
 

 

 

（平成２２年 7 月２1 日～平成２２年 8 月２0 日まで） 

２０１０・8 月号 

 

稚内市立図書館 
貸出中の図書は予約もできます。どうぞご利用ください。 

 

（請求記号／402.9 タ） 

 

（請求記号／913.6 ナ） 

 

「世界一空が美しい大陸 

南極の図鑑」 

武田康男 文・写真 

「先生のあさがお」 

 

南木佳士 著 

草思社 文芸春秋 



今月のおすすめ図書 

 

「世界一空が美しい大陸南極の図鑑」 

武田康男 文・写真 草思社 

言葉を失うほど輝く星空、圧倒されるようなオーロラ、信じ

られない景色をつくり出す蜃気楼…。南極でしか見ることので

きない自然現象を、１７０点以上の美しい写真で、科学的な解

説とともに紹介する。      （請求記号／402.9 タ）                 

 

「先生のあさがお」 

 南木佳士 著 文芸春秋 

見知らぬ女からもらった朝顔の種を育てるうちに呼

び起こされる、先輩医師の記憶…。信州の自然を背景に、

ひとの生死のあわいを描く作品集。表題作ほか「熊 出没

注意」「白い花の木の下」を収録。『文学界』掲載作品を

書籍化。           （ 請求記号／913.6 ナ） 

 

「日本の食材帖実践レシピ」 

 吉田企世子 監修  主婦と生活社 

食材のもつ栄養・効能を知れば体が喜ぶ料理ができ

る！  野菜・肉・魚の素材を上手に使うコツ、常備し

たい料理、伝統料理やご当地料理など、「知って、作っ

て健康になる」調理法が満載の国産食材のレシピ集。             

（請求記号／596 ニ）                      

 

「ヘヴンリープレイス」 

濱野京子 作     ポプラ社            

 引っ越してきたまちで、和希は、暮らしに悩みをかか

えた少年少女たちと出会う。彼らを救いたい。でも、助

けられないのは、自分が子供だからなの ? 緑ふかい林の

中の幸福な時間をえがく、ひと夏の物語。  

（児童書・請求記号 ／913 ハ） 
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本の背についているラベルには内容を表す数字（分類番号）と、

著者やタイトルのはじめの一文字（著者記号）が書かれています。

この２つをあわせて「請求記号」といい、本は基本的にこの順番に

沿って並んでいます。請求記号を知っていると、本を探すときに大

変便利です。 

＊分類番号（日本十進分類法に従っています）＊ 

０類 総記 

   （図書館、図書、一般論文集、ジャーナリズム、叢書など） 

１類 哲学・宗教 

   （哲学、心理学、倫理学、宗教など） 

２類 歴史・地理 

   （歴史、伝記、地理など） 

３類 社会科学 

   （政治、法律、経済、社会、教育、風俗習慣、国防など） 

４類 自然科学 

   （数学、理学、医学など） 

５類 技術 

   （工学、工業、インテリア、料理、手芸、育児、美容など） 

６類 産業 

   （農林水産業、商業、運輸、通信など） 

７類 芸術 

   （美術、音楽、演劇、スポーツ、娯楽など） 

８類 言語 

９類 文学    
 

 また、数字のはじめにアルファベットは、本の場所や種類を表

しています。全部で 7 種類あり、次のような意味があります。 

Ｈ→郷土資料  Ｒ→参考図書  Ｋ→樺太資料 

Ｅ→えほん Ｃ→紙しばい Ｌ→大活字本 Ｂ→文庫本 

＊ 詳しいことは図書館職員までお気軽にお尋ねください。＊ 



新着案内８月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
007.1 ﾜ ３Ｄの時代 渡辺　昌宏 岩波書店
007.3 ﾊﾞ Ｇｏｏｇｌｅクラウドの核心 ルイス・アンドレ・バロッソ 日経ＢＰ社
007.5 ｴ ＥＶＥＲＮＯＴＥの教科書 辰巳出版
019 ﾖ 東大家庭教師が教える頭が良くなる読書法 吉永　賢一 中経出版
121.5 ｻ 最強の人生指南書 斎藤　孝 祥伝社
146.8 ｲ 「つい悩んでしまう」がなくなるコツ 石原　加受子 すばる舎
159 ｼ ２０歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリグ 阪急コミュニケーションズ

209.7 ﾜ 私たちが子どもだったころ、世界は戦争だった サラ・ウォリス 文芸春秋
230.4 ｼ 絵で見る十字軍物語 塩野　七生 新潮社
304 ｲ 1 池上彰の学べるニュース　１ 池上　彰 海竜社
335.1 ｸ それでも企業不祥事が起こる理由 国広　正 日本経済新聞出版社

336.2 ﾊ スイッチ！ チップ・ハース 早川書房
336.4 ｶ 管理職・職場リーダーのための人事・労務Ｑ＆Ａ 近藤　圭伸 中央経済社
337.9 ｽ 「デフレ」がわかると経済の動きが読めてくる！ 鈴木　雅光 すばる舎
338.7 ﾎ 図解カードビジネスのしくみ 本田　元 中央経済社
339 ｼ 見直し以前の「いる保険」「いらない保険」の常識 清水　香 講談社
369.3 ﾄ キノコ雲に追われて ロバート・トランブル あすなろ書房
376.1 ｱ 2 ラクラクかんたんパネルシアター　２ 阿部　恵 チャイルド本社
376.1 ｺﾞ つくってうたってあそべるパネルシアター 後藤　紀子 アイ企画
402.9 ﾀ 世界一空が美しい大陸南極の図鑑 武田　康男 草思社
404 ﾌﾞ まだ科学で解けない１３の謎 マイケル・ブルックス 草思社
410 ｵ 寄り道の多い数学 大沢　健夫 岩波書店
421.3 ｵ 犬でもわかる現代物理 チャド・オーゼル 早川書房
435.6 ｵ ＣＯ２のきほん 奥山　康子 誠文堂新光社
457.8 ｷ 恐竜絶滅 ＮＨＫ「ポスト恐竜」プロジェクト ダイヤモンド社
463.9 ﾆ 知っているようで知らない免疫の話 西村　尚子 技術評論社
467.5 ｺ 進化の運命 サイモン・コンウェイ＝モリス 講談社

468.8 ｱ 深海の女王がゆく シルビア・アール
日経ナショナル
ジオグラフィック社

486.6 ﾐ ホタルと暮らす 三石　暉弥 信濃毎日新聞社
489.5 ﾐ となりのツキノワグマ 宮崎　学 新樹社
490.9 ｲ 絵でわかる漢方医学 入江　祥史 講談社
491.3 ﾄﾞ 数覚とは何か？ スタニスラス・ドゥアンヌ 早川書房
493.7 ｻ 音楽嗜好症（ミュージコフィリア） オリヴァー・サックス 早川書房
493.7 ﾆ 入門うつ病のことがよくわかる本 野村　総一郎 講談社
495.7 ｽ 赤ちゃんの科学 マーク・スローン 日本放送出版協会
498.5 ｺ あきらめない！認知症の予防と改善 神津　健一 ぶんぶん書房
523.1 ﾆ 日本近代建築大全　西日本篇 米山　勇 講談社
535.8 ﾀ トコトンやさしいカメラの本 谷腰　欣司 日刊工業新聞社
538.9 ﾀ 探査機はやぶさ７年の全軌跡 ニュートンプレス
550.2 ｼ 図説船の歴史 庄司　邦昭 河出書房新社
576.5 ｱ やさしい石けんのつくりかた 浅野　さおり 文芸春秋
593.8 ﾀ 体型別・男のきもの着付け入門 笹島　寿美 世界文化社
594 ｶ 散歩で暮らしでエコな手づくり雑貨 蔭山　はるみ 日本放送出版協会
594 ﾑ 小さなどうぶつブローチ 村上　伊万里 文化学園文化出版局

595 ｽ はじめてのおうちカット 砂原　由弥
中央出版株式会社
アノニマ・スタジオ

596 ｶ １人分が得意！トースタークッキング 葛　恵子 講談社
596 ﾆ 日本の食材帖実践レシピ 吉田　企世子 主婦と生活社
599.0 ﾏ 13 うちの３姉妹　１３ 松本　ぷりっつ 主婦の友社
610 ﾉ 農業をはじめたい人の本 斎藤　訓之 成美堂出版
693.8 ｶ 切手帖とピンセット 加藤　郁美 国書刊行会
718.1 ｼ 白洲正子十一面観音の旅　京都・近江・若狭・信州・美濃篇 青柳　恵介 平凡社
724.9 ﾋ 表装生活 麻殖生　素子 淡交社
726.1 ﾖ 妖怪まんだら 世界文化社
750 ｷ 9 きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第９巻 きむら　ゆういち チャイルド本社
750 ｼ 作って楽しいアンパンマン 島田　明美 フレーベル館
763.2 ﾖ ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール 吉原　真里 アルテス
パブリッシング

767.8 ﾀ 吉田拓郎終わりなき日々 田家　秀樹 角川書店
770.9 ｷ だから演劇は面白い！ 北村　明子 小学館
778.2 ｷ 北野武　今、６３歳 北野　武 ロッキング・オン



新着案内８月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
780.1 ﾋ 筋トレ以前のからだの常識 平石　貴久 講談社
783.7 ｸ 心の野球 桑田　真澄 幻冬舎
809.4 ｸ 誰でも６０分以上スイスイ講演ができるコツ 釘山　健一 すばる舎リンケージ
809.4 ｻ 6 声に出して読みたい日本語　６ 斎藤　孝 草思社

830 ﾎ 世界とつながるＴｗｉｔｔｅｒ英語学習法 本間　正人
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

830.7 ｷ いちばん“おカネ”をかけずに英語をモノにする本 菊地　正憲 ぱる出版
830.7 ﾉ 「超音読」英語勉強法 野島　裕昭 日本実業出版社
834 ｾ 世界一わかりやすい英単語の授業 関　正生 中経出版
910.2 ｲ おんな作家読本　明治生まれ篇 市川　慎子 ポプラ社
910.2 ｵ 面白いほどよくわかる時代小説名作１００ 細谷　正充 日本文芸社
911.1 ｸ しらまゆみ 栗木　京子 本阿弥書店
911.1 ﾏ 実践・短歌塾 松坂　弘 角川学芸出版
911.5 ｸ なんとなく・青空 工藤　直子 文化学園文化出版局

912.7 ｸ 帰国 倉本　聡 日本経済新聞出版社

913.3 ﾑ 3 謹訳源氏物語　３ 〔紫式部〕 祥伝社
913.6 ｱ グラウンドの空 あさの　あつこ 角川書店
913.6 ｱ 闇彦 阿刀田　高 新潮社
913.6 ｱ 乙女の密告 赤染　晶子 新潮社
913.6 ｱ 丘の上の赤い屋根 青井　夏海 ＰＨＰ研究所
913.6 ｱ 黒い遭難碑 安曇　潤平 メディアファクトリー
913.6 ｱ 失業パラダイス 碧野　圭 光文社
913.6 ｱ 氷海のウラヌス 赤城　毅 祥伝社
913.6 ｱ 密偵 秋山　香乃 幻冬舎
913.6 ｲ そのころ、白旗アパートでは 伊藤　たかみ 講談社
913.6 ｲ 吸涙鬼 市川　拓司 講談社
913.6 ｲ 八月の魔法使い 石持　浅海 光文社
913.6 ｲ 蛻 犬飼　六岐 講談社
913.6 ｳ 今日を刻む時計 宇江佐　真理 文芸春秋
913.6 ｳ 天地明察 冲方　丁 角川書店
913.6 ｵ シューマンの指 奥泉　光 講談社
913.6 ｵ ランプコントロール 大崎　善生 中央公論新社
913.6 ｵ 原稿零枚日記 小川　洋子 集英社
913.6 ｶ 〈島〉に戦争が来た 加藤　幸子 新潮社
913.6 ｶ ひそやかな花園 角田　光代 毎日新聞社
913.6 ｶ ブレイズメス１９９０ 海堂　尊 講談社
913.6 ｶ 白砂 鏑木　蓮 双葉社
913.6 ｶ 風が吹けば 加藤　実秋 文芸春秋
913.6 ｷ 西巷説百物語 京極　夏彦 角川書店
913.6 ｷ 1 悪の教典　上 貴志　祐介 文芸春秋
913.6 ｷ 14 楊令伝　１４ 北方　謙三 集英社
913.6 ｷ 2 悪の教典　下 貴志　祐介 文芸春秋
913.6 ｸ 封印の紋章 九条　菜月 中央公論新社
913.6 ｹﾞ 四雁川流景 玄侑　宗久 文芸春秋
913.6 ｺ ふたつの枷 古処　誠二 集英社
913.6 ｺ 叛撃 今野　敏 有楽出版社
913.6 ｺ 3 アイリス　３ キム　ヒョンジュン 朝日新聞出版
913.6 ｻ 御当家七代お祟り申す 佐藤　雅美 講談社
913.6 ｻ 昭和質店の客 佐江　衆一 新潮社
913.6 ﾀ タナボタ！ 高嶋　哲夫 幻冬舎
913.6 ﾀ トッカン 高殿　円 早川書房
913.6 ﾀ 長弓戯画 滝田　務雄 東京創元社
913.6 ﾀﾞ 確信犯 大門　剛明 角川書店
913.6 ﾀﾞ 10 代表作時代小説　平成２２年度 日本文芸家協会 光文社
913.6 ﾅ アルバトロスは羽ばたかない 七河　迦南 東京創元社
913.6 ﾅ 先生のあさがお 南木　佳士 文芸春秋
913.6 ﾅ 狙撃 永瀬　隼介 角川書店
913.6 ﾅ 野川 長野　まゆみ 河出書房新社
913.6 ﾆ Ｌ特急しまんと殺人事件 西村　京太郎 実業之日本社
913.6 ﾆ さすらいの舞姫 西木　正明 光文社
913.6 ﾆ 人もいない春 西村　賢太 角川書店



新着案内８月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
913.6 ﾆ 誘拐犯の不思議 二階堂　黎人 光文社
913.6 ﾊ ダーティ・ママ！ 秦　建日子 河出書房新社
913.6 ﾊ ゆんでめて 畠中　恵 新潮社
913.6 ﾊ リア家の人々 橋本　治 新潮社
913.6 ﾊ 死闘館 伯方　雪日 東京創元社
913.6 ﾊ 世田谷駐在刑事（でか） 浜　嘉之 講談社
913.6 ﾊﾞ やっちゃれ、やっちゃれ！ 坂東　真砂子 文芸春秋
913.6 ﾋ プラチナデータ 東野　圭吾 幻冬舎
913.6 ﾋ 窓の外は向日葵の畑 樋口　有介 文芸春秋
913.6 ﾌ ヌれ手にアワ 藤谷　治 祥伝社
913.6 ﾌ 評決 深谷　忠記 徳間書店
913.6 ﾏ 星と輝き花と咲き 松井　今朝子 講談社
913.6 ﾐ Ｎのために 湊　かなえ 東京創元社
913.6 ﾐ あんじゅう 宮部　みゆき 中央公論新社
913.6 ﾐ おとうとの木 宮ノ川　顕 角川書店
913.6 ﾐ 小暮写真館 宮部　みゆき 講談社
913.6 ﾐ 夜行観覧車 湊　かなえ 双葉社
913.6 ﾐ 路地裏ビルヂング 三羽　省吾 文芸春秋
913.6 ﾐ 1 湖底の城　１巻 宮城谷　昌光 講談社
913.6 ﾐ 1 三千枚の金貨　上 宮本　輝 光文社
913.6 ﾐ 2 三千枚の金貨　下 宮本　輝 光文社
913.6 ﾑ アダルト・エデュケーション 村山　由佳 幻冬舎
913.6 ﾓ 1 炎天の雪　上 諸田　玲子 集英社
913.6 ﾓ 2 炎天の雪　下 諸田　玲子 集英社
913.6 ﾓ 4 新・日本朝鮮戦争　第４部 森　詠 徳間書店
913.6 ﾔ 赦し 矢口　敦子 幻冬舎
913.6 ﾔ 無頼無頼（ぶらぶら）ッ！ 矢野　隆 集英社
913.6 ﾔ 8.1 山田　悠介 文芸社
913.6 ﾜ 儲けすぎた男 渡辺　房男 文芸春秋
914.6 ｱ 2 パリごはん　ｄｅｕｘ 雨宮　塔子 幻冬舎
914.6 ｶ ドストエフスキーとの５９の旅 亀山　郁夫 日本経済新聞出版社

914.6 ｺ この星の時間 日本文芸家協会 光村図書出版
914.6 ﾄ 第四人称 外山　滋比古 みすず書房
914.6 ﾖ ９２歳。小さなしあわせを集めて生きる 吉沢　久子 海竜社
914.6 ﾖ 白い道 吉村　昭 岩波書店
915.6 ﾂ 若き日の友情 辻　邦生 新潮社
917 ﾂ 現代語裏辞典 筒井　康隆 文芸春秋
929 ｼ 6 島田荘司選アジア本格リーグ　６ 島田　荘司 講談社
933 ﾔ 不可能犯罪課の事件簿 ジェイムズ・ヤッフェ 論創社
943 ﾍﾞ ハサウェイ・ジョウンズの恋 カティア・ベーレンス 白水社
983 ﾊ ズディグルアプルル ダニイル・ハルムス 未知谷
B 913.6 ｶ 13とある魔術の禁書目録（インデックス）　１３ 鎌池　和馬 メディアワークス
B 913.6 ｻ 紫房の十手 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｽ 雨上りの宮 鈴木　英治 双葉社
B 913.6 ｽ 赤富士の空 鈴木　英治 双葉社
B 913.6 ｽ 待伏せの渓 鈴木　英治 双葉社
B 913.6 ｽ 旅立ちの橋 鈴木　英治 双葉社
R 778.7 ｱ アニメ作品事典 スティングレイ 日外アソシエーツ



新着案内８月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
210 ﾌ 明治維新がわかる事典 深光　富士男 ＰＨＰ研究所
289 ﾀﾞ 伊達政宗 加来　耕三 ポプラ社
292 ﾀﾞ ラオス Ａ．カマラ・ダラル ほるぷ出版
304 ｵ 教えて！ニュースのことば ＮＨＫ「週刊こどもニュース」プロジェクト 日本放送出版協会
319 ｱ １３歳からの平和教室 浅井　基文 かもがわ出版
319 ﾔ 海をわたる被爆ピアノ 矢川　光則 講談社
369 ﾀ 幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中　優 河出書房新社
369 ﾃ 盲導犬サーブ 手島　悠介 講談社
407 ｼ 小学生のキッチンでかんたんクラフト 学研教育出版
407 ﾃﾞ でんじろう先生のわくわく！自由研究 米村　でんじろう 主婦と生活社
423 ﾁ くうきがみえるまほうのはこ チャーリーにしむら シーエムシー出版
440 ﾖ よくわかる宇宙と地球のすがた 国立天文台 丸善
450 ﾐ みんなが知りたい！地球と環境がわかる本 北原　義昭 メイツ出版
457 ﾊ はっけんずかんきょうりゅう 小畠　郁生 学研
469 ﾒ 名探偵コナン推理ファイル人類の謎 青山　剛昌 小学館
470 ﾏ 野の花えほん 前田　まゆみ あすなろ書房
481 ｲ どっこい生きてる、ゴミの中 伊藤　勝敏 保育社
481 ｵ 言葉はなぜ生まれたのか 岡ノ谷　一夫 文芸春秋
481 ﾎ ホネホネすいぞくかん 西沢　真樹子 アリス館
481 ﾓ 猛毒をもつ生き物たち 橘　和夫 誠文堂新光社
486 ｼ びっくり！？昆虫館 新開　孝 岩崎書店
486 ﾐ ホタルと暮らす 三石　暉弥 信濃毎日新聞社
487 ﾏ 外国から来た魚 松沢　陽士 フレーベル館
489 ｵ ツシマヤマネコって、知ってる？ 太田　京子 岩崎書店
489 ﾐ ヤマネのすむ森 湊　秋作 学研教育出版
536 ｼ 新電車大集合１６１６点 広田　尚敬 講談社
537 ｲ 1 エコカーのしくみ見学　１ 市川　克彦 ほるぷ出版
616 ｲ 神様の階段 今森　光彦 偕成社
750 ｼ からくり工作ブック 塩浦　信太郎 学研教育出版
750 ﾀ なつのあそび 竹井　史郎 岩崎書店
754 ｲ おりがみでごっこあそび いしかわ　まりこ 主婦の友社
754 ｲ 2 おりがみでおみせやさん　２ いまい　みさ 毎日新聞社
754 ﾋ エコ＊文房具 平田　美咲 汐文社
913 ｲ アンモナイトの森で 市川　洋介 学研教育出版
913 ｵ おもしろい話が読みたい！　ワンダー編 松原　秀行 講談社
913 ｶ いっぽんくんのひとりごと 角野　栄子 クレヨンハウス
913 ｺ あなたに贈るＸ 近藤　史恵 理論社
913 ｺﾞ 尼子十勇士伝 後藤　竜二 新日本出版社
913 ｼ さすらい猫ノアの伝説 重松　清 講談社
913 ｽ 赤い髪のミウ 末吉　暁子 講談社
913 ﾀ ここからどこかへ 谷川　俊太郎 角川学芸出版
913 ﾃ ブラック・ジャック　シャチの贈りもの 手塚　治虫 金の星社
913 ﾄ 時のかなたの人魚の島 富安　陽子 偕成社
913 ﾅ まじょねこピピゆめのまじょねこ学校 中島　和子 金の星社
913 ﾅ 雲のはしご 梨屋　アリエ 岩崎書店
913 ﾅ 奇跡の犬コスモスにありがとう 中山　聖子 角川学芸出版
913 ﾆ ピアチェーレ にしがき　ようこ 小峰書店
913 ﾊ ヘヴンリープレイス 浜野　京子 ポプラ社
913 ﾊ ライバル はまなか　あき 角川学芸出版
913 ﾋ 見習い警察犬きな子 浜田　秀哉 汐文社
913 ﾐ 青い風船 宮内　純子 くもん出版
913 ﾑ おばけおわらいグランプリ☆ むらい　かよ ポプラ社
913 ﾑ すいはんきのあきやすみ 村上　しいこ ＰＨＰ研究所
913 ﾔ 市立第二中学校２年Ｃ組 椰月　美智子 講談社
913 ﾔ 動物園ものがたり 山田　由香 くもん出版
913 ﾚ 14 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１４ 令丈　ヒロ子 講談社
933 ｳ わたしは、わたし ジャクリーン・ウッドソン 鈴木出版
933 ｴ おとなりさんは魔女 ジョーン・エイキン 岩波書店
933 ｵ 嵐の夜の幽霊海賊 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー
933 ｸﾞ アニーのかさ リサ・グラフ 講談社
933 ｺﾞ 4 コニー・ライオンハートシリーズ　４ ジュリア・ゴールディング 静山社



新着案内８月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
933 ﾀﾞ 消えたヴァイオリン スザンヌ・ダンラップ 小学館
933 ﾌ 星が導く旅のはてに スーザン・フレチャー 徳間書店
933 ﾏ アキンボと毒ヘビ アレグザンダー・マコール・スミス 文研出版
933 ﾏ 1 ドーン・ロシェルの季節　１ ローレイン・マクダニエル 岩崎書店
933 ﾏ 2 ドーン・ロシェルの季節　２ ローレイン・マクダニエル 岩崎書店
933 ﾓ モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ 岩崎書店
933 ﾛ 7 ロンド国物語　７ エミリー・ロッダ 岩崎書店
949 ﾌ くまのバルデマール クヌート・ファルバッケン 文研出版
E ｱﾌ あふりかのあかいみち やました　はるお 教育画劇
E ｳｶﾞ うがいライオン ねじめ　正一 鈴木出版
E ｳﾐ 海をわたった折り鶴 石倉　欣二 小峰書店
E ｴｲ エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・Ｃ．ステッド 光村教育図書
E ｵｼﾞ おじさんとすべりだい たにぐち　くにひろ ひさかたチャイルド
E ｵﾂ オッパイ星人あらわる 井窪　豊者 生命保険協会
E ｶｴ カエルもヒキガエルもうたえる アーノルド・ローベル 長崎出版
E ｶﾁ かちかち山 広松　由希子 岩崎書店
E ｶﾜ かわ 鈴木　のりたけ 幻冬舎
E ｷﾐ きみのきもち サトシン 教育画劇
E ｷﾖ 恐竜トリケラトプスとスピノサウルス 黒川　みつひろ 小峰書店
E ｹﾏ ケマコシネカムイ 藤村　久和 絵本塾出版
E ｻｱ さあ、ひっぱるぞ！ ケイト・マクマラン 評論社
E ｻﾂ さつまくん いえの　みちよ かもがわ出版
E ｼﾞﾔ じゃがいもポテトくん 長谷川　義史 小学館
E ﾀﾁ たちねぶたくん 中川　ひろたか 角川学芸出版
E ﾀﾞﾚ だれかがぼくを 内田　麟太郎 ＰＨＰ研究所
E ﾁｷ 地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ 西村書店
E ﾂｷ つきとあそぼう 谷内　こうた 至光社
E ﾄｲ トイ・ストーリー３ 赤坂　行雄 講談社
E ﾄﾝ とんでいきたいなあ 市川　里美 ＢＬ出版
E ﾈｴ ねえあそぼ 長野　ヒデ子 ひかりのくに
E ﾈｺ ねこがおしえてくれたよ たから　しげる 教育画劇
E ﾈｺ ねこふんじゃった せな　けいこ ポプラ社
E ﾉﾈ のねずみチッチとほしのみずうみ ふくざわ　ゆみこ のら書店
E ﾊﾟﾊﾟ パパとニルスもっとおおきくなったらね！ マーカス・フィスター 講談社
E ﾋﾔ ヒヤシンスひめ フローレンス・パリー・ハイド 光村教育図書
E ﾎﾞｸ ぼくが一番望むこと マリー・ブラッドビー 新日本出版社
E ﾎﾞｸ ぼくんちのティラノサウルス のぶみ 講談社
E ﾏｲ まいごのしろくま アンドレ・ダーハン 学研教育出版
E ﾐﾂ みつばちみつひめ　どどんとなつまつりの巻 秋山　あゆ子 ブロンズ新社
E ﾐﾔ ミャオせんせい、きんきゅうしゅつどう！ サム・ロイド ＢＬ出版
E ﾐﾝ みんなわんわん 内田　かずひろ 長崎出版
E ﾕﾂ ゆっくりのんびり いとう　ひろし 絵本館
E ﾖﾝ ４ひきの子グマ物語 前田　菜穂子 岩波書店
R 457 ｷ 恐竜 学研教育出版
R 486 ｺ 昆虫の生態図鑑 学研教育出版
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