
資料名 著者名 出版者

1 しんせかい 山下 澄人 新潮社

2 ついに、来た? 群 ようこ 幻冬舎

3 向こうがわの蜂 池永 陽 PHP研究所

4 鹿児島県統計年鑑  平成27年 鹿児島県企画部統計課 鹿児島県

5 図解知識ゼロからの林業入門 関岡 東生 家の光協会

6 成功17事例で学ぶ自治体PR戦略
電通パブリック
リレーションズ

時事通信出版局

7 誰が「都政」を殺したか? 上杉 隆 SBクリエイティブ

8 マンガでおさらい中学英語 '英文法マスター編フクチ マミ KADOKAWA

9 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木 暢顕 小学館

10
<図解>まるわかり時事用語
'2017→2018年版

ニュース　リテラシー
研究所

新星出版社

11 不時着する流星たち 小川 洋子 KADOKAWA

12
大学進学のための全国“給付型”奨学金
データブック

給付型奨学金研究会 産学社

13 ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた けい 日貿出版社

14 作業療法士になろう! 齋藤 さわ子 青弓社

15 タフな米国を取り戻せ ドナルド　トランプ 筑摩書房

16 やまと錦 村木 嵐 光文社

17 本当にすごい冷えとり百科 オレンジページ

18 広島カープがしぶとく愛される理由 片瀬 京子 日経BP社

19 テロリストの処方 久坂部 羊 集英社

20 東京クルージング 伊集院 静 KADOKAWA

21 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎 園子 自由国民社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 ブラタモリ 5
NHK「ブラタモリ」
制作班

KADOKAWA

23 ブラタモリ 6
NHK「ブラタモリ」
制作班

KADOKAWA

24 新薩摩学
鹿児島純心女子大学
国際文化研究センター

南方新社

25
地図をグルグル回しても全然わからない人
の方向オンチ矯正読本

北村 壮一郎 秀和システム

26 そういう生き物 春見 朔子 集英社

27 遠州浜松殺人奏曲 梓 林太郎 実業之日本社

28 クドカンの流儀 井上 美香 言視舎

29 青春の門 '第7部 五木 寛之 講談社

30 青春の門 '第8部 五木 寛之 講談社

31
今日のコーデがすぐ決まる#上下ユニクロ
部の着こなしルール

主婦の友社 主婦の友社

32
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる
賃貸トラブル解決マニュアル

千葉 博 三修社

33 図解葉隠 齋藤 孝 ウェッジ

34 誰が書いても美しく見える字手紙入門 戸松 葉美 主婦の友社

35 農林水産六法 '平成29年版 農林水産法令研究会 学陽書房

36 本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 小学館

37 タブレットがまるごとわかる本 2017 晋遊舎

38 北海道新幹線殺人事件 西村 京太郎 KADOKAWA

39
語彙力がないまま社会人になってしまった
人へ

山口 謠司 ワニブックス

40 帰ってきた海馬が耳から駆けてゆく　3 菅野 彰 新書館

41 帰ってきた海馬が耳から駆けてゆく　4 菅野 彰 新書館

42 知れば知るほど 藤原 正彦 新潮社

43 狩人の悪夢 有栖川 有栖 KADOKAWA

44 江戸の遊び切り紙 パピエ舎 誠文堂新光社



45 山猫珈琲 下巻 湊 かなえ 双葉社

46 手帳の選び方・使い方 舘神 龍彦 枻出版社

47 声なき蟬　上 佐伯 泰英 双葉社

48 声なき蟬　下 佐伯 泰英 双葉社

49 毎日っていいな 吉本 ばなな 毎日新聞出版

50 国語、数学、理科、漂流 青柳 碧人 文藝春秋

51 おね　上 田渕 久美子 NHK出版

52 おね　下 田渕 久美子 NHK出版

53 天皇と和歌 鈴木 健一 講談社

54 蝶結び 犬飼 六岐 KADOKAWA

55
発達障害の子の
「友達づくり」トレーニング

有光 興記 講談社

56 ギリシア人の物語　2 塩野 七生 新潮社

57 ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド 山根 俊恵 中央法規出版

58 天皇と和歌 鈴木 健一 講談社

59 漢字なりたち図鑑 円満字 二郎 誠文堂新光社

60 障がい者の就活ガイド 紺野 大輝 左右社

61 「スーホの白い馬」の真実 ミンガド　ボラグ 風響社

62 ルポ希望の人びと 生井 久美子 朝日新聞出版

63 はじめてのハワイ語 木村 由香 小学館

64 雪つもりし朝 植松 三十里 KADOKAWA

65 伝わる話し方のコツ 西任 暁子 ナツメ社

66
小さな会社のための
新しい退職金・企業年金入門

山崎 俊輔 ダイヤモンド社

67 最終兵器は女王様 福田 和代 祥伝社



68 教育劣位社会 矢野 眞和 岩波書店

69 失われた地図 恩田 陸 KADOKAWA

70 バラ色の未来 真山 仁 光文社

71 賢い人だと思われる四字熟語辞典 主婦の友社 主婦の友社

72 広域警察極秘捜査班BUG 福田 和代 新潮社

73 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國 香織 角川春樹事務所

74 墨龍賦 葉室 麟 PHP研究所

75 地方公務員のための法律入門 松村 享 ナカニシヤ出版

76 お坊さんが教える「悟り」入門 長谷川 俊道
ディスカヴァー
・トゥエンティワン

77 難民を知るための基礎知識 滝澤 三郎 明石書店

78 なぜ、「子供部屋」をつくるのか 藤原 智美 廣済堂出版

79 白い衝動 呉 勝浩 講談社

80 柳生三代の鬼謀 鳥羽 亮 徳間書店

81 御朱印でめぐる関東の神社 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

82 SCS　上 五十嵐 貴久 光文社

83
ナース・患者のための
喘息マネージメント入門

宮本 昭正 技術評論社

84 作りおき瓶詰たれ・ソース 高垣 恵美子 旭屋出版

85
それって本当?メディアで見聞きする改憲
の論理Q&A

改憲をめぐる言説を読み
解く研究者の会

かもがわ出版

86 クロスステッチ教室 オノエ メグミ アップルミンツ

87 錯迷 堂場 瞬一 小学館

88 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク エクスナレッジ

89 招待状 赤川 次郎 光文社

90 神社の解剖図鑑　2 エクスナレッジ



91 無貌の神 恒川 光太郎 KADOKAWA

92 Skypeスマートガイド リンクアップ 技術評論社

93 銀の猫 朝井 まかて 文藝春秋

94 合理的にあり得ない 柚月 裕子 講談社

資料名 著者名 出版者

95 やまとあな カイル　ミューバーン ワールドライブラリー

96
世界の子どもの?
に答える30秒でわかる発明

マイク　ゴールドスミス 三省堂

97 初恋ゆうれいアート 斉藤 洋 あかね書房

98
子どもとたのしむはじめてのえいごえほん
にほんのおはなし3

深山 さくら くもん出版

99
子どもとたのしむはじめてのえいごえほん
せかいのおはなし3

ささき あり くもん出版

100 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひの まどか 講談社

101 おひるねしましょ
フィリス
ゲイシャイトー

岩崎書店

102 ぐるぐるの図書室 工藤 純子 講談社

103 HM同好会 藤野 千夜 理論社

104 はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部 京子 岩崎書店

105 はじめてのギリシア神話 尾高 薫 徳間書店

106 ゆきだるまのきもち 中川 ひろたか 自由国民社

107 あからん 西村 繁男 福音館書店

108 鉱物キャラクター図鑑 松原 聰 日本図書センター

109
世界の子どもの?に答える
30秒でわかる人体

アンナ　クレイボーン 三省堂

110 ぜんぶわかる118元素図鑑 子供の科学編集部 誠文堂新光社

所蔵館     ：大口図書館　 資料区分  ：児童



111 三びきのやぎのがらがらどん
マ－シャ・ブラウンえ
せたていじやく

福音館書店

112 あかですよあおですよ かこ さとし 福音館書店

113
がっこうたんけんしょう
がっこうだいずかん

WILLこども知育研究所 金の星社

114 まわる!とぶ すべる!おもちゃ 芳賀 哲 一声社

115 恐竜トリケラトプスうみをわたる 黒川 みつひろ 小峰書店

116 おともだちカレー きむら ゆういち 世界文化社

117 行ってみよう!発酵食品工場 中居 惠子 ほるぷ出版

118 なりたて中学生　上級編 ひこ　田中 講談社

119
試合で勝てる!
小学生のバドミントン上達のコツ50

城戸 友行 メイツ出版

120 にげたエビフライ 村上 しいこ 講談社

121 けん玉道の師・藤原一生物語 おち まさ子 PHP研究所

122 おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン　エルキン 大日本図書

123
世界の子どもの?に答える
30秒でわかる地球

アニータ　ガネリ 三省堂

124 きょうはやきにく いとう みく 講談社

125 かざろう!あそぼう!ほんわかおもちゃ 芳賀 哲 一声社

126 ざしきわらし 柳田 国男 汐文社

127 庭のたからもの 大野 八生 小学館

128 はじめての古事記 竹中 淑子 徳間書店

129 モノのはじまりえほん 荒俣 宏 日本図書センター

130 おめでとうおめでとう 中川 ひろたか 自由国民社

131 フローレンス・ナイチンゲール デミ 光村教育図書



132 もっと恐竜とあそぼう! 黒川 みつひろ 小峰書店

133 うちってやっぱりなんかへん? トーリル　コーヴェ 偕成社

134 恐竜トリケラトプスとカルノタウルス 黒川 みつひろ 小峰書店

135 恐竜トリケラトプスとウミガメのしま 黒川 みつひろ 小峰書店

136 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス 黒川 みつひろ 小峰書店

137 こっそりオムライス きむら ゆういち 世界文化社

138 せつぶんセブン もとした いづみ 世界文化社

139 ぼくの草のなまえ 長尾 玲子 福音館書店

140 わたしだけのものがたり パメラ　ザガレンスキー フレーベル館

141 あさですよよるですよ かこ さとし 福音館書店

142 恐竜とあそぼう! 黒川 みつひろ 小峰書店

143 大正時代のサバイバル 柏葉 比呂樹 朝日新聞出版

144 恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま 黒川 みつひろ 小峰書店

145 妖怪アパートの幽雅な日常　8 香月 日輪 講談社

146
世界の子どもの?に答える
30秒でわかる宇宙

クライブ　ギフォード 三省堂

147 ハムスターのすてきなお仕事 あんびる やすこ 岩崎書店

148 おうちピクニック きむら ゆういち 世界文化社

149 えらいこっちゃのようちえん かさい まり アリス館

150 ジュニア空想科学読本　1 柳田 理科雄 KADOKAWA

151 ジュニア空想科学読本　2 柳田 理科雄 KADOKAWA

152 ジュニア空想科学読本　3 柳田 理科雄 KADOKAWA



153 ジュニア空想科学読本　4 柳田 理科雄 KADOKAWA

154 ジュニア空想科学読本　5 柳田 理科雄 KADOKAWA

155 ジュニア空想科学読本　6 柳田 理科雄 KADOKAWA

156 ジュニア空想科学読本　7 柳田 理科雄 KADOKAWA

157 ジュニア空想科学読本　8 柳田 理科雄 KADOKAWA

158 ジュニア空想科学読本　9 柳田 理科雄 KADOKAWA

159 実験対決　1 洪 鐘賢 朝日新聞出版

160 実験対決　2 洪 鐘賢 朝日新聞出版

161 実験対決　3 洪 鐘賢 朝日新聞出版

162 実験対決　4 洪 鐘賢 朝日新聞出版

163 実験対決　5 洪 鐘賢 朝日新聞出版

164 実験対決　6 洪 鐘賢 朝日新聞出版

165 実験対決　7 洪 鐘賢 朝日新聞出版

166 実験対決　8 洪 鐘賢 朝日新聞出版

167 実験対決　9 洪 鐘賢 朝日新聞出版

168 実験対決　10 洪 鐘賢 朝日新聞出版

169 実験対決　11 洪 鐘賢 朝日新聞出版

170 実験対決　12 洪 鐘賢 朝日新聞出版

171 実験対決　13 洪 鐘賢 朝日新聞出版

172 実験対決　14 洪 鐘賢 朝日新聞出版

173 実験対決　15 洪 鐘賢 朝日新聞出版



174 実験対決　16 洪 鐘賢 朝日新聞出版

175 実験対決　17 洪 鐘賢 朝日新聞出版

176 実験対決　18 洪 鐘賢 朝日新聞出版

177 実験対決　19 洪 鐘賢 朝日新聞出版

178 実験対決　20 洪 鐘賢 朝日新聞出版

179 実験対決　21 洪 鐘賢 朝日新聞出版

180 実験対決　22 洪 鐘賢 朝日新聞出版

181 実験対決　23 洪 鐘賢 朝日新聞出版

182 実験対決　24 洪 鐘賢 朝日新聞出版

183 宮沢賢治童話全集　1 宮沢 賢治 岩崎書店

184 宮沢賢治童話全集　2 宮沢 賢治 岩崎書店

185 宮沢賢治童話全集　3 宮沢 賢治 岩崎書店

186 宮沢賢治童話全集　4 宮沢 賢治 岩崎書店

187 宮沢賢治童話全集　5 宮沢 賢治 岩崎書店

188 宮沢賢治童話全集　6 宮沢 賢治 岩崎書店

189 宮沢賢治童話全集　7 宮沢 賢治 岩崎書店

190 宮沢賢治童話全集　8 宮沢 賢治 岩崎書店

191 宮沢賢治童話全集　9 宮沢 賢治 岩崎書店

192 宮沢賢治童話全集　10 宮沢 賢治 岩崎書店

193 宮沢賢治童話全集　11 宮沢 賢治 岩崎書店

194 宮沢賢治童話全集　12 宮沢 賢治 岩崎書店



資料名 著者名 出版者

195 オ‐ル讀物　2017年2月号 文藝春秋

196 現代農業　2017年3月号 農山漁村文化協会

197 ＥＳＳＥ　2017年3月号 （株）扶桑社

198 趣味の園芸　2017年2月号 日本放送出版協会

199 趣味の園芸　2017年3月号 日本放送出版協会

200 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年2月9日（920） 文藝春秋

201 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年2月23日（921） 文藝春秋

202 きょうの料理　2017年3月号 日本放送出版協会

203 ゴルフダイジェスト　2017年4月号 ゴルフダイジェスト社

204 ＭＯＲＥ　2017年3月号 集英社

205 婦人公論　'2017年2月号 中央公論社

206 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2017年3月号 ベネッセコーポレーション

207 壮快　2017年4月号 マキノ

資料名 著者名 出版者

1 私と介護 島田 洋七 新日本出版社

2 下り坂をそろそろと下る 平田 オリザ 講談社

3 白い衝動 呉 勝浩 講談社

4 三鬼 宮部 みゆき 日本経済新聞出版社

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌

所蔵館：菱刈図書館　 資料区分  ：一般



5 ぼぎわんが、来る 澤村 伊智 KADOKAWA

6 無貌の神 恒川 光太郎 KADOKAWA

7 日本の美しい小学校 山崎 鯛介 エクスナレッジ

8 銀の猫 朝井 まかて 文藝春秋

9 稀代の本屋 蔦屋重三郎 増田 晶文 草思社

10 女子DIYの教科書 tukuriba 講談社

11 アルミホイル超楽レシピ 浅野 曜子(レシピ監修) 日東書院本社

12 暮らしをつむぐ 坂井 より子 技術評論社

13 白洲正子のおしゃれ 白洲 正子 新潮社

14 錯迷 堂場 瞬一 小学館

15 CHOCOLATE BAKE ムラヨシ マサユキ 主婦と生活社

16 るるぶ宮崎高千穂　'17 JTBパブリッシング

17 日本の不思議な建物101 加藤 純 エクスナレッジ

18 花咲小路三丁目のナイト 小路 幸也 ポプラ社

19 青春の門　第８部[上] 五木 寛之 講談社

20 不時着する流星たち 小川 洋子 KADOKAWA

21 ずうのめ人形 澤村 伊智 KADOKAWA

22 消しゴムはんこ2000図案 江口 春畝 日貿出版社

23 かわいい浮世絵 日野原 健司 東京美術

24 心の嵐を青空に 美輪 明宏 家の光協会

25 82歳。明日は今日より幸せ 金 美齢 幻冬舎



26 主菜別献立がすぐ決まる副菜レシピ帖 堤 人美 家の光協会

27 狩人の悪夢 有栖川 有栖 KADOKAWA

28 天然おくすり 池田 明子 学研プラス

29 東京クルージング 伊集院 静 KADOKAWA

30 医者に「歩きなさい」と言われたら読む本 青山 剛 池田書店

31 かわいい消しゴムはんこ mogerin 朝日新聞出版

32 「守り人」のすべて 上橋 菜穂子 偕成社

33 スーパーフードの教科書 生活の木 マイナビ出版

34 本の時間を届けます 篠賀 典子 洋泉社

35 刀の日本史 加来 耕三 講談社

36 核の戦後史 木村 朗 創元社

37 マンガでわかる!高齢者詐欺対策マニュアル 西田 公昭
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

38 ギリシア人の物語　2 塩野 七生 新潮社

39 白村江 荒山 徹 PHP研究所

40 静かな雨 宮下 奈都 文藝春秋

41 青春の門　第８部[下] 五木 寛之 講談社

42 人生の終いじたく まさかの、延長戦!? 中村 メイコ 青春出版社

43 再発!それでもわたしは山に登る 田部井 淳子 文藝春秋

44 震度7の生存確率 仲西 宏之 幻冬舎

45 地方創生大全 木下 斉 東洋経済新報社

46 歴史に学ぶ自己再生の理論 加来 耕三 論創社



47 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク エクスナレッジ

48 クリスマスローズ 野々口 稔 NHK出版

49 コチョウラン 富山 昌克 NHK出版

50
子どもといく東京ディズニーリゾートナビ
ガイド　2017-2018

講談社

51 知識ゼロからの謝り方入門 山口 明雄 幻冬舎

52
60歳からの筋力づくり体にホントにいい
のはどっち?

周東 寛 コスモ21

53 伝えることから始めよう 高田 明 東洋経済新報社

54
仕事のミスが激減する
「手帳」「メモ」「ノート」術

鈴木 真理子 明日香出版社

55 PTAがやっぱりコワい人のための本 大塚 玲子 太郎次郎社エディタス

56 薬のやめどき 長尾 和宏 ブックマン社

57 こころの匙加減 高橋 幸枝 飛鳥新社

58 失われた地図 恩田 陸 KADOKAWA

59 コバルト文庫で辿る少女小説変遷史 嵯峨 景子 彩流社

60 世界の国々と祝日 本村 凌二 理論社

61 どうぶつの描き方100 リー　J.エイムズ グラフィック社

62 実家&家族の大問題 日経BP社

63 鹿児島　'17-'18 昭文社

64 誰が書いても美しく見える字手紙入門 戸松 葉美 主婦の友社

65
簡単!住まいのDIYマニュアル
 壁塗り<珪藻土・漆喰>

スタジオタック
クリエイティブ

66 TBS世界遺産ベスト101 JTBパブリッシング

67 本当に正しい鳥獣害対策Q&A 江口 祐輔 誠文堂新光社



68 ウルトラ図解歯周病 渡辺 久 法研

69 見た目の9割は髪で決まる 稲垣 俊彦 幻冬舎

70 子どものうつ病 長尾 圭造 明石書店

71 おはなしのろうそく　31 東京子ども図書館 東京子ども図書館

72 しんせかい 山下 澄人 新潮社

73 本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 小学館

74 年代で見る日本の地質と地形 高木 秀雄 誠文堂新光社

75 藤田浩子のあやとりでおはなし 藤田 浩子 一声社

76 テロリストの処方 久坂部 羊 集英社

77 雪つもりし朝 植松 三十里 KADOKAWA

78 スポーツボランティア読本 二宮 雅也 悠光堂

79 そういう生き物 春見 朔子 集英社

80
語彙力がないまま
社会人になってしまった人へ

山口 謠司 ワニブックス

81 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎 園子 自由国民社

82 困った!どうする?店長2万人のクレーム解決術外食相談研究会 日経BP社

83 東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江 朗 原書房

84 プレミアムな和サンド ムラヨシ マサユキ 文化学園文化出版局

85 しんさいニート カトー コーキ イースト・プレス

86 下剋上受験 桜井 信一 産経新聞出版

87 捨てる 大崎 梢 文藝春秋

88 合理的にあり得ない 柚月 裕子 講談社



89 月のぶどう 寺地 はるな ポプラ社

90 本バスめぐりん。 大崎 梢 東京創元社

91 私のごひいき 高峰 秀子 河出書房新社

92 ときめく文房具図鑑 山崎 真由子 山と溪谷社

93 北朝鮮入門 礒崎 敦仁 東洋経済新報社

94 地方自治と図書館 片山 善博 勁草書房

95 YAHOO!JAPAN全仕事 実業之日本社 実業之日本社

96 バラ 鈴木 満男 NHK出版

97 おひとりさまの介護はじめ55話 中澤 まゆみ 築地書館

98
「聞き方」を変えれば
あなたの仕事はうまくいく

上阪 徹 文響社

99 翼がなくても 中山 七里 双葉社

100 お師匠さま、整いました! 泉 ゆたか 講談社

101
発達障害の僕が
輝ける場所をみつけられた理由

栗原 類 KADOKAWA

102
10秒顔さすりで
老眼、近視、緑内障はよくなる

内田 輝和 主婦の友インフォス

103 公方様のお通り抜け 西山 ガラシャ 日本経済新聞出版社

104 四季をいつくしむ花の活け方 谷 匡子 誠文堂新光社

105 茨木のり子の献立帖 茨木 のり子 平凡社

106 フィリピンを知るための64章 大野 拓司 明石書店

107 謀略!大坂城 加来 耕三 さくら舎

108 部活弁当 山口 美佐 地球丸

109 マジカル・ヒストリー・ツアー 門井 慶喜 幻戯書房



110 眩(くらら) 朝井 まかて 新潮社

111 猫の日本史 桐野 作人 洋泉社

112 一〇一教室 似鳥 鶏 河出書房新社

113 がん消滅の罠 岩木 一麻 宝島社

114 ショコラ ジェラール　ノワリエル 集英社インターナショナル

資料名 著者名 出版者

115 伝記世界を変えた人々　5 偕成社

116
原発に反対しながら研究をつづける
小出裕章さんのおはなし

野村 保子 クレヨンハウス

117 5分後に意外な結末  4 学研プラス

118
時代背景から考える
日本の6つのオリンピック  3

稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社

119
時代背景から考える
日本の6つのオリンピック  2

稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社

120 銀杏堂 橘 春香 偕成社

121
調べてみよう都道府県の特産品
調味料編

都道府県の特産品編集室 理論社

122 5分後に意外な結末　5 学研プラス

123
池上彰のみんなで考えよう
18歳からの選挙　4

池上 彰 文溪堂

124
池上彰のみんなで考えよう
18歳からの選挙　3

池上 彰 文溪堂

125 地野菜/伝統野菜 堀 知佐子 丸善出版

126 いきものかいかた図鑑 浅井 ミノル 岩崎書店

127 おおきなねことちいさなねこ 石黒 亜矢子 好学社

128
時代背景から考える
日本の6つのオリンピック　１

稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



129 えらいこっちゃのようちえん かさい まり アリス館

130 ざしきわらし 柳田 国男 汐文社

131 ゴッホ フカキ ショウコ ポプラ社

132 しぜんかんさつずかん　　夏 おくやま ひさし ポプラ社

133 しぜんかんさつずかん　　春 おくやま ひさし ポプラ社

134 1年まるごときょうはなんの日?10月～12月
「1年まるごと きょうはな
んの日?」　編集委員会

文研出版

135
1年まるごときょうはなんの日?
国民の祝日

「1年まるごと きょうはな
んの日?」　編集委員会

文研出版

136 5分後に意外な結末 学研プラス

137 十二夜
ウィリアム　シェイクス
ピア

あすなろ書房

138 わたしのまちが「日本一」事典 青山 やすし PHP研究所

139 すなばばば 鈴木 のりたけ PHP研究所

140 フローレンス・ナイチンゲール デミ 光村教育図書

141 クマですが、イヌです ダイアン　フォックス 光村教育図書

142 しぜんかんさつずかん　　冬 おくやま ひさし ポプラ社

143 しぜんかんさつずかん　　秋 おくやま ひさし ポプラ社

144 いじめから脱出しよう! 玉聞 伸啓 小学館

145 ぼくの家はかえで荘 小林 美津江 埼玉福祉会

146 ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズ 福音館書店

147 きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ 鈴木出版

148 すきになったら ヒグチ ユウコ ブロンズ新社

149 みずたまり 殿内 真帆 フレーベル館



150 まめまめくん デヴィッド　カリ あすなろ書房

151
あいすくりーむにありをのせたら
あいうえお

accototo イースト・プレス

152 はじめてのなぜなにふしぎえほん てづか あけみ パイインターナショナル

153
がっこうたんけんしょう
がっこうだいずかん

WILLこども知育研究所 金の星社

154 うちってやっぱりなんかへん? トーリル　コーヴェ 偕成社

155 オルゴールのくるくるちゃん こみね ゆら 講談社

156 江戸のお店屋さん　その3 藤川 智子 ほるぷ出版

157 やまとあな カイル　ミューバーン ワールドライブラリー

158 イヌとネコのふしぎ101 武内 ゆかり 偕成社

159 原子力災害からいのちを守る科学 小谷 正博 岩波書店

160 おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン　エルキン 大日本図書

161 きょうはやきにく いとう みく 講談社

162 にげたエビフライ 村上 しいこ 講談社

163 夏の夜の夢 ウィリアム　シェイクスピア あすなろ書房

164 マクベス ウィリアム　シェイクスピア あすなろ書房

165 ロミオとジュリエット ウィリアム　シェイクスピア あすなろ書房

166 ハムレット ウィリアム　シェイクスピア あすなろ書房

167 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　6 廣嶋 玲子 偕成社

168 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　5 廣嶋 玲子 偕成社

169 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　4 廣嶋 玲子 偕成社

170 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　3 廣嶋 玲子 偕成社



171 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2 廣嶋 玲子 偕成社

172 あさですよよるですよ かこ さとし 福音館書店

173 あかですよあおですよ かこ さとし 福音館書店

174
池上彰のみんなで考えよう
18歳からの選挙　2

池上 彰 文溪堂

175
池上彰のみんなで考えよう
18歳からの選挙　1

池上 彰 文溪堂

176 ルルとララの手作りSweets春のお菓子 あんびる やすこ 岩崎書店

177 ルルとララの手作りSweets夏のお菓子 あんびる やすこ 岩崎書店

178 ルルとララの手作りSweets秋のお菓子 あんびる やすこ 岩崎書店

179 ルルとララの手作りSweets冬のお菓子 あんびる やすこ 岩崎書店

180 1年まるごときょうはなんの日?1月～3月
「1年まるごと きょうはな
んの日?」　編集委員会

文研出版

181 1年まるごときょうはなんの日?４月～６月
「1年まるごと きょうはな
んの日?」　編集委員会

文研出版

182 1年まるごときょうはなんの日?7月～9月
「1年まるごと きょうはな
んの日?」　編集委員会

文研出版

183 わたしだけのものがたり パメラ　ザガレンスキー フレーベル館

184 あからん 西村 繁男 福音館書店

185 大正時代のサバイバル 柏葉 比呂樹 朝日新聞出版

186 地球儀で探検! 渡辺 一夫 PHP研究所

187 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１ 廣嶋 玲子 偕成社

188 調べてみよう都道府県の特産品　駅弁編 都道府県の特産品編集室 理論社

189 学校で知っておきたい著作権　2 小寺 信良 汐文社

190 肉食の恐竜・古生物図鑑 土屋 健 誠文堂新光社

191 どうなっているの?だんめん図鑑 断面マン 小学館



192 きみに聞いてほしい バラク　オバマ リンダパブリッシャーズ

193 つたえちゃ王 金子 修 桜雲会

194 おいしくたべよう! ラビッツアイ チャイルド本社

195 びょうきにまけない! ラビッツアイ チャイルド本社

196 けがをしない! ラビッツアイ チャイルド本社

197 おかあさんだいすきだよ みやにし たつや 金の星社


