
図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【ア行】

1 課題図書 青いあいつがやってきた！？ 松井　ラフ 文研出版 2020.07

2 絵本 あおい玉あかい玉しろい玉 稲田　和子 童話館出版 2016.03

3 児童図書 青い鳥文庫　レ・ミゼラブル　ああ無常 V　ユーゴー 講談社 2018.06

4 赤毛のアン　上 モンゴメリ 偕成社 2016.03

5 赤毛のアン　下 モンゴメリ 偕成社 2016.03

6 絵本 あかちゃんがやってきた 角野　栄子 福音館書店 2016.03

7 絵本 あかちゃんのうた 松谷みよ子・いわさきちひろ 童心社 2016.03

8 絵本 あかちゃんミニ絵本１　どうぶつ はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

9 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本１　どうぶつ はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

10 絵本 あかちゃんミニ絵本２　のりもの はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

11 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本２　のりもの はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

12 絵本 あかちゃんミニ絵本３　たべもの はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

13 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本３　たべもの はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

14 絵本 あかちゃんミニ絵本４　くだもの　やさい はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

15 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本４　くだもの　やさい はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

16 絵本 あかちゃんミニ絵本５　せいかつ はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

17 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本５　せいかつ はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

18 絵本 あかちゃんミニ絵本６　どうぶつえん はた　こうしろう ポプラ社 2019.05

19 ミニ絵本 あかちゃんミニ絵本６　どうぶつえん はた　こうしろう ポプラ社 2016.03

20 ミニ絵本 あなたのばんよロジャー！ スザンナ・グレッツ 童話館出版 2016.03

21 アナと雪の女王 ウオルト･ディズニー 角川書店 2016.03

22 アナと雪の女王エルサのサプライズ ウオルトディズニー 角川書店 2016.03

23 アナと雪の女王家族の思い出 ウオルトディズニー 講談社 2016.03

24 絵本 アニメ昔話シリーズ１　金たろう 平田　昭吾 永岡書店 2016.12

25 絵本 アニメ昔話シリーズ２　いっすんぼうし 平田　昭吾 永岡書店 2016.03

26 絵本 アニメ昔話シリーズ３　花さかじいさん 平田　昭吾 永岡書店 2017.12

27 絵本 アニメ昔話シリーズ４　こぶとり 平田　昭吾 永岡書店 2017.02

28 絵本 アニメ昔話シリーズ７　うらしまたろう 平田　昭吾 永岡書店 2016.03

29 絵本 アニメ昔話シリーズ８　おむすびころりん 平田　昭吾 永岡書店 2016.06

30 絵本 アニメ昔話シリーズ９　かさじぞう 平田　昭吾 永岡書店 2016.11

31 絵本 雨やどりはすべり台の下で 岡田　淳 偕成社 2016.03

32 絵本 あめのひのえんそく 間瀬　なおかた ひさかたチャイルド 2016.03

33 あやとりひめ 森山　京 理論社 2016.03

34 絵本 アランの歯はでっかいぞこわ-いぞ ジャーヴィス ＢＬ出版 2016.03

35 絵本 ありがとう いもとようこ 至光社 2018.11

36 絵本 あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ ポプラ社 2016.03

37 絵本 いいおかお 松谷　みよ子 童心社 2016.03

38 絵本 イーヨーのたんじょうび（プーさんえほん４） AAミルン 岩波書店 2016.03

39 絵本 １日10分でせかいちをおぼえるえほん あきやま　けぜさぶろう 講談社 2016.03
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【ア行】

40 絵本 いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム あかね書房 2016.03

41 絵本 いないいないばあ 松谷　みよ子 童心社 2016.03

42 絵本 いまなんじ やました　はるお あかね書房 2016.03

43 絵本 ウォーリーをさがせたからさがしブック マーティンハンドフォード フレーベル館 2016.03

44 絵本 うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子 小峰書店 2016.03

45 絵本 うさぎのチッチ ケス・グレイ ＢＰ出版 2016.03

46 絵本 うずらちゃんのかくれんぼ きもと　ももこ 福音館書店 2016.03

47 絵本 海(福音館の科学シリーズ) 加古　里子 福音館 2019.07

48 絵本 うみの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 2019.09

49 絵本 うらしまたろう 時田　史郎 福音館書店 2016.03

50 絵本 うわさのズッコケ株式会社 那須　正幹 ポプラ社 2016.03

51 絵本 うんちくんとうんちくじいさん 齊藤　雄基 幻冬舎エデュケーション 2016.03

52 絵本 ＡＢＣのえほん サイモン・バシャー 玉川大学出版部 2016.03

53 絵本 えがないえほん B・J・ノヴァク 早川書房 2016.03

54 絵本 １歳のえほん百科 榊原　洋一 講談社 2019.03

55 絵本 ２歳のえほん百科 榊原　洋一 講談社 2019.03

56 絵本 ３歳のえほん百科 榊原　洋一 講談社 2019.03

57 絵本 えんぴつびな 長崎　源之助 金の星社 2016.03

58 絵本 おおきくなるっていうことは 中川　ひろたか 童心社 2016.03

59 絵本 おおきなかぶ トルストイ 福音館書店 2016.03

60 絵本 大どろぼうホッツェンプロップ プロイスラー 偕成社 2016.03

61 絵本 オコジョのすむ谷 増田　戻樹 あかね書房 2016.03

62 絵本 おこりたくなったらやってみて！ ｵｰﾚﾘｰ･ｼｱﾝ･ｼｮｳ･ｼｰﾇ 主婦の友社 2020.06

63 おしいれのぼうけん ふるたたるひ・たばたせいいち 童心社 2016.03

64 図鑑 おしごとキャラクター図鑑 2016.03

65 絵本 おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 2016.03

66 ※おしりたんてい カレーなるじけん トロル ポプラ社 2019.06

67 ※おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル ポプラ社 2019.05

68 ※おしりたんてい　ラッキーキャットはだれのてに！ トロル ポプラ社 2019.09

69 絵本 おそろいパンツ 今井　弓子 岩崎書店 2016.03

70 絵本 おつきさま やすい　すえこ フレーベル館 2016.03

71 おとうふ百ちょうあぶらげ百枚 三田村　信行 あかね書房 2016.03

72 絵本 おどります 高畠　純 絵本館 2016.03

73 絵本 おにはうちふくはそと 西本　鶏介 ひさかたチャイルド 2016.03

74 絵本 おばあちゃんすごい！ 中川　ひろたか 童心社 2016.03

75 絵本 おばあちゃんのビアホールはこわいよ 松谷　みよ子 ポプラ社 2016.05

76 絵本 おばあちゃんのひなまつり 計良　ふきこ ひさかたチャイルド 2016.05

77 絵本 おばけのもり 金成　泰三 岩崎書店 2016.05

78 絵本 おはなしファンファン　ラビちゃんこうえんにいく なかえ　よしを Gakken 2018.10

2/18
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【ア行】

79 絵本 あはなしファンファン　まほうつかいラビちゃん　ラビちゃんサーカスへ行く なかえ　よしを Gakken 2018.10

80 絵本 おはよう なかがわ　えりこ グランまま社 2016.05

81 絵本 おふろだいすき 松岡　享子 福音館書店 2016.05

82 絵本 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷　みよ子 童心社 2016.05

83 絵本 おへそのあな 長谷川　義史 ＢＬ出版 2016.06

84 絵本 おべんとうバス 真珠　まりこ ひさかたチャイルド 2020.03

85 絵本 おむすびころりん 與田　準一 偕成社 2016.06

86 絵本 オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 国土社 2016.06

87 絵本 おもちのきもち かがくい　ひろし 講談社 2016.06

88 おやすみ、ロジャー カール=ヨハン・エリーン 飛鳥新社 2016.06

89 絵本 ＯＲＡＮＩ ＣＬＡＩＲＥ Ａ． NIVOLA ＦＳＧ 2016.03

90 絵本 おれはティラノサウルスだ 宮西　達也 ポプラ社 2016.06

91 絵本 おれはなにわのライオンや さねとう　あきら 文溪堂 2016.06

92 絵本 オレンジいろのペンギン 葉　祥明 佼成出版社 2016.06

【カ行】

93 ※かいけつゾロリのおばけ大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 2019.07

94 きえた！？かいけつゾロリ 原　ゆたか ポプラ社 2016.11

95 かいけつゾロリつかまる 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

96 かいけつゾロリとなぞのひこうき 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

97 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

98 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

99 かいけつゾロリの大金もち 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

100 かいけつゾロリのきょうふのサッカー 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

101 かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

102 かいけつゾロリのクイズ王 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

103 かいけつゾロリの大まじんをさがせ‼ 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

104 かいけつゾロリのちていたんけん 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

105 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 2016.07

106 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原　ゆたか ポプラ社 2016.08

107 かいけつゾロリのなぞのスパイと100本のバラ 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

108 かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

109 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

110 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

111 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

112 ※かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原　ゆたか ポプラ社 2020.09

113 ※かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原　ゆたか ポプラ社 2020.09

114 かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

115 かいけつゾロリロボット大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 2016.09

116 絵本 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房 2016.09
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【カ行】

117 児童文庫 偕成社文庫　銀河鉄道の夜 宮澤　賢治 偕成社 2016.12

118 児童文庫 偕成社文庫　シャーロックホームズの冒険　上 コナン　ドイル 偕成社 2017.03

119 児童文庫 偕成社文庫　シャーロックホームズの冒険　中 コナン　ドイル 偕成社 2017.03

120 児童文庫 偕成社文庫　シャーロックホームズの冒険　下 コナン　ドイル 偕成社 2017.03

121 児童文庫 偕成社文庫　セロ弾きのゴーシュ 宮澤　賢治 偕成社 2017.03

122 児童文庫 偕成社文庫　なんだかへんて子 山中　恒 偕成社文庫 2017.07

123 ※学習まんが日本の歴史1　日本の誕生 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

124 ※学習まんが日本の歴史2　飛鳥の朝廷 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

125 ※学習まんが日本の歴史3　奈良の都 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

126 ※学習まんが日本の歴史4　平安京の人びと 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

127 ※学習まんが日本の歴史5　貴族のさかえ 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

128 ※学習まんが日本の歴史6　源平の戦い 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

129 ※学習まんが日本の歴史7　鎌倉幕府の成立 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

130 ※学習まんが日本の歴史8　南朝と北朝 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

131 ※学習まんが日本の歴史9　立ちあがる民衆 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

132 ※学習まんが日本の歴史10　戦国大名の争い 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

133 ※学習まんが日本の歴史11　天下の統一 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

134 ※学習まんが日本の歴史12　江田幕府ひらく 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

135 ※学習まんが日本の歴史13　士農工商 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

136 ※学習まんが日本の歴史14　幕府の改革 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

137 ※学習まんが日本の歴史15　ゆきづまる幕府 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

138 ※学習まんが日本の歴史16　幕末の風雲 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

139 ※学習まんが日本の歴史17　明治維新 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

140 ※学習まんが日本の歴史18　近代国家の発展 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

141 ※学習まんが日本の歴史19　戦争への道 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

142 ※学習まんが日本の歴史20　アジアと太平洋の戦い 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

143 ※学習まんが日本の歴史21　現代の日本 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

144 ※学習まんが日本の歴史22　平成の30年 解説　金谷　俊一郎 小学館 2020.02

145 ※学習まんが日本の歴史別冊1　人物事典 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

146 ※学習まんが日本の歴史別冊2　史跡・資料館辞典 監修　児玉　幸多 小学館 2020.02

147 絵本 ガスパールびょういんへいく アン・グットマン ブロンズ新社 2016.11

148 絵本 かぜのでんしゃにのって やすい　すえこ 絵本塾出版 2016.11

149 課題図書 風を切って走りたい！夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋　うらら 金の星社 2020.07

150 絵本 数え方の絵本 高野　紀子 あすなろ書房 2016.11

151 絵本 ガタガタふるえるゆうれい話 小暮　正夫 岩崎書店 2016.11

152 絵本 かたちパズルえほん こどもちゃれんじ ベネッセ 2016.11

153 絵本 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 福音館書店 2016.11

154 学校では教えてくれない大切なこと①整理整頓 入江　久絵 旺文社 2018.03

155 学校では教えてくれない大切なこと②友だち関係　自分と仲良く 藤　美沖 旺文社 2018.03
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【カ行】

156 学校では教えてくれない大切なこと③お金のこと 関　和之 旺文社 2018.03

157 学校では教えてくれない大切なこと④ステキになりたい オオノ　マサフミ 旺文社 2018.03

158 学校では教えてくれない大切なこと⑤カッコよくなりたい はかまた０２ 旺文社 2018.03

159 学校では教えてくれない大切なこと⑥友だち関係　気持ちの伝え方 藤　美沖 旺文社 2018.03

160 学校では教えてくれない大切なこと⑦物の流れ 関　和之 旺文社 2018.03

161 学校では教えてくれない大切なこと⑧時間の使い方 入江　久絵 旺文社 2018.03

162 学校では教えてくれない大切なこと⑨ルールとマナー 関　和之 旺文社 2018.03

163 学校では教えてくれない大切なこと➉身近な危険　防災と防犯 オオタ　ヤスシ 旺文社 2018.03

164 学校では教えてくれない大切なこと⑪友だち関係　考え方のちがい 藤　美沖 旺文社 2018.03

165 学校では教えてくれない大切なこと⑫ネットのルール 関　和之 旺文社 2018.03

166 学校では教えてくれない大切なこと⑬勉強が好きになる 藤　美沖 旺文社 2018.03

167 学校では教えてくれない大切なこと⑭自信の育て方 藤　美沖 旺文社 2018.03

168 学校では教えてくれない大切なこと⑮数字に強くなる 関　和之 旺文社 2018.03

169 学校では教えてくれない大切なこと⑯考える力の育て方 オオタ　ヤスシ 旺文社 2018.03

170 学校では教えてくれない大切なこと⑰夢のかなえ方 関　和之 旺文社 2018.03

171 学校では教えてくれない大切なこと⑱からだと心 松本　麻希 旺文社 2018.03

172 学校では教えてくれない大切なこと⑲楽しくお手伝い 松本　麻希 旺文社 2018.03

173 学校では教えてくれない大切なこと⑳英語が好きになる 関　和之 旺文社 2018.03

174 学校では教えてくれない大切なこと(21)感性の育て方　センスをみがく 入江　久絵 旺文社 2018.03

175 学校では教えてくれない大切なこと(22)本が好きになる さやま　しょうこ 旺文社 2018.07

176 学校では教えてくれない大切なこと(23)文章がうまくなる 竹内　元樹 旺文社 2019.11

177 学校では教えてくれない大切なこと(24)言葉の力 オセキ　イサム 旺文社 2019.12

178 学校では教えてくれない大切なこと(26)研究って楽しい 関　和之 旺文社 2019.09

179 学校では教えてくれない大切なこと(27)発表がうまくなる 室木　おすし 旺文社 2019.09

180 がっこうだってどきどきしてる【1・2年生】 アダム・レックス WAVE出版 2018.06

181 学校では教えてくれない大切なこと(25)プログラミングって何？ 関　和之 旺文社 2020.01

182 学校では教えてくれない大切なこと(28)日本のこと 森崎　達也 旺文社 2020.03

183 学校では教えてくれない大切なこと(29)AIって何だろう？ 関　和之 旺文社 2020.03

184 学校では教えてくれない大切なこと(31)地球ってすごい 内山　嘉子 旺文社 2020.09

185 学校では教えてくれない大切なこと(32)災害を知る 竹内　元樹 旺文社 2020.09

186 児童文庫 角川つばさ文庫　君の名は。 宗田　理 角川つばさ文庫 2016.03

187 児童文庫 角川つばさ文庫　ドリトル先生の動物園 宗田　理 角川つばさ文庫 2016.03

188 児童文庫 角川つばさ文庫　ぼくらのデスゲーム 宗田　理 角川つばさ文庫 2018.06

189 絵本 かぶさんとんだ 五味　太郎 福音館書店 2016.11

190 絵本 かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ こぐま社 2016.11

191 課題図書 かみさまにあいたい 当原珠樹・酒井以 ポプラ社 2019.07

192 紙芝居 【かみしばい】あめこんこん 松谷　みよ子 童心社 2016.03

193 紙芝居 【かみしばい】おだんごころころ 坪田　譲治 童心社 2016.03

194 紙芝居 【かみしばい】お月さまいくつ 稲庭　桂子 童心社 2016.03
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【カ行】

195 紙芝居 【かみしばい】こねこのしろちゃん 堀尾　青史 童心社 2016.03

196 紙芝居 【かみしばい】これはりんご 中川　ひろたか 童心社 2016.03

197 紙芝居 【かみしばい】たまごがころべば 中川　ひろたか 童心社 2016.03

198 紙芝居 【かみしばい】てぶくろ ウクライナ民話 童心社 2016.03

199 紙芝居 【かみしばい】ひよこちゃん チュコフスキー 童心社 2016.03

200 紙芝居 【かみしばい】よいしょよいしょ まつい　のりこ 童心社 2016.03

201 紙芝居 【かみしばい】ワンワンワン とよた　かずひこ 童心社 2016.03

202 絵本 からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 2016.11

203 絵本 カンガとルー森にくる（プーさんえほん５） AAミルン 岩波書店 2016.11

204 絵本 きかんしゃトーマスキャラクターコレクション ウイルバート・オードリー ポプラ社 2019.03

205 課題図書 季節のこちそう　ハチごはん 横塚　眞己人 ホルプ出版 2019.07

206 絵本 きつねとぶどう 坪田　譲治 金の星社 2016.11

207 木のすきなケイトさん H　・　J　ホプキンス ＢＬ出版 2016.11

208 きみ、なにがすき？【1・2年生】 はせがわ　さとみ あかね書房 2018.06

209 君たちはどう生きるか：漫画 吉野　源三郎 マガジンハウス 2017.12

210 児童文庫 君の名は 新海　誠 角川つばさ文庫 2016.03

211 絵本 ９９９ひきのきょうだい 木村　研 ひさかたチャイルド 2016.03

212 絵本 きょうはなんのひ？ 瀬田　貞二 福音館書店 2016.12

213 絵本 きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス 金の星社 2016.12

214 霧のなかの白い犬 アン・ブース あかね書房 2016.12

215 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子 講談社 2016.12

216 絵本 きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店 2016.12

217 絵本 グスコーブドリの伝記 宮澤　賢治 理論社 2016.12

218 絵本 くっついた 五味　太郎 こぐま社 2016.12

219 クニマスは生きていた！【5・6年生】 池田　まき子 汐文社 2018.06

220 図鑑 くふうの図鑑 小学館 2016.12

221 絵本 くまとやまねこ 湯本　香樹実 河出書房新社 2016.12

222 絵本 くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス こぐま社 2016.12

223 絵本 クマのパディントン マイケル・ボンド 理論社 2016.12

224 絵本 くまのプーさん ディズニー・アニメブックス 講談社 2016.12

225 絵本 ぐりとぐら なかがわえりこ・おおむらゆりこ 福音館書店 2016.12

226 絵本 ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店 2016.12

227 絵本 ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店 2016.12

228 絵本 ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店 2016.12

229 絵本 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店 2016.12

230 絵本 ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 2016.12

231 絵本 くれよんのくろくん なかや　みわ 童心社 2016.12

232 絵本 くろくんたちとおえかきえんそく なかや　みわ 童心社 2016.12

233 絵本 くろくんとなぞのおばけ 2016.12
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【カ行】

234 くろねこのどん 岡野　かおる子 理論社 2016.12

235 絵本 こぐまちゃんおはよう わかやま けん こぐま社 2016.12

236 絵本 こぐまちゃんのみずあそび わかやま けん こぐま社 2016.12

237 ここで土になる 大西　暢夫 アリス館 2016.12

238 課題図書 心ってどこにあるのでしょう？ こんのひとみ・いもとようこ 金の星社 2019.07

239 心やさしく賢い子に育つみじかいおはなし 小学館 2016.12

240 ゴッホの絵本 結城　昌子 小学館 2016.12

241 図鑑 こどもおしごとキャラクター図鑑 給料BANK 宝島社 2017.02

242 絵本 こどものとも　あめのひのディーゼルカー のさか　ゆうさく 福音館書店 2016.03

243 絵本 こどものとも　おむかえ 吉岡　さやか 福音館書店 2016.06

244 絵本 こどものとも　ガラシとクルピラ 陣内　すま 福音館書店 2016.11

245 絵本 こどものとも　きりんいす 岡井　美穂 福音館書店 2016.12

246 絵本 こどものとも　ぐぎがさんとふへほさん 岸田　衿子 福音館書店 2016.12

247 絵本 こどものとも　じかきむしのぶん 松竹　いね子 福音館書店 2017.03

248 絵本 こどものとも　またあした ぱく　きょんみ 福音館書店 2018.06

249 こども六法 山崎　聡一郎 光文堂 2019.11

250 絵本 こども論語 齋藤　孝 草思社 2017.02

251 絵本 ※５ひきのすてきなねずみ　おんがくかいのよる たしろ　ちさと ホルプ出版 2019.11

252 絵本 こびととくつや 平田　昭吾 永岡書店 2017.02

253 絵本 コブタの気持ちもわかってよ 小泉　吉宏 ベネッセ 2017.02

254 課題図書 子ぶたのトリュフ ﾍﾚﾝ･ﾋﾟｰﾀｰｽ　ｴﾘｰ･ｽﾉｰﾄﾞﾝ さ・ら・え書房 2019.07

255 絵本 こぶたのほいくえん なかがわ　りえこ 福音館書店 2017.02

256 コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 佼成出版社 2017.02

257 絵本 ころべばいいのい ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2019.08

258 絵本 ころりん・ぱ！ ひらぎみつえ ホルプ出版 2020.03

259 転んでも、大丈夫 臼井　不美男 ポプラ社 2017.02

260 絵本 昆虫とあそぼう とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室 2017.02

【サ行】

261 最後のオオカミ【3.4年生】 マイケル・モパーゴ 文研出版 2018.06

262 さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース 株式会社岩波書店 2017.02

263 絵本 さつまのおいも 中川　ひろたか 童心社 2017.02

264 科学漫画 アマゾンのサバイバル 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06

265 科学漫画 ※アレルギーのサバイバル１ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.06

266 科学漫画 ※アレルギーのサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.06

267 科学漫画 異常気象のサバイバル① 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06

268 科学漫画 異常気象のサバイバル② 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06

269 科学漫画 異常気象のサバイバル② 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06

270 科学漫画 宇宙のサバイバル　① 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.03

271 科学漫画 宇宙のサバイバル　②ソユーズ宇宙船編 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06
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【サ行】

272 科学漫画 宇宙のサバイバル　③国際宇宙ステーション編 洪在　徹 朝日新聞出版 2017.06

273 科学漫画 ※ＡＩのサバイバル① ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.04

274 科学漫画 ※ＡＩのサバイバル② ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.04

275 科学漫画 エネルギー危機のサバイバル② 金　政郁 朝日新聞出版 2019.02

276 科学漫画 恐竜世界のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2016.09

277 科学漫画 ※ゴミの島のサバイバル ゴムドリCO 朝日新聞出版 2020.04

278 科学漫画 昆虫世界のサバイバル① 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

279 科学漫画 昆虫世界のサバイバル② 洪　在徹 朝日新聞出版 2018.10

280 科学漫画 昆虫世界のサバイバル③ 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

281 科学漫画 砂漠のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

282 科学漫画 サバンナのサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.03

283 科学漫画 地震のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.03

284 科学漫画 ジャングルのサバイバル ① 洪　在徹 朝日新聞出版 2018.01

285 科学漫画 ジャングルのサバイバル ② 洪　在徹 朝日新聞出版 2018.01

286 科学漫画 ジャングルのサバイバル ③ 洪　在徹 朝日新聞出版 2018.01

287 科学漫画 植物世界のサバイバル ① スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2018.01

288 科学漫画 植物世界のサバイバル ② スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2018.01

289 科学漫画 深海のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

290 科学漫画 ※新型ウィルスのサバイバル１ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2020.05

291 科学漫画 ※新型ウィルスのサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2020.06

292 科学漫画 人体のサバイバル① 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

293 科学漫画 ※人体のサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.08

294 科学漫画 ※人体のサバイバル３ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.08

295 科学漫画 台風のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

296 科学漫画 地中世界のサバイバル ① スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2018.01

297 科学漫画 地中世界のサバイバル ② スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2018.01

298 科学漫画 鳥のサバイバル① 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

299 科学漫画 ※鳥のサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.09

300 科学漫画 南極のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

301 科学漫画 ※飛行機のサバイバル１ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019.12

302 科学漫画 ※飛行機のサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2020.01

303 科学漫画 水不足のサバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2018.01

304 科学漫画 ５分間のサバイバル３年生 チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.04

305 科学漫画 ５分間のサバイバル４年生 チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.04

306 歴史漫画 ※★縄文世界へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2020.04

307 歴史漫画 弥生時代のサバイバル 洪　在徹 朝日新聞出版 2017.06

308 歴史漫画 ※古墳時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.07

309 歴史漫画 ※飛鳥時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.10

310 歴史漫画 ※奈良時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.11
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【サ行】

311 歴史漫画 ※平安時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.12

312 歴史漫画 ※鎌倉時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2020.01

313 歴史漫画 ※室町時代へのタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2020.02

314 歴史漫画 戦国時代へタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 2019.02

315 歴史漫画 江戸時代へタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 2019.02

316 歴史漫画 ※★江戸の町へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2020.04

317 歴史漫画 幕末へタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 2019.02

318 歴史漫画 明治時代へタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 2019.02

319 歴史漫画 大正時代へタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 2019.02

320 歴史漫画 ※戦後へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019.05

321 絵本 さよならさんかく わかやま　けん こぐま社 2017.02

322 ざんねんないきもの事典 今泉　忠明 高橋書店 2019.02

323 ※続 ざんねんないきもの事典 今泉　忠明 高橋書店 2019.06

324 ※続々ざんねんないきもの事典 今泉　忠明 高橋書店 2019.05

325 ※おもしろい進化のふしぎ　もっと残念ないきもの事典 今泉　忠明 高橋書店 2019.06

326 絵本 三ねんねたろう おおかわ　えっせい むかしむかし絵本 2017.03

327 絵本 三びきのコブタのほんとうの話 ジョン・シェスカ 岩波書店 2017.03

328 絵本 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 2017.03

329 絵本 しげちゃん 室井　滋 金の星社 2017.03

330 絵本 しずくちゃん　なぞなぞクイズブック　あいうえお編 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019.07

331 絵本 しずくちゃん30オリンピックだよ！全員集合 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019.08

332 絵本 しずくちゃん32ようこそニッポン春と夏 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019.04

333 絵本 しずくちゃん33　あっぱれ！ニッポン秋と冬 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019.09

334 知ってびっくり！日本の歴史のお話　前編 田代　脩 学研 2019.04

335 知ってびっくり！日本の歴史のお話　後編 田代　脩 学研 2019.04

336 失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！ 大野　正人 文響社 2019.09

337 「しつもんドラえもん」教えて！宇宙・科学編 藤子・F・不二雄 小学館 2019.08

338 「しつもんドラえもん」教えて！生物編 藤子・F・不二雄 小学館 2019.12

339 絵本 島ひきおに 山下　明生 偕成社 2017.03

340 絵本 島ひきおにとケンムン 山下　明生 偕成社 2017.03

341 11匹のねこ 馬場　のぼる こぐま社 2020.04

342 絵本 11匹のねこ　どろんこ 馬場　のぼる こぐま社 2020.09

343 絵本 11匹のねこ　どろんこ 馬場　のぼる こぐま社 2020.09

344 絵本 しゅくだい いもと　ようこ 岩崎書店 2017.03

345 ※10分で読める名作　１年生 岡信子・小暮正夫 Gakken 2020.02

346 ※10分で読める名作　２年生 岡信子・小暮正夫 Gakken 2020.02

347 ※10分で読める物語１年生 青木　伸生 学研プラス 2020.06

348 10分で読める物語二年生 青木　伸生 学研 2016.03

349 10分で読める物語四年生 青木　伸生 学研 2016.03
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【サ行】

350 10分で読める物語三年生 青木　伸生 学研 2016.03

351 図鑑 小学館の図鑑NEO　乗りもの【改定版】 小賀野　実　他 小学館 2019.12

352 シルバー・レイクの岸辺で ローラ・ワイルダー 福音館 2017.03

353 絵本 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムス 福音館書店 2017.03

354 絵本 しろいやみのはてで きむら　ゆういち 講談社 2017.03

355 絵本 しろくまちゃんのホットケーキ わかやま　けん こぐま社 2017.03

356 絵本 しろくまちゃんぱんかいに わかやま　けん こぐま社 2017.03

357 絵本 すいかのたね さとう　わきこ 福音館書店 2017.03

358 すごいね！みんなの通学路【3・4年生】 ローズマリー・マカーニー 西村書店 2018.06

359 課題図書 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ　千葉茂樹 あすなろ書房 2019.07

360 絵本 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 2017.03

361 絵本 ストライプ　たいへん！しまもようになっちゃった デヴィッド・シャノン セーラー出版 2017.03

362 絵本 すばこ キム・ファン ほるぷ出版 2017.03

363 絵本 スプーンおばさんちいさくなる アルフ・プリョイセン 偕成社 2017.03

364 絵本 せかいいちの名探偵 杉山　亮 偕成社 2017.03

365 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ くさは　よしい 汐文社 2017.03

366 図鑑 せかいの図鑑 小学館 2017.03

367 世界のふしぎ　なぜ？どうして？ 伊藤　純郎 高橋書店 2020.04

368 学習漫画 世界の歴史①メソポタミアとエジプト 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

369 学習漫画 世界の歴史②ギリシャとヘレニズム 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

370 学習漫画 世界の歴史③ローマ 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

371 学習漫画 世界の歴史④古代中国① 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

372 学習漫画 世界の歴史⑤古代中国② 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

373 学習漫画 世界の歴史⑥中世ヨーロッパ 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

374 学習漫画 世界の歴史⑦近世ヨーロッパ 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

375 学習漫画 世界の歴史⑧モンゴルと中国 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

376 学習漫画 世界の歴史⑨絶対王政 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

377 学習漫画 世界の歴史⑩イギリスとフランスの革命 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

378 学習漫画 世界の歴史⑪ナポレオンとつづく革命 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

379 学習漫画 世界の歴史⑫産業革命とアメリカの独立 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

380 学習漫画 世界の歴史⑬イタリアとドイツの統一 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

381 学習漫画 世界の歴史⑭ゆれる中国 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

382 学習漫画 世界の歴史⑮第一次世界大戦とロシア革命 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

383 学習漫画 世界の歴史⑯第二次世界大戦 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

384 学習漫画 世界の歴史⑰冷戦と超大国 小学館版学習まんが 小学館 2019.03

385 絵本 世界名作アニメ絵本３　ヘンゼルとグレーテル グリム 永岡書店 2018.06

386 絵本 ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター サンクチュアリ出版 2017.03

387 そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 金の星社 2017.03

388 課題図書 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫 小学館 2019.07
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【サ行】

389 絵本 空とぶ科学者とバームクーヘン 石川　雅仁 株式会社えびばで号 2017.03

390 空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき 国土社 2017.03

391 絵本 そらの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 2017.03

392 絵本 そらまめくんとめだかのこ なかや　みわ 福音館書店 2017.03

393 絵本 そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ 小学館 2017.03

394 絵本 そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 2017.03

395 絵本 それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社 2019.04

【タ行】

396 絵本 だあれ？だあれ？ やすい　すえこ 金の星社 2017.03

397 絵本 だいくとおにろく 川村　たかし ひかりのくに 2017.03

398 絵本 だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし 講談社 2017.03

399 絵本 だいすきだから！ やすい　すえこ フレーベル館 2017.03

400 大草原の小さな家 ローラ・ワイルダー 福音館 2017.03

401 絵本 だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 2017.03

402 課題図書 タヌキのきょうしつ 山下　明生 あかね書房 2020.07

403 課題図書 タヌキのきょうしつ 山下　明生 あかね書房 2020.07

404 絵本 たべたのだあれ 五味　太郎 文化出版局 2017.03

405 だめねこのいっしょうけんめい 森山　京 ポプラ社 2017.03

406 絵本 だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン 評論社 2017.03

407 絵本 だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 2017.03

408 絵本 だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 2017.03

409 絵本 だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社 2017.03

410 絵本 たろうのともだち 村山　桂子 福音館書店 2017.03

411 絵本 ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー 福音館書店 2017.03

412 絵本 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ 福音館書店 2017.03

413 絵本 ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 2017.03

414 絵本 ちいさなちいさなこおりのくに さかい　さちえ 教育画劇 2017.03

415 しかけ絵本 ちいさなマドレーヌ ベーメルマンス 大日本絵画 2017.03

416 小さな山神スズナ姫 富安　陽子 偕成社 2017.03

417 絵本 ちいちゃんとかくれんぼ しみず　みちを ほるぷ出版 2017.03

418 絵本 ちからたろう 片岡　輝 チャイルド本社 2017.03

419 地球館　生命の星のひみつ 2017.03

420 チキン！ いとう　みく 文研出版 2017.03

421 茶畑のジャヤ 中川　なをみ すずき出版 2017.03

422 絵本 ちょっとだけまいご クリス・ホートン ＢＬ出版 2017.03

423 課題図書 月と珊瑚 上條　さなえ 講談社 2020.07

424 絵本 月のてんし 平田　昭吾 永岡書店 2017.03

425 つくも神 伊藤　遊 ポプラ社 2017.03

426 絵本 Ｄｅａｒ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｏｏｎ　きみにありがとう アンドレ・ダーハン 講談社 2016.03
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【タ行】

427 絵本 でこぼこホットケーキ よしだ　あつこ 世界文化社 2020.05

428 絵本 てぶくろ エイゲーニー・Ｍ・ラチョフ 福音館書店 2017.06

429 絵本 てぶくろをかいに 新美　南吉 金の星社 2017.06

430 絵本 てん ピーター・レイノルズ あすなろ書房 2017.06

431 絵本 てんぐ先生は一年生 大石真　夏也 ポプラ社 2017.06

432 絵本 てんぐのうちわ 松岡　節 ひかりのくに 2017.06

433 絵本 てんぐのかくれみの 松岡　節 ひかりのくに 2017.06

434 児童文庫 ※電車で行こう！北斗星に願いを 豊田　巧 集英社みらい文庫 2019.07

435 絵本 どうぞのいす 香山　美子 ひさかたチャイルド 2017.06

436 動物と話せる少女リリアーネ　アザラシの赤ちゃんが行方不明！ タニア　シュテブナー 学研プラス 2020.08

437 ※動物と話せる少女リリアーネ初めての物語(1) タニア・シュテーブナー 学研出版 2018.07

438 ※動物と話せる少女リリアーネ初めての物語(2) タニア・シュテーブナー 学研出版 2019.11

439 絵本 どうぶつれっしゃ-2 しのだ　こうへい ひさかたチャイルド 2017.06

440 絵本 トーマスのいろのえほん ウイルバート・オードリー ポプラ社 2019.03

441 絵本 とけいのえほん(1) まつい　のりこ 福音館書店 2019.09

442 絵本 とけいのえほん(2) まつい　のりこ 福音館書店 2019.10

443 絵本 とこちゃんはどこ 松岡　享子 こどものとも絵本 2017.06

444 絵本 とどくかな 五味　太郎 偕成社 2017.06

445 絵本 トムテ リードベリ 偕成社 2017.06

446 絵本 ともだちごっこ 内田　麟太郎 偕成社 2017.06

447 絵本 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 2017.06

448 ※ドラえもん科学ワールド　人類進化の不思議 藤子・F・不二雄 小学館 2020.01

449 ※ドラえもん科学ワールド　未来のくらし 藤子・F・不二雄 小学館 2020.03

450 ※ドラえもん社会ワールド　経済がよくわかる 藤子・F・不二雄 小学館 2019.07

451 ※ドラえもん社会ワールド　情報に強くなろう 藤子・F・不二雄 小学館 2019.12

452 ※ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子・F・不二雄 小学館 2019.05

453 ※ドラえもん探検ワールド　ネコの不思議 藤子・F・不二雄 小学館 2020.08

454 絵本 ドラゴンはくいしんぼう 茂市　久美子 国土社 2017.06

455 絵本 とりかえっこ さとう　わきこ ポプラ社 2017.06

456 絵本 どれにしようかな？ たかてら　かよ ひかりのくに 2017.07

457 ドングリ山のやマンばあさん 富安　陽子 理論社 2017.07

458 絵本 どんどこももんちゃん とよた　かずひこ 童心社 2017.07

【ナ行】

459 絵本 なーらんだ 五味　太郎 こぐま社 2017.07

460 絵本 ナイゾーくん 斉藤　雄基 幻冬舎エデュケーション 2017.07

461 絵本 ないた 中川　ひろたか 金の星社 2017.07

462 絵本 ないたあかおに はまだ　ひろすけ 偕成社 2017.07

463 課題図書 ながーい５ふん　みじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン他 光村教育図書 2020.07

464 絵本 長ぐつをはいたネコ マーシャ・ブラウン 岩波書店 2017.07
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【ナ行】

465 絵本 なくしたもの　みつけた 五味　太郎 サンリード 2017.07

466 絵本 なずずこのっぺ？【1・2年生】 カーソン・エリス フレーベル館 2018.06

467 なぜ？どうして？せかいはふしぎ 学研 2017.07

468 なぜ？どうして？みじかなぎもん１年生 丹伊田　弓子 学研 2019.04

469 なぜ？どうして？みじかなぎもん２年生 丹伊田　弓子 学研 2019.04

470 ※なぜ？どうして？科学のお話　３年生 大山　光晴 学研プラス 2020.02

471 ※なぜ？どうして？科学のお話　４年生 大山　光晴 学研プラス 2020.02

472 ※なぜ？どうして？科学のお話し１年生 大山　光晴 学研プラス 2020.05

473 ※なぜ？どうして？科学のお話し２年生 大山　光晴 学研プラス 2020.05

474 なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 学研教育出版 2017.07

475 夏の庭 湯本　香樹実 徳間書店 2017.07

476 絵本 なにがあってもずっといっしょ くさの　たき 金の星社 2017.07

477 絵本 なまえのないねこ【2019日本絵本屋さん大賞】 竹下　文子 小峰書房 2020.01

478 なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤　洋 あかね書房 2017.07

479 絵本 なんだろう　なんだろう ヨシタケ　シンスケ 光村図書出版 2019.12

480 絵本 にげだした学者犬 長崎　源之助 岩崎書店 2017.07

481 音楽室の日曜日 村上　しいこ 講談社 2020.01

482 絵本 ニちょうめのおばけやしき 小暮　正夫 岩崎書店 2017.07

483 図鑑 にっぽんの図鑑 小学館 2017.07

484 日本のふしぎ　なぜ？どうして？ 大野　正人 高橋書店 2020.03

485 絵本 日本昔ばなしアニメ絵本６　いっすんぼうし あや　英夫 永岡書店 2016.03

486 絵本 にゃーご 安西　達也 すずき出版 2017.07

487 絵本 にんぎょひめ アンデルセン 世界文化社 2017.07

488 絵本 にんじん せな　けいこ 福音館書店 2017.07

489 盗まれたあした たから　しげる 小峰書店 2017.07

490 絵本 ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 評論社 2017.07

491 ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2020.08

492 ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2020.08

493 絵本 ねずみさんのながいパン 多田　ヒロシ　 こぐま社 2017.07

494 絵本 ねずみのおひめさま 平田　昭吾 永岡書店 2017.07

495 絵本 ねずみのよめいり 戸田　和代 ひかりのくに 2017.07

496 農場の少年 ローラ・ワイルダー 福音館 2017.07

497 絵本 日本昔ばなしアニメ絵本５　ももたろう 柳川　茂 永岡書店 2019.03

498 絵本 ノラネコぐんだんカレーライス 工藤　ノリコ 白水社 2019.12

499 絵本 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ 白泉社 2017.07

500 絵本 ノンタン！サンタクロースだよ おおとも　やすおみ 偕成社 2017.07

【ハ行】

501 絵本 ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子 童心社 2017.09

502 パコ 森山　京 ポプラ社 2017.09
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【ハ行】

503 絵本 はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 2017.09

504 絵本 はじめてばけたたぬきのたのくん 竹崎　有斐 佼成出版社 2017.09

505 絵本 はじめましてペッパーです！ やすい　すえこ フレーベル館 2017.09

506 走れ！飛べ！子てんぐ三郎 広瀬　寿子 あかね書房 2017.10

507 絵本 はしれ、じょうききかんしゃ 望月　正子 岩崎書店 2017.10

508 絵本 バスがきました 三浦　太郎 童心社 2017.10

509 絵本 はずかしがりやのミリアム ロール・モンブル ひさかたチャイルド 2017.11

510 絵本 ばすくん みゆき　りか 小学館 2017.11

511 絵本 ばすくんのおむかえ みゆき　りか 小学館 2017.11

512 絵本 バスをおりたら 小泉　るみ子 ポプラ社 2017.12

513 ※八月のひかり 中島　信子 汐文社 2020.04

514 絵本 はなたれこぞうさま 川崎　大治 童話館出版 2017.12

515 絵本 はなよめになったねこ 平田　昭吾 永岡書店 2018.02

516 絵本 ぱぱ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 2018.02

517 絵本 はやくねてよ あきやま　ただし 岩崎書店 2018.02

518 絵本 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 2018.02

519 ハラルさんのだいくしごと【1・2年生】 いとう　ひろし ポプラ社 2018.06

520 絵本 ハルバルさん 乾　栄里子 福音館書店 2018.02

521 絵本 ハロウィーンのひみつ はやし　ちかげ 金の星社 2018.02

522 絵本 ハンスのダンス 中川　ひろたか 文溪堂 2018.03

523 絵本 パンダおやこたいそう いりやま　さとし 講談社 2018.03

524 絵本 ひつじぱん あきやま　ただし すずき出版 2018.03

525 絵本 ピノキオ 平田　昭吾 ブティック社 2018.03

526 ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと 金の星社 2018.03

527 絵本 １００にんのサンタクロース 谷口　智則 文溪堂 2016.03

528 絵本 100万回生きたねこ 佐野　洋子 講談社 2016.03

529 絵本 １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 2019.12

530 絵本 ビロードのうさぎ ビアンコ ブロンズ新社 2018.03

531 FINDING NEMO ウオルト・デズニー 2016.03

532 絵本 プーあなにつまる・ふしぎなあしあと（プーさんえほん２） AAミルン 岩波書店 2018.03

533 絵本 プーのはちみつとり（プーさんえほん１） AAミルン 岩波書店 2018.03

534 絵本 プーのゾゾがり（プーさんえほん３） AAミルン 岩波書店 2018.03

535 ※ふしぎな駄菓子屋　銭天堂１３ 廣島　玲子 偕成社 2020.05

536 ※ふしぎな駄菓子屋　銭天堂１４ 廣島　玲子 偕成社 2020.09

537 絵本 ふしぎなレストラン にしむら　ひろみ 佼成出版社 2018.03

538 図鑑 ふしぎの図鑑 小学館 2018.05

539 絵本 ふたりはともだち アーノルド・ローベル作 文化出版局 2018.05

540 二日月 いとう　みく そうえん社 2018.05

541 絵本 ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ ＰＨＰ研究所 2018.06

14/18



図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【ハ行】

542 プラム・クリークの土手で ローラ・ワイルダー 福音館 2018.06

543 絵本 プレーンズ ディズニー 角川書店 2018.06

544 絵本 へっこきよめさ 望月　新三郎 学研 2018.06

545 絵本 ヘレンケラー 平田　昭吾 永岡書店 2018.06

546 絵本 ペンギンのゆうえんち さかざき　ちはる WAVE出版 2018.06

547 絵本 へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社 2018.06

548 しかけ絵本 ぼうしとったら tupera tupera 学研教育出版 2018.06

549 ホウ博士とロボットのいる町 村松　美樹子 ポプラ社 2018.06

550 絵本 ぼく、あめふりお 大森　裕子 教育画劇 2018.06

551 課題図書 ぼくとニケ 片川　優子 講談社 2019.07

552 ぼくとベルさん【5・6年生】 フリップ・ロイ PHP 2018.06

553 絵本 ぼくのともだちおつきさま アンドレ・ダーハン 講談社 2018.06

554 絵本 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2018.06

555 絵本 ぼくのベンチにしろいとり 葉　祥明 至光社 2018.06

556 絵本 ぼく、のるるん 斉藤　雄基 東急電鉄 2018.06

557 絵本 ぼくは王さま 寺村　輝夫 理論社 2018.06

558 児童文庫 ※ぼくらの七日間戦争 宗田　理 角川つばさ文庫 2019.06

559 絵本 ほげちゃん　 やぎた　みこ 偕成社 2018.06

560 絵本 ほげちゃん　まいごになる やぎた　みこ 偕成社 2018.06

561 絵本 干したから 森枝　卓士 フレーベル館 2018.06

562 ボタンちゃん 小川　洋子 ＰＨＰ 2018.06

563 課題図書 北極と南極のへぇ～くらべてわかる地球のこと 中山　由美 学研 2020.07

564 課題図書 ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール さ・え・ら書房 2020.07

【マ行】

565 マジック＋ツリーハウス１　恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2016.12

566 マジック＋ツリーハウス２　女王フュテピのなぞ メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2017.03

567 マジック＋ツリーハウス３　アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2016.03

568 マジック＋ツリーハウス４　マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2016.03

569 マジック＋ツリーハウス14　ハワイ、伝説の大津波 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2018.03

570 マジック＋ツリーハウス16　幽霊城の秘宝 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2019.03

571 マジック＋ツリーハウス20　アラビアの空飛ぶ魔法 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2016.03

572 マジック＋ツリーハウス25　巨大ダコと海の神秘 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 2016.12

573 課題図書 魔女ののろいアメ 草野あきこ・ひがしちから PHO研究所 2019.07

574 絵本 まどからのおくりもの 五味　太郎 偕成社 2019.11

575 絵本 まほうのえのぐ 林　明子 福音館書店 2018.11

576 絵本 ママがおばけになっちゃった さく　のぶみ 講談社 2018.11

577 みずたまのたび アンヌ・クロザ 西村書店 2018.11

578 ミッケ！たからじま ジーン・マルゾーロ 小学館 2018.11

579 絵本 みつけたものとさわったもの ウイルト　ニコラス 童話館出版 2018.11
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図書一覧表（本のタイトル･･･あいうえお順） 開館時～令和２年12月

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

【マ行】

580 絵本 みつばちマーヤ 平田　昭吾 永岡書店 2018.11

581 課題図書 耳の聞こえない メジャーリーガーウイリアム・ホイ ナンシーチャーニン 光村教育図書 2018.11

582 絵本 みんなともだち 中川　ひろたか 童心社 2018.12

583 絵本 みんなのかお さとうあきら・とだきょうこ 福音館書店 2018.12

584 絵本 名作アニメ絵本シリーズ１　ながぐつをはいたねこ 卯月泰子 永岡書店 2017.07

585 絵本 名作アニメ絵本シリーズ15　はくちょうのみずうみ 卯月泰子 永岡書店 2017.09

586 絵本 名作アニメ絵本シリーズ51　フランダースの犬 平田昭吾 永岡書店 2018.06

587 絵本 名作アニメ絵本シリーズ53　つるのおんがえし 平田昭吾 永岡書店 2017.03

588 絵本 名作アニメ絵本シリーズ79　ドラゴンとおひめさま 平田　昭吾 永岡書店 2017.03

589 絵本 名作アニメ絵本シリーズ13　青いとり 卯月　泰子　 永岡書店 2016.03

590 絵本 名作アニメ絵本シリーズ14　赤いくつ 卯月　泰子　 永岡書店 2016.03

591 絵本 名作アニメ絵本シリーズ16　かちかち山 卯月　泰子　 永岡書店 2016.11

592 絵本 名作アニメ絵本シリーズ17　さるかにばなし 卯月　泰子　 永岡書店 2017.03

593 絵本 名作アニメ絵本シリーズ19　かぐやひめ 卯月　泰子　 永岡書店 2016.11

594 絵本 名作アニメ絵本シリーズ20　ももたろう 卯月　泰子　 永岡書店 2019.03

595 絵本 名作アニメ絵本シリーズ27　オズの魔法つかい 平田　昭吾 永岡書店 2016.03

596 絵本 名作アニメ絵本シリーズ34　くるみわり人形 平田　昭吾 永岡書店 2016.12

597 絵本 名作アニメ絵本シリーズ36　アルプスの少女ハイジ 平田　昭吾 永岡書店 2016.03

598 絵本 名作アニメ絵本シリーズ54　赤毛のアン 平田　昭吾 永岡書店 2016.03

599 絵本 名作アニメ絵本シリーズ64　ガリバーのぼうけん 平田　昭吾 永岡書店 2016.11

600 絵本 名作アニメ絵本シリーズ70　かがみの国のアリス 平田　昭吾 永岡書店 2016.11

601 絵本 名作アニメ絵本シリーズ82　かあさんぎつね 平田　昭吾 永岡書店 2016.07

602 絵本 メガネをかけたら くすのき　しげのり 小学館 2018.12

603 絵本 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 こどものとも絵本 2019.02

604 モアナと伝説の海 スーザンフランシス 偕成社 2019.02

605 モカと幸せのコーヒー 刀根　里衣 NHK出版 2019.02

606 絵本 茂吉のねこ 松谷　みよ子 おはなし名作絵本 2019.02

607 課題図書 もぐらはすごい アヤ井　アキコ アリス館 2019.07

608 絵本 もこもこもこ たにかわ　しゅんたろう 文研出版 2019.02

609 絵本 もしもしおでんわ 松谷みよ子・いわさきちひろ 童心社 2019.02

610 絵本 もしもぼくがよそのうちのいぬだったら きたやま　ようこ 小学館 2019.03

611 絵本 モチモチの木 齋藤　隆介 岩崎書店 2019.03

612 絵本 ものがたりえほん36　ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか 福音館書店 2017.03

613 絵本 ものがたりえほん36　ぴかくんめをまわす 松居　直 福音館書店 2018.03

614 森のおくから【3・4年生】 レベッカ・ボンド ゴブリン書房 2018.06

615 絵本 もりのおべんとうやさん 舟崎　靖子 偕成社 2019.03

616 絵本 もりのじてんしゃやさん 舟崎　靖子 偕成社 2019.03

617 絵本 もりのはいしゃさん 舟崎　靖子 偕成社 2019.03

618 絵本 もりのゆうびんきょく 舟崎　靖子 偕成社 2019.03
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【ヤ行】

619 絵本 やさいのがっこう　キャベツくん　おはなになる なかや　みわ 白泉社 2020.03

620 絵本 やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ なかや　みわ 白泉社 2019.03

621 絵本 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや　みわ 白泉社 2019.03

622 絵本 やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる なかや　みわ 白泉社 2019.03

623 課題図書 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平 新日本出版社 2020.07

624 ユウキ 伊藤　遊 福音館書店 2019.03

625 絵本 ゆうたとさんぽする きたやま　ようこ あかね書房 2019.03

626 絵本 ゆうたのゆめをみる きたや　ようこ あかね書房 2019.03

627 絵本 雪はちくたく 長崎　源之助 銀河社 2019.03

628 絵本 ゆめにこにこ 柳原　良平 こぐま社 2019.03

629 絵本 よい子とママのアニメ絵本8　おしゃれなからす 平田　昭吾 ブティック社 2016.03

630 絵本 よい子とママのアニメ絵本20　そんごくう 平田　昭吾 ブティック社 2017.03

631 絵本 よい子とママのアニメ絵本35　ブレーメンのおんがくたい 平田　昭吾 ブティック社 2018.06

632 絵本 よい子とママのアニメ絵本42　はだかの王さま 平田　昭吾 ブティック社 2017.12

633 絵本 よい子とママのアニメ絵本77　三びきのくま 平田　昭吾 ブティック社 2017.03

634 絵本 よい子とママのアニメ絵本78　大きなかぶ 平田　昭吾 ブティック社 2016.03

635 四字熟語シヨウ 中川　ひろたか ハッピーオウル社 2019.03

636 図鑑 よのなかの図鑑 小学館 2019.03

【ラ行】

637 絵本 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店 2019.03

638 絵本 ラパンくんあそぶのだいすき イヴ・ゴット 岩崎書店 2019.03

639 絵本 ラパンくんチュッチュだいすき イヴ・ゴット 岩崎書店 2017.03

640 絵本 リコちゃんのおうち さかい　こまこ 偕成社 2017.03

641 絵本 リサとガスパールのであい アン・グットマン ブロンズ新社 2016.11

642 絵本 リサとガスパールのたいくつないちにち アン・グットマン ブロンズ新社 2016.11

643 リメンバー・ミー ウオルトディズニー 講談社 2018.06

644 絵本 りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ ＰＨＰ研究所 2016.03

645 絵本 りゅうのめのなみだ 浜田　廣介 ひさかたチャイルド 2016.03

646 絵本 りんごがひとつ ふくだ　すぐる 岩崎書店 2016.03

647 絵本 りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2016.03

648 ルラルさんのだいくしごと いとう　ひろし ポプラ社 2018.06

649 ルルとララのハロウィン あんびる　やすこ 岩崎書店 2017.09

650 児童図書 レ・ミゼラブル　上 V　ユーゴー 偕成社 2016.03

651 児童図書 レ・ミゼラブル　中 V　ユーゴー 偕成社 2016.03

652 児童図書 レ・ミゼラブル　下 V　ユーゴー 偕成社 2016.03

653 レイナが島にやってきた【3・4年生】 長崎　夏海 理論社 2018.06

654 れきはく日本の歴史 ４ 国立歴史民俗博物館 吉川光文館 2019.02
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【ワ行】

655
わけあって絶滅しました
世界一おもしろい絶滅した生き物図鑑

今泉　忠明 高橋書店 2019.08

656 絵本 わたしのワンピース にしまき　かやこ こぐま社 2019.03

657 絵本 わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味　太郎 偕成社 2018.11

658 絵本 わらしべちょうじゃ 岩崎　京子 フレーベル館 2018.11

659 絵本 わんぱくだんのかいていたんけん ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイルド 2016.03

660 絵本 わんぱくだんのたからじま ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイルド 2016.03

661 絵本 わんわんなくのはだあれ 多田　ヒロシ こぐま社 2016.03
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