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INFORMATION - 

INFORMATION - 



★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

パディントンのクリスマス（マイケル・ボンド）

１日１０分でちずをお

おさかなどろぼう（いしいひろし）

よるだけパンダ（大塚健太）

IMAGINE

くるみのなかには（たかお

たくはいびーん（林木

さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ

ぽっぽこうくう

ひとりでえほんかいました（くすのきしげのり）

こねてのばして（ヨシタケシンスケ）

古事記（那須田淳）

少年探偵団（江戸川乱歩）

パイレーツ・オブ・カリビアン

少女探偵アガサ

（サー

 

・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※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

※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色」です。」です。」です。」です。

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 

パディントンのクリスマス（マイケル・ボンド）

１日１０分でちずをおぼえる絵本（あきやまかぜさぶろう）

おさかなどろぼう（いしいひろし）

よるだけパンダ（大塚健太）

IMAGINE（ジョン・レノン）

くるみのなかには（たかお

たくはいびーん（林木林）

さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ

ぽっぽこうくう（もとやすけいじ）

ひとりでえほんかいました（くすのきしげのり）

こねてのばして（ヨシタケシンスケ）

古事記（那須田淳） 

少年探偵団（江戸川乱歩）

パイレーツ・オブ・カリビアン

少女探偵アガサ ４ 

（サー・スティーヴ

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

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 

パディントンのクリスマス（マイケル・ボンド）

ぼえる絵本（あきやまかぜさぶろう）

おさかなどろぼう（いしいひろし） 

よるだけパンダ（大塚健太） 

（ジョン・レノン） 

くるみのなかには（たかおゆうこ） 

林） 

さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ 

（エミリマ・ロンダ

（もとやすけいじ） 

ひとりでえほんかいました（くすのきしげのり）

こねてのばして（ヨシタケシンスケ） 

少年探偵団（江戸川乱歩） 

パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 

（エリザベス・ルドニック）

スティーヴ・スティーヴンソン）

★その他★その他★その他★その他

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 ★

パディントンのクリスマス（マイケル・ボンド） 

ぼえる絵本（あきやまかぜさぶろう） 

 

・ロンダン） 

ひとりでえほんかいました（くすのきしげのり） 

知里幸恵とアイヌ（ひきの真二）

鉱物・宝石のひみつ（松原聡）

鳥獣戯画を読みとく（五味文彦）

往復書簡初恋と不倫（坂元裕二）

覆面作家（大沢在昌

キラキラ共和国（小川糸）

ミ・ト・ン（小川糸）

ミステリー

銀杏手ならい（西條奈加）

花歌は、うたう（小路幸也）

大獄（葉室麟）

ノーマンズランド（誉田哲也）

オペレーション

僕はロボットごしの

おらお

安楽死で死なせて下さい

かるい生活（群ようこ）

母さん、ごめん。（松浦晋也）

スティール・キス（ジェフリー・ディーヴァー）
 

ルドニック） 

スティーヴンソン） 

-NEW - 

★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）

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※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

知里幸恵とアイヌ（ひきの真二）

鉱物・宝石のひみつ（松原聡）

鳥獣戯画を読みとく（五味文彦）

往復書簡初恋と不倫（坂元裕二）

覆面作家（大沢在昌

キラキラ共和国（小川糸）

ミ・ト・ン（小川糸）

ミステリークロック（貴志祐介）

銀杏手ならい（西條奈加）

花歌は、うたう（小路幸也）

大獄（葉室麟） 

ノーマンズランド（誉田哲也）

オペレーション Z

僕はロボットごしの

おらおらでひとり

安楽死で死なせて下さい

かるい生活（群ようこ）

母さん、ごめん。（松浦晋也）

スティール・キス（ジェフリー・ディーヴァー）

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

※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「茶色茶色茶色茶色

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

知里幸恵とアイヌ（ひきの真二）

鉱物・宝石のひみつ（松原聡） 

鳥獣戯画を読みとく（五味文彦）

往復書簡初恋と不倫（坂元裕二）

覆面作家（大沢在昌） 

キラキラ共和国（小川糸） 

ミ・ト・ン（小川糸） 

ロック（貴志祐介）

銀杏手ならい（西條奈加） 

花歌は、うたう（小路幸也） 

 

ノーマンズランド（誉田哲也） 

Z（真山仁） 

僕はロボットごしの君に恋をする（山田悠介）

らでひとりいぐも（若竹千佐子）

安楽死で死なせて下さい（橋田寿賀子）

かるい生活（群ようこ） 

母さん、ごめん。（松浦晋也） 

スティール・キス（ジェフリー・ディーヴァー）

茶色茶色茶色茶色」です。」です。」です。」です。    

知里幸恵とアイヌ（ひきの真二） 

 

鳥獣戯画を読みとく（五味文彦） 

往復書簡初恋と不倫（坂元裕二） 

ロック（貴志祐介） 

 

君に恋をする（山田悠介） 

いぐも（若竹千佐子） 

（橋田寿賀子） 

スティール・キス（ジェフリー・ディーヴァー）

★その他その他その他その他

 

スティール・キス（ジェフリー・ディーヴァー） 

猫はおしまい（高橋由太）

イノセント・デイズ（早見和真）

お話はよく伺っております（能町みね子）

自己愛的（ナル）な人たち（岡野憲一郎）

すぐ書ける確定申告

「働き方改革

先生・保護者のためのスマホ読本（今津孝

私たちはこう言った！こう書いた！合格実例集＆セオ

リー エントリーシート編・面接編

はじめて地理学（富田啓介）

６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防（大谷義夫）

輸入車ガイドブック

ブランデーの歴史（ベッキー

わたしの暮らしのヒント集

毎日の食べるみそ汁１００（杵島直美）

僕は LCC

世界の美しいステンドグラス（パイインターナショナル）

エコクラフトの素敵なバッグとかご、プチ

凡事徹底（井芹貴志）

英語で手帳をつけてみました。（有子山博美）

三省堂全訳読解古語辞典（鈴木一雄）

★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） 

猫はおしまい（高橋由太）

イノセント・デイズ（早見和真）

お話はよく伺っております（能町みね子）

（ナル）な人たち（岡野憲一郎）

すぐ書ける確定申告  

平成３０年３月１５日申告分（須田邦裕）

「働き方改革」の不都合な真実（常見陽平）

先生・保護者のためのスマホ読本（今津孝

私たちはこう言った！こう書いた！合格実例集＆セオ

エントリーシート編・面接編

（キャリア

はじめて地理学（富田啓介）

６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防（大谷義夫）

輸入車ガイドブック 2018

ブランデーの歴史（ベッキー

わたしの暮らしのヒント集

毎日の食べるみそ汁１００（杵島直美）

LCCでこんなふうに旅をする（下川裕治）

世界の美しいステンドグラス（パイインターナショナル）

エコクラフトの素敵なバッグとかご、プチ

凡事徹底（井芹貴志） 

英語で手帳をつけてみました。（有子山博美）

三省堂全訳読解古語辞典（鈴木一雄）

 
猫はおしまい（高橋由太） 

イノセント・デイズ（早見和真） 

お話はよく伺っております（能町みね子）

（ナル）な人たち（岡野憲一郎）

平成３０年３月１５日申告分（須田邦裕）

不都合な真実（常見陽平）

先生・保護者のためのスマホ読本（今津孝

私たちはこう言った！こう書いた！合格実例集＆セオ

エントリーシート編・面接編 

（キャリアデザインプロジェクト）

はじめて地理学（富田啓介） 

６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防（大谷義夫）

2018 

ブランデーの歴史（ベッキー・スー・エプスタイン）

わたしの暮らしのヒント集 ３（暮しの手帖編集部）

毎日の食べるみそ汁１００（杵島直美） 

でこんなふうに旅をする（下川裕治）

世界の美しいステンドグラス（パイインターナショナル）

エコクラフトの素敵なバッグとかご、プチ雑貨（古木明美）

英語で手帳をつけてみました。（有子山博美）

三省堂全訳読解古語辞典（鈴木一雄） 

お話はよく伺っております（能町みね子） 

（ナル）な人たち（岡野憲一郎） 

平成３０年３月１５日申告分（須田邦裕） 

不都合な真実（常見陽平） 

先生・保護者のためのスマホ読本（今津孝次郎） 

私たちはこう言った！こう書いた！合格実例集＆セオ

デザインプロジェクト） 

６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防（大谷義夫） 

エプスタイン） 

３（暮しの手帖編集部） 

 

でこんなふうに旅をする（下川裕治） 

世界の美しいステンドグラス（パイインターナショナル） 

雑貨（古木明美） 

英語で手帳をつけてみました。（有子山博美） 


