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世界の美術家 その生涯と作品 岡部 昌幸監修 ポプラ社 702 せ
レオナルド・ダ・ヴィンチ 芸術家で科学者で発明家…“万能の天才”（小学館版学習まんが人物館 世界-24） 池上 英洋監修 小学館 702

キッズペディア世界遺産 小学館 709 き
ならの大仏さま 第4刷 加古 里子文・絵 復刊ドットコム 718 か
はじめての美術鑑賞（みつけた！名画の楽しみ方と描き方 1） ロージー・ディキンズ文 あかね書房 720 で
色でみつける名画の秘密（みつけた！名画の楽しみ方と描き方 2） ロージー・ディキンズ文 あかね書房 720 で
世界の名画を読み解く（みつけた！名画の楽しみ方と描き方 3） ロージー・ディキンズ文 あかね書房 720 で
鳥獣戯画を読みとく（調べる学習百科） 五味 文彦監修 岩崎書店 721 ち
はじめての浮世絵 1 世界にほこる日本の伝統文化 浮世絵って何？どうやってつくるの？ 深光 富士男著 河出書房新社 721 ふ
はじめての浮世絵 2 世界にほこる日本の伝統文化 人気絵師の名作を見よう！知ろう！ 深光 富士男著 河出書房新社 721 ふ
はじめての浮世絵 3 世界にほこる日本の伝統文化 いろんな浮世絵を楽しもう！ 深光 富士男著 河出書房新社 721 ふ
雪舟 戦乱の時代、水墨画の世界（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 721

葛飾北斎 ゴーギャンも絶賛！八方破れの絵師人生（マンガ大江戸パワフル人物伝） アンベ 幸マンガ 草土文化 721

葛飾北斎 ゴーギャンも絶賛！八方破れの絵師人生（マンガ大江戸パワフル人物伝） アンベ 幸マンガ 草土文化 721

岡本太郎 芸術という生き方（伝記を読もう 11） 平野 暁臣文 あかね書房 723 お
ゴッホ 太陽を愛した「ひまわり」の画家（小学館版学習まんが人物館 世界-9） 圀府寺 司監修 小学館 723 ご
ゴッホ 太陽を愛した「ひまわり」の画家（小学館版学習まんが人物館 世界-9） 圀府寺 司監修 小学館 723

あたまがコんガらガっち劇場 ユーフラテス作 小学館 726 あ
SFメカニックの上手な描き方 決定版スーパー技法（漫画の教科書シリーズ No．10） kou著 誠文堂新光社 726 こ
SFメカニックの上手な描き方 決定版スーパー技法（漫画の教科書シリーズ No．10） kou著 誠文堂新光社 726 こ
この世界の片隅に 上（ACTION COMICS） こうの 史代著 双葉社 726 こ
この世界の片隅に 中（ACTION COMICS） こうの 史代著 双葉社 726 こ
この世界の片隅に 下 第2刷（ACTION COMICS） こうの 史代著 双葉社 726 こ
5億年後に意外な結末 ピグマリオンの銀色の彫刻（「5分後に意外な結末」シリーズ） 菅原 そうた原作 学研プラス 726 ご
毎日が楽しくなる手帳イラストが描ける本 坂本 奈緒著 大和書房 726 さ
ねこねこ日本史 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 2 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 3 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 4 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 5 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 6 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
ねこねこ日本史 7 そにし けんじ著 実業之日本社 726 そ
てつがくのライオン 工藤 直子文 復刊ドットコム 726 ち
光とともに… 1 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 2 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 3 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 4 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 5 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 6 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 7 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 8 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 9 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 10 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 11 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 12 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 13 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 14 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と
光とともに… 15 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ著 秋田書店 726 と



キャラクターの基本デッサン 老若男女の描き方マスター決定版！（漫画の教科書シリーズ No．01） ヒラタ リョウ著 誠文堂新光社 726 ひ
キャラクターの基本デッサン 老若男女の描き方マスター決定版！（漫画の教科書シリーズ No．01） ヒラタ リョウ著 誠文堂新光社 726 ひ
まんがアフリカ少年が日本で育った結果 ファミリー編 星野 ルネ著 毎日新聞出版 726 ほ
まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野 ルネ著 毎日新聞出版 726 ほ
まんがとイラストの描き方 1 いますぐ上達！ 人物を描こう 基本編 まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 1 いますぐ上達！ 人物を描こう 基本編 まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 2 いますぐ上達！ 人物を描こう 応用編 まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 2 いますぐ上達！ 人物を描こう 応用編 まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 3 いますぐ上達！ 効果・背景を描こう まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 4 いますぐ上達！ コマ割りをおぼえよう まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
まんがとイラストの描き方 5 いますぐ上達！ ストーリーをつくってみよう まんがイラスト研究会編 ポプラ社 726 ま
あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ著 ポプラ社 726 よ
海とかもめ ふるさと仙崎のうた（金子みすゞ童謡絵本） 金子 みすゞ童謡 JULA出版局 726

キネマの街（金子みすゞ童謡絵本） 金子 みすゞ童謡 JULA出版局 726

キネマの街（金子みすゞ童謡絵本） 金子 みすゞ童謡 JULA出版局 726

ミラクルかける！ラブリーまんがキャラマスター じょうずな描きかた教えちゃう！ 小森 大輔監修 西東社 726

手塚治虫 21世紀をデザインしたまんが家（小学館版学習まんが人物館） 伴 俊男まんが・シナリオ 小学館 726

手塚治虫 21世紀をデザインしたまんが家（小学館版学習まんが人物館） 伴 俊男まんが・シナリオ 小学館 726

藤子・F・不二雄 こどもの夢をえがき続けた「ドラえもん」の作者（小学館版学習まんが人物館） 藤子プロ監修 小学館 726

手塚治虫（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 16） 国松 俊英文 ポプラ社 726

こども文様ずかん 下中 菜穂著 平凡社 727 し
ポスターをつくろう！ 1 注目されるコピーを書こう！ デジカル作 汐文社 727 ぽ
ポスターをつくろう！ 2 魅力的なイラストを描こう！ デジカル作 汐文社 727 ぽ
ポスターをつくろう！ 3 表現を工夫しよう！ デジカル作 汐文社 727 ぽ
ミラクルかける！イラスト＆デコ文字マスター カワイイ描き方教えちゃう！ ハッピーデコ研究会編著 西東社 727

きれいな字が書ける（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 728 き
きれいな字が書ける（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 728 き
きれいな字が書ける（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 728 き
そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地 国夫写真 小学館 746 い
そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地 国夫写真 小学館 746 い
カワウソ 佐藤 淳一写真・文 東京書籍 748 さ
カワウソ 佐藤 淳一写真・文 東京書籍 748 さ
カピバラ 1 渡辺 克仁著 東京書籍 748 わ
カピバラ 1 渡辺 克仁著 東京書籍 748 わ
はじめてのミニチュアクラフト 第5刷 ねん土や身近な素材で作る 及川 久美作 学研教育出版 750 お
伝統工芸のきほん 1 焼きもの 伝統工芸のきほん編集室編 理論社 750 で
伝統工芸のきほん 2 ぬりもの 伝統工芸のきほん編集室編 理論社 750 で
伝統工芸のきほん 3 木工と金工 伝統工芸のきほん編集室編 理論社 750 で
伝統工芸のきほん 4 布 伝統工芸のきほん編集室編 理論社 750 で
伝統工芸のきほん 5 和紙と文具 伝統工芸のきほん編集室編 理論社 750 で
コロコロドミノ装置 図書館版（Kids工作BOOK） 野出 正和著 いかだ社 750 の
音が出るおもちゃ＆楽器あそび 図書館版 吉田 未希子著 いかだ社 750 よ
100円ショップでうきうき手づくりおもちゃ 図書館版 今日からきみもマイスター 吉田 未希子著 いかだ社 750 よ
はじめてでもかんたん！楽しいねんど 1 ジオラマを作ろう 寺西 恵里子作 汐文社 751 て
エコ手芸でお店屋さん ねんどのケーキ屋さんほか 寺西 恵里子作 汐文社 751 て
光れ！泥だんご 普通の土でのつくりかた 加用 文男監修 講談社 751 ひ
光れ！泥だんご 普通の土でのつくりかた 加用 文男監修 講談社 751 ひ
光れ！泥だんご 普通の土でのつくりかた 加用 文男監修 講談社 751 ひ
やさしい紙ヒコーキ 図書館版 1日1機、7日でマスター！（Kids工作BOOK） いいじま みのる著 いかだ社 754 い
かんたん！かわいい！切り紙ブック おしゃれかわいい442モチーフ！ いしかわ まりこ著 日東書院本社 754 い



おりがみ大全集 決定版 伝承のおりがみから暮らしの紙小物まで 主婦の友社編 主婦の友社 754 お
おりがみ大全集 決定版 伝承のおりがみから暮らしの紙小物まで 主婦の友社編 主婦の友社 754 お
おりがみ大全集 決定版 伝承のおりがみから暮らしの紙小物まで 主婦の友社編 主婦の友社 754 お
女の子がよろこぶ！おりがみBOOK 小林 一夫著 学研教育出版 754 こ
女の子がよろこぶ！おりがみBOOK 小林 一夫著 学研教育出版 754 こ
女の子がよろこぶ！おりがみBOOK 小林 一夫著 学研教育出版 754 こ
季節と行事のおりがみくらぶ 母の日・父の日・こどもの日・ひなまつり 新宮 文明著 ほるぷ出版 754 し
季節と行事のおりがみくらぶ お月見・ハロウィン・クリスマス 新宮 文明著 ほるぷ出版 754 し
季節と行事のおりがみくらぶ お正月・せつぶん・たなばた 新宮 文明著 ほるぷ出版 754 し
新聞・雑誌をリサイクル古紙クラフトのかご・小もの 指先を使っていきいき！ 石上 正志監修 日本ヴォーグ社 754 し
バラの折り紙ツイストローズ 基本から応用まで〓27作例で楽しむ 鈴木 恵美子著 日貿出版社 754 す
つくってかざろう！きせつのおりがみ 1 第3刷 はる 学研プラス 754 つ
つくってかざろう！きせつのおりがみ 2 第2刷 なつ 学研プラス 754 つ
つくってかざろう！きせつのおりがみ 3 第2刷 あき 学研プラス 754 つ
つくってかざろう！きせつのおりがみ 4 第2刷 ふゆ 学研プラス 754 つ
おりがみ12か月 1 はる 寺西 恵里子作 汐文社 754 て
おりがみ12か月 2 なつ 寺西 恵里子作 汐文社 754 て
おりがみ12か月 3 あき 寺西 恵里子作 汐文社 754 て
おりがみ12か月 4 ふゆ 寺西 恵里子作 汐文社 754 て
おり紙ヒコーキワンダーランド ワイド版 やさしくおれてよく飛ぶ19機 戸田 拓夫著 いかだ社 754 と
マンガでよくわかるオリガミ・ナビ！ スタンダード編 小林 一夫監修 誠文堂新光社 754 ま
マンガでよくわかるオリガミ・ナビ！ スタンダード編 小林 一夫監修 誠文堂新光社 754 ま
マンガでよくわかるオリガミ・ナビ！ スタンダード編 小林 一夫監修 誠文堂新光社 754 ま
日本のおりがみ事典 山口 真著 ナツメ社 754 や
まるごとたこ凧カイト 図書館版 よくあがる凧ベスト20（Kids工作BOOK） 土岐 幹男編著 いかだ社 759 と
ドーリィ＊ドーリィ 2015spring（お人形BOOK） グラフィック社編集部編 グラフィック社 759 ど
ドールハウス・コーディネイト・レシピ（Dolly＊Dolly Books） ロザリンペルレ著 グラフィック社 759 ど
昔の玩具大図鑑 時をこえて愛されるおもちゃ（楽しい調べ学習シリーズ） 井上 重義監修 PHP研究所 759 む
音楽をもっと好きになる本 1 楽しく読めてすぐに聴ける 歌や演奏を楽しむ 松下 奈緒ナビゲーター 学研プラス 760 お
音楽をもっと好きになる本 2 楽しく読めてすぐに聴ける いろいろな楽器を知る 松下 奈緒ナビゲーター 学研プラス 760 お
音楽をもっと好きになる本 3 楽しく読めてすぐに聴ける 音楽家に親しむ 松下 奈緒ナビゲーター 学研プラス 760 お
音楽をもっと好きになる本 4 楽しく読めてすぐに聴ける 名曲を感じる 松下 奈緒ナビゲーター 学研プラス 760 お
もし大作曲家と友だちになれたら… 正 音楽タイムトラベル スティーブン・イッサーリス著 音楽之友社 762 い
もし大作曲家と友だちになれたら… 続 スティーブン・イッサーリス著 音楽之友社 762 い
モーツァルト 神のメロディーをかなでた音楽家（小学館版学習まんが人物館 世界-5） 市川 のりまんが 小学館 762

ベートーベン 生きる喜びと情熱を作曲した大音楽家（小学館版学習まんが人物館 世界-12） 黒田 恭一監修 小学館 762

チャイコフスキー クリンへ帰る旅びと（作曲家の物語シリーズ 1） ひの まどか著 リブリオ出版 762

バッハ 忘れられていた巨人（作曲家の物語シリーズ 2） ひの まどか著 リブリオ出版 762

ベートーヴェン 運命は扉をたたく（作曲家の物語シリーズ 3） ひの まどか著 リブリオ出版 762

ドヴォルジャーク わが祖国チェコの大地よ（作曲家の物語シリーズ 4） 黒沼 ユリ子著 リブリオ出版 762

シューベルト 孤独な放浪者（作曲家の物語シリーズ 5） ひの まどか著 リブリオ出版 762

ワーグナー バイロイトの⾧い坂道（作曲家の物語シリーズ 6） ひの まどか著 リブリオ出版 762

ブラームス 人はみな草のごとく（作曲家の物語シリーズ 7） ひの まどか著 リブリオ出版 762

バルトーク 歌のなる木と亡命の日々（作曲家の物語シリーズ 8） ひの まどか著 リブリオ出版 762

ヴェルディ 太陽のアリア（作曲家の物語シリーズ 9） ひの まどか著 リブリオ出版 762

モーツァルト 美しき光と影（作曲家の物語シリーズ 10） ひの まどか著 リブリオ出版 762

歌の絵本 1 日本の唱歌より（創作絵本） 芥川 也寸志編 講談社 767

歌の絵本 2 世界の唱歌より 芥川 也寸志編 講談社 767

わたしが仕事について語るなら（未来のおとなへ語る） ワダ エミ著 ポプラ社 771

怪獣画報 復刻版（写真で見る世界シリーズ） 大伴 昌司著 秋田書店 778 お



円谷英二 ウルトラマンをつくった映画監督（小学館版学習まんが人物館） 小林 たつよしまんが 小学館 778

お笑いの達人になろう！ 2 コミュニケーション力UP 漫才 ポプラ社 779 お
楽しい学校マジック 1 友だちと楽しむマジック！ 庄司 タカヒト著 小峰書店 779 し
楽しい学校マジック 2 みんなでもりあがるマジック！ 庄司 タカヒト著 小峰書店 779 し
楽しい学校マジック 3 マジックでお勉強！ 庄司 タカヒト著 小峰書店 779 し
楽しい学校マジック 4 バスレクでマジックタイム！ 庄司 タカヒト著 小峰書店 779 し
かんたんカード＆コインマジック（すぐできる！はじめてのマジック） ステファニー・ターンブル作 ほるぷ出版 779 た
かんたんテーブルマジック（すぐできる！はじめてのマジック） ステファニー・ターンブル作 ほるぷ出版 779 た
かんたんステージマジック（すぐできる！はじめてのマジック） ステファニー・ターンブル作 ほるぷ出版 779 た
楽しいサウンドマジック 図書館版 音のトリックの謎をとけ！ 藤原 邦恭著 いかだ社 779 ふ
100円ショップでどきどきマジック 図書館版 今日からきみもパフォーマー 藤原 邦恭著 いかだ社 779 ふ
絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック 6 柔道・剣道・相撲 中村 和彦総合監修 学研教育出版 780 え
オリンピック大事典 和田 浩一監修 金の星社 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 1 2つの東京オリンピック1964／2020 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 2 平和の祭典・オリンピック競技大会 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 3 オリンピックの歴史 古代から近代へ 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 4 オリンピックの発展と課題 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 5 オリンピックのヒーロー・ヒロインたち 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 6 パラリンピックと障がい者スポーツ 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピック大百科 7 オリンピック競技完全ガイド 日本オリンピック・アカデミー監修 小峰書店 780 お
オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田 久監修 学研プラス 780 お
ずかん武具 見ながら学習調べてなっとく 小和田 泰経編 技術評論社 780 こ
障がい者スポーツ大百科 1 大きな写真でよくわかる 障がい者スポーツって、なに？ 大熊 廣明監修 六耀社 780 し
障がい者スポーツ大百科 2 大きな写真でよくわかる いろいろな競技を見てみよう 大熊 廣明監修 六耀社 780 し
障がい者スポーツ大百科 3 大きな写真でよくわかる 国際大会と国内大会 大熊 廣明監修 六耀社 780 し
障がい者スポーツ大百科 4 大きな写真でよくわかる 挑戦者たちとささえる人たち 大熊 廣明監修 六耀社 780 し
スポーツ年鑑 2014 ポプラ社 780 す
スポーツ年鑑 2015 ポプラ社 780 す
スポーツ感動物語 第2期3 偉大なる英雄、悲劇のヒーロー 学研教育出版 780 す
スポーツ年鑑 2016 ポプラ社 780 す
スポーツ年鑑 2017 ポプラ社 780 す
スポーツ年鑑 2018 ポプラ社 780 す
スポーツ年鑑 2019 ポプラ社 780 す
スポーツでひろげる国際理解 1 どこでどうはじまった？スポーツ 中西 哲生監修 文溪堂 780 す
スポーツでひろげる国際理解 2 差別をのりこえていくスポーツ 中西 哲生監修 文溪堂 780 す
スポーツでひろげる国際理解 3 国境をこえるスポーツ 中西 哲生監修 文溪堂 780 す
スポーツでひろげる国際理解 4 世界をひとつにする国際大会 中西 哲生監修 文溪堂 780 す
スポーツでひろげる国際理解 5 知ろう・やってみよう障がい者スポーツ 中西 哲生監修 文溪堂 780 す
パラリンピック大事典 和田 浩一監修 金の星社 780 ぱ
みるみる上達！スポーツ練習メニュー 1 野球 ポプラ社 780 み
みるみる上達！スポーツ練習メニュー 5 卓球 ポプラ社 780 み
みるみる上達！スポーツ練習メニュー 7 水泳 ポプラ社 780 み
スポーツナビゲーターのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 97） 宮原 美香漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 780

スポーツクラブのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 88） 鳥飼 規世漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 780

みんなであそぼう いっしょにつくろう24のゲーム 石井 英行文 玉川大学出版部 781 い
子どもの走り方トレーニング 速効！5分で伸びる！ 木村 匡宏編著 東洋館出版社 782 き
甲子園レジェンドランキング（集英社みらい文庫 お-6-2） オグマ ナオト著 集英社 783 お
甲子園スーパースター列伝（集英社みらい文庫 お-6-1） オグマ ナオト著 集英社 783 お
Q＆A式しらべるサッカー 2 サッカーの基本 ベースボール・マガジン社編集 ベースボール・マガジン社 783 き
仰天！感動！サッカーヒーロー超百科 日本編（これマジ？ひみつの超百科 11） オグマ ナオト編 ポプラ社 783 ぎ



これで差がつく！小学生のミニラグビー上達のポイント50（まなぶっく） 三宅 敬監修 メイツ出版 783 こ
豪快！最強！サッカーヒーロー超百科 世界編（これマジ？ひみつの超百科 13） オグマ ナオト編 ポプラ社 783 ご
サッカーが楽しくできる 女の子も男の子も！！（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 783 さ
サッカーが楽しくできる 女の子も男の子も！！（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 783 さ
サッカーが楽しくできる 女の子も男の子も！！（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 783 さ
試合で大活躍できる！小学生の野球とっておきのコツ50（まなぶっく E-27） 久保 洋一監修 メイツ出版 783 し
試合で大活躍できる！小学生の野球とっておきのコツ50（まなぶっく E-27） 久保 洋一監修 メイツ出版 783 し
試合で勝てる！小学生の卓球上達のコツ50 役立つポイントで、ライバルに差をつけろ！（まなぶっく E-30） 原田 隆雅監修 メイツ出版 783 し
試合で勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ（まなぶっく E-33） 都竹 真有美監修 メイツ出版 783 し
プロ野球のスゴイ話 最強ベストナイン編 図書館版（スポーツのスゴイ話 5） 高橋 安幸著 ポプラ社 783 ぷ
プロ野球のスゴイ話 図書館版（スポーツのスゴイ話 1） 『野球太郎』編集部著 ポプラ社 783 ぷ
マンガでたのしくわかる！少年野球 西東社編集部編 西東社 783 ま
マンガでもっとうまくなる少年野球 実践編 西東社編集部編 西東社 783 ま
マンガでたのしくわかる！バスケットボール 西東社編集部編 西東社 783 ま
マンガでたのしくわかる！少年サッカー 西東社編集部編 西東社 783 ま
マンガでもっとうまくなる少年サッカー 実践編 西東社編集部編 西東社 783 ま
野球のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ） 学研 783

松井秀喜 日本を飛び出しメジャー・リーグで大活躍する野球選手（小学館版学習まんがスペシャル） 広岡 勲原作 小学館 783

松井秀喜 日本を飛び出しメジャー・リーグで大活躍する野球選手（小学館版学習まんがスペシャル） 広岡 勲原作 小学館 783

小学生の水泳最強上達BOOK ライバルに差をつける！（まなぶっく） 森 謙一郎監修 メイツ出版 785 し
水泳がみるみる上達する（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 785 す
水泳がみるみる上達する（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 785 す
水泳がみるみる上達する（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 785 す
マンガでたのしくわかる！水泳 西東社編集部編 西東社 785 ま
アマゾンのサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 崔 徳煕文 朝日新聞出版 786 ち
海のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 786 ほ
洞窟のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 786 ほ
山のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 786 ほ
植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家（小学館版学習まんが人物館） 中出水 勲監修 小学館 786

ゼロからのつり入門（入門百科＋ 1） 西野 弘章監修 小学館 787 ぜ
海づりにチャレンジ！（よくつれる！超カンタンつり入門） 千坂 隆男著 金の星社 787 ち
海づりにチャレンジ！（よくつれる！超カンタンつり入門） 千坂 隆男著 金の星社 787 ち
海づりにチャレンジ！（よくつれる！超カンタンつり入門） 千坂 隆男著 金の星社 787 ち
はじめての釣り超入門 新装版 だれもが楽しめる「五目釣り」の最強バイブルが、ついに登場！（つり人最強BOOK 1） 西野 弘章著 つり人社 787 に
川づりにチャレンジ！ 川・湖・沼（よくつれる！超カンタンつり入門） 藤谷 立自著 金の星社 787 ふ
川づりにチャレンジ！ 川・湖・沼（よくつれる！超カンタンつり入門） 藤谷 立自著 金の星社 787 ふ
正伝忍者塾 上巻 忍者に学ぶ心・技・体 黒井 宏光監修 鈴木出版 789 せ
正伝忍者塾 下巻 忍者に学ぶ心・技・体 黒井 宏光監修 鈴木出版 789 せ
忍術・手品のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 7） 学研 789

宮本武蔵（コミック版日本の歴史 6） すぎた とおる原作 ポプラ社 789

羽生善治のこども将棋終盤の勝ち方入門 「詰み」「寄せ」がすぐに分かる！ 羽生 善治監修 池田書店 796 は
羽生善治のこども将棋序盤の指し方入門 1手目からの指し方と戦法を覚えよう！ 羽生 善治監修 池田書店 796 は
羽生善治のやさしいこども将棋入門 勝つコツがわかる5つのテクニック 羽生 善治監修 池田書店 796 は
羽生善治のやさしいこども将棋入門 勝つコツがわかる5つのテクニック 羽生 善治監修 池田書店 796 は
マンガで覚える図解将棋の基本 勝てる将棋を初歩から学べる 矢内 理絵子監修 滋慶出版／つちや書店 796 ま
はじめてのチェス 完全カラー図解 渡井 美代子著 成美堂出版 796 わ
はじめてのチェス 完全カラー図解 渡井 美代子著 成美堂出版 796 わ
できたよ！ひとりあやとり（ひもつきあやとりミニブック 1） 有木 昭久著 ポプラ社 798 あ
できたよ！ひとりあやとり（ひもつきあやとりミニブック 1） 有木 昭久著 ポプラ社 798 あ
できたよ！ひとりあやとり（ひもつきあやとりミニブック 1） 有木 昭久著 ポプラ社 798 あ



できたよ！ひとりあやとり（ひもつきあやとりミニブック 1） 有木 昭久著 ポプラ社 798 あ
できたよ！ひとりあやとり（ひもつきあやとりミニブック 1） 有木 昭久著 ポプラ社 798 あ
あそべる！たのしい！あやとり 多田 千尋監修 ナツメ社 798 あ
かいけつゾロリのなぞなぞ200連発！ 原 ゆたか原作・監修 ポプラ社 798 か
楽しいバスレクアイデアガイド 4 似顔絵リレーほか 神代 洋一編著 汐文社 798 か
楽しいバスレクアイデアガイド 5 わたしはだれでしょうほか 神代 洋一編著 汐文社 798 か
楽しいバスレクアイデアガイド 6 2拍子3拍子ほか 神代 洋一編著 汐文社 798 か
ぴょこたんのめいろ101 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのめいろ101 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのめいろ101 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのなぞなぞめいろ500 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのなぞなぞめいろ500 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのなぞなぞめいろ500 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのめいろ101 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんのおばけめいろ181 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
ぴょこたんの超ぼうけんめいろ365 このみ ひかる作 あかね書房 798 こ
サンリオキャラクターめいろあそび サンリオキャラクター著作 KADOKAWA 798 さ
サンリオキャラクターめいろあそび サンリオキャラクター著作 KADOKAWA 798 さ
サンリオキャラクターめいろあそび サンリオキャラクター著作 KADOKAWA 798 さ
写真でわかる決定版あやとり大百科 なつかしあそびの会編 西東社 798 し
いちばんやさしいはじめてのあやとり 集中力・想像力・忍耐力が育つ 野口 とも著 永岡書店 798 の


