
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館  019.9 ｱｼ  

ぶらぶらヂンヂン古書の旅 北尾　トロ／著 風塵社  024.8 ｷ  

養老孟司ガクモンの壁 養老　孟司／[著] 日本経済新聞社  041 ﾖ  

とっさの教養便利帳 朝日新聞社知恵蔵編集部／編集 朝日新聞社  049 ｺ  

人生論ノート 三木　清／著 新潮社  121.6 ﾐ  

シャーロック・ホームズはなぜ外見だけで人を見抜けるのか?齊藤　勇／著 宝島社  140.4 ｻｲ  

妻のトリセツ 黒川　伊保子／編著 講談社  143.5 ｸﾛ  

花占い 天水／著 大阪：東方出版  148.9 ﾃ  

なぜ、タモリさんは「人の懐」に入るのが上手いのか? 内藤　誼人／著 廣済堂出版  159 ﾅｲ  

英傑の日本史　源平争乱編 井沢　元彦／著 角川学芸出版  210.3 ｲ  

戦国 軍師たちの戦略 新人物往来社  210.4 ｾ  

名字のヒミツ 森岡　浩／著 朝日新聞出版  288.1 ﾓﾘ  

美智子さまの恋文 橋本　明／著 新潮社  288.4 ﾊ  

絶対行きたい!日本の島旅 加藤　庸二／著 PHP研究所  291.09 ｶﾄ  

北九州本 枻出版社  291.91 ｷﾀ  

親子のためのパリ案内 プレス・パリ／著 六耀社  293.5 ﾌﾟﾚ  

住んでみたヨーロッパ9勝1敗で日本の勝ち 川口マーン惠美／[著] 講談社  302.3 ｶﾜ  

美しい国へ 安倍　晋三／著 文藝春秋  310.4 ｱ  

アジアで花咲け!なでしこたち　2 たかぎ　なおこ／著 メディアファクトリー  334.4 ﾀｶ  

球場のビールはなぜ800円でも売れるのか 馬渡　晃／著 自由国民社  336 ﾏ  

図解わかる年金　2018-2019年版 中尾　幸村／著 新星出版社  364.6 ﾅｶ  

こうすればOK!とび箱・かけっこ・逆上がりが得意になるコツ50小山スポーツスクール／監修 メイツ出版  379.9 ｺ  

きれいにつつむ 長谷　良子／著 ブティック社  385.9 ﾊ  

空想科学読本　13 柳田　理科雄／著 メディアファクトリー  404 ﾔﾅ  

とんでもなく面白い仕事に役立つ数学 西成　活裕／著 日経BP社  410 ﾆｼ  

星空を歩く本 藤井　旭／写真・文 インデックス・コミュニケーションズ  443 ﾌ  

いのちを育む 日野原　重明／著 中央法規出版  490.4 ﾋﾉ  

ママが癒すチャイルドケア JAA日本アロマコーディネーター協会／編著 ブラス出版  492.5 ﾏ  

足から体を癒す 森田　真理／著 ブルーロータスパブリッシング  492.7 ﾓﾘ  

血糖値を下げる定番おかず 工藤　一彦／監修 池田書店  493.1 ｸ  

片づけられない大人たちのハッピー・マニュアル 中山　和彦／監修 日東書院本社  493.7 ﾅｶ  

寒天ダイエット本当においしいレシピ62 岩崎　啓子／著 河出書房新社  498.5 ｲ  

体に効く!酢をおいしくたっぷり食べるレシピ 落合　敏／監修 成美堂出版  498.5 ｶ  

生協の白石さんとエコごはん 白石　昌則／著 ソニー・マガジンズ  519.0 ｼﾗ  

死ぬまでに見たい洋館の最高傑作　[1] 田中　禎彦／監修 エクスナレッジ  523.1 ﾀﾅ  

脱!ペーパードライバー宣言 佐野　義寛／監修 スタジオタッククリエイティブ  537.8 ｻﾉ  

ロウでつくる 小池　千代恵／著 大月書店  576.4 ｺ  

モルトウィスキー大全 土屋　守／著 小学館  588.5 ﾂ  

ふろしきに親しむ 森田　知都子／著 淡交社  589.2 ﾓ  

やさしい重曹生活 岩尾　明子／監修 主婦の友社  590 ｲ  

西村玲子の50歳からのおしゃれ生活 西村　玲子／著 大和出版  590.4 ﾆ  

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ウエストゴムの形いろいろキレイめスカート 渡部　サト／著 河出書房新社  593.3 ﾜ  

洗濯上手こつのコツ 婦人之友社編集部／編 婦人之友社  593.5 ｾ  

ゼロトレ 石村　友見／著 サンマーク出版  595.6 ｲｼ  

めんつゆでおかず自由自在 千葉　道子／[著] 世界文化社  596 ﾁﾊﾞ  

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  

はちみつで、お料理 小川　聖子／著 女子栄養大学出版部  596.3 ｵ  

休みの日には、コーヒーを淹れよう。 狩野　知代／著 書肆侃侃房  596.7 ｶﾉ  

果実酒&ジャムの本 村井　りんご／著 成美堂出版  596.7 ﾑ  

ずっと使いたい世界の料理道具 荒井　康成／著 産業編集センター  596.9 ｱﾗ  

英国スタイルの簡単・スピードハウス・クリーニング 佐藤　よし子／監修 永岡書店  597.9 ｴ  

花とまいにち 井出　綾／著 主婦と生活社  627.9 ｲ  

オーガニックでここまでできる! ポール・スミザー／著 阪急コミュニケーションズ  629.7 ｽﾐ  

花いっぱいの庭づくり 主婦と生活社  629.7 ﾊ  

わんこのダイエット 石野　孝／著 インターワーク出版  645.6 ｲ  

15分あれば喫茶店(カフェ)に入りなさい。 齋藤　孝／著 幻冬舎  673.9 ｻｲ  

女子と鉄道 酒井　順子／著 光文社  686.0 ｻ  

木下綾乃のレターブック 木下　綾乃／著 WAVE出版  693.0 ｷ  

まんがでわかるまんがの歴史 大塚　英志／作 KADOKAWA  726.1 ｵｵ  

カットBOOK 小林　敏也／著 風濤社  727 ｺ  

子どもは子どもを生きています 小西　貴士／写真・ことば フレーベル館  748 ｺﾆ  

カンタンかわいいおり紙パペットを100倍楽しむ本 山口　真／著 いかだ社  754.9 ﾔ  

AKB48白熱論争 小林　よしのり／著 幻冬舎  767.8 ｺﾊﾞ  

樹木希林120の遺言 樹木　希林／著 宝島社  778.2 ｷｷ  

ミニバン車中泊ハンドブック 脱日常本舗／著 日東書院本社  786.3 ﾀﾞﾂ  

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  

えーっ!これ、言い間違い!? かおり&ゆかり／著 飛鳥新社  810.4 ｶｵ  

英語ができない私をせめないで! 小栗　左多里／著 大和書房  830.7 ｵ  

千年紀のベスト100作品を選ぶ 丸谷　才一／選 光文社  904 ﾏﾙ  

ジョーク世界一 クリント西森／編著 アカデミー出版  908.7 ﾃﾝ  

いろはうた 谷川　俊太郎／著 いそっぷ社  911.5 ﾀ  

奇妙におかしい話 阿刀田　高／選 光文社  913.6 ｷ  

好奇心紀行 阿刀田　高／[著] 講談社  914.6 ｱ  

下に見る人 酒井　順子／著 角川書店  914.6 ｻｶ  

幸せの才能 曽野　綾子／著 海竜社  914.6 ｿﾉ  

いいんだか悪いんだか 林　真理子／著 文藝春秋  914.6 ﾊﾔ  

へなちょこ探検隊 銀色　夏生／[著] 幻冬舎  915.6 ｷﾞ  

「玉砕総指揮官」の絵手紙 栗林　忠道／著 小学館  915.6 ｸ  

モロー博士の島 H・G・ウェルズ／著 東京創元社  933.6 ｳ  

真夜中まで待って アマンダ・クイック／著 ヴィレッジブックス  933.7 ｸｲ  

オッド・トーマスの霊感 ディーン・クーンツ／著 早川書房  933.7 ｸﾝ  

真珠の耳飾りの少女 トレイシー・シュヴァリエ／[著] 白水社  933.7 ｼ  

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

まただまされたな、ワトスン君! コリン・ブルース／著 角川書店  933.7 ﾌﾞ  

村の学校の40人 ミス・リード／著 日向房  933.7 ﾐ  

ポビーとディンガン ベン・ライス／著 アーティストハウス  933.7 ﾗ  

食事療法で自閉症が完治!! キャリン・セルーシ／著 コスモ21  936 ｾﾙ  

ウェンズ氏の切り札 S・A・ステーマン／著 社会思想社  953 ｽ  

サンタ・クルスの真珠 アルトゥーロ・ペレス・レベルテ／著 集英社  963 ﾍﾟ  

ランチタイムバッグの本 日本ヴォーグ社 A2 594.7 ﾗ  

草乃しずかの夢見る日本刺繡 草乃　しずか／著 世界文化社 A8 594.2 ｸｻ  

1週間でカンタン!女の子男の子かわいい赤ちゃんニット michiyo／[著] アップルミンツ A9 594.3 ﾐﾁ  

おりがみ水族館 山田　勝久／著 誠文堂新光社 B11 754.9 ﾔ  

描いて幸せになる色鉛筆画77のポイント 漆間　順子／著 日貿出版社 B3 725.5 ｳﾙ  

上手な叱り方ほめ方 子育てネット／著 大和書房 E8 379.9 ｺ  

ハッピー・バースディ 新井　素子／著 角川書店 F  ｱ  

準備だけはあるのに、旅の 内田　春菊／著 中央公論新社 F  ｳ  

イーヨくんの結婚生活 大山　淳子／著 講談社 F  ｵｵ  

坂の途中の家 角田　光代／著 朝日新聞出版 F  ｶｸ  

スタート・イン・ライフ 川島　誠／著 双葉社 F  ｶﾜ  

もう、若くはないけど 喜多嶋　隆／著 角川書店 F  ｷ  

つばくろ越え 志水　辰夫／著 新潮社 F  ｼﾐ  

本日、サービスデー 朱川　湊人／著 光文社 F  ｼﾕ  

エヴリブレス 瀬名　秀明／著 TOKYO FM出版 F  ｾﾅ  

ミッドナイト・コール 田口　ランディ／著 PHP研究所 F  ﾀ  

生死不明 新津　きよみ／著 実業之日本社 F  ﾆ  

水平線のぼくら 仁木　英之／[著] 角川春樹事務所 F  ﾆｷ  

平成トム・ソーヤー 原田　宗典／著 集英社 F  ﾊ  

ローマの休日 林　真理子／著 角川書店 F  ﾊ  

彩乃ちゃんのお告げ 橋本　紡／著 講談社 F  ﾊｼ  

だれが産むか 橋口　いくよ／著 幻冬舎 F  ﾊｼ  

佳代のキッチン 原　宏一／著 祥伝社 F  ﾊﾗ  

生きるぼくら 原田　マハ／著 徳間書店 F  ﾊﾗ  

放課後はミステリーとともに 東川　篤哉／著 実業之日本社 F  ﾋｶﾞ  

赤いランタン 藤　水名子／著 ホーム社 F  ﾌ  

ハル、ハル、ハル 古川　日出男／著 河出書房新社 F  ﾌ  

正義のミカタ 本多　孝好／著 双葉社 F  ﾎ  

日記堂ファンタジー 堀川　アサコ／著 講談社 F  ﾎﾘ  

邪光 牧村　泉／著 幻冬舎 F  ﾏ  

凶鳥(まがとり)の如き忌むもの 三津田　信三／著 講談社 F  ﾐ  

魔術はささやく 宮部　みゆき／著 新潮社 F  ﾐﾔ  

十八面の骰子 森福　都／著 光文社 F  ﾓ  

ダイブ　1 森　絵都／著 講談社 F  ﾓ  

あっかんベーゼ 山田　邦子／著 太田出版 F  ﾔ  

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

空の冒険 吉田　修一／著 木楽舎 F  ﾖｼ  

めまいはこうして治す 石井　正則／著 二見書房 F2 496.6 ｲ  

シニアのためのイタリアンレシピ 長岡　謙太郎／著 柴田書店 G11 596.23 ﾅ  

もてなし上手 栗原　はるみ／著 扶桑社 G2 596 ｸﾘ  

おからレシピ 石澤　清美／著 主婦の友社 G2 596.3 ｲｼ  

魚かんたんご飯 河原井　毅夫／包丁人 マガジン・マガジン G2 596.3 ｶﾜ  

ヒマラヤ杉に降る雪 Ron Bass／[脚色] スクリーンプレイ出版 ｶﾞ 837.7 ｸﾞ  

※2022/11/24現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

呪いと魔術の謎 並木　伸一郎／監修 ポプラ社  147 ﾅﾐ  

マイルール 辰巳　渚／著 毎日新聞社  159 ﾀﾂ  

13歳からのシンプルな生き方哲学　[PART1] 船井　幸雄／著 マガジンハウス  159 ﾌﾅ  

歴史のこわさと面白さ 中村　政則／著 筑摩書房  201 ﾅ  

あなたは「三光作戦」を知っていますか 坂倉　清／著 新日本出版社  210 ｻ  

円谷英二 小林　たつよし／まんが 小学館  289 ﾂﾌﾞ  

藤子不二雄A 菅　紘／[著] 講談社  289 ﾌｼﾞ  

蓮如 荘司　としお／まんが 講談社  289 ﾚ  

学校なぞなぞ大図鑑 横山　験也／著 ほるぷ出版  382 ﾖ  

たし算たんていだん ロリーン・リーディ／作 大月書店  411 ﾘﾃﾞ  

ひき算マジック ロリーン・リーディ／作 大月書店  411 ﾘﾃﾞ  

かけ算まほうつかい ロリーン・リーディ／作 大月書店  411 ﾘﾃﾞ  

分数だいすき ロリーン・リーディ／作 大月書店  411 ﾘﾃﾞ  

すぐにさがせる!光る星座図鑑 えびな　みつる／絵と文 旬報社  443 ｴﾋﾞ  

すぐに見つかる星座図鑑 甲谷　保和／著 実業之日本社  443 ｺｳ  

くさばな・き ひかりのくに  470 ｺﾄﾞ  

返そう赤ちゃんゴリラをお母さんに あんず　ゆき／文 文溪堂  489 ｱﾝ  

クジラ、驚異の世界 ジャック・T.モイヤー／著 フレーベル館  489 ﾓ  

建築家になろう 樫野　紀元／著 国土社  520 ｶｼ  

地デジのひみつ 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  547 ｶﾞﾂ  

キウイフルーツのひみつ おがた　たかはる／漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室  625 ｶﾞﾂ  

ボクたちに殺されるいのち 小林　照幸／著 河出書房新社  645 ｺﾊﾞ  

やなせたかし 圷　紀子／作 コミックス  726 ﾔ  

つないでつくろう 布施　知子／著 誠文堂新光社  754 ﾌ  

あやとり 麻生　育子／編著 東京書店  798 ｱ  

あまがえる先生みつけてたべよう!野いちご教室 松岡　達英／さく 旺文社 E  ｱﾏ  

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス／作 BL出版 E  ｱﾗ  

イヌッコロなんてよばないで ハーウィン・オラム／ぶん 評論社 E  ｲﾇ  

おとうさんといっしょ つちだ　よしはる／著 ポプラ社 E  ｵﾄ  

おばけとこどものおうさま にしかわ　おさむ／さく・え PHP研究所 E  ｵﾊ  

おふろぼうや パム・コンラッド／文 セーラー出版 E  ｵﾌ  

おやゆびさん 風木　一人／作 鈴木出版 E  ｵﾔ  

おんちゃんは車イス司書 河原　正実／原案 岩崎書店 E  ｵﾝ  

かえるがみえる まつおか　きょうこ／さく こぐま社 E  ｶｴ  

かじだ、しゅつどう 山本　忠敬／さく 福音館書店 E  ｶｼ  

騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ／作 ほるぷ出版 E  ｷｼ  

ぎゅっ ミフサマ／さく・え 神戸：BL出版 E  ｷﾕ  

ぐっすりおやすみ 深見　春夫／さく・え PHP研究所 E  ｸﾂ  

これ、なあに? バージニア=A=イエンセン／作 偕成社 E  ｺﾚ  

四角いクラゲの子 今江　祥智／文 文研出版 E  ｼｶ  

舌ながばあさん 武　建華／絵 小学館 E  ｼﾀ  

※2022/11/24現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

じてんしゃきこきこ 内田　麟太郎／文 ビリケン出版 E  ｼﾃ  

しましまゼビーのたからさがし ブライアン・パターソン／作 岩波書店 E  ｼﾏ  

シマフクロウのぽこ 志茂田　景樹／文 ポプラ社 E  ｼﾏ  

しろくまのペーター にしかわ　おさむ／ぶん・え 教育画劇 E  ｼﾛ  

数字はわたしのことば シェリル・バードー／文 ほるぷ出版 E  ｽｳ  

せいぎのみかた　ワンダーマンの巻 みやにし　たつや／作・絵 学研教育出版 E  ｾｲ  

ぞうのみずあそび いとう　ひろし／作 絵本館 E  ｿｳ  

空からみた自動車レース マーイケ・コーレ／文 朝日学生新聞社 E  ｿﾗ  

そらからふるものなんだっけ? 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E  ｿﾗ  

タコのオクトくん 富安　陽子／ぶん ポプラ社 E  ﾀｺ  

たこやきようちえんこうさくだいすき! さいとう　しのぶ／作 ポプラ社 E  ﾀｺ  

たぬきがいっぱい さとう　わきこ／作・絵 フレーベル館 E  ﾀﾇ  

わたししんじてるの 宮西　達也／作絵 ポプラ社 E  ﾃｲ  

トイレこちゃん あさの　ますみ／作 ポプラ社 E  ﾄｲ  

とげとげ 内田　麟太郎／文 童心社 E  ﾄｹ  

とらねこビスケット パスカル・ビエット／え 小学館 E  ﾄﾗ  

ドラゴンだいかんげい? デイヴィッド・ラロシェル／文 徳間書店 E  ﾄﾗ  

ねえどっち? 二宮　由紀子／作 PHP研究所 E  ﾈｴ  

ねんねのうた たかぎ　あきこ／うた リーブル E  ﾈﾝ  

ブルートレインさくらごう 中島　章作／え 小峰書店 E  ﾉﾘ  

はげたかオルランドはとぶ トミー・ウンゲラー／作 文化出版局 E  ﾊｹ  

はしれ江ノ電ひかりのなかへ 金子　章／作 PHP研究所 E  ﾊｼ  

ハーニャの庭で どい　かや／[作] 偕成社 E  ﾊﾆ  

飛行機にのって 磯　良一／さく 長崎出版 E  ﾋｺ  

100ねんめのゴリラ 宮本　忠夫／さく・え 文渓堂 E  ﾋﾔ  

ヒョウなのにテントウムシ 本信　公久／著 くもん出版 E  ﾋﾖ  

ふたりのナマケモノ 高畠　純／作・絵 講談社 E  ﾌﾀ  

ぶたさんちのばんごはん 渡辺　有一／作 佼成出版社 E  ﾌﾀ  

ぶんぶくマッサージチェアー 宮葉　唯／ぶん くもん出版 E  ﾌﾝ  

へいきへいき 内田　麟太郎／文 講談社 E  ﾍｲ  

ペンちゃんギンちゃんおおきいのをつりたいね! 宮西　達也／作 ポプラ社 E  ﾍﾝ  

ほおずきならそ おおつか　のぶゆき／作 童心社 E  ﾎｵ  

ぼくはロボットパン 桜井　信夫／著 小峰書店 E  ﾎｸ  

ぼくは おにいちゃん 小野　洋子／作 佼成出版社 E  ﾎｸ  

ぼくとチマチマ 荒井　良二／[作] 学研 E  ﾎｸ  

ぼくのどうぶつえん ねじめ　正一／作 鈴木出版 E  ﾎｸ  

ぼくらはいけのカエル まつおか　たつひで／さく ほるぷ出版 E  ﾎｸ  

ぼたんちゃん かさい　まり／作・絵 ひさかたチャイルド E  ﾎﾀ  

ぽぽぽぽぽ 五味　太郎／作 偕成社 E  ﾎﾎ  

まがなった 砂山　恵美子／えとぶん ポトス出版 E  ﾏｶ  

マダム・ミャーゴのひみつのいえ 青山　邦彦／作・絵 フレーベル館 E  ﾏﾀ  
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にぁーう 松谷　みよ子／文 偕成社 E  ﾏﾂ  

まめうしとまめばあ あきやま　ただし／作・絵 PHP研究所 E  ﾏﾒ  

森のイスくん 石井　聖岳／作 武蔵野：ゴブリン書房 E  ﾓﾘ  

もりのせんたくやさん 矢部　美智代／作 フレーベル館 E  ﾓﾘ  

やまのディスコ スズキ　コージ／作 架空社 E  ﾔﾏ  

やまぼう かべや　ふよう／さく アリス館 E  ﾔﾏ  

ゆうかんなねずみくん ミカエラ・モーガン／ぶん 評論社 E  ﾕｳ  

よるのねこ ダーロフ・イプカー／文と絵 大日本図書 E  ﾖﾙ  

ラングリーのみみ ユリア・ゴシュケ／作・絵 ポプラ社 E  ﾗﾝ  

わたしのまっかなバスケット 川端　誠／作 講談社 E  ﾜﾀ  

わたしがノーベルしょうをとったわけ ナカオ　マサトシ／さく フレーベル館 E  ﾜﾀ  

ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁さん 清水　たま子／文 福音館書店 E  ﾜﾆ  

わらべうた 芸術教育研究所／編 岩崎書店 E  ﾜﾗ  

忍たま乱太郎　[2] 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 N  ｱ  

風の館の物語　1 あさの　あつこ／作 講談社 N  ｱ  

メダカのえんそく 阿部　夏丸／作 講談社 N  ｱ  

マキとショウマ あおい　もも／作 そうえん社 N  ｱｵ  

風の館の物語　2 あさの　あつこ／作 講談社 N  ｱｻ  

風の館の物語　3 あさの　あつこ／作 講談社 N  ｱｻ  

風の館の物語　4 あさの　あつこ／作 講談社 N  ｱｻ  

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  

空をとんだQネズミ 今村　葦子／作 あかね書房 N  ｲ  

となりのこども 岩瀬　成子／作 理論社 N  ｲ  

元気なモファットきょうだい エレナー・エスティス／作 岩波書店 N  ｴ  

大笑い!東海道は日本晴れ!!　巻の3 ひこね　のりお／絵 くもん出版 N  ｵｵ  

大笑い!東海道は日本晴れ!!　巻の2 ひこね　のりお／絵 くもん出版 N  ｵｵ  

大笑い!東海道は日本晴れ!!　巻の1 ひこね　のりお／絵 くもん出版 N  ｵｵ  

願いのかなうまがり角 岡田　淳／作 偕成社 N  ｵｶ  

アイアンマン クリス・クラッチャー／作 ポプラ社 N  ｸ  

下町不思議町物語 香月　日輪／作 岩崎書店 N  ｺｳ  

家元探偵マスノくん 笹生　陽子／著 ポプラ社 N  ｻｿ  

アナと雪の女王 サラ・ネイサン／作 偕成社 N  ﾃﾞｲ  

なみだちゃんばんざい 那須　正幹／作 講談社 N  ﾅ  

魔法のフライパン 名木田　恵子／作 講談社 N  ﾅｷﾞ  

ドラゴンとふたりのお姫さま 名木田　恵子／作 講談社 N  ﾅｷﾞ  

ようかいたちのすむところ もりした　まり／さく 草炎社 N  ﾓ  

いいことがありました もりやま　みやこ／作 偕成社 N  ﾓﾘ  

雨女とホームラン 吉野　万理子／作 静山社 N  ﾖｼ  
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