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かんづめあけよう！（五味太郎）

しっぺい

１日１０分でせかいちずをおぼえる絵本

ちいさなちいさなこおりのくに

ラクダのなみだ（宮田修）

日本の神話古事記えほん

えがないえほん（

冒険！発見！大迷路海底大決戦（原裕朗）

しずかにあみものさせとくれー！

東海道中膝栗毛（十返舎一九

うらない師ルーナと三人の魔女

オリンピック

恐怖コレクター

ひかり舞う（中川なをみ）

坊っちゃん（夏目漱石）

かいけつゾロリのちていたんけん（原ゆたか）
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かんづめあけよう！（五味太郎）

しっぺいたろう（津田真一）

１日１０分でせかいちずをおぼえる絵本

（あきやまかぜさぶろう）
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日本の神話古事記えほん
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冒険！発見！大迷路海底大決戦（原裕朗）

しずかにあみものさせとくれー！
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東海道中膝栗毛（十返舎一九

うらない師ルーナと三人の魔女

（あんびるやすこ）

オリンピックのおばけずかん（斉藤洋）
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かいけつゾロリのちていたんけん（原ゆたか）
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１日１０分でせかいちずをおぼえる絵本
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ラクダのなみだ（宮田修） 
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冒険！発見！大迷路海底大決戦（原裕朗）

しずかにあみものさせとくれー！ 
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東海道中膝栗毛（十返舎一九） 
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巻ノ７（佐東みどり） 
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かいけつゾロリのちていたんけん（原ゆたか）
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冒険！発見！大迷路海底大決戦（原裕朗） 

 

アルゴリズムえほん

ホントの自分がわかる！？心理テストキラキ

ラ★スペシャル（マーク矢崎治信）

漫画君たちはどう生きるか（吉野源三郎）

大迫力！日本の神々大百科（戸部民夫）

こども日本の歴史（斉藤孝）

新選組（大石学）

髪がつなぐ物語（別司芳子）

ニッポンの肉食（田中康弘）

モダニズムって

キュビスムって

新レインボーはじめて英語図鑑（佐藤久美子）

 

 

 

 

 

おもかげ（浅田次郎）

くちなし（彩瀬まる）

彼方の友へ（伊吹有喜）

銀河鉄道の父（門井慶喜）

道標（今野敏）

火定（澤田瞳子

駐在日記（小路幸也）
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絶望の歌を唄え
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大迫力！日本の神々大百科（戸部民夫）

こども日本の歴史（斉藤孝） 
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髪がつなぐ物語（別司芳子） 

ニッポンの肉食（田中康弘） 
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（ケイト・

ムって、なんだろう？

（ケイト・

新レインボーはじめて英語図鑑（佐藤久美子）

おもかげ（浅田次郎） 

くちなし（彩瀬まる） 

彼方の友へ（伊吹有喜） 

銀河鉄道の父（門井慶喜） 

道標（今野敏） 
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大迫力！日本の神々大百科（戸部民夫） 

なんだろう？ 

・リッグス） 

なんだろう？ 

・リッグス） 

新レインボーはじめて英語図鑑（佐藤久美子） 

少年

殺生伝

遠い山なみの光（カズオ・イシグロ）

ぶらりあるき北海道の博物館（中村浩）

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典

「ゆっくり力」でいい人生をおくる（斉藤

明日のために、心にたくさん木を育てま

しょう（若宮正子）

日本の神様解剖図鑑（平藤喜

西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか

ブラタモリ

バナの戦争（バナ

人工知能は日本経済を復活させるか
 

西郷どん！

女の子のことばかり考えていたら、１年

が経っていた。（東山彰良）

ふたご（藤崎彩織）

バースデイ・ガール（村上春樹）

飼う人（柳美里）

緑の庭で寝ころ

カズオ・イシグロ読本（別冊宝島編集部）

文庫文庫文庫文庫    
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たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典

「ゆっくり力」でいい人生をおくる（斉藤

明日のために、心にたくさん木を育てま

しょう（若宮正子） 

日本の神様解剖図鑑（平藤喜

西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか

ブラタモリ １１・１２

（NHK「ブラタモリ」制作班）

バナの戦争（バナ・アベド）

人工知能は日本経済を復活させるか

西郷どん！ 前編・後編（林真理子

女の子のことばかり考えていたら、１年

が経っていた。（東山彰良）
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明日のために、心にたくさん木を育てま

 

日本の神様解剖図鑑（平藤喜久子） 

西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか 

（仁科邦男）
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が経っていた。（東山彰良） 
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新NISA活用ガイド

過労死ゼロの社会を（高橋幸美）

息子が人を殺しました（阿部恭子）

４３回の殺意（石井光太）

図解でわかる暗記のすごいコツ（碓井孝介）

雪崩教本（雪氷災害調査チーム）

動物実験の闇（マイケル・

ウルトラ図解統合失調症（糸川昌成）

ガウディ完全ガイド（ガウディ）

ツウになる！世界の政府専用機

大切な靴と

き・手入れがよくわかる本（飯野高広）

すぐウマごはん（今泉マユ子）

パリ在住の料理人が教えるフライパン

でできる本格フレンチレシピ（えもじょわ）

おうちでおいしい基本の中華（主婦の友社）

あなたの好きな歌はなぁに？（二瓶明美）

私にもできる！自然農法入門

（

北海道地図の中の

色えんぴつでうちの犬を描こう（目羅健嗣）

ピアノのお悩み解決クリニック

向上編（春畑セロリ）

頭がよくなる育脳あやとり（野口とも）
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あなたの好きな歌はなぁに？（二瓶明美） 
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