち／さく 偕成社  Ｅ  ｱｶ  

あたしおねえちゃんなの こが　ようこ／文 クレヨンハウス  Ｅ  ｱﾀ  

あたまにかきの木 小沢　正／文 教育画劇  Ｅ  ｱﾀ  

あまぐもぴっちゃん はやし　ますみ／作・絵 岩崎書店  Ｅ  ｱﾏ  

イソップ物語 イソップ／[原作] BL出版  Ｅ  ｲｿ  

いちにのさんぽ ひろかわ　さえこ／著 アリス館  Ｅ  ｲﾁ  

いちくん にいくん さんちゃん なかがわ　りえこ／ぶん ブッキング  Ｅ  ｲﾁ  

いっぽくんのただいま とよた　かずひこ／作 ポプラ社  Ｅ  ｲﾂ  

いろいろごはん 山岡　ひかる／作 くもん出版  Ｅ  ｲﾛ  

いろいろどうぶつえん パトリック・ラロッシュ／さく 福音館書店  Ｅ  ｲﾛ  

ウシくんにのって 古内　ヨシ／作・絵 絵本塾出版  Ｅ  ｳｼ  

えぞももんがのよる 手島　圭三郎／作・絵 リブリオ出版  Ｅ  ｴｿ  

ボクがベルナのめになるよ! ぐんじ　ななえ／さく ハート出版  Ｅ  ｴﾎ  

狼森(オイノもり)と笊森、盗森(ぬすともり) 宮沢　賢治／作 偕成社  Ｅ  ｵｲ  

おにぎりくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社  Ｅ  ｵｲ  

※2021/9/9現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

おうじょとかえる ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 岩崎書店  Ｅ  ｵｳ  

おおきなおおきなおおきなかぶ ヘレン・オクセンバリー／絵 こぐま社  Ｅ  ｵｵ  

おこだでませんように くすのき　しげのり／作 小学館  Ｅ  ｵｺ  

おじいちゃんは106さい 松田　もとこ／作 ポプラ社  Ｅ  ｵｼ  

おつきさまこんばんは 林　明子／著 福音館書店  Ｅ  ｵﾂ  

おつむ てん てん なかえ　よしを／さく 金の星社  Ｅ  ｵﾂ  

おでんさむらい 内田　麟太郎／文 くもん出版  Ｅ  ｵﾃ  

おなかのいしころ みやもと　ただお／作 フレーベル館  Ｅ  ｵﾅ  

おへやのなかのおとのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 ほるぷ出版  Ｅ  ｵﾍ  

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房  Ｅ  ｶｲ  

あいうえおてがみ やました　はるお／さく あかね書房  Ｅ  ｶｴ  

カミさま全員集合! 内田　麟太郎／作 岩崎書店  Ｅ  ｶﾐ  

からだだいすきえほん　4 La ZOO／さく 学研教育出版  Ｅ  ｶﾗ  

きしわだのだんじりまつり なかむら　しょうこ／作 リーブル  Ｅ  ｷｼ  

いただきまあす わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店  Ｅ  ｸﾏ  

くまさんホームラン! 五味　太郎／作 絵本館  Ｅ  ｸﾏ  

ぐりとぐらのおおそうじ なかがわ　りえこ／文 福音館書店  Ｅ  ｸﾘ  

くるくるくるよおすしがくるよ 川北　亮司／文 ブロンズ新社  Ｅ  ｸﾙ  

ケイティときょうりゅう博物館 ジェイムズ・メイヒュー／作 サイエンティスト社  Ｅ  ｹｲ  

ケープドリ　あらしのまき ワウター・ヴァン・レーク／作 朔北社  Ｅ  ｹﾌ  

ここよここよ かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店  Ｅ  ｺｺ  

こねこのおひげちゃん マルシャーク／文 岩波書店  Ｅ  ｺﾈ  

このいろなあに せな　けいこ／[著] 金の星社  Ｅ  ｺﾉ  

こりすのはつなめ 浜田　廣介／作 金の星社  Ｅ  ｺﾘ  

ころころぽーん 新井　洋行／作 ほるぷ出版  Ｅ  ｺﾛ  

えーんあーんないちゃだめー かこ　さとし／さく・え ポプラ社  Ｅ  ｻﾝ  

14ひきのもちつき いわむら　かずお／さく 童心社  Ｅ  ｼﾕ  

しん太の昔遊び 安川　眞慈／絵・文 木耳社  Ｅ  ｼﾝ  

スーフと白い馬 いもと　ようこ／文絵 金の星社  Ｅ  ｽﾌ  

セイウチくんをさがせ!! スティーヴン・サヴェッジ／さく 評論社  Ｅ  ｾｲ  

聖夜のおくりもの トリシャ・ロマンス／文・絵 岩波書店  Ｅ  ｾｲ  

ぞうのパンヤさん 岸田　衿子／著 ひかりのくに  Ｅ  ｿｳ  

空とぶ宝石トンボ 今森　光彦／文・写真 福音館書店  Ｅ  ｿﾗ  

だじゃれしょくぶつえん 中川　ひろたか／文 絵本館  Ｅ  ﾀｼ  

チラホラもりのはいしゃさん 舟崎　克彦／作 ポプラ社  Ｅ  ﾁﾗ  

つきよのかいじゅう 長　新太／さく 佼成出版社  Ｅ  ﾂｷ  

でてこいでてこい はやし　あきこ／さく 福音館書店  Ｅ  ﾃﾃ  

てんてんてん わかやま　しずこ／さく 福音館書店  Ｅ  ﾃﾝ  

ますだくんのランドセル 武田　美穂／作・絵 ポプラ社  Ｅ  ﾄﾅ  

たまがわ 村松　昭／さく 偕成社  Ｅ  ﾆﾎ  

パパ、おばけがいるよ。 ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え フレーベル館  Ｅ  ﾊﾊ  

※2021/9/9現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわ　さえこ／さく アリス館  Ｅ  ﾌｸ  

ぷっぷっぷ〜 いしづ　ちひろ／さく くもん出版  Ｅ  ﾌﾂ  

ブルーナの1歳からの本　2 ディック=ブルーナ／絵 講談社  Ｅ  ﾌﾙ  

ぼくのあかいボール イブ・スパング・オルセン／作 神戸：BL出版  Ｅ  ﾎｸ  

ぼくのいちにちどんなおと? 山下　洋輔／文 福音館書店  Ｅ  ﾎｸ  

ぽっちりふたつ しみず　みちを／文 教育画劇  Ｅ  ﾎﾂ  

のせてのせて 松谷　みよ子／文 童心社  Ｅ  ﾏﾂ  

まよなかのたんじょうかい 西本　鶏介／作 鈴木出版  Ｅ  ﾏﾖ  

もうわらった やすおか　かよこ／文 教育画劇  Ｅ  ﾓｳ  

どろんこももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社  Ｅ  ﾓﾓ  

ゆっくとすっくBaby まねっこおかお たかてら　かよ／ぶん ひかりのくに  Ｅ  ﾕﾂ  

よくきたね 松野　正子／ぶん 福音館書店  Ｅ  ﾖｸ  

どんどんばしわたれ こばやし　えみこ／案 こぐま社  Ｅ  ﾜﾗ  

アンデルセン童話集　2 H=C=アンデルセン／作 講談社  Ｎ  ｱ  

絵の中からSOS! 赤羽　じゅんこ／作 岩崎書店  Ｎ  ｱ  

きつねのゆうしょくかい 安房　直子／作 講談社  Ｎ  ｱ  

ゴースト館の謎 あさの　あつこ／作 講談社  Ｎ  ｱ  

にんタマ三人ぐみのこれぞにんじゃの大運動会だ!? 尼子　騒兵衛／作・絵 ポプラ社  Ｎ  ｱ  

小説タンタンの冒険 スティーヴン・モファット／脚本 角川書店  Ｎ  ｱﾊﾞ  

こもり森のトランポリン 今村　葦子／文 ほるぷ出版  Ｎ  ｲ  

子どものための世界文学の森　33 集英社  Ｎ  ｳ  

ドキドキクラブ危機一髪! 大沢　直行／作 講談社  Ｎ  ｵ  

やどかりどんのおにたいじ 大島　まや／作 講談社  Ｎ  ｵ  

かいじゅうトゲトゲ かどの　えいこ／さく ポプラ社  Ｎ  ｶ  

告白 小林　深雪／[著] 講談社  Ｎ  ｺﾊﾞ  

アリ・ババと四十人の盗賊 斉藤　洋／[訳]著 偕成社  Ｎ  ｻ  

ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ／文 さ・え・ら書房  Ｎ  ｽﾋﾟ  

学級ノートのミステリー 大矢　正和／画 偕成社  Ｎ  ﾀﾞ  

でんきおばけとおどったよ 中村　翔子／さく PHP研究所  Ｎ  ﾅ  

ようかいやかた、すき? 長崎　夏海／作 講談社  Ｎ  ﾅ  

ズッコケ三人組の未来報告 那須　正幹／作 ポプラ社  Ｎ  ﾅｽ  

謎のズッコケ海賊島 那須　正幹／作 ポプラ社  Ｎ  ﾅｽ  

四年一組ミラクル教室 服部　千春／作 講談社  Ｎ  ﾊ  

ママのまほうで大へんしん! 藤　真知子／作 ポプラ社  Ｎ  ﾌ  

花火師リーラと火の魔王 フィリップ・プルマン／作 ポプラ社  Ｎ  ﾌﾟ  

フリッツと満月の夜 松尾　由美／著 ポプラ社  Ｎ  ﾏﾂ  

3年A組おばけ教室 水木　しげる／著 ポプラ社  Ｎ  ﾐ  

図書室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社  Ｎ  ﾑﾗ  

ゆうれい出したら3億円 ジャン・フランソワ・メナール／作 国土社  Ｎ  ﾒ  

ソクラテスわらう 山口　タオ／作 岩崎書店  Ｎ  ﾔ  

びっくりスーパー小学生・登場! 山口　理／作 ひくまの出版  Ｎ  ﾔ  

※2021/9/9現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ムーミン童話全集　6 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社  Ｎ  ﾔ  

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ=マゾン／さく 福音館書店  Ｎ  ﾛﾂ  

※2021/9/9現在のリストです


