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密室の鍵貸します 東川　篤哉 光文社 小説

密室に向かって撃て! 東川　篤哉 光文社 小説

交換殺人には向かない夜 東川　篤哉 光文社 小説

完全犯罪に猫は何匹必要か？ 東川　篤哉 光文社 小説

ジヴェルニーの食卓 原田ハマ 集英社 小説

夢幻花 東野圭吾 PHP研究所 小説

色彩を持たない多崎つくるとその巡礼の旅 村上　春樹 文藝春秋 小説

快挙 白石一文 新潮社 小説

わりなき恋 岸　惠子 幻冬舎 小説

五二屋傳蔵 山本一力 朝日出版社 小説

正義のセ　2 阿川佐和子 角川書店 小説

正義のセ　3 阿川佐和子 角川書店 小説

図書館革命 有川 浩 メディアワークス 小説

刀伊入寇 - 藤原隆家の闘い 葉室 麟 実業之日本社 小説

あのひとは蜘蛛を潰せない 彩瀬まる 新潮社 小説

株価暴落 池井戸 潤 文藝春秋 小説

シャイロックの子供たち 池井戸 潤 文藝春秋 小説

天翔る 村山由佳 講談社 小説

親子で楽しむ! わくわく数の世界の大冒険2 桜井 進 日本図書センター 雑書

伸び続ける子が育つお母さんの習慣 高濱　正伸 青春出版社 雑書

誰も知らない「無添加」のカラクリ
(青春新書INTELLIGENCE 397)

西島 基弘 青春出版社 雑書
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ディズニー ありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋
ソフトバンク

クリエイティブ
雑書

できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部 青春出版社 雑書

できる大人の話のネタ全書 話題の達人倶楽部 青春出版社 雑書

発酵美人 川村 ひかる 幻冬舎 雑書

人生はワンチャンス!
―「仕事」も「遊び」も楽しくなる65の方法

水野 敬也  文響社 雑書

熟語博士の宇宙探検 五味　太郎 絵本館 雑書

開戦前夜 ゴーマニズム宣言RISING 小林 よしのり 小学館 雑書

ゴーマニズム宣言SPECIAL天皇論 小林 よしのり 小学館 雑書

犬から聞いた素敵な話 涙あふれる14の物語 山口　花 東邦出版 雑書

新種発見!こびと大研究 なばた としたか 長崎出版 絵本

城 (歴群図解マスター) 香川 元太郎 学研パブリッシング 絵本

自然遺産の迷路 屋久島発世界一周旅行へ 香川 元太郎 PHP研究所 絵本

進化の迷路 原始の海から人類誕生まで 香川 元太郎 PHP研究所 絵本

えんそく おにぎり
 (講談社の創作絵本―行事と食べもののよみきかせ絵本)

宮野 聡子 講談社 絵本

ランドセルがやってきた
中川　ひろたか

村上　康成
徳間書店 絵本

あさになったのでまどをあけますよ 荒井 良二 偕成社 絵本

こんぶのぶーさん 岡田よしたか ﾌﾞﾛﾝｽﾞ新社 絵本

おむすびさんちのたうえのひ
 (PHPわたしのえほんシリーズ)

かがくい ひろし PHP研究所 絵本

うちの3ねこ　1 松本ぷりっつ 竹書房 コミック

猫なんかよんでもこない。その2 杉作 実業之日本社 コミック

くるねこ　11 くるねこ大和 エンターブレイン コミック
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メガネをかけたら
くすのき しげのり

 たるいし まこ
小学館

課題
図書

なみだひっこんでろ (おはなしトントン)
岩瀬 成子

上路 ナオ子
岩崎書店

課題
図書

わたしのいちばん あのこの1ばん 薫 くみこ ポプラ社
課題
図書

いっしょだよ 小寺 卓矢 アリス館
課題
図書

くりぃむパン 濱野 京子 くもん出版
課題
図書

ジャコのお菓子な学校 (文研じゅべにーる)
ラッシェル

オスファテール
文研出版

課題
図書

こおり (たくさんのふしぎ傑作集)
前野　紀一
斉藤　俊行

福音館書店
課題
図書

ゾウの森とポテトチップス (そうえん社写真のえほん) 横塚 眞己人  そうえん社
課題
図書

オムレツ屋へようこそ!
西村 友

 鈴木 びんこ
国土社

課題
図書

有松の庄九郎 中川 なをみ 新日本出版社
課題
図書

はるかなるアフガニスタン (講談社文学の扉)
アンドリュー・クレメンツ

田中 奈津子
講談社

課題
図書

永遠に捨てない服が着たい
―太陽の写真家と子どもたちのエコ革命

今関 信子 汐文社
課題
図書

チャーシューの月 (Green Books) 村中 李衣 小峰書店
課題
図書

フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン あすなろ書房
課題
図書

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢 真也 旬報社
課題
図書
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