
No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社

1 神様が教えてくれた金運のはなし 桜井　識子 幻冬舎 147　サ 心理学

2 伊勢志摩’１９ 昭文社 291　イ

3 香川さぬきうどん　高松・琴平・小豆島’１９ 昭文社 291　カ

4 金沢　能登・加賀温泉郷’１９ 昭文社 291　カ

5 すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強ＭＡＰ＆攻略ワザ２０１８年度版 最強ＭＡＰ＆攻略ワザ調査隊 扶桑社 291　サ

6 信州’１９ 昭文社 291　シ

7 すっきりわかるユニバーサル・スタジオ・ジャパン最強ＭＡＰ＆攻略ワザ２０１８年度版 扶桑社 291　ス

8 最強のホテル１００ 瀧澤　信秋 イースト・プレス 291　タ

9 函館　大沼・松前・江差’１９ 昭文社 291　ハ

10 飛騨高山　白川郷・下呂温泉’１９ 昭文社 291　ヒ

11 福島　会津・磐梯’１９ 昭文社 291　フ

12 山梨　富士五湖・勝沼・甲府・清里’１９ 昭文社 291　ヤ

13 るるぶ韓国ソウル・プサン・済州島’１９ ジェイティービーパブリッシング 292　ル

14 るるぶ上海・蘇州 ジェイティービーパブリッシング 292　ル

15 るるぶシンガポール’１９ ジェイティービーパブリッシング 292　ル

16 るるぶイギリス・ロンドン ジェイティービーパブリッシング 292　ル

17 人間の未来ＡＩの未来 山中　伸弥 講談社 304　ヤ 社会科学

18 国民憲法制定への道 世界平和研究所（編） 文藝春秋企画出版部 323　セ 憲法

19 ほどよく距離を置きなさい 湯川　久子 サンマーク出版 361　ユ 社会

20 はじまりは愛着から 佐々木　正美 福音館書店 379　サ 教育

21 信じてみたい幸せを招く世界のしるし 米澤　敬 創元社 387　ヨ 民間信仰

22 美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一（写真） 山と溪谷社 470　タ 植物学

23 家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛　克明 山と溪谷社 480　ク 動物学

24 最新子宮がん・卵巣がん治療 主婦と生活社 495　サ

25 産婦人科医が教えるオトナ女子に知っておいてほしい大切なからだの話 八田　真理子 アスコム 495　ハ

26 ゆらいだら、薬膳 麻木　久仁子 光文社 498　ア

27 診療放射線技師になるには 笹田　久美子 ぺりかん社 498　サ

28 すてきな手編み　２０１８春夏 日本ヴォーグ社 594　ス

29 私のためのポーチとケース 主婦と生活社 594　ワ

30 寝たままラクやせ！足パカダイエット 学研プラス 595　ネ 理容・美容

31 ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大満足弁当３００決定版 上島　亜紀 ナツメ社 596　カ 食品・料理

32 育てて楽しむウメ百科 三輪　正幸 家の光協会 625　ミ

33 ハーバリウム　－美しさを閉じこめる植物標本の作り方 誠文堂新光社(編） 誠文堂新光社 627　ハ

34 ディズニーロマンティック切り絵 Ａtelier*Ｎaco ブティック社 754　ア

35 エコクラフトで作るおしゃれな編み地のかごバッグと雑貨 ブティック社 754　エ

36 スポーツ選手の栄養と食事 スポーツ医・科学研究所 ベースボール・マガジン社 780　ス スポーツ

37 永世七冠羽生善治のすべて 日本将棋連盟 796　エ

38 弟子・藤井聡太の学び方 杉本　昌隆 ＰＨＰ研究所 796　ス

39 中学生プロ棋士列伝 洋泉社 796　チ

40 聴くと聞こえる 谷川　俊太郎 創元社 911　タ

41 プーさんの鼻 俵　万智 河出書房出版 911　タ

42 浅見光彦と七人の探偵たち 内田　康夫(他著） 論創社 913　ア

43 本のエンドロール 安藤　祐介 講談社 913　ア

44 かちがらす 植松　三十里 小学館 913　ウ

45 一身ニ生 太田　俊明 日本経済新聞出版社 913　オ

46 ２センチの隙間 笠原　正雄 ＰＨＰ研究所 913　カ

47 私はあなたの記憶のなかに 角田　光代 小学館 913　カ

48 思い出のとき修理します 谷　瑞恵 集英社 S913　タ

49 奏弾室 仁木　英之 徳間書店 913　ニ

50 完パケ！ 額賀　澪 講談社 913　ヌ

51 刑事の血筋 三羽　省吾 小学館 913　ミ
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No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

52 森のノート 酒井　駒子 筑摩書房 914　サ

53 美女は天下の回りもの 林　真理子 マガジンハウス 914　ハ

54 あまりにも真昼の恋愛 キム　グミ 昌文社 929　キ 韓国文学

55 錯視の魔術 ジャンニ Ａ．サルコーネ 教育画劇 K141　サ

56 マネキン人形 中村　まさみ 金の星社 K147　マ

57 島津斉彬 水谷　俊樹(原著） ポプラ社 K289　シ 伝記

58 地震・津波防災のひみつ 学習研究社 K318　ジ

59 富山県のひみつ 学習研究社 K318　ト

60 福島県のひみつ　震災のきおくときずな 学習研究社 K318　フ

61 飛び立て！未来 金融財政事情研究会 K338　ト 経済

62 どんなしごと？カップヌードルのしごと 学研プラス K366　ド 社会

63 トンネルのひみつ 学習研究社 K514　ト 道路工学

64 「孫たちは帰らない」けれど 豊田　直巳（写真） 農山漁村文化協会 K543　マ 電気工学

65 単位のひみつモノの数え方 日東書院 K609　タ 度量衡・計量法

66 春夏秋冬・１２か月手紙を楽しもう スギヤマ　カナヨ 偕成社 K693　ハ 郵便・郵政事業

67 はるのくさばなあそび 佐野　高太郎 ひさかたチャイルド K781　ハ 遊戯

68 強くなる！こども将棋入門 朝日新聞出版（編著） 朝日新聞出版 K796　ツ 将棋

69 犬たちからのプレゼント 高橋　うらら 集英社 K913　イ

70 おしりたんていあやうしたんていじむしょ トロル ポプラ社 K913　オ

71 ココロ・あみ→ごよつばのハート 小学館 K913　コ

72 すみっコぐらしストーリーズ せき　ちさと 小学館 K913　ス

73 天国の犬ものがたり～わすれないで 藤咲　あゆな 小学館 K913　テ

74 天国犬からのメッセージ チーム151E☆ 学研教育出版 K913　テ

75 なみきビブリオバトル・ストーリー　1・２ 赤羽　じゅんこ（他著） さらえ書房 K913　ナ

76 はりねずみのルーチカ　－ハロウィンの灯り かんの　ゆうこ 講談社 K913　ハ

77 ビブリオバトルへ、ようこそ！ 濱野　京子 あかね書房 K913　ビ

78 ぼくはなんでもできるもん いとう　みく ポプラ社 K913　ボ

79 妖怪一家の温泉ツアー 富安　陽子 理論社 K913　ヨ

80 妖怪一家のハロウィン 富安　陽子 理論社 K913　ヨ

81 ４ミリ同盟 高楼　方子 福音館書店 K913　ヨ

82 わたしの空と五・七・五 森埜　こみち 講談社 K913　ワ

83 一期一会恋信じてる。友信じてる。 チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

84 一期一会恋の魔法。友の魔法。 チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

85 一期一会恋ホロリ。友ホロリ。 チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

86 一期一会恋学期。友学期。 チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

87 一期一会恋チョコ？友チョコ？ チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

88 一期一会トキメキ1等賞。 チーム151E☆ 学研教育出版 K913　イ

89 一期一会だれでもオシャレ。 学研教育出版 K913　イ

90 一期一会みんなでオシャレ。 学研教育出版 K913　イ

91 あかがいちばん　新装改訂版 キャシー・スティンスン ほるぷ出版 E　ア

92 あててえなせんせい 木戸内　福美 あかね書房 E　ア

93 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ 岩崎書店 E　ア

94 アントンせんせい 西村　敏雄 講談社 E　ア

95 いしゃがよい さくら　せかい 福音館書店 E　イ

96 いたずらこねこ バーナディン・クック 福音館書店 E　イ

97 いちごばたけのちいさなおばあさん わたり　むつこ 福音館書店 E　イ

98 うごかせ！のりもの 鎌田　歩 教育画劇 E　ウ

99 うちのおばけ 谷口　國博 世界文化社 E　ウ

100 おいしいおひなさま すとう　あさえ ほるぷ出版 E　オ

101 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ 福音館書店 E　オ

102 おたまじゃくしのしょうがっこう かこ　さとし 偕成社 E　オ

103 おちばいちば 西原　みのり ブロンズ新社 E　オ
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No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

104 おててがでたよ 林　明子 福音館書店 E　オ

105 おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや 学習研究社 E　オ

106 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ えほんの社 E　オ

107 オニのサラリーマン 富安　陽子 福音館書店 E　オ

108 おにぎり 平山　英三 福音館書店 E　オ

109 おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー 岩崎書店 E　オ

110 おばけなんてないさ せな　けいこ ポプラ社 E　オ

111 おひなさまのちらしずし 平野　恵理子 福音館書店 E　オ

112 かぞえてみよう ディック・ブルーナ 福音館書店 E　カ

113 カレーだいおうのまほう 石倉　ヒロユキ ひさかたチャイルド E　カ

114 がいこつさん 五味　太郎 文化出版局 E　ガ

115 きつねのおはなはん 中川/正文 福音館書店 E　キ

116 ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 E　キ

117 コッコさんとあめふり 片山　健 福音館書店 E　コ

118 さくら 長谷川　摂子 福音館書店 E　サ

119 さよならともだち 内田　麟太郎 偕成社 E　サ

120 しもばしら 野坂　勇作 福音館書店 E　シ

121 しろがくろのパンダです。 平田　昌広 国土社 E　シ

122 す～べりだい 鈴木　のりたけ ＰＨＰ研究所 E　ス

123 すいかのたび 高畠　純 絵本館 E　ス

124 空の絵本 長田　弘 講談社 E　ソ

125 たかちゃんのぼくのは、はえるかな？ さこ　ももみ 佼成出版社 E　タ

126 チョコレートパン 長　新太 福音館書店 E　チ

127 てじな 土屋　富士夫 福音館書店 E　テ

128 てぶくろ エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ（画） 福音館書店 E　テ

129 どうぶつサーカスはじまるよ 西村　敏雄 福音館書店 E　ド

130 どうぶつだあれかな かきもと　こうぞう（画） 学研プラス E　ド

131 ねえどっちがすき？ 安江　リエ 福音館書店 E　ネ

132 ねこガム きむら　よしお 福音館書店 E　ネ

133 ネコヅメのよる 町田　尚子 ＷＡＶＥ出版 E　ネ

134 はるなつあきふゆ ディック・ブルーナ 福音館書店 E　ハ

135 ばすくんのともだち みゆき　りか 小学館 E　バ

136 パンめしあがれ 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所 E　パ

137 パンやのくまさん フィービ・ウォージントン（他著） 福音館書店 E　パ

138 ぴたっ！ あずみ虫 福音館書店 E　ピ

139 ぴよぴよぴよ 平野　剛 福音館書店 E　ピ

140 ピリカ、おかあさんへの旅 越智　典子 福音館書店 E　ピ

141 ふしぎなのりものずかん 斉藤　洋 講談社 E　フ

142 ふわふわふとん カズコ　G．ストーン 福音館書店 E　フ

143 ぶきゃぶきゃぶー 内田　麟太郎 絵本館 E　ブ

144 へんなかお 大森　裕子 白泉社 E　ヘ

145 ペネロペのしんがっき アン・グットマン 岩崎書店 E　ペ

146 ぼくだけのおにいちゃん 福田　岩緒 文研出版 E　ボ

147 ぼくのドラゴン おの　りえん 理論社 E　ボ

148 ぼくびょうきじゃないよ 角野　栄子 福音館書店 E　ボ

149 まいごのワンちゃんあずかってます アダム・ストーワー 小学館 E　マ

150 みんなでぬくぬく エルザ・ドヴェルノア 童話館出版 E　ミ

151 めのまどあけろ 谷川　俊太郎 福音館書店 E　メ

152 もうぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 E　モ

153 もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア 中央出版 E　モ

154 やもじろうとはりきち 降矢　なな 佼成出版社 E　ヤ

155 ルッキオとフリフリおやしきへいく 庄野　ナホコ 講談社 E　ル

156 わたしたしざんできるの ディック・ブルーナ 福音館書店 E　ワ

157 わたしたちのたねまき キャスリン　Ｏ．ガルブレイス のら書房 E　ワ
158 ワタナベさん 北村　直子 偕成社 E　ワ

絵本

簡単な手続きで予約もできます！どうぞご利用ください。


