
請 求 記 号 タ  イ  ト  ル 人   名 出 版 者 資 料 番 号

A F9 ｸﾗ もっかい！ エミリー・グラヴェット/さく フレーベル館 120321120

019 2 O1 子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガイド 世代間交流プロジェクト ライフ出版社 110852324

019 2 O1 シニアから君たち〈小学校高学年・中学生〉へ「読み聞かせ」に託すこころのリレー 世代間交流プロジェクト ライフ出版社 110831286

019 5 O4 生きる力、絵本の力 柳田　邦男／著 岩波書店 111671889

019 53 N6 大人が絵本に涙する時 柳田　邦男／著 平凡社 110726585

019 53 O0 人生に大切なことはすべて絵本から教わった 末盛　千枝子／著 現代企画室 110802725

019 53 O1 絵本の力 河合　隼雄／著 岩波書店 110833530

019 53 O1 絵本はこころの処方箋 岡田　達信／著 瑞雲舎 111591707

019 M9 １００人が感動した１００冊の絵本 小野　明／選 平凡社 111532628

019 N1 読み語り絵本１００ 平凡社 110367430

019 N4 おとなが子どもに出会う絵本 谷川　俊太郎／編 平凡社 110607215

47 K7 はるにれ 姉崎　一馬／写真 福音館書店 121084628

72 K7 旅の絵本　〔１〕 安野　光雅／〔著〕 福音館書店 121080931

72 N1 小さな池 新宮　晋／〔作〕 福音館書店 120056999

72 N3 地雷ではなく花をください　続々 葉　祥明／絵 自由国民社 121117147

72 N4 クレストンの青い鳥 葉　祥明／絵と文 自由国民社 120071170

726 5 L1 遠い日の絵本 谷内　六郎／〔画〕 新潮社 111255329

726 5 M8 絵本シェイクスピア劇場 安野　光雅／画 講談社 110217528

726 5 N3 絵本は小さな美術館 中川　素子／著 平凡社 110584547

726 6 M9 絵本の１００年展 伊藤　元雄／編集 朝日新聞社 110097540

726 6 N1 キネマの街 金子　みすゞ／童謡 ＪＵＬＡ出版局 110399698

726 6 N9 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／原作 リトルモア 111496303

726 6 O1 リズーム イシュトバン・バンニャイ／著 ブッキング 110841186

726 6 O2 金曜日の砂糖ちゃん 酒井　駒子／〔作〕 偕成社 110862794

大人も読みたい絵本
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726 60 N4 絵本の作家たち　２ 小野　明／聞き手 平凡社 110659232

726 60 N5 絵本の作家たち　３ 南谷　佳世／聞き手 平凡社 110665080

726 60 N6 絵本の作家たち　４ 柴田　こずえ／聞き手 平凡社 110691938

726 M7 絵本西遊記 太田　大八／画 童心社 110074424

911 ﾀﾆ ほしにむすばれて 谷川　俊太郎／文 文研出版 120297247

911 ﾋﾅ さがしています アーサー・ビナード／作 童心社 120328851

931 ｷﾖ 今日 伊藤　比呂美／訳 福音館書店 111700092

F1 ｱｻ ハナミズキのみち 淺沼　ミキ子／文 金の星社 120346697

F1 ｲｾ 大きな木のような人 いせ　ひでこ／作 講談社 120280037

F1 ｲｾ １０００の風１０００のチェロ いせ　ひでこ／作 偕成社 120046271

F1 ｲﾄ だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし／作・絵 講談社 120002035

F1 ｲﾓ かぜのでんわ いもと　ようこ／作絵 金の星社 120344288

F1 ｶﾜ うえきばちです 川端　誠／作 ＢＬ出版 120252895

F1 ｶﾜ じゅげむ 川端　誠／〔作〕 クレヨンハウス 120101001

F1 ｷﾖ いるのいないの 京極　夏彦／作 岩崎書店 120317136

F1 ｸｽ みずいろのマフラー くすのき　しげのり／ぶん 童心社 120368444

F1 ｸｽ Ｌｉｆｅ くすのき　しげのり／作 瑞雲舎 120368360

F1 ｺﾐ 海は広いね、おじいちゃん 五味　太郎／作画 絵本館 121071633

F1 ｻｸ いしゃがよい さくら　せかい／さく 福音館書店 120360052

F1 ｻｻ ぼくがとぶ ささき　まき／さく 福音館書店 120058425

F1 ｻﾉ １００万回生きたねこ 佐野　洋子／作・絵 講談社 120218896

F1 ｽｶ いわしくん 菅原　たくや／作 文化出版局 120134234

F1 ﾀｼ 海賊 田島　征三／作 ポプラ社 120338918

F1 ﾀｼ やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島　征三／〔作〕 童心社 121068860

F1 ﾀﾆ あけるな 谷川　俊太郎／作 復刊ドットコム 120330683

F1 ﾀﾆ かないくん 谷川　俊太郎／作 東京糸井重里事務所 120109780

F1 ﾃｼ おじろわしのうみ 手島　圭三郎／作・絵 リブリオ出版 120035258

F1 ﾋﾗ つみきのいえ 加藤　久仁生／絵 白泉社 120261037

F1 ﾎﾀ おうさまのおひっこし 牡丹　靖佳／作 福音館書店 120103114
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F1 ﾏｼ わらべうた ましま　せつこ／え 福音館書店 121143267

F1 ﾐﾔ やまなし 宮沢　賢治／作 三起商行 120246699

F9 ｲﾝ ねこたちの夜 ブルース・イングマン／作 小学館 120044789

F9 ｳｲ しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ／ぶん，え 福音館書店 120079033

F9 ｶｸ １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん　え 福音館書店 120082060

F9 ｸﾗ かいじゅうくん ウテ・クラウゼ／作 ブロンズ新社 120264114

F9 ｼﾕ よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 福音館書店 120082292

F9 ｿﾛ もうぜったいうさちゃんってよばないで Ｇ．ソロタレフ／さく・え リブリオ出版 121143663

F9 ﾁﾕ ベッキーのたんじょうび ターシャ・テューダー／絵・文 メディアファクトリー 120251913

F9 ﾈﾏ 水曜日の本屋さん シルヴィ・ネーマン／文 光村教育図書 120092457

F9 ﾊｲ くまじいさん ウド・バイゲルト／作 ノルドズッド・ジャパン 120217302

F9 ﾊｽ サマータイムソング アイリーン・ハース／さく・え 福音館書店 120082516

F9 ﾊｽ 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア／作 童話屋 120032370

F9 ﾊﾄ ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん/ぶん・え 岩波書店 121146716

F9 ﾊﾚ わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／さく　え 評論社 121051049

F9 ﾊﾝ アンジュール ガブリエル・バンサン／作 ブックローン出版 120072210

F9 ﾋｱ どうぐはなくても Ｖ．ビアンキ／原作 福音館書店 120076161

F9 ﾎﾎ なぜあらそうの？ ニコライ・ポポフ／作 ＢＬ出版 120053285

F9 ﾏｸ どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ／ぶん 評論社 120005947

F9 ﾗﾝ おおきなのはら ジョン・ラングスタッフ／文 光村教育図書 120131107

F9 ﾙｲ 百年の家 ロベルト・インノチェンティ／絵 講談社 120266226

F9 ﾊﾙ じがかけなかったライオンのおうさま マルティン・バルトシャイト/さく・え フレーベル館 120327143
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01 O1 ろばのとしょかん ジャネット・ウィンター／文と絵 集英社 120304464

645 7 N8 図書館ねこデューイ ヴィッキー・マイロン／著 早川書房 110771227

726 1 O2 1 鞄図書館　Ｖｏｌｕｍｅ１ 芳崎　せいむ／〔作〕 東京創元社 110876745

726 1 O4 4 図書館の主　４ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111679247

726 1 O4 8 図書館の主　８ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111683009

726 1 O4 図書館の主　１ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111677886

726 1 O4 図書館の主　２ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111677878

726 1 O4 図書館の主　５ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111677860

726 1 O4 図書館の主　６ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111677852

726 1 O4 図書館の主　７ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111677845

726 1 O5 図書館の主　９ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111726808

726 1 O5 図書館の主　１０ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111726816

726 1 O5 図書館の主　１１ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111726303

7261 O4 3 図書館の主　３ 篠原　ウミハル／著 芳文社 111679254

F1 ｱｵ 図書館の殺人 青崎　有吾／著 東京創元社 111735809

F1 ｱｷ 図書館パラセクト 日日日／著 講談社 111652962

F1 ｱﾗ 図書館の女王を捜して 新井　千裕／著 講談社 110779691

F1 ｱﾘ 1 別冊図書館戦争　１ 有川　浩／著 アスキー・メディアワークス 110757747

F1 ｱﾘ 2 別冊図書館戦争　２ 有川　浩／著 アスキー・メディアワークス 110768066

F1 ｱﾘ 図書館革命 有川　浩／著 メディアワークス 110746898

F1 ｱﾘ 図書館危機 有川　浩／著 メディアワークス 110730439

F1 ｱﾘ 図書館戦争 有川　浩／著 メディアワークス 110504701

F1 ｱﾘ 図書館内乱 有川　浩／著 メディアワークス 110717717

F1 ｲｻ オレンジ分館のすてきなクエスチョン 石和　青／著 文芸社 110595071

図書館と書店が舞台の物語
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F1 ｲﾇ 蒼林堂古書店へようこそ 乾　くるみ／著 徳間書店 111515094

F1 ｵｵ サイン会はいかが？ 大崎　梢／著 東京創元社 110734639

F1 ｵｵ 背表紙は歌う 大崎　梢／著 東京創元社 110810751

F1 ｵｵ 配達あかずきん 大崎　梢／著 東京創元社 110713385

F1 ｵｵ ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢／著 東京創元社 111663589

F1 ｵﾘ 金の砂漠王（バーデイア） 折原　みと／〔著〕 講談社 110435807

F1 ｶｼ つづきの図書館 柏葉　幸子／作 講談社 120102967

F1 ｶﾄ おさがしの本は 門井　慶喜／著 光文社 110785078

F1 ｷｼ 大草原のとしょかんバス 岸田　純一／作 岩崎書店 120034103

F1 ｺｳ 1 サエズリ図書館のワルツさん　１ 紅玉　いづき／著 星海社 110887874

F1 ｺｳ 2 サエズリ図書館のワルツさん　２ 紅玉　いづき／著 星海社 111661096

F1 ｺﾌ ５分で読める！ひと駅ストーリー本の物語 『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社 111708723

F1 ｺﾝ ツクツク図書館 紺野　キリフキ／著 メディアファクトリー 110756012

F1 ｻﾄ 身の上話 佐藤　正午／著 光文社 110785094

F1 ｼﾝ 小説図書館の主 篠原　ウミハル／原作・イラスト 朝日新聞出版 111682894

F1 ｾｵ 図書館の神様 瀬尾　まいこ／著 マガジンハウス 110463254

F1 ﾀｲ あなたがパラダイス 平　安寿子／著 朝日新聞社 110730447

F1 ﾀｶ 1 図書館の魔女　上 高田　大介／著 講談社 111654018

F1 ﾀｶ 2 図書館の魔女　下 高田　大介／著 講談社 111654026

F1 ﾅｶ からくさ図書館来客簿 仲町　六絵／〔著〕 アスキー・メディアワークス 111649521

F1 ﾋﾅ 雨ふる本屋の雨ふらし 日向　理恵子／作 童心社 120104831

F1 ﾏﾂ 天国の本屋 松久　淳／著 新潮社 110453446

F1 ﾏﾂ 天国の本屋～恋火 松久　淳／著 小学館 110453040

F1 ﾏﾂ みさきめぐりのとしょかんバス 松永　伊知子／作 岩崎書店 120034095

F1 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延／〔著〕 アスキー・メディアワークス 111594990

F1 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖　２ 三上　延／〔著〕 アスキー・メディアワークス 111594982

F1 ﾐﾄ ちょっとした奇跡 緑川　聖司／作 小峰書店 120302633

F1 ﾐﾄ 晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司／作 小峰書店 120220207

F1 ﾐﾔ 淋しい狩人 宮部　みゆき／著 新潮社 111416962
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F1 ﾑﾗ 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド　下巻 村上　春樹／著 新潮社 110972619

F1 ﾑﾗ 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド　上巻 村上　春樹／著 新潮社 110960143

F1 ﾑﾗ 図書館奇譚 村上　春樹／著 新潮社 111699328

F1 ﾑﾗ ふしぎな図書館 村上　春樹／文 講談社 110649340

F1 ﾓﾘ れんげ野原のまんなかで 森谷　明子／著 東京創元社 110651783

F1 ﾔﾏ 2 吉野北高校図書委員会　２ 山本　渚／著 メディアファクトリー 110827664

F1 ﾔﾏ 3 吉野北高校図書委員会　３ 山本　渚／著 メディアファクトリー 111656096

F1 ﾔﾏ 吉野北高校図書委員会 山本　渚／著 メディアファクトリー 111656088

F9 ｶｸ 2 としょかんねずみ　２ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 120328125

F9 ｶｸ としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 120316682

F9 ｶﾙ 本のなかで恋をして パオラ・カルヴェッティ／著 小学館 111586335

F9 ｷﾝ 図書館警察 スティーヴン・キング／著 文芸春秋 110133840

F9 ｺﾊ よるのとしょかん カズノ・コハラ／作 光村教育図書 120342738

F9 ﾀﾆ 死の蔵書 ジョン・ダニング／著 早川書房 110067006

F9 ﾀﾆ 幻の特装本 ジョン・ダニング／著 早川書房 110065117

F9 ﾇﾄ としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 岩崎書店 120251061

F9 ﾊｲ 1 図書館員　上 ラリー・バインハート／著 早川書房 110752847

F9 ﾊｲ 2 図書館員　下 ラリー・バインハート／著 早川書房 110752854

F9 ﾊｳ としょかんのよる ローレンツ・パウリ／文 ほるぷ出版 120341433

F9 ﾊﾝ さみしかった本 ケイト・バーンハイマー／文 岩崎書店 120340518

F9 ﾍｽ ママのとしょかん キャリ・ベスト／文 新日本出版社 120304241

F9 ﾎﾙ ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト/作 徳間書店 120338868

F9 ﾓﾗ トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ／ぶん さ・え・ら書房 120269212
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