
総 記
ビジュアル7つの基本で身につくエクセル時短術 一木　伸夫／著
Googleサービスがまるごとわかる本
パソコンで困ったときに開く本　2018
このえほんだいすき! 細川　和子／著
すごい古書店 変な図書館 井上　理津子／著
「愛国」という名の亡国論 窪田　順生／著

いまこそ知りたい日本の思想家25人 小川　仁志／著
日本文化をよむ 藤田　正勝／著
キャラクターでわかる哲学者コレクション 哲コレ製作委員会／編
あざとかわいい愛され術 山口　まみ／著
神様、福運を招くコツはありますか? 桜井　識子／著
徹底検証教育勅語と日本社会 岩波書店編集部／編
脳のパフォーマンスを最大まで引き出す神・時間術 樺沢　紫苑／著
もう、ダメェーッてときに役立つ菜根譚のことば 河出書房新社／編
歳をとるほど、ラクになる生き方 斎藤　茂太／著
悪魔とのおしゃべり さとう　みつろう／著
修造部長 松岡　修造／監修
人生、余裕で生きる極意 武田　双雲／著
品のある稼ぎ方・使い方 中谷　彰宏／著
残酷すぎる成功法則 エリック・バーカー／著
「願いごと手帖」のつくり方 ももせ　いづみ／著
もうちょっと「雑」に生きてみないか 和田　秀樹／著
新・頭のよくなる本 和田　秀樹／著
日本神話はいかに描かれてきたか 及川　智早／著

歴 史 ・ 地 理
廃墟の零年1945 イアン・ブルマ／著
小さな大世界史 ジェフリー・ブレイニー／著

逆説の日本史　23 井沢　元彦／著
それ、時代ものにはNGです 若桜木　虔／著
明治国家と万国対峙 勝田　政治／著
幕臣たちは明治維新をどう生きたのか 樋口　雄彦／著
人生の気品 草笛　光子／著
幕末志士の死亡診断書 酒井　シヅ／監修
渡部先生、日本人にとって天皇はどういう存在ですか? 渡部　昇一／著
永六輔 隈元　信一／著
アンネ・フランク 早乙女　勝元／著
人生を変えるクローゼットの作り方 ベティ・ホールブライシュ／著

世界のかわいい村と街 パイインターナショナル／編著

地球の歩き方　B02　アメリカ西海岸 地球の歩き方編集室／編集

地球の歩き方　C10　ニュージーランド 地球の歩き方編集室／編集

地球の歩き方　C13　シドニー&メルボルン 地球の歩き方編集室／編集

地球の歩き方　D06　成都 九寨溝 麗江 「地球の歩き方」編集室／編集

旅歌ダイアリー　2 ナオト・インティライミ／著

まっぷるマガジン　愛知　'18

まっぷるマガジン　京都・大阪・神戸　'18

関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口　知宏／著
対岸のヴェネツィア 内田　洋子／著

社 会 科 学
池上彰の世界の見方 ドイツとEU 池上　彰／著
戸籍アパルトヘイト国家・中国の崩壊 川島　博之／著
日経大予測　2018 日本経済新聞社／編
いい加減に目を覚まさんかい、日本人! 百田　尚樹／著
知的人生のための考え方 渡部　昇一／著
なぜ金正男は暗殺されたのか 西脇　真一／著
ユダヤ人を救った動物園 ダイアン・アッカーマン／著

民族問題 佐藤　優／著
ヘイトデモをとめた街 神奈川新聞「時代の正体」取材班／編

アメリカ暴力の世紀 ジョン・W.ダワー／著

哲　　　　　　　学

中国がトランプに完全に敗れる6つの理由 日高　義樹／著
強硬外交を反省する中国 宮本　雄二／著
失敗しないエンディングノートの書き方 石崎　公子／著

木島　康雄／監修
もの言えぬ時代 内田　樹／ほか著
ばっちゃん 伊集院　要／著
競争社会の歩き方 大竹　文雄／著
中国「絶望」家族 メイ・フォン／著

Emi／著
コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社／著
世界一やさしい決算書の教科書1年生 小宮　一慶／著
ビジネス名著大全 橋本　忠明／著
仕事を高速化する「時間割」の作り方 平野　友朗／著
マッキンゼーが教える科学的リーダーシップ クラウディオ・フェサー／著

イノベ株を狙え! 日経ヴェリタス編集部／編
ロバート・キヨサキ／著

異次元緩和の真実 木内　登英／著
マネーという名の犬 ボード・シェーファー／著

60歳までに知っておきたい金融マーケットのしくみ 三井住友信託銀行マーケット企画部／著

生命保険の正しい教科書 三田村　京／著
富裕層のバレない脱税 佐藤　弘幸／著
世界のタブー 阿門　禮／著

ジョーン・C.ウィリアムズ／著

統計は暴走する 佐々木　彈／著
世界から格差がなくならない本当の理由 池上　彰／著
「やばいこと」を伝える技術 西澤　真理子／著
町を住みこなす 大月　敏雄／著
ブラック職場 笹山　尚人／著
仕事と家族 筒井　淳也／著
サイレントマザー 石川　瞭子／編著
ヨコハマメリー 中村　高寛／著
ヤクザと介護 廣末　登／著
聴導犬のなみだ 野中　圭一郎／著
学童集団疎開 一條　三子／著
授業がもっと楽しくなる!学校で使いたいことわざ 時田　昌瑞／監修
保育現場の人間関係対処法 砂上　史子／編著
面接の達人　2019 中谷　彰宏／著
身の丈にあった勉強法 菅　広文／著
「自分から勉強する子」の親の言葉　男子編 和田　秀樹／著
読みくらべ世界民話考 野中　涼／著

自 然 科 学
これがすべてを変える　上　下 ナオミ・クライン／著
異常気象はなぜ増えたのか 森　朗／著
日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅／著
美しい海の浮遊生物図鑑 若林　香織／著
鳥さんぽをはじめよう 鳥くん／著
世界に「かゆい」がなくなる日 柿木　隆介／著
恥ずかしがらずに便の話をしよう 佐藤　満春／著
こわいもの知らずの病理学講義 仲野　徹／著
ウイルス・細菌の図鑑 北里　英郎／著
失われてゆく、我々の内なる細菌 マーティン・J・ブレイザー／著

10秒リンパストレッチ 加藤　雅俊／著
自分で押せてすぐに効く!　手ツボ・足ツボ 包　強／著
やせる、不調が消える読む冷えとり 石原　新菜／監修
65歳からは検診・薬をやめるに限る! 名郷　直樹／著
一生寝たきりにならない「おしり」の鍛え方 宮田　重樹／著

池谷　敏郎／著
「ぜんそく」のことがよくわかる本 松瀬　厚人／監修
自力で防ぐ誤嚥性肺炎 稲本　陽子／著
マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん 瀬戸　泰之／監修

図解民法改正対応!最新債権回収のしくみがわかる事典

金持ち父さんのこうして金持ちはもっと金持ちになる

アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々

デスクと気持ちの片づけで見違える、わたしの仕事時間

一番よくわかるタイプ別　下肢静脈瘤の防ぎ方・治し方

最新ボケない!　“元気脳”のつくり方 遠藤　英俊／著
タイプ別対応でよくわかる認知症ケア 熊谷　頼佳／著

宮尾　益知／監修

脊柱管狭窄症をトレーニングで治す 稲葉　晃子／著
皮ふと健康おトク情報 花川　博義／著
毎月、新しい自分に生まれ変わる やまがた　てるえ／著
デザイナー・ベビー ポール・ノフラー／著

若桜木　虔／著
さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん
医療危機 真野　俊樹／著
おとな女子のセルフ健康診断 内山　明好／監修
「座りすぎ」が寿命を縮める 岡　浩一朗／著
毛細血管をきたえる本 根来　秀行／監修
ヨガと食事
キャラで図解!　栄養素じてん 牧野　直子／監修

高橋　弘／監修
ウイルス大感染時代 NHKスペシャル取材班／著

技 術 ・ 生 産
世界を動かす100の技術 日経BP社／編
一度見たら忘れない奇跡の建物 MdN編集部／編
世界の美しい色の建築 大田　省一／編著
30代夫婦が建てたナチュラルで子育てしやすい家

日本が世界に誇る名作モダン建築 伊藤　隆之／著
よくわかる最新ネットワーク技術の基本と仕組み 中嶋　章／著
ユニクロ9割で超速おしゃれ 大山　旬／著
大人のおしゃれに、ほしいもの
携帯型ゲーム機超コンプリートガイド レトロゲーム愛好会／編
脱「若見え」の呪い“素敵なおばさま”のススメ 地曳　いく子／著
bonとponふたりの暮らし bonpon／著
わたしが輝く!手帳&ノートの便利帖
心がラクになるドイツのシンプル家事 久保田　由希／著

マイク・ヴァイキング／著

子どもとセンスよく丁寧に暮らす mayuko／著
その家事、いらない。 山田　綾子／著
自分をいたわる暮らしごと 結城　アンナ／著
ねんきん生活。63のQ&Aブック
CHECK&STRIPE SPECIAL SEWING BOOK

和柄の布で作る服と小物
貴和製作所／監修

フェルトでつくるかわいい花とスイーツ PieniSieni／著
ステッチイデー　VOL.26
針と糸でちくちく楽しいディズニークロスステッチ

いちばんよくわかるかぎ針こもの
かぎ針で編む北欧ヨーロッパの編み込みこもの

かんたんかわいいベビーのニット 河合　真弓／著
表目と裏目だけで編むニット ベルンド・ケストラー／著

手編みのハンド&リストウォーマー
佐々木　公子／著

ディズニーのころまるビーズモチーフ 松岡　朗子／著
DOLL'S CLOSET～SEASONS～ salon de monbon／著
1日1ポーズでぽっこり下腹を凹ませる 日経ヘルス／編
がんばらなくてもやせられるほめるだけダイエット 小山　圭介／著

稲田　多佳子／著
ぜんぶ小鍋 大庭　英子／著
「きょうの料理」くらべて選べるわが家の味

毎日大活躍の圧力鍋 堤　人美／著
ターシャ・テューダーのファミリー・レシピ ウィンズロー・テューダー／著

デリカビーズと糸を使ってディズニーツムツムビーズステッチ

たかこさんの休日の昼から飲みたい!　簡単、絶品おつまみ

読者が選んだ“くり返し作りたい”「あと1品!に便利な小さいおかず」が
ギュッと一冊に!

ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD
大人の発達障害　日常生活編

1日1回!　子どもの目がどんどんよくなるすごいゲーム

ハーバード大学式「野菜スープ」でやせる!　若返る!　病気が治る!

THE LITTLE BOOK OF HYGGE 365日
「シンプルな幸せ」のつくり方

今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!　基本のピンワーク

刺しゅう糸で編む　ミニチュアスイーツ&フード70

食材3つで簡単ごちそう小鍋 ワタナベ　マキ／著
江戸前 通の歳時記 池波　正太郎／著
必ずおいしく作れる和のおかず
井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ 岩崎　啓子／料理
ぜんぶ簡単どんぶり きじま　りゅうた／著
作業時間10分米粉100%のパンとレシピ 高橋　ヒロ／著
Toast Sandwich bamboo 表参道バンブー／著
CAKES 坂田　阿希子／著
鉱物のお菓子 さとう　かよこ／著
生地を冷凍しておけるタルト 西山　朗子／著
FLOWER SWEETS 袴田　尚弥／著
家庭のオーブンで作るスポンジ生地 ムラヨシ　マサユキ／著
イギリス流小さな家の贅沢な工夫 井形　慶子／著
感情的にならない子育て 高祖　常子／著
息子とワタシ、ときどきツレ 細川　貂々／著

産 業
趣味の園芸　１２か月栽培ナビ　かんきつ類 三輪　正幸／著
趣味の園芸　１２か月栽培ナビ　ブドウ 望岡　亮介／著
はじめてのこれだけ多肉植物Select140
はじめてでもできる小さな庭づくり 小黒　晃／草花監修
京都絶景庭園 水野　秀比古／写真・文
牛乳・乳製品の知識 堂迫　俊一／著
図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田　武士／監修
消費大陸アジア 川端　基夫／著
アフィリエイトで稼ぐ1年目の教科書 川端　美帆／著
早わかり民法改正 深沢綜合法律事務所／編著

POPの教科書 山口　茂／著
最新マーケティングの教科書　2018
バカ売れ法則大全 行列研究所／著
江ノ電ものがたり TABILISTA編集部／編
世界鉄道切手夢紀行 櫻井　寛／写真・文
東京ディズニーランド&シー裏技ガイド　2018 クロロ／著
東京ディズニーランドベストガイド　2017-2018

世界一簡単にわかる!　選べる!　格安SIM
芸 術 ・ ス ポ ー ツ

西洋美術史 木村　泰司／著
ART GALLERY　3 青柳　正規／監修
ファンタジーとSF・スチームパンクの世界 海野　弘／解説・監修
ゲイ・カルチャーの未来へ 田亀　源五郎／著
わたしの兄の本 モーリス・センダック／著
いわさきちひろ 松本　猛／著
美しい日本の廃墟 ヨウスケ／写真・著
魔術師のための創作BOOK 倉戸　みと／著
オリロボ フチモト　ムネジ／著
ティンパニストかく語りき 近藤　高顯／著
初中級者のためのオカリナが上手くなる方法 橋本　愛子／編著
ピアノで奏でたい極上のJ-POPバラードあつめました。
母親力 森　昌子／著
わたし、還暦? 大竹　しのぶ／著
「ウルトラマン」の熱い熱い名セリフ 東邦出版／編
誰も語らなかったジブリを語ろう 押井　守／著
ラストシーン 北野　武／著
高峰秀子と十二人の男たち 高峰　秀子／著
しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路　きみまろ／著
絶滅危惧職、講談師を生きる 神田　松之丞／著
誰も知らない、萩本欽一。 萩本　欽一／語り
ランニングする前に読む本 田中　宏暁／著
骨ストレッチ・ランニング 松村　卓／著
ゾーンの入り方 室伏　広治／著
広島カープの「勝ちグセ」戦略 桝本　誠二／著
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洞察力 宮本　慎也／著
松吉　信／著

言 語
本当は怖い日本のことわざ 出口　汪／監修
口が覚える中国語 斉　霞／著
日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 黒坂　真由子／著

文 庫
日本の路地を旅する 上原　善広／著
老後のホンネ、幸せなのはどっち? 辻川　覚志／著
丸元淑生のシステム料理学 丸元　淑生／著
キムラ食堂のメニュー 木村　衣有子／著
歴史・時代小説縦横無尽の読みくらべガイド 大矢　博子／著
藤原定家全歌集　上　下 藤原　定家／著
食卓一期一会 長田　弘／著
死の淵より 高見　順／著
涙の結婚指輪 ヴァイオレット・ウィンズピア／著

アメリカン・ウォー　上　下 オマル・エル=アッカド／著

愛は記憶のかなたに エマ・ダーシー／著
冬きたりなば… ベティ・ニールズ／著
忘れえぬ情熱 ジャクリーン・バード／著

あなたにすべてを ダイアナ・パーマー／著
華舞鬼町おばけ写真館 蒼月　海里／著
あやかし 畠中　恵／著
恋と噓 ムサヲ／原作
鳳雛の夢　上　中　下 上田　秀人／著
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　13 太田　紫織／著
今夜、きみは火星にもどる 小嶋　陽太郎／著
島抜けの女 佐伯　泰英／著
お断り 佐伯　泰英／著
堕ち神さまの神頼み　1~2 さくま　ゆうこ／著
検察側の罪人　上　下 雫井　脩介／著
幕末 司馬　遼太郎／著
おやつカフェでひとやすみ　2 瀬王　みかる／著
放課後、君はさくらのなかで 竹岡　葉月／著
おいしいベランダ。　4 竹岡　葉月／著
細雪　上　中　下 谷崎　潤一郎／著
短編伝説 集英社文庫編集部／編
螺旋の手術室 知念　実希人／著
幻影の手術室 知念　実希人／著
甦る殺人者 知念　実希人／著
菊太郎あやうし 鳥羽　亮／著
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　3 友井　羊／著
パンドラ 内藤　了／著
謎の館へようこそ　黒 はやみね　かおる／著
2030年の旅 恩田　陸／著
猫ミス! 新井　素子／著
軍師の門　上　下 火坂　雅志／著
イシマル書房編集部 平岡　陽明／著
今からあなたを脅迫します　3 藤石　波矢／著
ペガサスの解は虚栄か? 森　博嗣／著
祟り婿 輪渡　颯介／著
影憑き 輪渡　颯介／著

文 学
藤沢周平遺された手帳 遠藤　展子／著
清張鉄道1万3500キロ 赤塚　隆二／著
現代秀歌 永田　和宏／著
2択で学ぶ赤ペン俳句教室 夏井　いつき／著
寝る前に読む一句、二句。 夏井　いつき／著
俳句でつくる小説工房 堀本　裕樹／著
愛の縫い目はここ 最果　タヒ／著
退屈をあげる 坂本　千明／著
2馬力 谷川　俊太郎／著
ほの暗い永久から出でて 上橋　菜穂子／著
人間の値打ち 鎌田　實／著
酒味酒菜 草野　心平／著
こぽこぽ、珈琲 阿川　佐和子／ほか著

右手を見直すだけでスイングが変わるから「もう一度練習してみよう」と思える

文 学 ファミリーデイズ 瀬尾　まいこ／著
かるい生活 群　ようこ／著
太陽と乙女 森見　登美彦／著
H・P・ラヴクラフト ミシェル・ウエルベック／著

図書館島 ソフィア・サマター／著
スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ／著
とても良い人生のために J.K.ローリング／著
マインドハンター ジョン・ダグラス／著
リンドグレーンの戦争日記 アストリッド・リンドグレーン／著

白い久遠 浅野　里沙子／著
おもかげ 浅田　次郎／著
くちなし 彩瀬　まる／著
セブンズ! 五十嵐　貴久／著
鳥獣戯画 磯崎　憲一郎／著
はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤　たかみ／著
彼方の友へ 伊吹　有喜／著
奔流恐るるにたらず 逢坂　剛／著
さよなら僕らのスツールハウス 岡崎　琢磨／著
チーム・バチスタの栄光 海堂　尊／著
幼女戦記　２～８ カルロ・ゼン／著
秀吉の活 木下　昌輝／著
カネと共に去りぬ 久坂部　羊／著
ひよっこ　上 岡田　惠和／著
決戦!賤ケ岳 木下　昌輝／著
異形のものたち 小池　真理子／著
ざわつく女心は上の空 こかじ　さら／著
インフルエンス 近藤　史恵／著
道標 今野　敏／著
STプロフェッション 今野　敏／著
銀杏手ならい 西條　奈加／著
火定 澤田　瞳子／著
ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき／著
クズリ 柴田　哲孝／著
駐在日記 小路　幸也／著
痴漢冤罪 新堂　冬樹／著
白磁海岸 高樹　のぶ子／著
虎の牙 武川　佑／著
浮世奉行と三悪人 田中　啓文／著
スフィアの死天使 知念　実希人／著
荒海を渡る鉄の舟 鳥羽　亮／著
我が剣は変幻に候 鳥羽　亮／著
逃亡刑事 中山　七里／著
デッド・オア・アライブ 楡　周平／著
ウズタマ 額賀　澪／著
ナックルな三人 ねじめ　正一／著
くじら島のナミ 浜口　倫太郎／著
大獄 葉室　麟／著
ランチ酒 原田　ひ香／著

東山　彰良／著
池魚の殃(わざわい) 椹野　道流／著
ドレス 藤野　可織／著
遺産ゲーム 藤原　一裕／著
満天のゴール 藤岡　陽子／著
お隣さんが殺し屋さん 藤崎　翔／著
きまぐれな夜食カフェ 古内　一絵／著
ノーマンズランド 誉田　哲也／著
北海タイムス物語 増田　俊也／著
光の犬 松家　仁之／著
消人屋敷の殺人 深木　章子／著
呉漢　上　下 宮城谷　昌光／著
名作転生　1
焼け跡のハイヒール 盛田　隆二／著
臣女 吉村　萬壱／著
おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子／著
猫除け 輪渡　颯介／著
蔵盗み 輪渡　颯介／著

女の子のことばかり考えていたら、1年が経っていた。

迎え猫 輪渡　颯介／著
郷 土 資 料 ・ 参 考 図 書 等

運命をひらく山田方谷の言葉50 方谷さんに学ぶ会／著
晴れの国おかやま検定公式参考書 吉備人出版編集部／編
三省堂全訳読解古語辞典 鈴木　一雄／編

児 童 図 書
プログラミングとコンピュータ 大岩　元／監修
ドラえもんはじめての論語　君子編 安岡　定子／著
毎日を生きるコツ 「毎日を生きるコツ」編集委員会／編集

西郷隆盛　上　下 小前　亮／作
松平春嶽 加来　耕三／企画・構成・監修

世界の国ぐに
お仕事ナビ　12 お仕事ナビ編集室／編
16歳の語り部 雁部　那由多  ほか／語り部

髪がつなぐ物語 別司　芳子／著
いじめ 心の中がのぞけたら　2 ~3 本山　理咲／著
科学の歴史 有賀　暢迪／日本語版監修

ミミズの謎 柴田　康平／著
教科で学ぶパンダ学 稲葉　茂勝／著
ぐんぐん目がよくなるあそブック 日比野　佐和子／監修
トミカ・プラレール123
トミカ大集合　2018年版
プラレール大集合　2018年版
じてんしゃにのれたよ
パイロットのたまご 吉野　万理子／作
農学が世界を救う! 生源寺　眞一／編著
ねだんのつかない子犬 きららのいのち 今西　乃子／著
仏像なんでも事典 大谷　徹奘／監修
鳥獣戯画を読みとく 五味　文彦／監修
ゆめはまんが家! 小林　深雪／作
やさぐれぱんだ　1～4 山賊／著
10才からはじめるゲームプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著

ディベートをやろう! 全国教室ディベート連盟／監修

クレヨンしんちゃんのまんが四字熟語辞典　[正] 江口 尚純／監修 
臼井 儀人／キャラクター原作

よ み も の
絵物語古事記 富安　陽子／文
少年探偵団 芦辺　拓／文

江戸川　乱歩／原作
森のネズミの大ぼうけん 岡野　薫子／作
怪談オウマガドキ学園　24~25 常光　徹／責任編集
えっちゃんええやん 北川　チハル／作
ねこの町のダリオ写真館 小手鞠　るい／作
古事記 那須田　淳／文
イジワルな出会い HoneyWorks／原案
5分後に禁断のラスト エブリスタ／編
オリンピックのおばけずかん 斉藤　洋／作
シランカッタの町で さえぐさ　ひろこ／作
一〇五度 佐藤　まどか／著
春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭　一之輔／落語
ようこそ!　へんてこ小学校 スギヤマ　カナヨ／作・絵
100年の木の下で 杉本　りえ／著
妖精のスープ 高森　美由紀／作
まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ　ちひろ／作
Re:ゼロから始める異世界生活　6～14 長月　達平／著
ツトムとネコのひのようじん にしかわ　おさむ／文・絵

ソーリ! 濱野　京子／作
きみ、なにがすき? はせがわ　さとみ／作
いたずらまじょ子のヒーローはだあれ? 藤　真知子／作
転生したらスライムだった件　4～7 伏瀬／著
トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居　スーザン／作
炎の風吹け妖怪大戦 三田村　信行／作
まるタンクとパイプのひみつ みずの　よしえ／作
保健室の日曜日 村上　しいこ／作
フライパン号でナポレオンの島へ 山下　明生／作
泡沫少女とイデアの少年 yukkedoluce／原作・著
鳥居の向こうは、知らない世界でした。　1 友麻　碧／著
四重奏(カルテット)デイズ 横田　明子／作

お静かに、父が昼寝しております 母袋　夏生／編訳
背番号42のヒーロー メアリー・ポープ・オズボーン／著

ジュビリー パトリシア・ライリー・ギフ／作

ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ／著

ぼくらの原っぱ森 ジュリア・グリーン／作
木の中の魚 リンダ・マラリー・ハント／著

テディが宝石を見つけるまで パトリシア・マクラクラン／著

図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ／作
コーンフィールド先生とふしぎな動物の学校　1～５ マルギット・アウアー／著

え ほ ん ・ か み し ば い
きんいろのうま おかもと　あつし／脚本
おっきなおにぎりちっさなおにぎり やえがし　なおこ／脚本
チューリップ 荒井　真紀／作
おさかなどろぼう いしい　ひろし／作・絵
パンダおやこたいそう いりやま　さとし／作
あたしのすきなもの、なぁんだ? バーナード・ウェーバー／文

チャレンジミッケ!ミッケがだいすき　2 ウォルター・ウィック／作
なずずこのっぺ? カーソン・エリス／作
おたんじょうケーキをつくりましょ えがしら　みちこ／作・絵

メリーメリークリスマス! 岡村　志満子／作
よるだけパンダ 大塚　健太／作
さあ、なげますよ 角野　栄子／作
み～つけた! 金盛　正樹／ジオラマ作成・撮影

今、世界はあぶないのか?　1／2 ハナネ・カイ／絵
ひとりでえほんかいました くすのき　しげのり／作
クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所／作
おやすみヨガ マリアム・ゲイツ／作
パパゲーノとパパゲーナ 小西　英子／作
路上のおじさん サラ・V／文
ぼくのさがしもの たけうち　ちひろ／文・切り絵

カミカミもぐもぐげんきなは 高宮　麻紀／絵
さんどいっちにー たんじ　あきこ／作
おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン／文
空の王さま ニコラ・デイビス／文
クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／原作

ぼくのおおきさ 殿内　真帆／作・絵
やねの上の乳歯ちゃん 鳥居　みゆき／作・絵
とのさまサンタ 長野　ヒデ子／作・絵
どうぶつマンションにようこそ 二宮　由紀子／文
くまのこライオンプース にしむら　もも／作
ちいさなちいさなちいさなおひめさま 二宮　由紀子／文
日本の神話古事記えほん　5 三浦　佑之／監修
ぼくはフィンセント・ファン・ゴッホ 林　綾野／さく
こねこのプーフー　6 ~8 アン・ハレンスレーベン／作

I'll always love you by Hans Wilhelm
ぼくは発明家 メアリー・アン・フレイザー／作

ヘビのレストラン 深見　春夫／作
しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル／作
パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／作
パディントンのサーカス マイケル・ボンド／作
ひび割れ壷と少年 松本　純／文
ゆきのあかちゃん 宮田　ともみ／作
ライタのたてがみ モカ子／作・絵
ぽっぽこうくう もとやす　けいじ／著
はいちーず 山岡　ひかる／作
どこ? 山形　明美／作
ドキンちゃんとけむりいぬ やなせ　たかし／原作
ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ・ヤンソン／原作
きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン・ヨーレン／文
図書館を心から愛した男 アンドリュー・ラーセン／文

みつけてかぞえてどこどこジャングル ガレス・ルーカス／絵
大型絵本　ちか100かいだてのいえ いわい　としお／作
大型絵本　うみの100かいだてのいえ いわい　としお／作
大型絵本　給食番長 よしなが　こうたく／作
The polar bear Jenni Desmond
すやすや　おやすみ　こどものとも0.1.2. 石津　ちひろ


