
タイトル 作者 出版社 図書館 合計冊数

1 上京物語　僕の人生を変えた父の教え 喜多川　泰
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
川之江 1

2
「福」に憑かれた男　人生を豊かに変える３

つの習慣
喜多川　泰 総合法令出版 川之江 2

3
書斎の鍵

　　父が遺した「人生の奇跡」
喜多川　泰 現代書林 川之江 3

4 おいべっさんと不思議な母子 喜多川　泰 サンマーク出版 川之江 4

5 心晴日和 喜多川　泰 幻冬舎 川之江 5

6 新版　日本の詩　10巻セット 遠藤　豊吉/編・著 小峰書店 川之江 15

7
日本語を味わう名詩入門

〔第3期〕全7巻
萩原　昌好/編 あすなろ書房 川之江 22

8
日本語を味わう名詩入門

〔第2期〕全5巻
萩原　昌好/編 あすなろ書房 川之江 27

9
日本語を味わう名詩入門

⑧高村光太郎
萩原　昌好/編 あすなろ書房 川之江 28

10 海は地球のたからもの　①　 保坂直紀/著 ゆまに書房 川之江 29

11 海は地球のたからもの　② 保坂直紀/著 ゆまに書房 川之江 30

12 海は地球のたからもの　③ 保坂直紀/著 ゆまに書房 川之江 31

13
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　①
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 32

14
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　②
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 33

15
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　③
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 34

16
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　④
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 35

17
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　⑤
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 36

18
環境学習に役立つ！わたしたちの地球環境と天然資

源　⑥
本間愼/監修 新日本出版社 川之江 37

19 ごみについて調べよう　① 岡山智子/監修 あかね書房 川之江 38

20 ごみについて調べよう　② 岡山智子/監修 あかね書房 川之江 39

　寄贈目録 2020　全図書館分



21 ごみについて調べよう　③ 岡山智子/監修 あかね書房 川之江 40

22
およげ！ウィリー　ちびっこ精子のだいぼう

けん
ニコラス・アラン/作 汐文社 川之江 41

23
ぼくのまつり縫い　手芸男子は好きっていえ

ない
神戸　遥真 偕成社 川之江 42

24 おくりもの 豊福まきこ/作 ＢＬ出版 川之江 43

25 えっ！わたしだけの学校？
劉旭恭／文・絵　松本猛

／訳
新日本出版社 川之江 44

26 おおきなおおきな木みたいに
ブリッタ・テッケントラップ／

作・絵　木坂涼／訳
ひさかたチャイルド 川之江 45

27 自転車がほしい！
マリベス・ボルツ／文　ノア・

Ｚ・ジョーンズ／絵
光村教育図書 川之江 46

28 ひとすじの光

ウォルター・ウィック／文・写真

千葉茂樹／訳 小学館 川之江 47

29 ひみつのビクビク
フランチェスカ・サンナ／作　な

かがわちひろ／訳
廣済堂あかつき 川之江 48

30
トラブル旅行社（トラベル）　砂漠のフルー

ツ狩りツアー
廣嶋玲子／文　コマツシンヤ／絵 金の星社 川之江 49

31 はりねずみのルーチカ　トゥーリのひみつ
かんのゆうこ／作　北見

葉胡／絵
 講談社 川之江 50

32 ちょきんばこのたびやすみ
村上しいこ／さく　長谷

川義史／え
ＰＨＰ研究所 川之江 51

33
恐竜トリケラトプスとあくまのもり

ギガノトサウルスとたたかうまき
黒川みつひろ／作・絵 小峰書店 川之江 52

34 うさぎがいっぱい
リチャード・スキャリー

／さく　木坂涼／やく
好学社 川之江 53

35 バレエのおけいこ 石津ちひろ／文　庄野ナホコ／絵

篠原久美子／バレエ監修

ブロンズ新社 川之江 54

36 きえるあひる なつめよしかず／さく 福音館書店 川之江 55

37 ぱかぱかももんちゃん
とよたかずひこ／さく・

え
童心社 川之江 56

38 黒島の女たち　特攻隊を語り継ぐこと 城戸　久枝 文芸春秋 三島 57

39 収容所（ラーゲリ）から来た遺書 辺見　じゅん 文芸春秋 三島 58

40 戦艦大和発見 辺見　じゅん 角川春樹事務所 三島 59

41 小説男たちの大和 辺見　じゅん 角川春樹事務所 三島 60

42
「また必ず会おう」と誰もがいった。偶然出

会った、たくさんの必然
喜多川　泰 サンマーク出版 三島 61

43 ソバニイルヨ 喜多川　泰 幻冬舎 三島 62

44
「福」に憑かれた男　人生を豊かに変える３

つの習慣
喜多川　泰 総合法令出版 三島 63

45 おいべっさんと不思議な母子 喜多川　泰 サンマーク出版 三島 64



46 怪談図書館ガイドブック2巻セット 本橋　靖昭 国土社 三島 66

47 かいけつゾロリのてんごくとじごく 原　ゆたか ポプラ社 三島 67

48 かいけつゾロリのじごくりょこう 原　ゆたか ポプラ社 三島 68

49 かいけつゾロリたべられる！！ 原　ゆたか ポプラ社 三島 69

50 かいけつゾロリの大どろぼう 原　ゆたか ポプラ社 三島 70

51 にんじゃざむらいガムチョコバナナ3巻セット 原　ゆたか KADOKAWA 三島 73

52 にんじゃざむらいガムチョコバナナ　004 原　ゆたか KADOKAWA 三島 74

53
かいとう・ちわわんだー　しのびこめまじょのやか

た
まくらしょう 集英社 三島 75

54
かいとう・ちわわんだー　とりもどせまほうのドレ

ス
まくらしょう 集英社 三島 76

55
かいとう・ちわわんだー　てにいれろまぼろしのお

かし
まくらしょう 集英社 三島 77

56
かいとう・ちわわんだー　つかまえろなぞのニセモ

ノかいとう
まくらしょう 集英社 三島 78

57
ぼよよん☆ぱんだるまん　たいけつかいとうちわわ

んだー
まくらしょう 集英社 三島 79

58 ぼよよん☆ぱんだるまん まくらしょう 集英社 三島 80

59
ぼよよん☆ぱんだるまん　かいぞく島のたからさが

し
まくらしょう 集英社 三島 81

60 鬼滅の刃　しあわせの花 吾峠呼世晴 集英社 三島 82

61 鬼滅の刃　片羽の蝶 吾峠呼世晴 集英社 三島 83

62 鬼滅の刃　風の道しるべ 吾峠呼世晴 集英社 三島 84

63 えらんで！ のぶみ KADOKAWA 三島 85

64 あたし、ようせいにあいたい のぶみ えほんの杜 三島 86

65 おこらせるくん のぶみ KADOKAWA 三島 87

66 しーらんぺったん 中川　ひろたか 世界文化社 三島 88

67 つみきでんしゃ 藤本　ともひこ
交通新聞社こどものえほん

のりもの０．１．２えほん
三島 89

68 ほっほっほたる すとう　あさえ ほるぷ出版 三島 90

69 センシュちゃんとウオットちゃんながいたび 工藤　ノリコ 小学館 三島 91

70
センシュちゃんとウオットちゃんおやつのく

に
工藤　ノリコ 小学館 三島 92

71
センシュちゃんのウオットちゃんはらおえこ

キャンプ
工藤　ノリコ 小学館 三島 93

72
センシュちゃんのウオットちゃんのバナナじ

ま
工藤　ノリコ 小学館 三島 94

73 センシュちゃんとウオットちゃん 工藤　ノリコ 小学館 三島 95

74 でるでるでるぞねこさらい 高谷まちこ 佼成出版 三島 96

75 でるでるでるぞねこさらいガマでるぞ 高谷まちこ 佼成出版 三島 97

76 でるでるでるぞ 高谷まちこ 佼成出版 三島 98

77 つちのなかのもぐらでんしゃ のぶみ ひかりのくに 三島 99

78 うまれるまえにきーめた！ のぶみ サンマーク出版 三島 100



79 上京物語　僕の人生を変えた父の教え 喜多川　泰
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
土居 101

80
里見家の宝をさがせ！

歴史探偵アン＆リック

こもりかおり／作　染谷

みのる／絵
偕成社 土居 102

81
壇ノ浦に消えた剣

歴史探偵アン＆リック

小森香折／作　染谷みの

る／絵
偕成社 土居 103

82
源氏、絵あわせ、貝あわせ

歴史探偵アン＆リック

こもりかおり／作　染谷

みのる／絵
偕成社 土居 104

83
鹿鳴館の恋文

歴史探偵アン＆リック

こもりかおり／作　染谷

みのる／絵
偕成社 土居 105

84 ゆうれい猫と魔術師の少年
廣嶋玲子／作　バラマツヒト

ミ／絵
岩崎書店 土居 106

85 シロクマが空からやってきた！
マリア・ファラー／作　ダニエ

ル・リエリー／絵　杉本詠美／訳
あかね書房 土居 107

86 シロクマが家にやってきた！
マリア・ファラー／作　ダニエ

ル・リエリー／絵　杉本詠美／訳
あかね書房 土居 108

87 妖精のスープ
高森美由紀／作　井田千

秋／絵
あかね書房 土居 109

88 森のクリーニング店シラギクさん
高森美由紀／作　ｊｙａ

ｊｙａ／絵
あかね書房 土居 110

89
あたしたちのサバイバル教室　特装版 学校に行けないと

きのサバイバル術　１

高橋桐矢／作　芝生かや

／絵
ポプラ社 土居 111

90
あたしたちの居場所　特装版

学校に行けないときのサバイバル術　２

高橋桐矢／作　芝生かや

／絵
ポプラ社 土居 112

91 かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー 黒史郎／著 ポプラ社 土居 113

92
かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー

真実はそこにある
粟生こずえ／著 ポプラ社 土居 114

93
死後の世界を見た！？

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田晋一／文　貞次郎／

挿画
金の星社 土居 115

94
未確認飛行物体

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田晋一／文　貞次郎／

挿画
金の星社 土居 116

95
ポルターガイスト

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

船木妙子／文　貞次郎／

挿画
金の星社 土居 117

96
魚の雨が降ってきた

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田能成／文　貞次郎／

挿画
金の星社 土居 118

97
ネッシーはいるのか？

３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田晋一／文　貞次郎／

挿画
金の星社 土居 119

98
きせつのかんたんおりがみ　１

春のおりがみ
竹井史郎／作 小峰書店 土居 120

99
きせつのかんたんおりがみ　２

夏のおりがみ
竹井史郎／作 小峰書店 土居 121

100
きせつのかんたんおりがみ　３

秋のおりがみ
竹井史郎／作 小峰書店 土居 122

101
きせつのかんたんおりがみ　４

冬のおりがみ
竹井史郎／作 小峰書店 土居 123

102
きむらゆういち式うごく！かみ工作ランド

１

きむらゆういち／著　栢谷め

ぐみ／製作
岩崎書店 土居 124

103
きむらゆういち式うごく！かみ工作ランド

２

きむらゆういち／著　栢谷め

ぐみ／製作
岩崎書店 土居 125



104
きむらゆういち式うごく！かみ工作ランド

３

きむらゆういち／著　栢谷め

ぐみ／製作
岩崎書店 土居 126

105
エコクラフトで作る大人スタイルのかごと

バッグ
古木明美／著 河出書房新社 土居 127

106 暮らしを楽しむエコクラフトのかごとバッグ 古木明美／著 ナツメ社 土居 128

107
古木明美のエコクラフトで作るバッグとかご

ベストセレクション
古木明美／著 日本ヴォーグ社 土居 129

108 おいべっさんと不思議な母子 喜多川　泰 サンマーク出版 おやこ 130

109 カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社 おやこ 131

110
やさしいおりがみ　オールカラーの折り図で

スラスラ折れる！
主婦の友社/編 主婦の友社 おやこ 132

111 エコクラフトで作る　和のかごバッグと雑貨 レディブティック№4769 ブティク社 おやこ 133

112
「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわ

ざ・四字熟語辞典
西谷　裕子/編 東京堂出版 おやこ 134

113
エンジニアになろう！つくってわかるテクノ

ロジーのしくみ
キャロル・ボーダマン/監修 化学同人 おやこ 135

114 ごみ育日本一楽しいごみの分別の本 滝沢　秀一 太田出版 おやこ 136

115 生ごみからエネルギーをつくろう！ 多田　千佳
農山漁村

文化協会
おやこ 137

116 生きものつかまえたらどうする？ 秋山　幸也 偕成社 おやこ 138

117
これをせずにはいられない！動物たちの悲し

き習性図鑑
こざき　ゆう 学研プラス おやこ 139

118 世界のヘンテコ鳥大集合 柴田　佳秀 子ども未来社 おやこ 140

119 ゴリラさん　だめです キューライス イーストプレス おやこ 141

120 100日後に死ぬワニ きくちゆうき 小学館 おやこ 142

121
10歳の君に贈る、心を強くする２６の言葉哲

学者から学ぶ生きるヒント
岩村　太郎 えほんの杜 おやこ 143

122
１０歳から知っておきたいお金の心得大切な

のは稼ぎ方・使い方・考え方
八木　陽子/監修 えほんの杜 おやこ 144

123 あやとりしようよ！ あやとり探検隊/編 日本文芸社 おやこ 145

合計　　145冊


