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★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

                                

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

ゴジラかいじゅうバトルずかん
こんやもバクはねむらない（沢野秋文）
すみっコぐらしまちがいさがし（主婦と生活社）
「ごめんなさい」がいっぱい（くすのきしげのり）
そんなときどうする？（セシル・ジョスリン）
そんなときなんていう？（セシル・ジョスリン）
ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ世界のすごい建築

ぼくのきんぎょをやつらがねらう
あんちゃんのよだれかけ（田仲由佳）
きりんのしりとり（トキタシオン）
ママのスマホになりたい（のぶみ）
やきそばばんばん（はらぺこめがね）
しげちゃんとじりつさん（室井滋）
夏のあらしとムーミントロール（トーベヤンソン）

★その他★その他★その他★その他

時間の女神のティータイム（あんびるやすこ）
ほねほねザウルス
アリスのうさぎ（斉
おしりたんていふめつのせっとうだん
ハルとカナ（ひこ
サッカク探偵団
「悩み部」の成長と、その緊張。
名探偵シャーロック・ホームズ（コナン・ドイル）
フェラルズ
ダーウィンと旅して（ジャクリーン・ケリー）
四人のおばあちゃん（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ）
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の神社・寺院
のび太と行く世界歴史探検
坂本竜馬（榎本秋）
荻野吟子（加藤純子）
豊田喜一郎（山口理）
田中正造（堀切リエ）
伊能忠敬（たからしげる）
話したくなる世界の選挙（コンデックス情報研究所）

 

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 
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新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

ゴジラかいじゅうバトルずかん
こんやもバクはねむらない（沢野秋文）
すみっコぐらしまちがいさがし（主婦と生活社）
「ごめんなさい」がいっぱい（くすのきしげのり）
そんなときどうする？（セシル・ジョスリン）
そんなときなんていう？（セシル・ジョスリン）
ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ世界のすごい建築

（サラ・タヴェルニエ）
きんぎょをやつらがねらう

あんちゃんのよだれかけ（田仲由佳）
きりんのしりとり（トキタシオン）
ママのスマホになりたい（のぶみ）
やきそばばんばん（はらぺこめがね）
しげちゃんとじりつさん（室井滋）
夏のあらしとムーミントロール（トーベヤンソン）

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

時間の女神のティータイム（あんびるやすこ）
ほねほねザウルス 16（カバヤ食品株式会社）

リスのうさぎ（斉藤洋） 
おしりたんていふめつのせっとうだん
ハルとカナ（ひこ田中） 
サッカク探偵団 3（藤江じゅん）
「悩み部」の成長と、その緊張。
名探偵シャーロック・ホームズ（コナン・ドイル）
フェラルズ 1（ジェイコブ・グレイ）
ダーウィンと旅して（ジャクリーン・ケリー）
四人のおばあちゃん（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ）
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
・寺院 

のび太と行く世界歴史探検 1（藤子
坂本竜馬（榎本秋） 
荻野吟子（加藤純子） 
豊田喜一郎（山口理） 
田中正造（堀切リエ） 
伊能忠敬（たからしげる） 
話したくなる世界の選挙（コンデックス情報研究所）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は
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新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

ゴジラかいじゅうバトルずかん 
こんやもバクはねむらない（沢野秋文） 
すみっコぐらしまちがいさがし（主婦と生活社）
「ごめんなさい」がいっぱい（くすのきしげのり） 
そんなときどうする？（セシル・ジョスリン） 
そんなときなんていう？（セシル・ジョスリン）
ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ世界のすごい建築 

（サラ・タヴェルニエ）
きんぎょをやつらがねらう！（武田美穂）

あんちゃんのよだれかけ（田仲由佳） 
きりんのしりとり（トキタシオン） 
ママのスマホになりたい（のぶみ） 
やきそばばんばん（はらぺこめがね） 
しげちゃんとじりつさん（室井滋） 
夏のあらしとムーミントロール（トーベヤンソン） 

 

時間の女神のティータイム（あんびるやすこ） 
（カバヤ食品株式会社） 

 
おしりたんていふめつのせっとうだん ３（トロル）

（藤江じゅん） 
「悩み部」の成長と、その緊張。 4（麻希一樹）
名探偵シャーロック・ホームズ（コナン・ドイル） 

（ジェイコブ・グレイ） 
ダーウィンと旅して（ジャクリーン・ケリー） 
四人のおばあちゃん（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ）
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日

（藤子・Ｆ・不二雄） 

 
話したくなる世界の選挙（コンデックス情報研究所） 

 

すみっコぐらしまちがいさがし（主婦と生活社） 
 
 

そんなときなんていう？（セシル・ジョスリン） 

（サラ・タヴェルニエ） 
（武田美穂） 
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 ★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

 
 

３（トロル） 

（麻希一樹） 
 

 
四人のおばあちゃん（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ） 

ブラン） 

 

 

ドラえもん社会ワールド
それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい
1～6（須藤健一）
和服がわかる本（こどもくらぶ）
日本の伝統文化和食
よくわかる自衛隊（志方俊之）
もしも地球がひとつのリンゴだったら

よくわかる！天気の変化と気象災害

転んでも、大丈夫（臼井二美男）
子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害
（岡村理栄子） 
橋の大解剖（五十畑弘）
農業の発明発見物語
メイドインどこ？
いわさきちひろ（松本由理子）
葛飾北斎（芝田勝茂）
やなせたかし（中野晴行）
植村直己（滝田誠一郎）
ＮＥＷマーク・記号の大百科（太田幸夫）
まど・みちお（谷悦子）

 

読者の心をつかむＷＥＢ小説ヒットの法則（田島隆雄）
強父論（阿川佐和子）
残り者（朝井まてか）
風を繍う（あさのあつこ）
玉依姫（阿部智里）
アンマーとぼくら（有川浩）
海の家族（石原慎太郎）
西一番街ブラックバイト（石田衣良）
小説家と過ごす日曜日（石田衣良
歌姫メイの秘密（伊藤たかみ）
室町無頼（垣根涼介）
猿の見る夢（桐野夏生）
去就（今野敏） 
刑罰0号（西條奈加）
女子的生活（坂木司）
ずうのめ人形（沢村伊智）
ホームズ四世（新堂
大沼ワルツ（谷村志穂
ショートショート千夜一夜（田丸雅智）
東京会舘とわたし
カオルちゃーん！！（中場利一）
作家刑事毒島（中山七里）
赤い刻印（長岡弘樹）
伯爵夫人（蓮実重彦）

 

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

ドラえもん社会ワールド日本と国際社会（藤子・
それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい

（須藤健一） 
和服がわかる本（こどもくらぶ） 
日本の伝統文化和食 1～6（江原絢子）
よくわかる自衛隊（志方俊之） 
もしも地球がひとつのリンゴだったら

（デビッド・Ｊ・スミス）
よくわかる！天気の変化と気象災害

（森田正光）
転んでも、大丈夫（臼井二美男） 
子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害

 
橋の大解剖（五十畑弘） 
農業の発明発見物語 1～4（小泉光久）
メイドインどこ？ 1～3（斉藤道子）
いわさきちひろ（松本由理子） 
葛飾北斎（芝田勝茂） 
やなせたかし（中野晴行） 
植村直己（滝田誠一郎） 
ＮＥＷマーク・記号の大百科（太田幸夫）
まど・みちお（谷悦子） 

読者の心をつかむＷＥＢ小説ヒットの法則（田島隆雄）
強父論（阿川佐和子） 
残り者（朝井まてか） 
風を繍う（あさのあつこ） 
玉依姫（阿部智里） 
アンマーとぼくら（有川浩） 
海の家族（石原慎太郎） 
西一番街ブラックバイト（石田衣良）

と過ごす日曜日（石田衣良）
歌姫メイの秘密（伊藤たかみ） 
室町無頼（垣根涼介） 
猿の見る夢（桐野夏生） 

 
号（西條奈加） 

女子的生活（坂木司） 
ずうのめ人形（沢村伊智） 
ホームズ四世（新堂冬樹） 
大沼ワルツ（谷村志穂） 
ショートショート千夜一夜（田丸雅智）
東京会舘とわたし 上・下（辻村深月）
カオルちゃーん！！（中場利一） 
作家刑事毒島（中山七里） 
赤い刻印（長岡弘樹） 
伯爵夫人（蓮実重彦） 

★文庫文庫文庫文庫
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★その他その他その他その他

おおああり（畠中恵）
津軽双花（葉室麟）
中島ハルコはまだ懲りてない！（林真理子）
危険な
私が失敗した理由は（真梨幸子）
メビウス・ファクトリー（三崎亜記）
スタフ（道尾
ラヴィアンローズ（村山由佳）
コンビニ人間（村田沙耶香）
恋するハンバーグ（山口恵以子）
あした
人生という夢（小桧山博）
九十歳。何がめでたい（佐藤愛子）
お茶をどうぞ（向田邦子）
トットちゃんとソウくんの戦争（黒柳徹子）
ミスター・メルセデス

胡蝶殺し（近藤史恵）

仮面同窓

・Ｆ・不二雄） 
それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 

 
（江原絢子） 

もしも地球がひとつのリンゴだったら 
（デビッド・Ｊ・スミス） 

よくわかる！天気の変化と気象災害 1～5 
（森田正光） 
 

子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害

（小泉光久） 
藤道子） 

ＮＥＷマーク・記号の大百科（太田幸夫） 

読者の心をつかむＷＥＢ小説ヒットの法則（田島隆雄） 

西一番街ブラックバイト（石田衣良） 
） 

ショートショート千夜一夜（田丸雅智） 
上・下（辻村深月） 

 

大きな字でわかりやすいエクセル
（ＡＹＵＲＡ）
人は皮膚から癒される（山口創）
「自分の居場所がない」と感

なぜ、マツコ・デラックスは言いたい放題でも人
に好かれるのか？（内藤
99％の会社はいらいない（堀江貴文）
人生の教養が身につく名言集（出口治
逆説の
プロパガンダ

読ませる自分史の書き方（工藤
天皇陵謎解き
ぼくの花森安治（二井康雄
ブラタモリ
政府はもう嘘をつけない（堤未果）
ヒロシマ
労働災害・通勤災害のことならこの
セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ
子どもがのびる保育
ＴＨＥ
沖縄と差別（佐藤優）
地図がわかれば社会がわかる（田代博）
だから昆虫は面白い（丸山宗利）
今日が人生最後の日だと思って生きなさい（小沢竹俊
うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい
（堀江重郎）
 

文庫文庫文庫文庫    

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

おおああり（畠中恵） 
津軽双花（葉室麟） 
中島ハルコはまだ懲りてない！（林真理子）

なビーナス（東野圭吾）
私が失敗した理由は（真梨幸子）
メビウス・ファクトリー（三崎亜記）
スタフ（道尾秀介） 
ラヴィアンローズ（村山由佳）
コンビニ人間（村田沙耶香）
恋するハンバーグ（山口恵以子）
あしたの君へ（柚月裕子）
人生という夢（小桧山博）
九十歳。何がめでたい（佐藤愛子）
お茶をどうぞ（向田邦子）
トットちゃんとソウくんの戦争（黒柳徹子）
ミスター・メルセデス 上・下（スティーブン・キング）

胡蝶殺し（近藤史恵） 

仮面同窓会（雫井脩介） 

大きな字でわかりやすいエクセル
（ＡＹＵＲＡ） 
人は皮膚から癒される（山口創）
「自分の居場所がない」と感

なぜ、マツコ・デラックスは言いたい放題でも人
に好かれるのか？（内藤誼人
％の会社はいらいない（堀江貴文）

人生の教養が身につく名言集（出口治
逆説の日本史 22（井沢元彦）
プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争

読ませる自分史の書き方（工藤
天皇陵謎解き完全ガイド（中山良昭
ぼくの花森安治（二井康雄
ブラタモリ 1・2（ＮＨＫ「ブラタモリ」制作
政府はもう嘘をつけない（堤未果）
ヒロシマに来た大統領（朝日新聞出版）
労働災害・通勤災害のことならこの
セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ
子どもがのびる保育 45 のことばかけ（湯汲英史）
ＴＨＥ ＷＥＤＤＩＮＧ（
沖縄と差別（佐藤優） 

がわかれば社会がわかる（田代博）
だから昆虫は面白い（丸山宗利）
今日が人生最後の日だと思って生きなさい（小沢竹俊
うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい
（堀江重郎） 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

中島ハルコはまだ懲りてない！（林真理子）
ビーナス（東野圭吾） 

私が失敗した理由は（真梨幸子） 
メビウス・ファクトリー（三崎亜記） 

ラヴィアンローズ（村山由佳） 
コンビニ人間（村田沙耶香） 
恋するハンバーグ（山口恵以子） 

君へ（柚月裕子） 
人生という夢（小桧山博） 
九十歳。何がめでたい（佐藤愛子） 
お茶をどうぞ（向田邦子） 
トットちゃんとソウくんの戦争（黒柳徹子）

上・下（スティーブン・キング）

 

大きな字でわかりやすいエクセル 2016 入門

人は皮膚から癒される（山口創） 
「自分の居場所がない」と感たじときに読む本

（水島広子）
なぜ、マツコ・デラックスは言いたい放題でも人

誼人） 
％の会社はいらいない（堀江貴文） 

人生の教養が身につく名言集（出口治明） 
（井沢元彦） 

・ポスターにみる日本の戦争 
（田島奈都子）

読ませる自分史の書き方（工藤美代子） 
完全ガイド（中山良昭） 

ぼくの花森安治（二井康雄） 
（ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班）

政府はもう嘘をつけない（堤未果） 
に来た大統領（朝日新聞出版） 

労働災害・通勤災害のことならこの 1 冊（河野順一）
セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ 

のことばかけ（湯汲英史）
ＷＥＤＤＩＮＧ（ellepupa） 

がわかれば社会がわかる（田代博） 
だから昆虫は面白い（丸山宗利） 
今日が人生最後の日だと思って生きなさい（小沢竹俊
うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい

中島ハルコはまだ懲りてない！（林真理子） 

トットちゃんとソウくんの戦争（黒柳徹子） 
上・下（スティーブン・キング） 

胃がん（佐野武）
頭痛女子バイブル（五十嵐久佳）
うつ病のことが正しくわかる本（野村総一郎）
最新ワザ！100
やさしくわかる子どもの起立性
図解よくわかる女性の尿も
ぐん解消する！最新治療と予防法（奥井識仁）
歯はみがいてはいけない（森昭）
2 週間で体が変わる「もち麦」ダイエット（小林弘幸）
外来どうぶつミニ図鑑（鈴木欣司）
謎を呼ぶ大建築（ナショナル
クルマのすべてがわかる事典
おおきな字でわかりやすいワード
0～4歳遊んで学べる手作り
手作りを楽しむイキイキかんたん手芸
体にいい時短おかず（武蔵裕子）
世界一かんたんに作れるぐるぐるパンちぎりパ
ン（たかやちかこ）
まご育てのほん（くすくす）
家庭の医学（川名正敏）
いちばんよくわかる超
ＤＩＹ庭づくり百科
イヌの看取りガイド（小林豊和）
飲食店を開店・開業
まちアド（ＰＩＥＢＯＯＫＳ）
若者離れ（電通若者研究部）
地方創生の切り札ＤＭＯとＤＭＣのつくり方

やすらぎの仏像彫刻（岩松拾文
北欧の挿絵とおとぎ話の世界（海野弘）
デジタルイラストの「塗り」事典
ＭｉｋａＮｉｎａｇａｗａ：Ｌｉｇｈｔｏｆ

ボンボニエールと近代皇室文化（長佐古美奈子）
美しい和のガラス（斎藤晴子）
ほんとうに危ないスポーツ脳震盪（谷諭）
どんなに体がかたい人でもベターッ
るようになるすごい方法（Ｅｉｋｏ）
世界一伸びるストレッチ（
ミニバスケットボール基本と能力アップドリル
ママさんバレー
茶の湯ブンガク
これ 1冊できちんとわかるフラ

ＴＥＤＴＡＬＫＳ（クリス・アンダーソン）
一般敬語と皇室敬語がわかる本（中沢伸弘）
手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集
辞書になった男（佐々木健一）
             

入門

じときに読む本 
（水島広子） 

なぜ、マツコ・デラックスは言いたい放題でも人

 

 
（田島奈都子） 

班） 

冊（河野順一） 

のことばかけ（湯汲英史） 

今日が人生最後の日だと思って生きなさい（小沢竹俊） 
うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい

胃がん（佐野武） 
頭痛女子バイブル（五十嵐久佳）
うつ病のことが正しくわかる本（野村総一郎）

100 歳までボケない手指体操（白沢卓二）
やさしくわかる子どもの起立性調節障害（田中
図解よくわかる女性の尿もれ男性の頻尿をぐん
ぐん解消する！最新治療と予防法（奥井識仁）
歯はみがいてはいけない（森昭）

で体が変わる「もち麦」ダイエット（小林弘幸）
ミニ図鑑（鈴木欣司）

謎を呼ぶ大建築（ナショナルジオ
クルマのすべてがわかる事典 2016
おおきな字でわかりやすいワード

歳遊んで学べる手作りの知育おもちゃ
を楽しむイキイキかんたん手芸

体にいい時短おかず（武蔵裕子）
世界一かんたんに作れるぐるぐるパンちぎりパ
ン（たかやちかこ） 
まご育てのほん（くすくす） 
家庭の医学（川名正敏） 
いちばんよくわかる超図解土と肥料入門
ＤＩＹ庭づくり百科 
イヌの看取りガイド（小林豊和）
飲食店を開店・開業する前によむ本（藤岡千穂子）
まちアド（ＰＩＥＢＯＯＫＳ） 
若者離れ（電通若者研究部） 
地方創生の切り札ＤＭＯとＤＭＣのつくり方

やすらぎの仏像彫刻（岩松拾文）
北欧の挿絵とおとぎ話の世界（海野弘）
デジタルイラストの「塗り」事典
ＭｉｋａＮｉｎａｇａｗａ：Ｌｉｇｈｔｏｆ

ボンボニエールと近代皇室文化（長佐古美奈子）
美しい和のガラス（斎藤晴子） 
ほんとうに危ないスポーツ脳震盪（谷諭）
どんなに体がかたい人でもベターッ
るようになるすごい方法（Ｅｉｋｏ）
世界一伸びるストレッチ（中野ジェームズ修一）
ミニバスケットボール基本と能力アップドリル
ママさんバレー/ソフトボール基本と戦術
茶の湯ブンガク講座（石塚修） 

冊できちんとわかるフラ 
（クウレイナニ橋本）

ＴＥＤＴＡＬＫＳ（クリス・アンダーソン）
一般敬語と皇室敬語がわかる本（中沢伸弘）
手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集
辞書になった男（佐々木健一） 
             ・・・・・・・・他

頭痛女子バイブル（五十嵐久佳） 
うつ病のことが正しくわかる本（野村総一郎） 

歳までボケない手指体操（白沢卓二） 
障害（田中大介） 

れ男性の頻尿をぐん
ぐん解消する！最新治療と予防法（奥井識仁） 
歯はみがいてはいけない（森昭） 

で体が変わる「もち麦」ダイエット（小林弘幸） 
ミニ図鑑（鈴木欣司） 

ジオグラフィック） 
2016（青山元男） 

おおきな字でわかりやすいワード 2016入門 
知育おもちゃ 

を楽しむイキイキかんたん手芸 
体にいい時短おかず（武蔵裕子） 
世界一かんたんに作れるぐるぐるパンちぎりパ

図解土と肥料入門(加藤哲郎) 

イヌの看取りガイド（小林豊和） 
する前によむ本（藤岡千穂子） 

 

地方創生の切り札ＤＭＯとＤＭＣのつくり方 
（佐藤真一） 

） 
北欧の挿絵とおとぎ話の世界（海野弘） 
デジタルイラストの「塗り」事典 
ＭｉｋａＮｉｎａｇａｗａ：Ｌｉｇｈｔｏｆ 

（蜷川実花） 
ボンボニエールと近代皇室文化（長佐古美奈子） 

 
ほんとうに危ないスポーツ脳震盪（谷諭） 
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚でき
るようになるすごい方法（Ｅｉｋｏ） 

中野ジェームズ修一） 
ミニバスケットボール基本と能力アップドリル 

ソフトボール基本と戦術 
 
 

（クウレイナニ橋本） 
ＴＥＤＴＡＬＫＳ（クリス・アンダーソン） 
一般敬語と皇室敬語がわかる本（中沢伸弘） 
手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集 

 
・・・・・・・・他 


