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小学校1・2年生向け

 2 in 1名門フライドチキン小学校 1 2 in 1名門フライドチキン小学校 作/田中　成和、絵/原　ゆたか 9784591137604

 2 in 1名門フライドチキン小学校 2 2 in 1名門フライドチキン小学校注射がいちばん 作/田中　成和、絵/原　ゆたか 9784591139905

 2 in 1名門フライドチキン小学校 3 2 in 1名門フライドチキン小学校ようかいランド 作/田中　成和、絵/原　ゆたか 9784591141199

 2 in 1名門フライドチキン小学校 4 2 in 1名門フライドチキン小学校どっきり火の玉おばけ 作/田中　成和、絵/原　ゆたか 9784591142974

 2 in 1名門フライドチキン小学校 5 2 in 1名門フライドチキン小学校魔女のテストでカバだらけ 作/田中　成和、絵/原　ゆたか 9784591145098

1ねんせいじゃだめかなあ? 作・絵/きたがわ　めぐみ 9784591145425

1円くんと五円じい1 作/久住　昌之、絵/久住　卓也 9784591114742

1円くんと五円じい2 ひみつのちていおんせん 作/久住　昌之、絵/久住　卓也 9784591124680

1円くんと五円じい3 かいぞく三人ぐみ、あらわる! 作/久住　昌之、絵/久住　卓也 9784591126455

1円くんと五円じい4 おばけやしきでうらめしや〜 作/久住　昌之、絵/久住　卓也 9784591129319

1円くんと五円じい5 ハラハラきょうりゅうえんそく 作/久住　昌之、絵/久住　卓也 9784591132227

2年3組ワハハぐみ1 作/薫　くみこ、絵/かわかみ　たかこ 9784591099377

2年3組ワハハぐみ2 作/薫　くみこ、絵/かわかみ　たかこ 9784591103036

あかちゃんカンガルー 作/もとした　いづみ、絵/いちかわ　なつこ 9784591086193

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ1 スパゲッティがたべたいよう さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591010662

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ2 ハンバーグつくろうよ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591010686

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ3 カレーライスはこわいぞ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591010730

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ22 おばけのアッチのおばけカレー さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591049976

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ23 おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591051917

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ24 おばけのアッチとドララちゃん さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591119501

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ25 おばけのアッチほっぺたぺろりん さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591122174

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ26 おばけのアッチとどきどきドッチ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591125069

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ27 アッチとボンとドララちゃん さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591126813

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ28 アッチとドララちゃんのカレーライス さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591129951

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ29 おばけのアッチとおしろのひみつ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591131688

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ30 アッチとボンとなぞなぞコック さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591135112

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ31 おばけのアッチとドラキュラスープ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591136904

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ34 おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591147528

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ36 おばけのアッチおしろのケーキ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591153109

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ37 おばけのアッチ ドララちゃんとドララちゃん さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591155141

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ38 おばけのアッチとくものパンやさん さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591156803

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ40 おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン! さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591161135

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ41 アッチとドッチのフルーツポンチ さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591163467

アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ42 おばけのアッチおもっちでおめでとう さく/角野　栄子、え/佐々木　洋子 9784591164518

あなたをずっとあいしてる 作絵/宮西　たつや 9784591145265

あらしのよるのばんごはん 作/長崎　夏海、絵/Shinzi Katoh 9784591105801

アリとくらすむし 写真・文/島田　たく 9784591144701

イソギンチャクのふしぎ 写真・文/楚山　いさむ 9784591133682

いそのなかまたち 写真・文/中村　武弘 9784591145388

いちねんせいがあるきます! 作/北川　チハル、絵/吉田　奈美 9784591122549

いちねんせいがうたいます! 作/北川　チハル、絵/吉田　奈美 9784591129883

いちねんせいのいたーだきます! 作/北川　チハル、絵/吉田　奈美 9784591124369

いちねんせいのよーい、どん! 作/北川　チハル、絵/吉田　奈美 9784591125991

いのちのカプセルまゆ 写真・文/新開　孝 9784591103654

イモムシ 写真・文/新開　孝 9784591134733

うさぎのモコ 作/神沢　利子、絵/渡辺　洋二 9784591088739

うらしまたろう 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037072

うんどうがすきになる絵本1 監修/体育指導のスタートライン 9784591161517

うんどうがすきになる絵本2 監修/体育指導のスタートライン 9784591161524

うんどうがすきになる絵本3 監修/体育指導のスタートライン 9784591161531

うんどうがすきになる絵本4 監修/体育指導のスタートライン 9784591161548

うんどうがすきになる絵本5 監修/体育指導のスタートライン 9784591161555

エレベーターのふしぎなボタン 作/加藤　直子、絵/杉田　比呂美 9784591160350

おかしなゆきふしぎなこおり 写真・文/片平　孝 9784591131244

おしょうとこぞう 作/大川　悦生、絵/上条　滝子 9784591016688

おしりたんてい3 おしりたんてい ププッちいさなしょちょうのだいピンチ!? さく・え/トロル 9784591139080

おしりたんていファイル3 おしりたんてい ふめつのせっとうだん さく・え/トロル 9784591150986

おちばのしたをのぞいてみたら… 写真と文/皆越　ようせい 9784591065013

おばけのバケロン1 おばけのバケロン 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591103685

おばけのバケロン2 おばけのバケロンえからおばけがとびだした! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591106907

おばけのバケロン3 おばけのバケロンざぶとんねこがおこった! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591109809

おばけのバケロン4 おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591112717

おばけのバケロン5 おばけのバケロンゆうえんちのまいごおばけ!? 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591118405

おばけのバケロン6 おばけのバケロンおばけがっこうへいこう! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591121986

おばけのバケロン7 おばけのバケロン バレエだいすき! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591124659

おばけのバケロン8 おばけのバケロンおばけとともだちになりたい! 作/もとした　いづみ、絵/つじむら　あゆこ 9784591126776

おむすびころりん 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037096

おりょうり犬ポッピー バナナがびょうき!?じけん 作/丘紫　真璃、絵/つじむら　あゆこ 9784591149218

おりょうり犬ポッピー ハンバーグへんしんじけん 作/丘紫　真璃、絵/つじむら　あゆこ 9784591159439

おりょうり犬ポッピーたんじょうびのカレーじけん 作/丘紫　真璃、絵/つじむら　あゆこ 9784591146446

かいけつゾロリシリーズ3 かいけつゾロリのまほうつかいのでし さく・え/原　ゆたか 9784591030059

かいけつゾロリシリーズ16 かいけつゾロリとなぞのひこうき さく・え/原　ゆたか 9784591046234

かいけつゾロリシリーズ37 かいけつゾロリの大どろぼう さく・え/原　ゆたか 9784591087343

かぐやひめ 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037133

かさこじぞう 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037119

かさこじぞう 文/岩崎　京子、絵/井上　洋介 9784591091180

ガスこうじょうききいっぱつ 作/シゲリ　カツヒコ 9784591147801

かたあしだちょうのエルフ ぶん・え/おのき　がく 9784591005361
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かちかちやま 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037058

かわいいこねこをもらってください 作/なりゆき　わかこ、絵/垂石　眞子 9784591099384

きつねのかみさま 作/あまん　きみこ、絵/酒井　駒子 9784591079539

きのこ ふわり胞子の舞 写真・文/埴　沙萠 9784591125632

きむらゆういちのエコ工作えほん1 作・構成/きむら　ゆういち 9784591107683

きんたろう 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037157

グスコーブドリの伝記 原作/宮澤　賢治、文と絵/司　修 9784591130186

くまのベアールとちいさなタタン1 おいしいおうち さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591064580

くまのベアールとちいさなタタン2 きょうはピクニック さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591066706

くまのベアールとちいさなタタン3 うみへいこうよ! さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591069172

くまのベアールとちいさなタタン4 とまりにおいでよ さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591073063

くまのベアールとちいさなタタン5 こわがりおばけ さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591077528

くまのベアールとちいさなタタン6 なかなおりしようよ! さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591081297

くまのベアールとちいさなタタン7 ふしぎなともだち さく/原　京子、え/はた　こうしろう 9784591123652

くまの子ウーフのおはなし1 さかなにはなぜしたがない 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168219

くまの子ウーフのおはなし2 おかあさんおめでとう 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168226

くまの子ウーフのおはなし3 あかいそりにのったウーフ 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168257

くまの子ウーフのおはなし4 おひさまはだかんぼ 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168264

くまの子ウーフのおはなし5 ぴかぴかのウーフ 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168271

クモのいと 写真・文/新開　孝 9784591109540

けんかのきもち 文/柴田　愛子、絵/伊藤　秀男 9784591070444

げんきのみかたパンツちゃん 作/薫　くみこ、絵/つちだ　のぶこ 9784591141106

こうえんのシロ ゆきのひ さく・え/わたなべ　ひろみ 9784591070734

ここにいるよ!ナメクジ 写真・文/皆越　ようせい 9784591139844

ここにも!そこにも!ダニ 写真・文/皆越　ようせい 9784591160336

こころのともってどんなとも 作/最上　一平、絵/みやこし　あきこ 9784591150665

このすしなあに 作/塚本　やすし 9784591118399

こまじょちゃんとあなぼっこ 作/越水　利江子、絵/山田　花菜 9784591098424

こまじょちゃんとそらとぶねこ 作/越水　利江子、絵/山田　花菜 9784591103043

こまじょちゃんとふしぎのやかた 作/越水　利江子、絵/山田　花菜 9784591099803

ゴリラのごるちゃん 作/神沢　利子、絵/あべ　弘士 9784591118207

ゴリラのりらちゃん 作/神沢　利子、絵/あべ　弘士 9784591078075

ごんぎつね 文/新美　南吉、絵/箕田　源二郎 9784591005286

さかなのたまご いきのこりをかけただいさくせん 写真・文/内山　りゅう 9784591154908

サンタクロース一年生 作/原　京子、絵/原　ゆたか 9784591089644

したきりすずめ 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037034

じゅえきレストラン 写真・文/新開　孝 9784591129470

しょうたとなっとう 写真・文/星川　ひろ子、写真・文/星川　治雄、原案・監修/小泉　武夫 9784591078877

しんぞうとひげ アフリカの民話 再話/しまおか　ゆみこ、絵/モハメッド・チャリンダ 9784591144718

せかいいちうつくしい村へかえる★ 作・絵/小林　豊 9784591078051

そうだ、おてがみかこう 作/なりゆき　わかこ、絵/いりやま　さとし 9784591142318

だいすきのみかたパンツちゃん 作/薫　くみこ、絵/つちだ　のぶこ 9784591144381

タガメのいるたんぼ 写真・文/内山　りゅう 9784591134467

タケノコごはん 文/大島　渚、絵/伊藤　秀男 9784591145777

ダンゴムシみつけたよ 写真・文/皆越　ようせい 9784591072981

だんじりまつり 作/はまの　ゆか 9784591087763

たんぼのカエルのだいへんしん 写真・文/内山　りゅう 9784591108529

つむぎがかぞくになった日 作/なりゆき　わかこ、絵/小松　良佳 9784591126417

つらら みずとさむさとちきゅうのちから 写真/細島　雅代、文/伊地知　英信 9784591161074

てぶくろをかいに ぶん/にいみ　なんきち、え/わかやま　けん 9784591005316

トイレのかめさま 作/戸田　和代、絵/原　ゆたか 9784591151587

とうめいにんげんのしょくじ 作/塚本　やすし 9784591147764

どこにいるの?シャクトリムシ 写真・文/新開　孝 9784591098110

ドタバタヒーロードジルくん1 作・絵/大空　なごむ 9784591136027

ドタバタヒーロードジルくん2 作・絵/大空　なごむ 9784591139332

ドタバタヒーロードジルくん3 作・絵/大空　なごむ 9784591141687

ドタバタヒーロードジルくん4 作・絵/大空　なごむ 9784591144374

ドタバタヒーロードジルくん5 作・絵/大空　なごむ 9784591148006

ドタバタヒーロードジルくん6 作・絵/大空　なごむ 9784591154472

となりのせきのますだくん 作・絵/武田　美穂 9784591039427

ともだちのはじまり 作/最上　一平、絵/みやこし　あきこ 9784591131640

なつのおうさま 作/薫　くみこ、絵/ささめや　ゆき 9784591098097

ねえ、おはなしきかせて 作/原　京子、絵/高橋　和枝 9784591129005

ねずみくんの絵本1 ねずみくんのチョッキ 作/なかえ　よしを、絵/上野　紀子 9784591004654

ねずみのすもう 作/大川　悦生、絵/梅田　俊作 9784591016657

ハサミムシのおやこ 写真・文/皆越　ようせい 9784591103463

はじめての世界名作えほん1 ももたろう 文/中脇　初枝、作画/山田　みちしろ 9784591151877

はじめての世界名作えほん2 三びきのこぶた 文/中脇　初枝、作画/生野　裕子 9784591151884

はじめての世界名作えほん3 にんぎょひめ 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/谷口　亜希子 9784591151891

はじめての世界名作えほん4 おむすびころりん 文/中脇　初枝、作画/椛島　義夫 9784591151907

はじめての世界名作えほん5 あかずきん 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/岩崎　知子 9784591151914

はじめての世界名作えほん6 おおきなかぶ 原作/アレクセイ・トルストイ、文/中脇　初枝、作画/山田　みちしろ 9784591151921

はじめての世界名作えほん7 かちかち山 文/中脇　初枝、作画/山田　みちしろ 9784591151938

はじめての世界名作えほん8 ありときりぎりす イソップものがたり 原作/イソップ、文/中脇　初枝、作画/椛島　義夫、作画/生野　裕子 9784591151945

はじめての世界名作えほん9 花さかじいさん 文/中脇　初枝、作画/玉川　真人 9784591151952

はじめての世界名作えほん10 ジャックとまめのつる 文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591151969

はじめての世界名作えほん11 うらしまたろう 文/中脇　初枝、作画/竹之内　和久 9784591151976

はじめての世界名作えほん12 おおかみと七ひきのこやぎ 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591151983

はじめての世界名作えほん13 シンデレラ 原作/ペロー、文/中脇　初枝、作画/後藤　眞砂子、作画/宇部　奈津子 9784591151990

はじめての世界名作えほん14 つるのおんがえし 文/中脇　初枝、作画/矢吹　英子 9784591152003
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はじめての世界名作えほん15 かさじぞう 文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591152010

はじめての世界名作えほん16 金のがちょう 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/櫻井　美知代 9784591152027

はじめての世界名作えほん17 十二支のはじまり 文/中脇　初枝、作画/椛島　義夫 9784591152034

はじめての世界名作えほん18 ちからたろう 文/中脇　初枝、作画/椛島　義夫 9784591152041

はじめての世界名作えほん19 しあわせなおうじ 原作/ワイルド、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591152058

はじめての世界名作えほん20 ラプンツェル 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/石之　博和 9784591152065

はじめての世界名作えほん21 きんたろう 文/中脇　初枝、作画/才田　俊次 9784591152072

はじめての世界名作えほん22 ヘンゼルとグレーテル 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591152089

はじめての世界名作えほん23 ねむりひめ 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/後藤　眞砂子 9784591152096

はじめての世界名作えほん24 うさぎとかめ イソップものがたり 原作/イソップ、文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591152102

はじめての世界名作えほん25 かぐやひめ 文/中脇　初枝、作画/柳田　義明 9784591152119

はじめての世界名作えほん26 三びきのくま 文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591152126

はじめての世界名作えほん27 ブレーメンのおんがくたい 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591152133

はじめての世界名作えほん28 ねずみのよめいり 文/中脇　初枝、作画/櫻井　美知代 9784591152140

はじめての世界名作えほん29 こぶとりじいさん 文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591152157

はじめての世界名作えほん30 しらゆきひめ 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/矢吹　英子 9784591152164

はじめての世界名作えほん31 いっすんぼうし 文/中脇　初枝、作画/ノコゆかわ 9784591159545

はじめての世界名作えほん32 たなばたのおはなし 文/中脇　初枝、作画/櫻井　美知代 9784591159552

はじめての世界名作えほん33 ゆきの女王 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/大原　泰志 9784591159569

はじめての世界名作えほん34 かもとりごんべえ 文/中脇　初枝、作画/谷口　亜希子 9784591159576

はじめての世界名作えほん35 かえるのおうさま 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591159583

はじめての世界名作えほん36 さるかにがっせん 文/中脇　初枝、作画/生野　裕子 9784591159590

はじめての世界名作えほん37 こびとのくつや 原作/グリム、原作/グリム、文/中脇　初枝、作画/石之　博和 9784591159606

はじめての世界名作えほん38 せつぶんのおはなし 文/中脇　初枝、作画/才田　俊次 9784591159613

はじめての世界名作えほん39 へっこきよめさま 文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591159620

はじめての世界名作えほん40 ふしぎの国のアリス 原作/ルイス・キャロル、文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591159637

はじめての世界名作えほん41 みにくいあひるの子 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591160800

はじめての世界名作えほん42 オズのまほうつかい 原作/ボーム、文/中脇　初枝、作画/ノコゆかわ 9784591160817

はじめての世界名作えほん43 三まいのおふだ 文/中脇　初枝、作画/加来　哲郎 9784591160824

はじめての世界名作えほん44 まんまるパン 文/中脇　初枝、作画/谷口　亜希子 9784591160831

はじめての世界名作えほん45 フランダースの犬 原作/ウィーダ、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591160848

はじめての世界名作えほん46 わらしべちょうじゃ 文/中脇　初枝、作画/櫻井　美知代 9784591160855

はじめての世界名作えほん47 ハーメルンのふえふき 文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591160862

はじめての世界名作えほん48 小公女 原作/バーネット夫人、文/中脇　初枝、作画/櫻井　美知代 9784591160879

はじめての世界名作えほん49 三ねんねたろう 文/中脇　初枝、作画/山田　みちしろ 9784591160886

はじめての世界名作えほん50 びじょとやじゅう 原作/ボーモン夫人、文/中脇　初枝、作画/谷口　亜希子 9784591160893

はじめての世界名作えほん51 おやゆびひめ 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591163276

はじめての世界名作えほん52 ピーター・パン 原作/バリー、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/高野　登 9784591163283

はじめての世界名作えほん53 てんぐのかくれみの 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591163290

はじめての世界名作えほん54 ながぐつをはいたねこ 原作/ペロー、文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591163306

はじめての世界名作えほん55 アラジンとまほうのランプ 文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591163313

はじめての世界名作えほん56 あおいとり 原作/モーリス・メーテルリンク、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/林　一哉 9784591163320

はじめての世界名作えほん57 ぶんぶくちゃがま 文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591163337

はじめての世界名作えほん58 はくちょうのみずうみ 監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/ノコゆかわ 9784591163344

はじめての世界名作えほん59 うりこひめとあまのじゃく 文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591163351

はじめての世界名作えほん60 ピノッキオのぼうけん 原作/カルロ・コロッディ、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/高野　登 9784591163368

はじめての世界名作えほん61 はだかのおうさま 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/古村　静香 9784591164280

はじめての世界名作えほん62 そんごくう 原作/呉　承恩、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/谷口　亜希子 9784591164297

はじめての世界名作えほん63 いなばのしろうさぎ 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591164303

はじめての世界名作えほん64 みつばちマーヤのぼうけん 原作/ボンゼルス、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/宮川　治雄 9784591164310

はじめての世界名作えほん65 したきりすずめ 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591164327

はじめての世界名作えほん66 アリババと40人のとうぞく 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591164334

はじめての世界名作えほん67 はくちょうのおうじ 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/生野　裕子 9784591164341

はじめての世界名作えほん68 ならなしとり 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591164358

はじめての世界名作えほん69 くるみわりにんぎょう 原作/アマデウス・ホフマン、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/谷口　亜希子 9784591164365

はじめての世界名作えほん70 ゆきおんな 文/中脇　初枝、作画/加来　哲郎 9784591164372

はじめての世界名作えほん71 マッチうりの少女 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/ノコゆかわ 9784591166840

はじめての世界名作えほん72 一休さん 文/中脇　初枝、作画/松永　絵美 9784591166857

はじめての世界名作えほん73 あかいくつ 原作/アンデルセン、文/中脇　初枝、作画/林　一哉 9784591166864

はじめての世界名作えほん74 ねずみのすもう 文/中脇　初枝、作画/林　桂子 9784591166871

はじめての世界名作えほん75 アルプスの少女ハイジ 原作/ヨハンナ・スピリ、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/谷口　亜希子 9784591166888

はじめての世界名作えほん76 金のおのと銀のおの イソップものがたり 原作/イソップ、文/中脇　初枝、作画/ノコゆかわ 9784591166895

はじめての世界名作えほん77 おうさまの耳はろばの耳 文/中脇　初枝、作画/高野　登 9784591166901

はじめての世界名作えほん78 びんぼう神とふくの神 文/中脇　初枝、作画/小林　裕也 9784591166918

はじめての世界名作えほん79 ガリバーりょこうき 原作/ジョナサン・スウィフト、監修/中脇　初枝、構成・文/本田　久作、作画/高野　登 9784591166925

はじめての世界名作えほん80 三びきのやぎ 文/中脇　初枝、作画/竹之内　和久 9784591166932

はなよめさん 作/楠　章子、絵/石井　勉 9784591106914

パパのはなよめさん 作/麻生　かづこ、絵/垂石　眞子 9784591166772

ぱんつさん 作/たなか　ひかる 9784591160497

ひきがえるにげんまん 作/最上　一平、絵/武田　美穂 9784591158845

ヒャッハー!ふなっしーとフルーツ王国1 おうごんのなしをとりもどせ! 作・絵/小栗　かずまた、監修/ふなっしー 9784591149768

ヒャッハー!ふなっしーとフルーツ王国2 なぞのブドウまじん 作・絵/小栗　かずまた、監修/ふなっしー 9784591151242

ヒャッハー!ふなっしーとフルーツ王国3 びっくりフルーツ大うんどうかい 作・絵/小栗　かずまた、監修/ふなっしー 9784591154250

ヒャッハー!ふなっしーとフルーツ王国4 パインかいぞくだんとすごいおたから 作・絵/小栗　かずまた、監修/ふなっしー 9784591156049

ヒャッハー!ふなっしーとフルーツ王国5 ふなっしーぜったいぜつめい! 作・絵/小栗　かずまた、監修/ふなっしー 9784591158128

ふゆとみずのまほうこおり 写真・文/片平　孝 9784591164099

へーい、まいど!てんぐやです 作/仲井　英之、絵/小松　良佳 9784591111734

ヘビのひみつ 写真・文/内山　りゅう 9784591107485

ぼくがきょうりゅうだったとき 作・絵/まつおか　たつひで 9784591124956

ぼくじょうにきてね 写真・文/星川　ひろ子、写真・文/星川　治雄 9784591085158
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ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 作/堀　直子、絵/田中　六大 9784591166253

ポプラ世界名作童話1 赤毛のアン 作/L.M.モンゴメリ、文/柏葉　幸子、絵/垂石　眞子 9784591146989

ポプラ世界名作童話5 フランダースの犬 作/ウィーダ、文/濱野　京子、絵/小松　咲子 9784591147023

ポプラ世界名作童話6 西遊記 作/呉　承恩、文/三田村　信行、絵/武田　美穂 9784591147030

ポプラ世界名作童話7 アンデルセン童話 作/H.C.アンデルセン、文/西本　鶏介、絵/shino 9784591147047

ポプラ世界名作童話9 ドリトル先生物語 作/H.ロフティング、文/舟崎　克彦、絵/はた　こうしろう 9784591147061

ポプラ世界名作童話10 メアリー・ポピンズ 作/P.L.トラヴァース、文/富安　陽子、絵/佐竹　美保 9784591147078

ポプラ世界名作童話11 ふしぎの国のアリス 作/L.キャロル、文/石崎　洋司、絵/千野　えなが 9784591151778

ポプラ世界名作童話12 十五少年漂流記 作/J.ベルヌ、文/高楼　方子、絵/佐竹　美保 9784591151785

ポプラ世界名作童話13 若草物語 作/L.M.オルコット、文/薫　くみこ、絵/こみね　ゆら 9784591151792

ポプラ世界名作童話14 ファーブル昆虫記 作/J.H.ファーブル、文/伊藤　たかみ、絵/大庭　賢哉 9784591151808

ポプラ世界名作童話15 グリム童話 作/グリム兄弟、作/グリム兄弟、文/安東　みきえ、絵/100%ORANGE 9784591151815

ポプラ世界名作童話17 ひみつの花園 作/F.H.バーネット、文/さとう　まきこ、絵/狩野　富貴子 9784591151839

ポプラ世界名作童話18 あしながおじさん 作/J.ウェブスター、文/石井　睦美、絵/あだち　なみ 9784591151846

ポプラ世界名作童話19 イソップ物語 作/イソップ、文/内田　麟太郎、絵/高畠　純 9784591151853

ポプラ世界名作童話21 ピーター・パン 作/J.M.バリ、文/石井　睦美、絵/佐竹　美保 9784591157015

ポプラ世界名作童話23 レ・ミゼラブル 作/V.ユゴー、文/三田村　信行、絵/狩野　富貴子 9784591158500

ポプラ世界名作童話24 宝島 作/R.L.スチーブンソン、文/緑川　聖司、絵/大庭　賢哉 9784591159477

ポプラ世界名作童話27 くるみわり人形 作/E.T.A.ホフマン、文/村山　早紀、絵/北見　葉胡 9784591160404

ポプラ世界名作童話28 幸福の王子 作/O.ワイルド、文/森山　京、文/石井　睦美、絵/広瀬　弦 9784591161128

ポプラ世界名作童話29 ガリバーの大ぼうけん 作/J.スウィフト、文/那須田　淳、絵/アン　マサコ 9784591162286

ポプラ世界名作童話30 マザーグースのうた 文/蜂飼　耳、絵/高畠　那生 9784591162293

ほらふきたぬきのももたろう うそっこむかしばなし 作・絵/藤本　ともひこ 9784591100462

まじょのナニーさん1 作/藤　真知子、絵/はっとり　ななみ 9784591150696

まじょのナニーさん2 作/藤　真知子、絵/はっとり　ななみ 9784591154939

まじょのナニーさん3 作/藤　真知子、絵/はっとり　ななみ 9784591156988

まじょのナニーさん4 作/藤　真知子、絵/はっとり　ななみ 9784591160152

まじょのナニーさん5 作/藤　真知子、絵/はっとり　ななみ 9784591162590

まじょまじょリーナ 作/たちもと　みちこ 9784591115190

まじょもりのこまじょちゃん 作/越水　利江子、絵/山田　花菜 9784591097304

まじょ子2 in 1  1   まじょ子どんな子ふしぎな子 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591091197

まじょ子2 in 1  2   いたずらまじょ子のボーイフレンド 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591092569

まじょ子2 in 1  3   いたずらまじょ子のおかしの国大ぼうけん 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591094242

まじょ子2 in 1  4   いたずらまじょ子のめざせ!スター 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591096956

まじょ子2 in 1  5   いたずらまじょ子のヒーローはだあれ? 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591098769

まじょ子2 in 1  6   いたずらまじょ子のプリンセスになりたいな 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591109557

まじょ子のこわがらせこうかんにっき 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591027691

まちのコウモリ 写真・文/中川　雄三 9784591097748

みてても、いい? 作/礒　みゆき、絵/はた　こうしろう 9784591121993

ミミズのふしぎ 写真・文/皆越　ようせい 9784591081723

むかしむかし絵本1 ひこいちばなし ぶん/おおかわ　えっせい、え/みた　げんじろう 9784591003749

むかしむかし絵本3 かさこじぞう ぶん/いわさき　きょうこ、え/あらい　ごろう 9784591003763

むかしむかし絵本4 なしとりきょうだい ぶん/かんざわ　としこ、え/えんどう　てるよ 9784591003770

むかしむかし絵本7 つるにょうぼう ぶん/かんざわ　としこ、え/いぐち　ぶんしゅう 9784591003800

むかしむかし絵本8 三ねんねたろう ぶん/おおかわ　えっせい、え/わたなべ　さぶろう 9784591003817

むかしむかし絵本9 ききみみずきん ぶん/いわさき　きょうこ、え/わかな　けい 9784591003824

むかしむかし絵本10 ふるやのもり ぶん/いまえ　よしとも、え/まつやま　ふみお 9784591003831

むかしむかし絵本11 いっすんぼうし ぶん/おおかわ　えっせい、え/えんどう　てるよ 9784591003848

むかしむかし絵本13 さるかにばなし ぶん/さいごう　たけひこ、え/ふくだ　しょうすけ 9784591003862

むかしむかし絵本14 ももの子たろう ぶん/おおかわ　えっせい、え/みた　げんじろう 9784591003879

むかしむかし絵本15 はなさかじい ぶん/よしざわ　かずお、え/さくらい　まこと 9784591003886

むかしむかし絵本17 わらしべちょうじゃ ぶん/さいごう　たけひこ、え/さとう　ちゅうりょう 9784591003909

むかしむかし絵本19 かもとりごんべえ ぶん/さいごう　たけひこ、え/せがわ　やすお 9784591003923

むかしむかし絵本23 たぬきむかし ぶん/よしざわ　かずお、え/ふくだ　しょうすけ 9784591003961

むかしむかし絵本26 兵六ものがたり ぶん/さいごう　たけひこ、え/みた　げんじろう 9784591003992

むかしむかし絵本30 しらさぎちょうじゃ ぶん/かく　のぶゆき、え/おのき　がく 9784591004036

むしこぶみつけた 写真・文/新開　孝 9784591150023

むしのかお 写真・文/新開　孝 9784591119402

むしをたべるくさ 写真/渡邉　弘晴、文/伊地知　英信 9784591095003

めだかのぼうけん 写真/渡辺　昌和、文/伊地知　英信 9784591097359

もしもしウサギです 作・絵/舟崎　克彦 9784591088760

ももたろう 文/西本　鶏介、絵/高橋　信也 9784591037010

もりのともだち、ひみつのともだち 作/原　京子、絵/高橋　和枝 9784591162828

もりのほうせきねんきん 写真・文/新井　文彦 9784591158661

もりのゆうびんポスト 作/原　京子、絵/高橋　和枝 9784591162811

もりもり小学校まじょのカレーパーティー 作/薫　くみこ 9784591077412

やきざかなののろい 作/塚本　やすし 9784591141892

やさいの花 写真/埴　沙萠、文/嶋田　泰子 9784591149720

やってみよう!むかしのあそび1 監修/日本独楽博物館 9784591148396

やってみよう!むかしのあそび2 監修/公益社団法人日本けん玉協会 9784591148402

やってみよう!むかしのあそび3 監修/小菅　知三 9784591148419

やってみよう!むかしのあそび4 監修/凧の博物館 9784591148426

やってみよう!むかしのあそび5 監修/有木　昭久 9784591148433

やってみよう!むかしのあそび6 監修/一般社団法人日本折紙協会 9784591148440

やってみよう!むかしのあそび7 監修/日本のお手玉の会 9784591148457

やってみよう!むかしのあそび8 監修/小菅　知三 9784591148464

ゆずゆずきいろ 作/楠　章子、絵/石井　勉 9784591121108

ゆびたこ 作/くせ　さなえ 9784591131961

ヨッちゃんのよわむし 作/那須　正幹、絵/石川　えりこ 9784591159286

リンゴちゃん 作/角野　栄子、絵/長崎　訓子 9784591077757



Yomokka!掲載書誌リスト ※書誌名の後ろに★が付いている書誌は、音声読み上げに対応しています 2021/12/1時点

ルラルさんのえほん1 ルラルさんのにわ 作/いとう　ひろし 9784591069424

ルラルさんのえほん8 ルラルさんのだいくしごと 作/いとう　ひろし 9784591155301

わたしはカメムシ 写真・文/新開　孝 9784591140482

一ねんせいになったら 詞/まど　みちお、絵/かべや　ふよう 9784591123621

角野栄子のちいさなどうわたち1 作/角野　栄子、絵/佐々木　洋子 9784591094976

見わける!調べる!　しぜんかんさつずかん春 写真・文/おくやま　ひさし 9784591148471

学校のまわりの植物ずかん1 文・写真/おくやま　ひさし 9784591084601

学校のまわりの植物ずかん2 文・写真/おくやま　ひさし 9784591084618

学校のまわりの植物ずかん3 文・写真/おくやま　ひさし 9784591084625

学校のまわりの植物ずかん4 文・写真/おくやま　ひさし 9784591084632

学校のまわりの植物ずかん5 文・写真/おくやま　ひさし 9784591084649

狂言えほん2 かきやまぶし 文/内田　麟太郎、絵/大島　妙子 9784591100455

狂言えほん3 かたつむり 文/内田　麟太郎、絵/かつらこ 9784591103661

狂言えほん4 かみなり 文/内田　麟太郎、絵/よしなが　こうたく 9784591106891

狂言えほん5 うそなき 文/内田　麟太郎、絵/マスリラ 9784591108284

見わける!調べる!　しぜんかんさつずかん夏 写真・文/おくやま　ひさし 9784591148488

見わける!調べる!　しぜんかんさつずかん秋 写真・文/おくやま　ひさし 9784591148495

見わける!調べる!　しぜんかんさつずかん冬 写真・文/おくやま　ひさし 9784591148501

山ねこおことわり 文/あまん　きみこ、絵/北田　卓史 9784591005552

子うさぎましろのお話 文/佐々木　たづ、絵/三好　碩也 9784591005309

車のいろは空のいろ1 作/あまん　きみこ、絵/北田　卓史 9784591064429

車のいろは空のいろ2 作/あまん　きみこ、絵/北田　卓史 9784591064436

車のいろは空のいろ3 作/あまん　きみこ、絵/北田　卓史 9784591064443

酒呑童子 文/川村　たかし、絵/石倉　欣二 9784591078419

森ねこのふしぎなたね 作/間瀬　みか、絵/植田　真 9784591147177

青葉の笛 文/あまん　きみこ、絵/村上　豊、監修/西本　鶏介 9784591095706

竹とぼくとおじいちゃん 著/星川　ひろ子、著/星川　治雄 9784591105771

調べてまとめる!仕事のくふう1 監修/岡田　博元 9784591165379

調べてまとめる!仕事のくふう2 監修/岡田　博元 9784591165386

調べてまとめる!仕事のくふう3 監修/岡田　博元 9784591165393

調べてまとめる!仕事のくふう4 監修/岡田　博元 9784591165409

調べてまとめる!仕事のくふう5 監修/岡田　博元 9784591165416

鳥よめ 作/あまん　きみこ、絵/山内　ふじ江 9784591141885

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり1 監修/塚越　覚 9784591165041

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり2 監修/塚越　覚 9784591165058

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり3 監修/塚越　覚 9784591165065

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり4 監修/塚越　覚 9784591165072

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり5 監修/塚越　覚 9784591165089

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり6 監修/塚越　覚 9784591165096

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり7 監修/塚越　覚 9784591165102

毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり8 監修/塚越　覚 9784591165119
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小学校3・4年生向け★

3分間ミステリー かくされた意味に気がつけるか?★ 著/緑川　聖司 9784591167007

あのとき、そこにきみがいた。 2016年4月熊本地震の現場から 作・絵/やじま　ますみ 9784591158081

アレにもコレにも! モノのなまえ事典 文/杉村　喜光、絵/大崎　メグミ 9784591164211

イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話3 百桃太郎 文/原　京子、絵/原　ゆたか 9784591162620

いたずら人形チョロップ 作絵/たかどの　ほうこ 9784591131060

いたずら人形チョロップと名犬シロ 作・絵/たかどの　ほうこ 9784591131282

うわさの雨少年(レインボーイ) 作/宮下　恵茉、絵/丸山　薫 9784591102725

おかあさんの木 作/大川　悦生、絵/箕田　源二郎 9784591088784

おじいさんのランプ 著/新美　南吉、絵/長野　ヒデ子 9784591088616

おつかいまなんかじゃありません 作/柏葉　幸子、絵/つちだ　のぶこ 9784591129302

おばけ美術館へいらっしゃい 作/柏葉　幸子、絵/ひらい　たかこ 9784591093320

おほほプリンセス1 わたくしはお嬢さま! 作/川北　亮司、絵/魚住　あお 9784591111567

おほほプリンセス2 これって初恋なのかしら 作/川北　亮司、絵/魚住　あお 9784591115251

オリンピックパラリンピックのスゴイ話 著/大野　益弘 9784591162552

オリンピックパラリンピックのスゴイ話はじめて物語編 著/大野　益弘 9784591164792

オリンピックパラリンピックのスゴイ話ライバル・友情編 著/大野　益弘 9784591166314

お昼の放送の時間です 作/乗松　葉子、絵/宮尾　和孝 9784591146781

カエル王国のプリンセス1★ 作/吉田　純子、絵/加々見　絵里 9784591139240

カエル王国のプリンセス2★ 作/吉田　純子、絵/加々見　絵里 9784591140215

カエル王国のプリンセス3★ 作/吉田　純子、絵/加々見　絵里 9784591141601

カエル王国のプリンセス4★ 作/吉田　純子、絵/加々見　絵里 9784591142660

カエル王国のプリンセス5★ 作/吉田　純子、絵/加々見　絵里 9784591145531

かくされた意味に気がつけるか? 3分間ミステリー1★ 著/黒　史郎 9784591162248

かくされた意味に気がつけるか? 3分間ミステリー2★ 著/粟生　こずえ 9784591164525

かくされた意味に気がつけるか? 3分間ミステリー3★ 著/黒　史郎 9784591166994

カバローの大きな口 作/戸田　和代、絵/荒井　良二 9784591098158

キワさんのたまご★ 作/宇佐美　牧子、絵/藤原　ヒロコ 9784591155172

くまの子ウーフの童話集1 くまの子ウーフ 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168189

くまの子ウーフの童話集2 こんにちはウーフ 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168196

くまの子ウーフの童話集3 ウーフとツネタとミミちゃんと 作/神沢　利子、絵/井上　洋介 9784591168202

グリム童話 著/グリム、著/グリム、文・編/西本　鶏介 9784591129630

くるみわり人形 作/ホフマン、訳/大河原　晶子 9784591089279

こねこのモモちゃん美容室 作/なりゆき　わかこ、絵/トビイ　ルツ 9784591117996

こねこムーの童話集 こねこムーのおくりもの 作/江崎　雪子、絵/永田　治子 9784591098486

これから戦場に向かいます 写真と文/山本　美香 9784591150962

ごんぎつね 著/新美　南吉 9784591088609

ざんねん?はんぱない! からだのなかのびっくり事典 文/こざき　ゆう、監修/奈良　信雄、絵/加納　徳博 9784591160411

ズッコケ三人組1 それいけズッコケ三人組★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591010136

ズッコケ三人組2 ぼくらはズッコケ探偵団★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591010143

ズッコケ三人組3 ズッコケ㊙大作戦★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591010228

ズッコケ三人組4 あやうしズッコケ探険隊★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591010235

ズッコケ三人組5 ズッコケ心霊学入門★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591015728

ズッコケ三人組6 ズッコケ時間漂流記★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591015735

ズッコケ三人組7 とびだせズッコケ事件記者★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591022559

ズッコケ三人組8 こちらズッコケ探偵事務所★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591023495

ズッコケ三人組9 ズッコケ財宝調査隊★ 作/那須　正幹、絵/前川　かずお 9784591023501

スパイガールGOKKO1 温泉は死のかおり 作/薫　くみこ、絵/高橋　由季 9784591159460

スパイガールGOKKO2 極秘任務はおじょうさま 作/薫　くみこ、絵/高橋　由季 9784591164181

データの達人 表とグラフを使いこなせ!1 監修/今野　紀雄 9784591165171

データの達人 表とグラフを使いこなせ!2 監修/今野　紀雄 9784591165188

データの達人 表とグラフを使いこなせ!3 監修/今野　紀雄 9784591165195

データの達人 表とグラフを使いこなせ!4 監修/今野　紀雄 9784591165201

なまはげ 秋田・男鹿のくらしを守る神の行事 写真・文/小賀野　実 9784591162675

ねこじゃら商店1 ねこじゃら商店へいらっしゃい 作/富安　陽子、絵/平澤　朋子 9784591135549

ねこじゃら商店2 ねこじゃら商店世界一のプレゼント★ 作/富安　陽子、絵/平澤　朋子 9784591135709

ネットで見つけた怖い話超百科 編/都市伝説研究会 9784591158890

パンク動物記 アフリカの最強動物 文/パンク町田、絵/竹添　星児 9784591168394

ひま人ヒーローズ!★ 作/かみや　としこ、絵/木村　いこ 9784591142912

プリ♥プリ♥プリン姫1 作/吉田　純子、絵/細川　貂々 9784591141939

プリ♥プリ♥プリン姫2 作/吉田　純子、絵/細川　貂々 9784591144404

プリ♥プリ♥プリン姫3 作/吉田　純子、絵/細川　貂々 9784591146453

ブンダバー1 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591068304

ブンダバー2 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591072462

ブンダバー3 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591074497

ブンダバー4 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591077276

ブンダバー5 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591079577

ブンダバー6 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591081662

ブンダバー7 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591083765

ブンダバー8 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591086919

ブンダバー9 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591089927

ブンダバー10 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591092873

ブンダバーとタンちゃん 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591098172

ブンダバーとモモ 作/くぼしま　りお、絵/佐竹　美保 9784591095133

ホオズキくんのオバケ事件簿1 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591159798

ホオズキくんのオバケ事件簿2 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591163924

ぼくとあいつのラストラン★ 作/佐々木　ひとみ、絵/スカイエマ 9784591112755

マルガレーテ・シュタイフ物語 テディベア、それは永遠の友だち 著/礒　みゆき 9784591124383

マンガでわかる保健の本1 監修/齋藤　久美、監修/坂井　建雄 9784591161838

マンガでわかる保健の本2 監修/齋藤　久美、監修/坂井　建雄 9784591161845
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マンガでわかる保健の本3 監修/齋藤　久美、監修/坂井　建雄 9784591161852

マンガでわかる保健の本4 監修/齋藤　久美、監修/坂井　建雄 9784591161869

マンガでわかる保健の本5 監修/齋藤　久美、監修/坂井　建雄 9784591161876

まんまるきつね 作/川島　えつこ、絵/スドウ　ピウ 9784591094167

モグラはかせの地震たんけん 作・絵/松岡　達英、監修/溝上　恵 9784591090688

もっと!! ざんねん?はんぱない! からだのなかのびっくり事典 文/こざき　ゆう、監修/奈良　信雄、絵/加納　徳博 9784591163474

ゆっくり大きくなればいい 作/最上　一平、絵/武田　美穂 9784591111345

リンリンちゃんとワンゴ天才発明会社 作/丘紫　真璃、絵/MICAO 9784591122013

ワールドカップ 伝説を生んだヒーローたち 著/岩崎　龍一 9784591139523

わたしのママは魔女1 まほうの国からママがきた! 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591028421

わたしのママは魔女2 恋のまほうはママにおまかせ! 作/藤　真知子、絵/ゆーち　みえこ 9784591028834

わたしのママへ…さやか10歳の日記 作/沢井　いづみ、絵/村井　香葉 9784591103128

わたしはなんでも知っている 作/令丈　ヒロ子、絵/カタノ　トモコ 9784591110409

わたしはみんなに好かれてる 作/令丈　ヒロ子、絵/カタノ　トモコ 9784591129913

高すぎ?安すぎ!? モノのねだん事典 文/大澤　裕司、絵/死後くん 9784591164778

合い言葉はかぶとむし 作/宇佐美　牧子、絵/宮尾　和孝 9784591110423

親子のための地震イツモノート キモチの防災マニュアル 編/地震イツモプロジェクト、絵/寄藤　文平 9784591125564

生徒が生徒を募集中!? 学習塾グリーンドア 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591105870

男子☆弁当部1 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591119860

男子☆弁当部2 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591123829

男子☆弁当部3 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591125366

男子☆弁当部4 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591127346

男子☆弁当部5 作/イノウエ　ミホコ、絵/東野　さとる 9784591141922

知ることからはじめよう感染症教室1 監修/小林　寅哲 9784591169285

知ることからはじめよう感染症教室2 監修/小林　寅哲 9784591169292

知ることからはじめよう感染症教室3 監修/小林　寅哲 9784591169308

知ることからはじめよう感染症教室4 監修/小林　寅哲 9784591169315

知ることからはじめよう感染症教室5 監修/小林　寅哲 9784591169322

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく3 監修/伝統的工芸品産業振興協会 9784591167670

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく4 監修/伝統的工芸品産業振興協会 9784591167687

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく5 監修/伝統的工芸品産業振興協会 9784591167694

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく7 監修/伝統的工芸品産業振興協会 9784591167717

調べよう!バリアフリーと福祉用具1 監修/渡辺　崇史 9784591161562

調べよう!バリアフリーと福祉用具2 監修/渡辺　崇史 9784591161579

調べよう!バリアフリーと福祉用具3 監修/渡辺　崇史 9784591161586

調べよう!バリアフリーと福祉用具4 監修/渡辺　崇史 9784591161593

調べよう!バリアフリーと福祉用具5 監修/渡辺　崇史 9784591161609

内科・オバケ科 ホオズキ医院1 オバケだって、カゼをひく! 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591090299

内科・オバケ科 ホオズキ医院2 タヌキ御殿の大そうどう 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591095652

内科・オバケ科 ホオズキ医院3 学校のオバケたいじ大作戦 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591098745

内科・オバケ科 ホオズキ医院4 鬼灯先生がふたりいる!? 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591105863

内科・オバケ科 ホオズキ医院5 オバケに夢を食べられる!? 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591114780

内科・オバケ科 ホオズキ医院6 SOS!七化山のオバケたち 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591122020

内科・オバケ科 ホオズキ医院7 ぼくはオバケ医者の助手! 作/富安　陽子、絵/小松　良佳 9784591126790

秘密基地のつくりかた教えます 作/那須　正幹、絵/黒須　高嶺 9784591159538

風の丘のルルー1 魔女の友だちになりませんか? 作/村山　早紀、絵/ふりや　かよこ 9784591088852

風の丘のルルー2 魔女のルルーとオーロラの城 作/村山　早紀、絵/ふりや　かよこ 9784591090374

風の丘のルルー3 魔女のルルーと時の魔法 作/村山　早紀、絵/ふりや　かよこ 9784591091784

風の丘のルルー4 魔女のルルーと風の少女 作/村山　早紀、絵/ふりや　かよこ 9784591093795

放課後オンライン なやみ相談したら、回答者になっちゃった!? 作/みずの　まい、絵/西尾　雄太 9784591170168

魔法のおみやげ1 こぶたシンデレラ 作/末吉　暁子、絵/原　ゆたか 9784591061077

魔法のおみやげ2 ながぐつをはいたどろぼうねこ 作/末吉　暁子、絵/原　ゆたか 9784591064030

魔法のおみやげ3 ねずみの町のおんがくたい 作/末吉　暁子、絵/原　ゆたか 9784591068328

恋する和パティシエール1 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591124666

恋する和パティシエール2 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591130629

恋する和パティシエール3 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591133729

恋する和パティシエール4 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591135716

恋する和パティシエール5 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591137543

恋する和パティシエール6 作/工藤　純子、絵/うっけ 9784591141137
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小学校5・6年生向け

「リベンジする」とあいつは言った★ 著/朝比奈　蓉子、絵/スカイエマ 9784591126028

0点天使1★ 作/麻生　かづこ、絵/玖珂　つかさ 9784591151044

0点天使2★ 作/麻生　かづこ、絵/玖珂　つかさ 9784591153031

0点天使3★ 作/麻生　かづこ、絵/玖珂　つかさ 9784591154816

100年の木の下で★ 著/杉本　りえ、画/佐竹　美保 9784591156384

IQ探偵タクト1 IQ探偵タクト 密室小学校★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591113363

IQ探偵タクト2 IQ探偵タクト ダンジョン小学校★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591113417

IQ探偵タクト3 IQ探偵タクト 桜の記憶★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591113554

IQ探偵タクト4 IQ探偵タクト 季節はずれの幽霊騒動★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591114858

IQ探偵タクト5 IQ探偵タクト タクトVSムー!日本一の小学生探偵を探せ!?上★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591122082

IQ探偵タクト6 IQ探偵タクト タクトVSムー!日本一の小学生探偵を探せ!?下★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591123911

IQ探偵タクト7 IQ探偵タクト 未来と拓斗の神隠し★ 作/深沢　美潮、画/迎　夏生 9784591125779

IQ探偵ムー1 IQ探偵ムー そして、彼女はやってきた。★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113073

IQ探偵ムー2 IQ探偵ムー 帰ってくる人形★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113202

IQ探偵ムー3 IQ探偵ムー アリバイを探せ!★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113271

IQ探偵ムー4 IQ探偵ムー 飛ばない!?移動教室上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113301

IQ探偵ムー5 IQ探偵ムー 飛ばない!?移動教室下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113325

IQ探偵ムー6 IQ探偵ムー 真夏の夜の夢羽★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113356

IQ探偵ムー7 IQ探偵ムー あの子は行方不明★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113400

IQ探偵ムー8 IQ探偵ムー 秘密基地大作戦上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113462

IQ探偵ムー9 IQ探偵ムー 秘密基地大作戦下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113479

IQ探偵ムー10 IQ探偵ムー 時を結ぶ夢羽★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113547

IQ探偵ムー11 IQ探偵ムー 浦島太郎殺人事件上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113615

IQ探偵ムー12 IQ探偵ムー 浦島太郎殺人事件下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113622

IQ探偵ムー13 IQ探偵ムー 春の暗号★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591113684

IQ探偵ムー14 IQ探偵ムー バカ田トリオのゆううつ★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591114407

IQ探偵ムー15 IQ探偵ムー ムーVSタクト!江戸の夜に猫が鳴く上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591119655

IQ探偵ムー16 IQ探偵ムー ムーVSタクト!江戸の夜に猫が鳴く下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591119907

IQ探偵ムー17 IQ探偵ムー 夢羽、マジシャンになる。上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591123904

IQ探偵ムー18 IQ探偵ムー 夢羽、マジシャンになる。下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591124130

IQ探偵ムー19 IQ探偵ムー 夢羽、海の家へ行く。★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591125151

IQ探偵ムー20 IQ探偵ムー 恋する探偵★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591126905

IQ探偵ムー21 IQ探偵ムー 夢羽、脱出ゲームに挑戦!★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591130032

IQ探偵ムー22 IQ探偵ムー スケートリンクは知っていた★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591131763

IQ探偵ムー23 IQ探偵ムー マラソン大会の真実上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591134153

IQ探偵ムー24 IQ探偵ムー マラソン大会の真実下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591134160

IQ探偵ムー25 IQ探偵ムー 自転車泥棒と探偵団★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591136133

IQ探偵ムー26 IQ探偵ムー ムーVS忍者!江戸の町をあぶり出せ!?★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591139257

IQ探偵ムー27 IQ探偵ムー おばあちゃんと宝の地図★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591140697

IQ探偵ムー28 IQ探偵ムー 勇者伝説〜冒険のはじまり★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591144824

IQ探偵ムー29 IQ探偵ムー ピー太は何も話さない★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591149331

IQ探偵ムー30 IQ探偵ムー 絵画泥棒の挑戦状★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591146521

IQ探偵ムー31 IQ探偵ムー 赤涙島の秘密★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591151662

IQ探偵ムー32 IQ探偵ムー 元の夢、夢羽の夢★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591154502

IQ探偵ムー33 IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる!上★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591159132

IQ探偵ムー34 IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる!下★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591159514

IQ探偵ムー35 IQ探偵ムー 夢羽のホノルル探偵団★ 作/深沢　美潮、画/山田　J太 9784591163214

あした、出会った少年 花明かりの街で 作/越水　利江子、絵/石井　勉 9784591081334

あしながおじさん 作/ウエブスター、訳/山主　敏子 9784591088463

あたしたちのサバイバル教室★ 作/高橋　桐矢、絵/283 9784591140932

あたしたちの居場所 イジメ・サバイバル★ 作/高橋　桐矢、絵/芝生　かや 9784591151051

あなたの夢におじゃまします★ 作/岡田　貴久子、絵/たんじ　あきこ 9784591141519

あの空はキミの中 Play ball,never cry!★ 作/舞原　沙音、絵/柚庭　千景 9784591163016

あの日、ブルームーンに。★ 著/宮下　恵茉 9784591124413

アラビアンナイト 文/濱野　京子、絵/ひらい　たかこ 9784591135457

いしぶみ 広島二中一年生全滅の記録 編/広島テレビ放送 9784591110492

いとの森の家 著/東　直子 9784591150528

いのちのヴァイオリン 森からの贈り物★ 著/中澤　宗幸 9784591131893

ウナギのいる川いない川 著/内山　りゅう、監修/揖　善継 9784591149232

オリンピックヒーローたちの物語 著/大野　益弘 9784591129555

おれたち戦国ロボサッカー部!★ 作/奈雅月　ありす、絵/曽根　愛 9784591132265

おれとカノジョの微妙Days1 なぎさくん、女子になる 作/令丈　ヒロ子、絵/立樹　まや 9784591142653

おれとカノジョの微妙Days2 なぎさくん、男子になる 作/令丈　ヒロ子、絵/立樹　まや 9784591144800

オレはどうくつ探検家 著/吉田　勝次 9784591159064

お願い!フェアリー♥1 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591116937

お願い!フェアリー♥2 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591118467

お願い!フェアリー♥3 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591120774

お願い!フェアリー♥4 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591123836

お願い!フェアリー♥5 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591125052

お願い!フェアリー♥6 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591126424

お願い!フェアリー♥7 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591128671

お願い!フェアリー♥8 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591129920

お願い!フェアリー♥9 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591131299

お願い!フェアリー♥10 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591133743

お願い!フェアリー♥11 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591135730

お願い!フェアリー♥12 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591137574

お願い!フェアリー♥13 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591140901

お願い!フェアリー♥14 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591144275

お願い!フェアリー♥15 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591146477
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お願い!フェアリー♥16 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591149782

お願い!フェアリー♥17 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591151600

お願い!フェアリー♥18 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591154281

お願い!フェアリー♥19 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591155448

お願い!フェアリー♥20 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591158548

お願い!フェアリー♥21 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591159972

お願い!フェアリー♥22 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591162705

お願い!フェアリー♥23 作/みずの　まい、絵/カタノ　トモコ 9784591164013

ガール!ガール!ガールズ! It's a girl's world★ 著/宮下　恵茉 9784591109885

キラモテ先輩と地味っ子まんが家ちゃん★ 作/清水　きり、絵/あおい　みつ 9784591159927

グッドジョブガールズ★ 著/草野　たき 9784591146200

クマのあたりまえ 著/魚住　直子、絵/植田　真 9784591125397

くらげや雑貨店1 くらげや雑貨店 「くだらスゴイ」ものあります。★ 作/長谷川　光太、絵/椿　しょう 9784591101759

くらげや雑貨店2 くらげや雑貨店 笑小町の怪しいほほえみ★ 作/長谷川　光太、絵/椿　しょう 9784591104200

くらげや雑貨店3 くらげや雑貨店 一休さんの㊙アルバイト★ 作/長谷川　光太、絵/椿　しょう 9784591108246

ことばハンター 国語辞典はこうつくる 著/飯間　浩明 9784591160725

さくらいろの季節★ 著/蒼沼　洋人 9784591144459

さくら猫と生きる 殺処分をなくすためにできること★ 著/今西　乃子、写真/浜田　一男 9784591145487

サナギのひみつ 著/三輪　一雄、監修/大谷　剛 9784591145456

しあわせの牛乳 牛もしあわせ!おれもしあわせ!★ 著/佐藤　慧、写真/安田　菜津紀 9784591158135

ジキル博士とハイド氏 作/スティーブンソン、訳/百々　佑利子 9784591095362

ジャンプ!ジャンプ!ジャンプ!! 作/イノウエ　ミホコ、絵/またよし 9784591159910

しらんぷり 作・絵/梅田　俊作、作・絵/梅田　佳子 9784591054253

スマイル・ムーンの夜に 著/宮下　恵茉、絵/鈴木　し乃 9784591158999

セパ!★ 作/虹山　つるみ、絵/あきひこ 9784591159095

それでも、海へ 陸前高田に生きる 写真・文/安田　菜津紀 9784591148112

ダンシング☆ハイ1★ 作/工藤　純子、絵/カスカベ　アキラ 9784591141595

ダンシング☆ハイ2★ 作/工藤　純子、絵/カスカベ　アキラ 9784591144817

ダンシング☆ハイ3★ 作/工藤　純子、絵/カスカベ　アキラ 9784591146262

ダンシング☆ハイ4★ 作/工藤　純子、絵/カスカベ　アキラ 9784591150344

ダンシング☆ハイ5★ 作/工藤　純子、絵/カスカベ　アキラ 9784591156827

チロと星空 犬の天文台長 著/藤井　旭 9784591110508

つかさの中学生日記1 ポニーテールでいこう! 作/宮下　恵茉、絵/カタノ　トモコ 9784591133811

つかさの中学生日記2 トモダチのつくりかた 作/宮下　恵茉、絵/カタノ　トモコ 9784591135808

つかさの中学生日記3 部活トラブル発生中!? 作/宮下　恵茉、絵/カタノ　トモコ 9784591139226

つかさの中学生日記4 嵐をよぶ合唱コンクール!? 作/宮下　恵茉、絵/カタノ　トモコ 9784591142059

つかさの中学生日記5 流れ星は恋のジンクス 作/宮下　恵茉、絵/カタノ　トモコ 9784591146507

つくも神 作/伊藤　遊、画/岡本　順 9784591083376

ドーナツの歩道橋 著/升井　純子 9784591166024

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル1 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591145104

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル2 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591147276

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル3 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591150818

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル4 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591152713

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル5 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591154533

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル6 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591156391

トリプル・ゼロの算数事件簿ファイル7 作/向井　湘吾、絵/イケダ　ケイスケ 9784591158692

ないしょのウサギくん 作/時羽　紘、絵/岩　ちか 9784591164914

なないろレインボウ nanami & iroha:rainbow‐colored days in junior high school★ 著/宮下　恵茉 9784591139554

ニレの木広場のモモモ館 作/高楼　方子、絵/千葉　史子 9784591146828

にんじん 作/ルナール、訳/南本　史 9784591088487

ネコにも描けるマンガ教室1★ 作/夏　緑、絵/小咲 9784591122617

ネコにも描けるマンガ教室2★ 作/夏　緑、絵/小咲 9784591125755

ネコにも描けるマンガ教室3★ 作/夏　緑、絵/小咲 9784591129647

はじまる恋キミの音★ 作/周桜　杏子、絵/加々見　絵里 9784591161258

ヒカリとヒカル1 ふたごの初恋相談室 作/夏　緑、絵/山本　ルンルン 9784591097335

ヒカリとヒカル2 ふたごのオシャレ教室 作/夏　緑、絵/山本　ルンルン 9784591098202

ヒカリとヒカル3 ふたごの相性テスト 作/夏　緑、絵/山本　ルンルン 9784591103777

ビター・ステップ 作/高田　由紀子、絵/おとない　ちあき 9784591159903

ピンポンはねる★ 作/工藤　純子、絵/勝田　文 9784591104453

ピンポンひかる★ 作/工藤　純子、絵/勝田　文 9784591106945

ピンポン空へ★ 作/工藤　純子、絵/勝田　文 9784591109878

ふーことユーレイ1 ユーレイと結婚したってナイショだよ 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591092583

ふーことユーレイ2 星空でユーレイとデート 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591092941

ふーことユーレイ3 恋がたきは♥おしゃれなユーレイ 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591093412

ふーことユーレイ4 ロマンチック城ユーレイ♥ツアー 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591093801

ふーことユーレイ5 61時間だけのユーレイなんて? 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591094266

ふーことユーレイ6 ユーレイ列車はとまらない 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591095379

ふーことユーレイ7 ほん気で好きなら、ユーレイ・テスト 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591096963

ふーことユーレイ8 ユーレイに氷のくちづけを 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591097595

ふーことユーレイ9 お願い!ユーレイ♡ハートをかえないで 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591098196

ふーことユーレイ10 ユーレイ通りのスクールバス 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591098776

ふーことユーレイ11 知りあう前からずっと好き 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591099445

ふーことユーレイ12 ユーレイのはずせない婚約指輪(エンゲージリング) 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591102770

ふーことユーレイ13 ユーレイ♡ミラクルへの招待状 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591103401

ふーことユーレイ14 ユーレイ♡ラブソングは永遠に 作/名木田　恵子、絵/かやま　ゆみ 9784591103739

ふしぎ探偵レミ1 月光の少女ゆうかい事件 作/村山　早紀、絵/森友　典子 9784591100554

ふしぎ探偵レミ2 なぞの少年と宝石泥棒 作/村山　早紀、絵/森友　典子 9784591103784

ふしぎ探偵レミ3 なぞの少年とコスモスの恋 作/村山　早紀、絵/森友　典子 9784591105351

ぼくらのケータイ3days★ 作/さとう　まきこ、絵/やまだ　ないと 9784591088210

ぼくらの初恋3days★ 作/さとう　まきこ、絵/やまだ　ないと 9784591099025
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星空図鑑 著/藤井　旭 9784591157701

ホッキョクグマの赤ちゃんを育てる! 円山動物園のねがい★ 著/高橋　うらら 9784591129906

本の怪談9 黄色い本 学校の怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591131756

むこうがわの友だち★ 作/小浜　ユリ、絵/柴田　純与 9784591142950

むこうがわ行きの切符★ 作/小浜　ユリ、絵/岩清水　さやか 9784591125694

めざせアイドル! ナノ&モモCMデビュー物語 作/塩沢　千絵、作/毒野　キノコ、絵/閂　ひすい 9784591112304

モーグルビート!★ 作/工藤　純子、絵/加藤　アカツキ 9784591126011

モーグルビート!再会★ 作/工藤　純子、絵/加藤　アカツキ 9784591126783

モツ焼きウォーズ 立花屋の逆襲★ 作/ささき　かつお、絵/イシヤマ　アズサ 9784591149263

ゆめみの駅遺失物係★ 著/安東　みきえ 9784591142363

ロビンソン漂流記 作/デフォー、訳/澄木　柚 9784591098219

わたしの苦手なあの子 作/朝比奈　蓉子、絵/酒井　以 9784591155189

引き出しの中の家★ 作/朽木　祥、絵/金子　恵 9784591115961

陰陽師はクリスチャン!?1★ 作/夕貴　そら 9784591139936

陰陽師はクリスチャン!?2★ 作/夕貴　そら 9784591140956

陰陽師はクリスチャン!?3★ 作/夕貴　そら 9784591142066

陰陽師はクリスチャン!?4★ 作/夕貴　そら 9784591144510

陰陽師はクリスチャン!?5 作/夕貴　そら 9784591146279

宇宙図鑑 著/藤井　旭 9784591157725

雨ニモマケズ 著/宮沢　賢治 9784591088593

嘘恋ワイルドストロベリー★ 作/朝比奈　歩、絵/サコ 9784591162866

噂のあいつは家庭科部!★ 作/市宮　早記、絵/立樹　まや 9784591158203

噂のあのコは剣道部!★ 作/市宮　早記、絵/立樹　まや 9784591166185

噂の彼女も家庭科部!★ 作/市宮　早記、絵/立樹　まや 9784591162385

科学探偵部ビーカーズ!1 作/夏　緑、絵/イケダ　ケイスケ 9784591107539

科学探偵部ビーカーズ!3 作/夏　緑、絵/イケダ　ケイスケ 9784591111888

花里小吹奏楽部1 キミとボクの前奏曲(プレリュード)★ 作/夕貴　そら、絵/和泉　みお 9784591151648

花里小吹奏楽部2 キミとボクの幻想曲(ファンタジア)★ 作/夕貴　そら、絵/和泉　みお 9784591153987

花里小吹奏楽部3 キミとボクの協奏曲(コンチェルト)★ 作/夕貴　そら、絵/和泉　みお 9784591155233

花里小吹奏楽部4 キミとボクの輪舞曲(ロンド) 作/夕貴　そら、絵/和泉　みお 9784591156896

花里小吹奏楽部5 キミとボクの交響曲(シンフォニー) 作/夕貴　そら、絵/和泉　みお 9784591158937

怪談 著/小泉　八雲、訳/山本　和夫 9784591088647

怪談収集家1 怪談収集家 山岸良介の帰還 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591147603

怪談収集家2 怪談収集家 山岸良介の冒険 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591150801

怪談収集家3 怪談収集家 山岸良介と学校の怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591152911

怪談収集家4 怪談収集家 山岸良介と人形村 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591156520

怪談収集家5 怪談収集家 山岸良介の妖しい日常 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591159200

怪談収集家6 怪談収集家 山岸良介と人喰い遊園地 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591160787

怪談収集家7 怪談収集家 山岸良介の最後の挨拶 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591164556

活版印刷三日月堂1★ 著/ほしお　さなえ 9784591165652

活版印刷三日月堂2★ 著/ほしお　さなえ 9784591165669

活版印刷三日月堂3★ 著/ほしお　さなえ 9784591165676

活版印刷三日月堂4★ 著/ほしお　さなえ 9784591165683

活版印刷三日月堂5★ 著/ほしお　さなえ 9784591165690

活版印刷三日月堂6★ 著/ほしお　さなえ 9784591165706

汽笛 作/長崎　源之助、絵/石倉　欣二 9784591103708

鬼ケ辻にあやかしあり1 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591105375

鬼ケ辻にあやかしあり2 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591108239

鬼ケ辻にあやかしあり3 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591109953

教室 6年1組がこわれた日 作/斉藤　栄美、絵/武田　美穂 9784591092590

鏡の国のアリス 新訳 作/ルイス・キャロル、訳/佐野　真奈美、絵/24 9784591146545

君のとなりで片想い1★ 作/高瀬　花央、絵/綾瀬　羽美 9784591158685

君のとなりで片想い2★ 作/高瀬　花央、絵/綾瀬　羽美 9784591163207

君の青色 いつのまにか好きになってた★ 作/伊浪　知里、絵/花芽宮　るる 9784591164273

賢者の贈りもの 作/オー・ヘンリー、訳/西本　かおる 9784591099926

現地取材!世界のくらし1 文・写真/常見　藤代、監修/アルバロ・ダビド・エルナンデス・エルナンデス 9784591165218

現地取材!世界のくらし10 文・写真/小原　佐和子、監修/馬場　雄司 9784591165300

現地取材!世界のくらし2 文・写真/関根　淳、監修/李　香鎮 9784591165225

現地取材!世界のくらし3 文・写真/吉田　忠正、監修/藤野　彰 9784591165232

現地取材!世界のくらし4 文・写真/関根　淳、監修/尾崎　孝宏 9784591165249

現地取材!世界のくらし5 文・写真/吉田　忠正、監修/藤倉　達郎、監修/ジギャン・クマル・タパ 9784591165256

現地取材!世界のくらし6 文・写真/関根　淳、監修/寺田　勇文 9784591165263

現地取材!世界のくらし7 文・写真/常見　藤代、監修/倉沢　愛子 9784591165270

現地取材!世界のくらし8 文・写真/東海林　美紀、監修/新井　卓治 9784591165287

現地取材!世界のくらし9 文・写真/小原　佐和子、監修/古田　元夫 9784591165294

故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる 著・写真/安田　菜津紀 9784591164204

幸せな王子 作/オスカー・ワイルド、訳/天川　佳代子 9784591105924

江 浅井三姉妹戦国を生きた姫たち 著/越水　利江子 9784591123850

黒田官兵衛 天才軍師ここにあり 著/藤咲　あゆな 9784591136614

黒薔薇姫1 黒薔薇姫と7人の従者たち 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591105917

黒薔薇姫2 黒薔薇姫と正義の使者 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591108635

黒薔薇姫3 黒薔薇姫と幽霊少女 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591110881

黒薔薇姫4 黒薔薇姫と忍びの誓い 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591112830

黒薔薇姫5 黒薔薇姫と鋼の騎士 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591118023

黒薔薇姫6 黒薔薇姫の秘密のお茶会(ティータイム) 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591120521

黒薔薇姫7 黒薔薇姫となやめる乙女 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591122303

黒薔薇姫8 黒薔薇姫と勇者(ヒーロー)の証 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591124420

黒薔薇姫9 黒薔薇姫と7人の仲間たち 作/藤咲　あゆな、絵/椿　しょう 9784591125762

狛犬の佐助1★ 作/伊藤　遊、画/岡本　順 9784591132258

最後の授業 作/ドーデ、訳/南本　史 9784591098523
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四季の星座図鑑 著/藤井　旭 9784591157732

時間割のむこうがわ★ 作/小浜　ユリ、絵/杉田　比呂美 9784591112762

十二歳シリーズ1 十二歳の合い言葉 作/薫　くみこ、絵/中島　潔 9784591088845

十二歳シリーズ2 あした天気に十二歳 作/薫　くみこ、絵/中島　潔 9784591090039

十二歳シリーズ3 十二歳はいちどだけ 作/薫　くみこ、絵/中島　潔 9784591091777

十二歳シリーズ4 きらめきの十二歳 作/薫　くみこ、絵/中島　潔 9784591094259

十二歳シリーズ5 さよなら十二歳のとき 作/薫　くみこ、絵/中島　潔 9784591110874

女王さまがおまちかね★ 作/菅野　雪虫、絵/うっけ 9784591124673

女神のデパート1 作/菅野　雪虫、絵/椋本　夏夜 9784591149829

女神のデパート2 作/菅野　雪虫、絵/椋本　夏夜 9784591152324

女神のデパート3 作/菅野　雪虫、絵/椋本　夏夜 9784591154960

女神のデパート4 作/菅野　雪虫、絵/椋本　夏夜 9784591159507

小説 火の鳥1 黎明編★ 原作/手塚　治虫、文/大林　憲司 9784591095140

小説 火の鳥2 ヤマト編★ 原作/手塚　治虫、文/大林　憲司 9784591095607

小説 火の鳥3 鳳凰編★ 原作/手塚　治虫、文/大林　憲司 9784591097526

職場体験完全ガイド51 編集/ポプラ社編集部 9784591153703

職場体験完全ガイド52 編集/ポプラ社編集部 9784591153710

職場体験完全ガイド53 編集/ポプラ社編集部 9784591153727

職場体験完全ガイド54 編集/ポプラ社編集部 9784591153734

職場体験完全ガイド55 編集/ポプラ社編集部 9784591153741

職場体験完全ガイド56 編集/ポプラ社編集部 9784591157657

職場体験完全ガイド57 編集/ポプラ社編集部 9784591157664

職場体験完全ガイド58 編集/ポプラ社編集部 9784591157671

職場体験完全ガイド59 編集/ポプラ社編集部 9784591157688

職場体験完全ガイド60 編集/ポプラ社編集部 9784591157695

職場体験完全ガイド61 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591161678

職場体験完全ガイド62 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591161685

職場体験完全ガイド63 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591161692

職場体験完全ガイド64 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591161708

職場体験完全ガイド65 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591161715

職場体験完全ガイド66 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591165423

職場体験完全ガイド67 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591165430

職場体験完全ガイド68 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591165447

職場体験完全ガイド69 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591165454

職場体験完全ガイド70 会社員編 編集/ポプラ社編集部 9784591165461

新島八重 維新の桜 著/楠木　誠一郎 9784591131404

真田幸村 日本一の兵★ 著/藤咲　あゆな、絵/ホマ蔵 9784591147290

神様がくれた犬 ドンのハッピー新聞★ 作/倉橋　燿子、絵/naoto 9784591155479

世界一かわいげのない孫だけど…★ 作/荒井　寛子、絵/勝田　文 9784591130292

制服ジュリエット★ 作/麻井　深雪、絵/池田　春香 9784591158197

制服シンデレラ★ 作/麻井　深雪、絵/池田　春香 9784591163818

制服ラプンツェル★ 作/麻井　深雪、絵/池田　春香 9784591160442

星の神話・伝説図鑑 著/藤井　旭 9784591157718

聖書物語 作/バン・ルーン、訳/百々　佑利子 9784591094914

西郷隆盛 幕末維新の巨人★ 著/藤咲　あゆな、絵/森川　侑 9784591156278

西遊記1 原作/呉　承恩、文/吉本　直志郎、絵/原　ゆたか 9784591089934

西遊記2 原作/呉　承恩、文/吉本　直志郎、絵/原　ゆたか 9784591089941

西遊記3 原作/呉　承恩、文/吉本　直志郎、絵/原　ゆたか 9784591089958

青いスタートライン★ 作/高田　由紀子、絵/ふすい 9784591155004

赤毛のアン1 赤毛のアン★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102596

赤毛のアン2 アンの青春★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102602

赤毛のアン3 アンの愛情★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102619

赤毛のアン4 アンの夢の家★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102626

赤毛のアン5 虹の谷のアン★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102633

赤毛のアン6 アンの娘リラ★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102640

赤毛のアン7 アンの友達★ 原作/モンゴメリ、訳/村岡　花子 9784591102657

戦国武将列伝<疾>の巻★ 著/藤咲　あゆな、絵/ホマ蔵 9784591141588

戦国武将列伝<怒>の巻★ 著/藤咲　あゆな、絵/ホマ蔵 9784591150092

戦国武将列伝<風>の巻★ 著/藤咲　あゆな、絵/ホマ蔵 9784591145111

戦国武将列伝<濤>の巻★ 著/藤咲　あゆな、絵/ホマ蔵 9784591152348

戦争がなかったら 3人の子どもたち10年の物語 著/高橋　邦典 9784591136539

団地のコトリ 著/八束　澄子 9784591167243

超常現象Qの時間1★ 作/九段　まもる、絵/みもり 9784591140673

超常現象Qの時間2★ 作/九段　まもる、絵/みもり 9784591142998

超常現象Qの時間3★ 作/九段　まもる、絵/みもり 9784591146231

珍獣ドクターのドタバタ診察日記 動物の命に「まった」なし!★ 著/田向　健一 9784591155196

天才探偵sen1★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591099902

天才探偵Sen2★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591104194

天才探偵Sen3★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591108222

天才探偵Sen4★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591111918

天才探偵Sen5★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591120514

天才探偵Sen6★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591124741

天才探偵Sen7★ 作/大崎　梢、絵/久都　りか 9784591127452

天使の翼 心がはばたくとき 作/倉橋　燿子、絵/佐竹　美保 9784591091210

二十四の瞳 著/壺井　栄 9784591088654

不思議の国のアリス 新訳 作/ルイス・キャロル、訳/佐野　真奈美、絵/24 9784591146538

武田信玄 文/西本　鶏介 9784591095355

風の天使(エンジェル) 心の扉が開くとき 作/倉橋　燿子、絵/佐竹　美保 9784591088838

風の又三郎★ 著/宮沢　賢治 9784591088579

文学少年と運命の書★ 作/渡辺　仙州 9784591141151
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平清盛 著/三田村　信行 9784591126554

本の怪談1 黒い本 ついてくる怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591119631

本の怪談2 赤い本 終わらない怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591119648

本の怪談3 白い本 待っている怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591122310

本の怪談4 緑の本 追ってくる怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591125144

本の怪談5 青い本 呼んでいる怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591125137

本の怪談6 紫の本 封じられた怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591127339

本の怪談7 金の本 時をこえた怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591130018

本の怪談8 銀の本 海をこえた怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591130025

本の怪談10 怖い本 色のない怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591133781

本の怪談11 闇の本 番外編忘れていた怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591136980

本の怪談12 呪う本 番外編つながっていく怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591140925

本の怪談13 灰色の本 よみがえる怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591155073

本の怪談14 わたしの本 まぼろしの怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591156537

本の怪談15 あなたの本 とりこまれる怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591160770

本の怪談16 みんなの本 伝染する怪談 作/緑川　聖司、絵/竹岡　美穂 9784591164563

魔天使マテリアル1★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113431

魔天使マテリアル2★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113493

魔天使マテリアル3★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113561

魔天使マテリアル4★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113639

魔天使マテリアル5★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113653

魔天使マテリアル6★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591113714

魔天使マテリアル7★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591114865

魔天使マテリアル8★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591117392

魔天使マテリアル9★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591120538

魔天使マテリアル10★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591122327

魔天使マテリアル11★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591124444

魔天使マテリアル12★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591125786

魔天使マテリアル13★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591128787

魔天使マテリアル14★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591130490

魔天使マテリアル15★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591133798

魔天使マテリアル16★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591135471

魔天使マテリアル17★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591137246

魔天使マテリアル18★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591141236

魔天使マテリアル19★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591144503

魔天使マテリアル20★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591146514

魔天使マテリアル21★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591149836

魔天使マテリアル22★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591152331

魔天使マテリアル23★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591154311

魔天使マテリアル24★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591156407

魔天使マテリアル25★ 作/藤咲　あゆな、画/藤丘　ようこ 9784591158920

魔天使マテリアル26★ 作/藤咲　あゆな、絵/藤丘　ようこ 9784591160565

魔天使マテリアル27★ 作/藤咲　あゆな、絵/藤丘　ようこ 9784591162712

魔天使マテリアル28★ 作/藤咲　あゆな、絵/藤丘　ようこ 9784591163719

魔天使マテリアル29★ 作/藤咲　あゆな、絵/藤丘　ようこ 9784591164587

魔天使マテリアル30★ 作/藤咲　あゆな、絵/藤丘　ようこ 9784591166062

魔法屋ポプルシリーズ1 魔法屋ポプル「トラブル、売ります♡」 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591104651

魔法屋ポプルシリーズ2 魔法屋ポプル プリンセスには危険なキャンディ♡ 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591107515

魔法屋ポプルシリーズ3 魔法屋ポプル砂漠にねむる黄金宮 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591109960

魔法屋ポプルシリーズ4 魔法屋ポプル友情は魔法に勝つ!! 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591112311

魔法屋ポプルシリーズ5 魔法屋ポプル ママの魔法陣とヒミツの記憶 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591118030

魔法屋ポプルシリーズ6 魔法屋ポプルあぶない使い魔と仮面の謎 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591120804

魔法屋ポプルシリーズ7 魔法屋ポプル ドラゴン島のウエディング大作戦!! 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591123898

魔法屋ポプルシリーズ8 魔法屋ポプルお菓子の館とチョコレートの魔法 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591125410

魔法屋ポプルシリーズ9 魔法屋ポプル悪魔のダイエット!? 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591126899

魔法屋ポプルシリーズ10 魔法屋ポプル ドキドキ魔界への旅 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591129340

魔法屋ポプルシリーズ11 魔法屋ポプル時の魔女のダンスパーティー 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591130674

魔法屋ポプルシリーズ12 魔法屋ポプル ステキな夢のあまいワナ 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591132029

魔法屋ポプルシリーズ13 魔法屋ポプルさらわれた友 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591134528

魔法屋ポプルシリーズ14 魔法屋ポプル大魔王からのプロポーズ 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591135785

魔法屋ポプルシリーズ15 魔法屋ポプル呪われたプリンセス 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591137222

魔法屋ポプルシリーズ16 魔法屋ポプルのこされた手紙と闇の迷宮 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591139912

魔法屋ポプルシリーズ17 魔法屋ポプル運命のプリンセスと最強の絆 作/堀口　勇太、絵/玖珂　つかさ 9784591141212

幕末英雄列伝<迅>の章 著/藤咲　あゆな、絵/森川　侑 9784591158913

幕末英雄列伝<風>の章 著/藤咲　あゆな、絵/森川　侑 9784591160794

幕末英雄列伝<雷>の章 著/藤咲　あゆな、絵/森川　侑 9784591159804

幕末英雄列伝<烈>の章 著/藤咲　あゆな、絵/森川　侑 9784591162323

満員御霊!ゆうれい塾1 作/野泉　マヤ、絵/森川　泉 9784591140918

満員御霊!ゆうれい塾2 作/野泉　マヤ、絵/森川　泉 9784591143001

満員御霊!ゆうれい塾3 作/野泉　マヤ、絵/森川　泉 9784591146255

満員御霊!ゆうれい塾4 作/野泉　マヤ、絵/森川　泉 9784591147634

未来へのトビラ3 補欠廃止論★ 著/セルジオ越後 9784591157893

未来へのトビラ4 18歳選挙世代は日本を変えるか★ 著/原田　曜平 9784591157923

未来へのトビラ5 一点突破 岩手高校将棋部の勝負哲学★ 著/藤原　隆史、著/大川　慎太郎 9784591157909

未来へのトビラ7 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい★ 著/石井　光太 9784591160947

未来へのトビラ8 東京五輪マラソンで日本がメダルを取るために必要なこと★ 著/酒井　政人 9784591160954

未来をつくる!日本の産業1 監修/堀田　和彦 9784591169216

未来をつくる!日本の産業2 監修/堀田　和彦 9784591169223

未来をつくる!日本の産業3 監修/勝川　俊雄、監修/関岡　東生 9784591169230

未来をつくる!日本の産業4 監修/産業学会 9784591169247
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未来をつくる!日本の産業5 監修/産業学会 9784591169254

未来をつくる!日本の産業6 監修/一般社団法人日本貿易会 9784591169261

未来をつくる!日本の産業7 監修/炭谷　晃男、監修/野口　智雄、監修/田中　秀一、監修/中村　忠司 9784591169278

夢の守り手1★ 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591144480

夢の守り手2★ 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591146248

夢の守り手3★ 作/廣嶋　玲子、絵/二星　天 9784591147283

明日は海からやってくる★ 作/杉本　りえ、絵/スカイエマ 9784591139547

里見八犬伝下 原作/滝沢　馬琴、文/しかた　しん 9784591093818

里見八犬伝上 原作/滝沢　馬琴、文/しかた　しん 9784591092972

竜之介先生、走る! 熊本地震で人とペットを救った動物病院★ 作/片野　ゆか、絵/高倉　陽樹 9784591162538

恋の始まりはヒミツのメールで 作/一色　美雨季、絵/雨宮　うり 9784591158678
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中・高校生以上

「あの日」のこと 東日本大震災2011・3・11 写真/文/高橋　邦典 9784591125281

99%ありがとう ALSにも奪えないもの 著/藤田　正裕 9784591136812

アート少女 根岸節子とゆかいな仲間たち★ 著/花形　みつる 9784591125830

アイドル潜入捜査官小田切瑛理1★ 著/英　雄飛 9784591139974

アイドル潜入捜査官小田切瑛理2★ 著/英　雄飛 9784591144565

あずかりやさん1★ 著/大山　淳子 9784591145272

あずかりやさん2★ 著/大山　淳子 9784591159330

あずかりやさん3★ 著/大山　淳子 9784591162668

あるかしら書店 著/ヨシタケ　シンスケ 9784591154441

あん★ 著/ドリアン助川 9784591132371

いまはむかし 竹取異聞★ 著/安澄　加奈 9784591135884

おしゃべりな五線譜★ 著/香谷　美季 9784591118474

お任せ!数学屋さん1★ 著/向井　湘吾 9784591144886

お任せ!数学屋さん2★ 著/向井　湘吾 9784591149867

お任せ!数学屋さん3 著/向井　湘吾 9784591156582

きみスキ 高校生たちのショートストーリーズ★ 著/梨屋　アリエ 9784591130667

きみのためにはだれも泣かない★ 著/梨屋　アリエ 9784591152669

きみの存在を意識する★ 作/梨屋　アリエ 9784591163566

この冬、いなくなる君へ★ 著/いぬじゅん 9784591162156

コンビニたそがれ堂1 コンビニたそがれ堂★ 著/村山　早紀 9784591114162

コンビニたそがれ堂2 コンビニたそがれ堂 奇跡の招待状★ 著/村山　早紀 9784591114360

コンビニたそがれ堂3 コンビニたそがれ堂 星に願いを 著/村山　早紀 9784591118306

コンビニたそがれ堂4 コンビニたそがれ堂 空の童話 著/村山　早紀 9784591132074

その本の物語下★ 著/村山　早紀 9784591148990

その本の物語上★ 著/村山　早紀 9784591148983

なでし子物語1 なでし子物語★ 著/伊吹　有喜 9784591142462

なでし子物語2 天の花★ 著/伊吹　有喜 9784591156667

なでし子物語3 地の星★ 著/伊吹　有喜 9784591156056

パドルの子 著/虻川　枕 9784591163092

はるか遠く、彼方の君へ★ 著/安澄　加奈 9784591151464

ばんぱいやのパフェ屋さん1★ 著/佐々木　禎子 9784591135341

ばんぱいやのパフェ屋さん2★ 著/佐々木　禎子 9784591137345

ばんぱいやのパフェ屋さん3★ 著/佐々木　禎子 9784591140772

ばんぱいやのパフェ屋さん4★ 著/佐々木　禎子 9784591145166

ばんぱいやのパフェ屋さん5★ 著/佐々木　禎子 9784591150108

ふたり、この夜と息をして★ 著/北原　一 9784591167960

ぼくらはその日まで★ 著/小嶋　陽太郎 9784591155370

みつばの郵便屋さん1★ 著/小野寺　史宜 9784591140963

みつばの郵便屋さん2★ 著/小野寺　史宜 9784591143070

みつばの郵便屋さん3★ 著/小野寺　史宜 9784591147344

みつばの郵便屋さん4★ 著/小野寺　史宜 9784591156070

みつばの郵便屋さん5★ 著/小野寺　史宜 9784591160596

みつばの郵便屋さん6★ 著/小野寺　史宜 9784591168295

みんなの少年探偵団4 恐怖の緑魔帝王 著/芦原　すなお 9784591155011

みんなの少年探偵団2 全員少年探偵団★ 著/藤谷　治 9784591142486

みんなの少年探偵団3 少年探偵★ 著/小路　幸也 9784591142738

ライオンのおやつ★ 著/小川　糸 9784591160022

リリース★ 著/草野　たき 9784591117347

わたしの美しい庭★ 著/凪良　ゆう 9784591164853

縁結びカツサンド★ 著/冬森　灯 9784591167182

夏空白花★ 著/須賀　しのぶ 9784591167199

歌う樹の星★ 作/風野　潮 9784591142639

花のお江戸で粗茶一服★ 著/松村　栄子 9784591166673

花咲小路商店街1 花咲小路四丁目の聖人★ 著/小路　幸也 9784591136232

花咲小路商店街2 花咲小路一丁目の刑事★ 著/小路　幸也 9784591146897

花咲小路商店街3 花咲小路二丁目の花乃子さん★ 著/小路　幸也 9784591156872

花咲小路商店街4 花咲小路三丁目のナイト★ 著/小路　幸也 9784591161241

花咲小路商店街5 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん★ 著/小路　幸也 9784591167786

花咲小路商店街6 花咲小路一丁目の髪結いの亭主★ 著/小路　幸也 9784591165911

階段にパレット★ 著/東　直子 9784591167991

宮廷のまじない師 白妃、後宮の闇夜に舞う★ 著/顎木　あくみ 9784591166697

銀の匙 日本の名作 著/中　勘助、絵/尾崎　智美 9784591147863

月のぶどう 著/寺地　はるな 9784591160527

五龍世界(ウーロンワールド)1★ 著/壁井　ユカコ 9784591132159

五龍世界(ウーロンワールド)2★ 著/壁井　ユカコ 9784591136706

五龍世界(ウーロンワールド)3★ 著/壁井　ユカコ 9784591147337

幸福トラベラー★ 著/山本　幸久 9784591146699

幸福ロケット★ 著/山本　幸久 9784591115497

江の島ねこもり食堂★ 著/名取　佐和子 9784591154182

山手線探偵1★ 著/七尾　与史 9784591129685

山手線探偵2★ 著/七尾　与史 9784591132395

春へつづく★ 著/加藤　千恵 9784591134412

食堂かたつむり★ 著/小川　糸 9784591115015

真夜中のパン屋さん1★ 著/大沼　紀子 9784591124796

真夜中のパン屋さん2★ 著/大沼　紀子 9784591127513

真夜中のパン屋さん3★ 著/大沼　紀子 9784591131824

真夜中のパン屋さん4★ 著/大沼　紀子 9784591136249

真夜中のパン屋さん5★ 著/大沼　紀子 9784591145128

真夜中のパン屋さん6★ 著/大沼　紀子 9784591154823
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星ちりばめたる旗★ 著/小手鞠　るい 9784591155745

地震イツモマニュアル 編/地震イツモプロジェクト、絵/寄藤　文平、監修/プラス・アーツ 9784591151082

跳べ、暁!★ 著/藤岡　陽子 9784591167090

哲学の世界へようこそ。 答えのない時代を生きるための思考法★ 著/岡本　裕一朗 9784591164402

忍剣花百姫伝1★ 著/越水　利江子 9784591129432

忍剣花百姫伝2★ 著/越水　利江子 9784591130155

忍剣花百姫伝3★ 著/越水　利江子 9784591130797

忍剣花百姫伝4★ 著/越水　利江子 9784591131534

忍剣花百姫伝5★ 著/越水　利江子 9784591132142

忍剣花百姫伝6★ 著/越水　利江子 9784591134221

忍剣花百姫伝7★ 著/越水　利江子 9784591134627

美雨13歳のしあわせレシピ★ 著/しめの　ゆき、絵/高橋　和枝 9784591145470

風の陰陽師1★ 著/三田村　信行 9784591121351

風の陰陽師2★ 著/三田村　信行 9784591124505

風の陰陽師3★ 著/三田村　信行 9784591125847

風の陰陽師4★ 著/三田村　信行 9784591126622

母さんは料理がへたすぎる★ 著/白石　睦月 9784591165850

防災イツモマニュアル 編/防災イツモプロジェクト、絵/寄藤　文平、監修/プラス・アーツ 9784591167359

僕と君の365日★ 著/優衣羽 9784591162576

僕は上手にしゃべれない 著/椎野　直弥 9784591153239

夜が暗いとはかぎらない★ 著/寺地　はるな 9784591162743

夕焼けポスト★ 著/ドリアン助川 9784591164020

恋文の技術★ 著/森見　登美彦 9784591124215


