
【一般】

書名 著者名 請求記号

ミミズの謎 　柴田　康平∥著 ４８３　シ

カブトガニの謎 　惣路　紀通∥著 ４８５　ソ

ツバメの謎 　北村　亘∥著 ４８８　キ

【児童】

書名 著者名 請求記号

ガマ 　豊田　正義∥著 ２１９　ト

知里幸恵物語 　金治　直美∥著 ２８９　チ

ガザ 　清田　明宏∥著 ３０２　セ

１０代からの情報キャッチボール入門 　下村　健一∥著 ３６１　シ

石の卵 　山田　英春∥文　写真 ４００　タ

しもばしら 　細島　雅代∥写真 ４５１　ホ

羽毛恐竜 　大島　英太郎∥作 ４５７　オ

もりのほうせきねんきん 　新井　文彦∥写真　文 ４７０　フ

サクラの絵本 　勝木　俊雄∥編 ４７０　マ　１

イチョウの絵本 　濱野　周泰∥編 ４７０　マ　２

マツの絵本 　福田　健二∥編 ４７０　マ　３

カエデ〈モミジ〉の絵本 　田中　浩∥編 ４７０　マ　４

かしこい単細胞粘菌 　中垣　俊之∥文 ４７３　ナ

さかなのたまご 　内山　りゅう∥写真　文 ４８０　フ

ここにいるよ！ナメクジ 　皆越　ようせい∥写真　文 ４８０　フ

レッド・フォックス 　チャールズ　Ｇ．Ｄ．ロバーツ∥作 ４８０　ロ

動物たちのビックリ事件簿 ３，４ 　宮崎　学∥写真　文 ４８１　ミ　3，4

小さな小さな虫図鑑 　鈴木　知之∥写真　文 ４８６　ス

カラスのジョーシキってなんだ？ 　柴田　佳秀∥文 ４８８　シ

空から宝ものが降ってきた！ 　伊藤　親臣∥著 ５０１　イ

かき氷 　細島　雅代∥写真 ５８８　ホ

田んぼの不思議 　安室　知∥著 ６１６　ヤ

育てて、発見！「ゴーヤー」 　真木　文絵∥文 ６２６　マ

しあわせの牛乳 　佐藤　慧∥著 ６４１　サ

うなぎ一億年の謎を追う 　塚本　勝巳∥著 ６６４　ツ
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書名 著者名 請求記号

からたちの花がさいたよ 　北原　白秋∥著 ９１１　キ

チキン！ 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

キワさんのたまご 　宇佐美　牧子∥作 ９１３　ウ

絵物語古事記 　富安　陽子∥文 ９１３　エ

アレハンドロの大旅行 　きたむら　えり∥さく　え ９１３　キ

トンチンさんはそばにいる 　さえぐさ　ひろこ∥作 ９１３　サ

チポロ 　菅野　雪虫∥著 ９１３　ス

右手にミミズク 　蓼内　明子∥作 ９１３　タ

妖怪きょうだい学校へ行く 　富安　陽子∥作 ９１３　ト　４

まほろ姫とにじ色の水晶玉 　なかがわ　ちひろ∥作 ９１３　ナ

香菜とななつの秘密 　福田　隆浩∥著 ９１３　フ

とうふやのかんこちゃん 　吉田　道子∥文 ９１３　ヨ

カルペパー一家のおはなし 　マリオン　アピントン∥作 ９３３　ア

ゆうかんな猫ミランダ 　エレナー　エスティス∥作 ９３３　エ

１２種類の氷 　エレン  ブライアン  オベッド∥文 ９３３　オ

三千と一羽がうたう卵の歌 　ジョイ　カウリー∥著 ９３３　カ

ルイージといじわるなへいたいさん 　ルイス　スロボドキン∥作　絵 ９３３　ス

ぼくたちの相棒 　ケイト　バンクス∥著 ９３３　バ

もうひとつのＷＯＮＤＥＲ 　Ｒ．Ｊ．パラシオ∥作 ９３３　パ

スピニー通りの秘密の絵 　Ｌ.Ｍ.フィッツジェラルド∥著 ９３３　フ

ミリー・モリー・マンデーとともだち 　ジョイス　Ｌ.ブリスリー∥さく ９３３　ブ

あたしが乗った列車は進む 　ポール　モーシャー∥作 ９３３　モ

戦火の三匹 　ミーガン　リクス∥作 ９３３　リ

クララ先生、さようなら 　ラヘル　ファン　コーイ∥作 ９４３　コ

マッティのうそとほんとの物語 　ザラー　ナオウラ∥作 ９４３　ナ

【E　絵本】

書名 著者名 請求記号

北加伊道 　関屋　敏隆∥文　型染版画 Ｅ２　セ

みどりの町をつくろう 　アラン　ドラモンド∥さく Ｅ３　ド

手おけのふくろう 　ひらの　のぶあき∥ぶん Ｅ４　ア

すばこ 　キム　ファン∥文 Ｅ４　イ

みずたまのたび 　アンヌ　クロザ∥さく Ｅ４　ク

わたり鳥 　鈴木　まもる∥作　絵 Ｅ４　ス
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書名 著者名 請求記号

ウミガメものがたり 　鈴木　まもる∥作　絵 Ｅ４　ス

みずとはなんじゃ？ 　かこ　さとし∥作 Ｅ４　ス

地球を旅する水のはなし 　大西　健夫∥文 Ｅ４　ソ

ぼくの草のなまえ 　長尾　玲子∥さく Ｅ４　ナ

つちづくりにわづくり 　ケイト　メスナー∥文 Ｅ４　ニ

せいめいのれきし 　バージニア　リー　バートン∥文 絵 Ｅ４　バ

オオサンショウウオ 　福田　幸広∥しゃしん Ｅ４　フ

北をめざして 　ニック　ドーソン∥さく Ｅ４　ベ

森のおくから 　レベッカ　ボンド∥作 Ｅ４　ボ

あのくもなあに？ 　富安　陽子∥ぶん Ｅ４　ヤ

海のなかのぞいた 　よしの　ゆうすけ∥さく Ｅ４　ヨ

ゆらゆらチンアナゴ 　横塚　眞己人∥しゃしん Ｅ４　ヨ

甲虫のはなし 　ダイアナ　アストン∥文 Ｅ４　ロ

この計画はひみつです 　ジョナ　ウィンター∥文 Ｅ５　ウ

いちばんでんしゃのうんてんし 　たけむら　せんじ∥ぶん Ｅ５　オ

ぼくのもものき 　広野　多珂子∥文　絵 Ｅ６　ヒ

ソフィーのやさいばたけ 　ゲルダ　ミューラー∥作 Ｅ６　ミ

干したから… 　森枝　卓士∥写真　文 Ｅ６　モ

あおのじかん 　イザベル　シムレール∥文　絵 Ｅ７　シ

そっくりさんどこにいるかわかるかな？ 　ブリッタ  テッケントラップ∥作 Ｅ７　テ

クマと少年 　あべ　弘士∥作 Ｅ９　ア

子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし 　ラ　フォンテーヌ∥原作 Ｅ９　エ

ペニーさんのサーカス 　マリー ホール エッツ∥作 絵 Ｅ９　エ

なずずこのっぺ？ 　カーソン　エリス∥さく Ｅ９　エ

ごちそうの木 　ジョン　キラカ∥作 Ｅ９　キ

とうだい 　斉藤　倫∥文 Ｅ９　コ

こうさぎと４ほんのマフラー 　わたり　むつこ∥作 Ｅ９　デ

あたし、メラハファがほしいな 　ケリー　クネイン∥文 Ｅ９　ハ

おやすみおやすみ 　シャーロット　ゾロトウ∥文 Ｅ９　ボ

はっきょいどーん 　やまもと　ななこ∥作 Ｅ９　ヤ

このあとどうしちゃおう 　ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ
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【YA　ヤングアダルト】

書名 著者名 請求記号

東京大空襲を忘れない 　瀧井　宏臣∥著 Ｙ　２１０　ヨ

零戦パイロットからの遺言 　原田　要∥述 Ｙ　２８９　ヨ

〈できること〉の見つけ方 　石田　由香理∥著 Ｙ　３６９　イ

１６歳の語り部 　雁部　那由多∥語り部 Ｙ　３６９　ジ

介護というお仕事 　小山　朝子∥著 Ｙ　３６９　ヨ

泥だらけのカルテ 　柳原　三佳∥著 Ｙ　４９８　ヨ

みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 　飯田　守∥著 Ｙ　５４６　ヨ

車夫 　いとう　みく∥作 Ｙ　９１３　イ

小やぎのかんむり 　市川　朔久子∥著 Ｙ　９１３　イ

一〇五度 　佐藤　まどか∥著 Ｙ　９１３　サ

伝説のエンドーくん 　まはら　三桃∥著 Ｙ　９１３　マ

凍てつく海のむこうに 　ルータ　セペティス∥作 Ｙ　９３３　セ

わたしの心のなか 　シャロン　Ｍ．ドレイパー∥作 Ｙ　９３３　ド

ハーレムの闘う本屋 　ヴォーンダ  ミショー  ネルソン∥著 Ｙ　９３３　ネ

ブロード街の１２日間 　デボラ　ホプキンソン∥著 Ｙ　９３３　ホ
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