
本　　名 作　　者 大人向け

R2.6 カケラ 湊　かなえ 大
花のすきなおおかみ 木村　裕一
かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ
キャベツちゃんのワンピース 東　直子
しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー
くろくんとふしぎなともだち なかや　みわ
手と手をつないで マーク・スペアリング
木のうた イエラ　マリ
おいらひょっとこ ザ・キャビンカンパニー

R2.4 ねずみのシーモア 池田　朗子
流浪の月 凪良　ゆう 大
やさしさとおもいやり 宮西　達也
ぴょーん まつおか　たつひで
こども六法 山崎聡一郎
３００００このすいか あき　びんご
３巻までで作るエコクラフトのバッグと小物 大
3玉までで編むかぎ針編みのやさしい小物 大
５年３組リョウタ組 石田衣良
６年生の読みもの
９０歳　何がめでたい 大
９９９ひきのきょうだいのはるです 村上　康成
999ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村　研
IQ　８４　　　　１ 大
IQ　８４　　　　２ 大
IQ　８４　　　　３ 大
NHK　趣味の園芸ビギナーズ　2013/4 大
NHKきょうの料理　2012/3 大
NHK今日の料理　ｷｯｽﾞ 大
NHK今日の料理　食材別冷凍大百科 大
NHKきょうの料理　ビギナーズ　2012/4 大
NHK趣味の園芸　ビギナーズ　４～６月号 大
NHKすてきにハンドメイド　2011/3～１１ 大
NHKすてきにハンドメイド　2012/1～１１ 大
NHKすてきにハンドメイド　2013/1～１１ 大
NHKすてきにハンドメイド２０１４/２～１１ 大
ＮＨＫすてきにハンドメイド2015/9,10, 大
ＮＨＫすてきにハンドメイド2016/5 大
挨拶絵本 五味太郎
あいさつ団長 よしなが　こうたく
あかちゃんのあそび絵本　こちょこちょあそび きむら　ゆういち
あかちゃんのためのしあわせ小物
あたし　ゆきおんな
あの世レストラン 松谷　みよ子
いいから　いいから３
いたずら魔女のノシーとマーム　秘密の呪文 ｹｲﾄ・ｿｰﾝﾀﾞｽ
いただきます
いっせーのばあ 新井　洋行
いのち愛しむ人生キッチン 桧山タミ 大
いのちの食べ方 森　達也
いのちのまつり　みらいへ
祈りのまくが下りる時 東野　圭吾 大

新規入荷した本はピンクで表示しています！



いろいろバス ｔupera tupera
いろはにほへと
動く図鑑Move宇宙
うしろにいるのだあれ
うしろにいるのだあれ　のはらのともだち
うしろにいるのだあれ　みずべのなかま
うそ・つき 木曽　秀夫
うみの１００かいだてのいえ
海の見える理髪店 大
うらしまたろう
エコクラフト雑貨 大
エコクラフトで作る毎日のバッグとかご 大
エゾオオカミ物語 あべ弘士
王様ライオンのケーキ マシューマケリゴット
おおきくなったら きたむら　ゆういち
おおきなかぼちゃ
おおさむこさむ
おこる
修造ドリル 松岡　修造
おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん

おしくらまんじゅう かがくい　ひろし
おそうじ隊長 よしなが　こうたく
おつきさま　こんばんは
夫の定年 大
おでかけ　おでかけ きむら　ゆういち
おなかのなかのなかのなか
オニのサラリーマン
おにはうち 中川　ひろたか
おにはうち　ふくはそと
おにゃけ 大塚　健太
おねがいの木と魔女
お願いフェアリー みずのまい
おばけだじょ tupera tupera
おばけパーティよーいドロン
おむすびさんちのたうえのひ
親子で読む百人一首 斉藤　孝
おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 大
折り紙あそび　ディズニー
おりがみ大百科 山口　真
おんせんたまご 中尾　昌稔
かいけつゾロリ　うちゅう大さくせん 原　ゆたか
かいけつぞろり　おいしい金メダル 原　ゆたか
かいけつゾロリ　王子さまになる方法
かいけつゾロリ　きょうふのちょうとっきゅう 原　ゆたか
かいけつゾロリ　きょうりゅうのたまご 原　ゆたか
かいけつゾロリ　ちきゅうさいごの日 原　ゆたか
かいけつゾロリ なぞのスパイと１００本のバラ
かいけつゾロリ　なぞのスパイとチョコレート
かいけつゾロリ　はなよめとゾロリじょう
かいけつゾロリ　ようかいえんそく 原　ゆたか
かいけつゾロリのだだだ・だいぼうけん　後編 原　ゆたか
かいけつゾロリのだだだ・だいぼうけん　前編 原　ゆたか
海賊と呼ばれた男（上） 大
海賊と呼ばれた男（下） 大
怪談レストラン　ナビ魔 松谷　みよ子
怪談レストラン　ナビ妖 松谷　みよ子



怪談レストラン　ナビ霊 松谷　みよ子
かえるくんのおさんぽ きもとももこ
かがみのくにのアリス
鏡の孤城 辻村　深月
影裏 大
かぜビューン ｔupera tupera
がたんごとんがたんごとん　ざぶんざぶん
学校の怪談　「B」組にきた転校生 常光　徹
学校の怪談　２ 常光　徹
学校の怪談　３ 常光　徹
かばた医院のひみつ
ガフールの勇者たち
ガフールの勇者たち　　１ ｷｬｽﾘﾝ・ﾗｽｷｰ
ガフールの勇者たち　　２ 　　　〃
ガフールの勇者たち　　３ 　　　〃
ガフールの勇者たち　　４ 　　　〃
ガフールの勇者たち　　５ 　　　〃
ガフールの勇者たち　　６ 　　　〃
ガフールの勇者たち　　７ 　　　〃
神様のカルテ　　　　　　１ 夏川　草介 大
神様のカルテ　　　　　　２ 　　　〃 大
からだのなかでドゥンドゥンドゥン
かわいい絵巻 大
かわいいベビーニット 大
危険なクリスマス
騎士団長殺し１部
騎士団長殺し２部 村上　春樹
キャラクターいっぱいのかわいい折り紙
境遇 大
麒麟の翼 東野　圭吾 大
きれいにやせる　自力整体 矢上　裕 大
木を植えるスサノオ 岡崎ひでたか
空想科学読本 柳田　理科雄
くだものさん
クッカタッポと三つのねがい事 エミリー・ロッダ
くっついた
クリスマス　オールスター
クリスマスのおかいもの
クリスマスのおかいものふしぎなはこ
クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎
くろくんとなぞのおばけ なかやみわ
軍師　官兵衛 前川　洋一 大
血液サラサラレシピ 浅野次義・村田裕子 大
獣の奏者 上橋　菜穂子
ごいんきょとチーズどろぼう エミリー・ロッダ
幸太のこと 東　多江子
こころのふしぎ　なぜ？どうして？ 村山　哲哉
こちょこちょあそび きむら　ゆういち
コットンタイム 大
コットンタイム 大
こども電車 岡田　潤
ごぶごぶごぼごぼ
コンビニ人間 大
こんぶのぶーさん 岡田　よしたか
サーティナインクルーズ　　　　１ ジュード・ワトソン
サーティナインクルーズ　　　　２ 　　　〃



サーティナインクルーズ　　　　３ 　　　〃
サーティナインクルーズ　　　　４ 　　　〃
坂本九ものがたり 大
さびしがりやのほたる エリック・カール
しかけ絵本　ふんわりくまちゃん わらべ　きみか
しかけ絵本　ふんわりくまちゃんのできるかな わらべ　きみか
鹿の王　水底の橋 上橋　菜穂子
鹿の王（下） 上橋　菜穂子
鹿の王（上） 上橋　菜穂子
色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年 大
シニガミさん
しば犬のチャイ 長谷川　義史
シャンプー大好き きむら　ゆういち
十二支のお節料理
じゅうにしのおはなし
小学生の自由研究　１・２年生
しろおおさまとくろおおさま こすぎ　さなえ
しろくまのパンツ
新参者 東野　圭吾 大
腎臓病 大
腎臓病の人のためのおいしい特効メニュー 大
すぐ死ぬんだから 内舘牧子
スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介 大
すてきにハンドメイド　１１月号
すてきにハンドメイド　７月号 NHK
すてごろうのひろったもの 松井　スーザン
世界で一番貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ
せつぶん
せんべ　せんべ　やけた
ぞくぞく村の　魔女のオバタンの使い魔 末吉　暁子
ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ 末吉　暁子
そしてバトンは渡された 瀬尾　まいこ
空色のドラゴン 青
そらの100かいだてのいえ いわい　としお
そらまめくんとおまめのなかま なかやみわ
そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ
そらまめくんのはらっぱあそび なかやみわ
ゾンビのレストラン 松谷　みよ子
だいじょうぶ　３組
たかこ
宝島 真藤順丈
たくさんのたくさんのひつじ のはなはるか
たこやきのたこさぶろう 長谷川　義史
たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタサヤカ
たまごのあかちゃん
たまごのほん いしかわこうじ
だるまさんが かがくい　ひろし
だるまさんと かがくい　ひろし
だるまさんの かがくい　ひろし
だれかな　だれかな
だれのたまご
ダレン・シャン　　　　　　　　１～１２巻 ダレン・シャン
小さいおうち 中島　京子
ちいさなあなたへ アリスンマギー
ちいさなつきがらす
ちか１００かいだてのいえ いわい　としお



ちからたろう 今江　よしとも
ﾁｬﾚﾝｼﾞ　ﾐｯｹ！６　　こわーいよる ウｵルター・ウィック
ちょうじゅうぎが
疲れない体をつくる免疫力 安保　徹 大
月の科学 えびなみつる
月の満ち欠け 佐藤正午
手あそびうたブック
でてこい　でてこい はやし　あきこ
天国おじい 石川大智 大
天才フレディと幽霊の旅
トイレの神様 植村　花菜
時の迷路 香川　元太郎
とてもおおきなサンマのひらき 岡田よしたか
ともだちごっこ 内田　麟太郎
トラネコとクロネコ 宮西　達也
どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ
どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ
とんでもない
どんどこどん
どんなおと？ tupera tupera
どんなかんじかなあ
謎解きはディナーのあとで
謎解きはディナーのあとで　２
ナミヤ雑貨店の奇跡 東野圭吾 大
なんでも魔女商会１１　魔女スピカからの手紙 あんびる　やすこ
なんねしよ
にじいろのさかな　うみのそこのぼうけん
日本語を味わう名詩入門 金子みすず
にゃんにゃん せなけいこ
ねこのはなびや 渡部　有一
ねこのピカリとまどのほし 市居みか
ねずみくん　うみへいく なかえ　よしを
ねずみの騎士デスペローの物語
のっぺらぼうぺらさん 末吉　暁子
野良犬トビーの愛すべき転生 ｗ.ﾌﾞﾙｰｽｷｬﾒﾛﾝ
ﾊﾟｰｼｰｼﾞｬｸｿﾝとｵﾘﾝﾎﾟｽの神々　１
ﾊﾟｰｼｰｼﾞｬｸｿﾝとｵﾘﾝﾎﾟｽの神々　２
パイレーツオブカリビアン　　１
パイレーツオブカリビアン　　２
パイレーツオブカリビアン　　３
パイレーツオブカリビアン　　４
白銀ジャック 東野　圭吾 大
はじめてのかぎ針編み　1年中使えるクリスマス＆ウィンターパターン100 大
走れ！T校バスケット部　　１～３ 松崎　洋
走れ！T校バスケット部　　４ 松崎　洋
走れ！T校バスケット部　　６ 松崎　洋
バナナじけん
バムとケロのさむいあさ
バムとケロのにちようび 島田　ゆか
バムとケロのもりのこや
はらぺこあおむし エリック・カール
ハリーポッターと呪いの子　第一部、二部
ハルチカ
バルンくん こもりまこと
パンダおやこたいそう いりやまさとし
パンダ銭湯 tupera tupera



ぱんだんす やまぐちりりこ
ヒックとドラゴン　　　　　１ ﾋｯｸ・ｵ・ﾚﾝﾀﾞｽ・ﾊﾄﾞｯｸ三世
ヒックとドラゴン　　　　　２ 　　　〃
ヒックとドラゴン　　　　　３ 　　　〃
ヒックとドラゴン　　　　　４ 　　　〃
ヒックとドラゴン　　　　　５ 　　　〃
ヒックとドラゴン　　　　　６ 　　　〃
ヒックとドラゴン　７
びっくりまつぼっくり
火花 又吉　直樹 大
ふくわうちおにもうち
ふしぎな図書館
プラチナデータ 東野　圭吾 大
ベートーベン 加藤　純子
ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター
へんなかお 大森裕子
放課後はミステリーとともに 東川篤哉
ぼうしとったら
ぼくがラーメンを食べてるとき 長谷川　義史
ぼくのにいちゃん
星と伝説 野尻　抱影
ぼんぼらみん 藤川　智子
マーリー ジョン・グローガン
マーリンⅠ　 T・A・バロン
マーリンⅡ　七つの魔法の歌 T・A・バロン
まいごのたまご アレックス・ラティマー
まくらのせんにん かがくい　ひろし
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　　　巨大ダコと海の神秘 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　２６　南極のペンギン王国 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　28　嵐の夜の幽霊海賊 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　29　ふしぎの国の誘拐事件 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　古代ローマ黄金のワシ ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　モーツｱルトの魔法の笛 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　夜明けの巨大地震 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
マジックツリーハウス３０　ロンドンのゴースト メアリーポープオズボーン
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ35　アレクサンダー大王の島 ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ36　世紀のマジックショー ﾒｱﾘｰﾎﾟｰﾌﾟｵｽﾞﾎﾞｰﾝ
魔女と空飛ぶきのこ ルース・チュウ
魔女のネコ　魔女の本棚１４
魔女のレストラン
豆しば ｷﾑｿｸｳｵﾝ・渡部祥子
マリア探偵社　　桂子のパオパオおかしグルメ 川北　亮司
まわるおすし
みぃつけた La　Zoo
みかづき
みずたまのたび アンヌ・クロザ
みずとはなんじゃ かこさとし
ミッケ　Ⅰ　ｓｐｙ６ ウｵルター・ウィック
蜜蜂と遠雷 大
みんなのエコクラフト
みんなのこびと
昔話法廷season1～3 NHK
むしさん　なんのぎょうれつ オームラトモコ
村上海賊の娘（下） 村上　竜 大
村上海賊の娘（上） 村上　竜 大
めくってばぁ いりやま　さとし



ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子
やさいさん
やさいのおなか きうち　かつ
やせっぽちの死刑執行人　　下 ダレン・シャン
やせっぽちの死刑執行人　　上 ダレン・シャン
闇夜のファンタジー 川北　亮司
幽体離脱レストラン 松谷　みよ子
ゆきのうえ　ゆきのした ケイト・メスナー
夢をかなえるゾウ　２ 大
夢をつなぐ 山崎直子
ユリシーズムーアと石の守護者⑤
ユリシーズムーアと鏡の館
ユリシーズムーアと隠された町
ユリシーズムーアと雷の使い手
ユリシーズムーアと仮面の島④
ユリシーズムーアと空想の旅人
ユリシーズムーアと氷の国
ユリシーズムーアと第１の鍵⑥
ユリシーズムーアと時の扉　　　　　１
ユリシーズムーアとなぞの地図　　２
ユリシーズムーアと謎の迷宮
ユリシーズムーアと灰の庭
よろしくともだち
ラブ　ユー　フォーエバー
ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ　氷の城のアナスタシア姫 ケイティ・チェイス
流星の絆 東野　圭吾 大
ロンド国物語　　　１～３ エミリー・ロッダ
忘れないよ　リトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ
わたし　しんじてるの 宮西　達也
わたしのひかり
わにわにのおふろ 小風　さち
和のエコクラフト 大
わらべうたあそび
わらべうたえほん　あぶくたった
わらべうたえほん　おにのパンツ 鈴木　博子


