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著者 出版社 請求記号

蒼井　碧／著 宝島社 913ア

伊勢さつき／著 文芸社 913イ

中島京子／著 新潮社 913ナ

林　真理子／著 KADOKAWA 913ハ1

林　真理子／著 KADOKAWA 913ハ2

森　絵都／著 文藝春秋 913モ

山本　弘／著 東京創元社 913ヤ１

山本　弘／著 東京創元社 913ヤ２

山本　弘／著 東京創元社 913ヤ３

山本　弘／著 東京創元社 913ヤ４

五木寛之／著 日本経済新聞出版社 914イ

タイトル

百歳人生を生きるヒント

2018年　　　　　　　　新着本

仮面の花嫁

オーパーツ　死を招く至宝

樽とタタン

西郷どん！　上製版　前編

西郷どん！　上製版　後編

出会いなおし

ＢＩＳビブリオバトル部　１
翼を持つ少女

ＢＩＳビブリオバトル部　３
世界が終わる前に

ＢＩＳビブリオバトル部　４
君の知らない方程式

ＢＩＳビブリオバトル部　２
幽霊なんて怖くない
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著者 出版社 請求記号タイトル

宇山佳佑／著 集英社 913ウ

岡部えつ／著 徳間書店 913オ

喜多喜久／著 中央公論新社 913キ7

佐伯泰英／著 双葉社 913サ

佐野徹夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913サ

白川紺子／著 集英社 913シ1

白川紺子／著 集英社 913シ2

白川紺子／著 集英社 913シ3

白川紺子／著 集英社 913シ4

白川紺子／著 集英社 913シ5

白川紺子／著 集英社 913シ6

白川紺子／著 集英社 913シ7

鈴木英治／著 双葉社 913ス39

空也十番勝負　青春編
声なき蝉　(上)

下鴨アンティーク　１
アリスと紫式部

下鴨アンティーク　２
回転木馬とレモンパイ

下鴨アンティーク　３
祖母の恋文

下鴨アンティーク　４
神無月のマイ・フェア・レディ

下鴨アンティーク　５
雪花の約束

君は月夜に光り輝く

下鴨アンティーク　７
白鳥と紫式部

口入屋用心棒　３９
隠し湯の効

桜のような僕の恋人

嘘を愛する女

化学探偵Ｍｒ．キュリー　７

下鴨アンティーク　６
暁の恋

文
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著者 出版社 請求記号タイトル

高田郁／著 角川春樹事務所 913タ5

知念実希人／著 光文社 913チ1

知念実希人／著 光文社 913チ2

椹野道流／著 KADOKAWA 913フ9

和田はつ子／著 角川春樹事務所 913ワ34

クレイグ・グレンディ／編
大木　哲／翻訳・翻訳編集

角川アスキー
総合研究所

03ギ
2018

今泉忠明／監修 学研プラス 48モ

ゴムドリCO．／文
洪　　鐘賢／絵
HANA韓国語

教育研究会／訳

朝日新聞出版 50ハ10

ゴムドリCO．／文
洪　　鐘賢／絵
HANA韓国語

教育研究会／訳

朝日新聞出版 50ハ11

スタジオジブリ／監修
徳間書店児童書編集部／編

徳間書店 77ト

スタジオジブリ／監修
徳間書店児童書編集部／編

徳間書店 77ト

スタジオジブリ／監修
徳間書店児童書編集部／編

徳間書店 77ト

ゴードン・コーマン／著
HACCAN／イラスト

小浜　杳／訳
KADOKAWA 93サ25

サーテイーナイン・クルーズ　２５
たとえ命つきるとも

徳間アニメ絵本ミニ
スタジオジブリの　生きものがいっぱい

徳間アニメ絵本ミニ
スタジオジブリの　食べものがいっぱい

徳間アニメ絵本ミニ
スタジオジブリの　乗りものがいっぱい

もふもふ動物

発明対決－ヒラメキ勝負！　発明漫画－10
今日のための発明

発明対決－ヒラメキ勝負！　発明漫画－11
アイデアの応用

あきない世傳金と銀　５　転流篇

優しい死神の飼い方

黒猫の小夜曲（セレナーデ）

料理人季蔵捕物控　３４
南蛮菓子

最後の晩ごはん　９
海の花火とかき氷

ギネス世界記録　２０１８
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著者 出版社 請求記号タイトル

竹下文子／作
鈴木まもる／絵

偕成社 Eイ

マーティン
ハンドフォード／作・絵

フレーベル館 Eウ

マーティン
ハンドフォード／作・絵

フレーベル館 Eウ

マーティン
ハンドフォード／作・絵

フレーベル館 Eウ

Ｂ．Ｊ．ノヴァク／著
おおともたけし／訳

早川書房 Eエ

さいとうしのぶ／作 白泉社 Eジ

新井洋行／作 講談社 Eジ

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ１

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ２

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ３

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ４

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ５

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ６

絵
本

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　①
ノンタン　にんにん　にこにこ

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　②
ノンタン　もぐ　もぐ　もぐ

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　③
ノンタン　おしっこ　しー　しー

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　④
ノンタン　あそびましょ

じかんだよ－！

じゃぶじゃぶ　じゃぐちくん
－さわやか手洗い絵本－

いそげ！　きゅうきゅうしゃ

ウォーリーをさがせ！
ＮＥＷ　ウォーリーをさがせ！

ウォーリーをさがせ！
ＮＥＷ　タイムトラベラー　ウォーリーをおえ！

ウォーリーをさがせ！
ＮＥＷ　ウォーリーの　ゆめのくに　だいぼうけ
ん！

えがないえほん

児
童
書

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　⑤
ノンタン　いない　いなーい

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　⑥
ノンタン　じどうしゃ　ぶっぶー
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著者 出版社 請求記号タイトル

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ７

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ８

キヨノサチコ／作・絵 偕成社 Eノ９

えがしらみちこ／作 講談社 Eネ

＊すまいるママ＊／著 東京書店 Eハ

いりやまさとし／作 講談社 Eパ

新津春子／原案
もとしたいづみ／文
つじむらあゆこ／絵

ポプラ社 Eホ

水野　敬也／作
鉄拳／画

文響社 726ソ

鈴木るりか／著 小学館 913ス

燃え殻／著 新潮社 913モ

宮内悠介／著 東京創元社 913ミ

ローリ・ネルソン＝
スピールマン／著

高里ひろ／訳
KADOKAWA 933ス

光原百合／著 双葉社 913ミ

児
童
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絵
本

ほしのさんちの　おそうじ　だいさくせん

ねんねのうた

はなになりたい

パンダ　おやこたいそう

超動く家にて
－宮内悠介短編集－

それでも僕は夢を見る

さよなら、田中さん

ボクたちはみんな大人になれなかった

幸福を見つける２０のレッスン
－本当のわたしを取り戻す１２ヶ月－

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　⑦
ノンタン　おはよう

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　⑧
ノンタン　はみがき　はーみー

ノンタンシリーズ　赤ちゃん版　⑨
ノンタン　はっくしょん！

十八の夏　　<新装版>
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著者 出版社 請求記号タイトル
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湊　かなえ／著 新潮社 913ミ

児
童
書

たまだ　まさお／漫画
株式会社　学研プラス

次世代教育創造事業部
学びソリューション事業室

55ミ

寄
贈
本

豆の上で眠る

港のひみつ
   学研まんがでよくわかるシリーズ　１３５
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