
№ 書  　名 著　者　名 出　版　社

1 犬やねこが消えた　戦争で命をうばわれた動物たちの物語 井上こみち 学習研究社

2 さいでっか見聞録 富安陽子 偕成社

3 それいけ！アンパンマン　ようせいリンリンのひみつ やなせたかし フレーベル館

4 ポケモンをさがせ！　ダイヤモンドパール 相原和典 小学館

5 起きていることはすべて正しい 勝間和代 ダイヤモンド社

6 もりおかのガキ大将　馬場勝彦とその仲間たち 「もりおかのガキ大将」編集委員会 馬場勝彦追悼出版実行委員会

7 キョーレツ科学者・フラニー　①モンスターをやっつけろ！ ジム・ベントン／作　杉田七重／訳 あかね書房

8 健康でいるための栄養のとり方 宗像伸子 小学館

9 天地人（上）　天の巻 火坂雅志 日本放送出版協会

10 天地人（中）　地の巻 火坂雅志 日本放送出版協会

11 天地人（下）　人の巻 火坂雅志 日本放送出版協会

12 銀しゃり 山本一力 小学館

13 カーズ パブリケーションズインターナショナル 講談社

14 昆虫王者ムシー１　カブト・クワガタみーっけた！ 千塚鉄也 金の星社

15 こんぺいとう　上巻 美嘉 スターツ出版

16 こんぺいとう　下巻 美嘉 スターツ出版

17 漫画版ひとりずもう（下） さくらももこ 小学館

18 引退犬　命の物語 沢田俊子 学習研究社

19 脳をきたえる「じゃれつき遊び」 正木健雄／井上高光 小学館

20 文明の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所

21 犯罪小説家 雫井脩介 双葉社

22 ザ・シークレット ロンダ・バーン 角川書店

23 伝説の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所

24 遠ざかる家 片山恭一 小学館

25 ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ　パール真論 小林よしのり 小学館

26 リロイ・アンド・スティッチ 橘高弓枝 偕成社

27 クラスが変わるハッピー・コミュニケーション　学校生活編 阿部厚仁／監　カワハラユキコ／画 小学館

28 Ａ型自分の説明書 ＪａｍａｉｓＪａｍａｉｓ 文芸社

29 月島きらり　久住小春　ハッピー☆メモリアルフォトブック 中原杏 小学館

30 ニンプの玉手箱 高野優 小学館

31 アスペルガー症候群（高機能自閉症）のすべてがわかる本 佐々木正美 講談社

32 「ふ～ん、ＡＢ型だ」って言うな！ 御瀧政子 主婦と生活社

33 遊行の門 五木寛之 徳間書店
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34 むしのもり タダサトシ 小学館

35 ねこが一ぴきやってきた 広瀬寿子／作　そがまい／絵 国土社

36 ポケモンかぞえてかくれんぼ 小学館

37 ＡＢ型自分の説明書 ＪａｍａｉｓＪａｍａｉｓ 文芸社

38 やる気のスイッチ！ 山崎拓巳 サンクチュアリ出版

39 Ｂ型自分の説明書 ＪａｍａｉｓＪａｍａｉｓ 文芸社

40 昆虫王者ムシー１　めいろブック 千塚鉄也 金の星社

41 自然遺産の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所

42 ティンカー・ベルをさがせ！　ディズニーフェアリーズ パブリケーションズインターナショナル 講談社

43 原寸大恐竜館 富田幸光 小学館

44 時の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所

45 崖の上のポニョ 宮崎駿 徳間書店

46 キレイな＜からだ・心・肌＞　女性ホルモン塾 対馬ルリ子／吉川千明 小学館

47 新装版　マンガ　禅の思想 蔡志忠／作画　和田武司／訳 講談社

48 １００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社

49 いけちゃんとぼく 西原理恵子 角川書店

50 ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ／作　乃木りか／訳 岩崎書店

51 毎日かあさん⑤　黒潮家族編 西原理恵子 毎日新聞社

52 夕映え天使 浅田次郎 新潮社

53 吉沢深雪の絵を描く暮らし　イラストレーターが教える水彩画レッスン 吉沢深雪 講談社

54 そうじ以前の整理収納の常識 本多弘美 講談社

55 あなたを変える「気づき」ＤＶＤ付き 木村藤子 小学館

56 ちいさなあなたへ アリソン・マギー／ピーター・レイノルズ 主婦の友社

57 よくわかる遺産相続と諸手続き 小川好澄 西東社

58 「やっぱ、Ａ型だ」って言うな！ 御瀧政子 主婦と生活社

59 いわての温泉パーフェクトガイド　改訂版 岩手日報社

60 たれソースでレシピ　１００倍奥薗おかず 奥薗寿子 小学館

61 うちの子、どうして言うこと聞かないの？ 古川伸子 小学館

62 Ｏ型自分の説明書 ＪａｍａｉｓＪａｍａｉｓ 文芸社

63 上地雄輔物語 上地雄輔 ワニブックス

64 モップガール 加藤実秋 小学館

65 薔薇のない花屋 野島伸司 小学館

66 ＤＡＩＧＯＲＯＣＫ ＤＡＩＧＯ ゴマブックス
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67 アイドルのウエストはなぜ５８センチなのか 飯田朝子 小学館

68 つるっつるの脳みそ　幸福な遺伝子 つるの剛士 講談社

69 天地人（下） 火坂雅志 日本放送出版協会

70 天地人（上） 火坂雅志 日本放送出版協会

71 小悪魔流。 蝶々 小学館

72 絵本　佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七／作　安藤勇寿／絵 徳間書店

73 松井秀喜　僕には夢がある 広岡勲 学習研究社

74 北島康介　夢、はじまる 折山淑美 学習研究社

75 羽生善治　夢と、自信と。 椎名龍一 学習研究社

76 高橋尚子　夢はきっとかなう 黒井克行 学習研究社

77 イチロー　果てしなき夢～少年の想い遥かに～ 義田貴士 学習研究社

78 軍師の門（上） 火坂雅志 角川書店

79 軍師の門（下） 火坂雅志 角川書店

80 臥竜の天（上） 火坂雅志 祥伝社

81 臥竜の天（下） 火坂雅志 祥伝社

82 赤い鳥１年生 赤い鳥の会 小峰書店

83 赤い鳥２年生 赤い鳥の会 小峰書店

84 赤い鳥３年生 赤い鳥の会 小峰書店

85 赤い鳥４年生 赤い鳥の会 小峰書店

86 赤い鳥５年生 赤い鳥の会 小峰書店

87 赤い鳥６年生 赤い鳥の会 小峰書店

88 きれいヒーリング 長井はるみ 小学館

89 １１センチのピンヒール ＬｉＬｙ 小学館

90 親指の恋人 石田衣良 小学館

91 うちへかえろう 小川内初枝 小学館

92 それいけ！アンパンマン　いのちのほしのドーリィ やなせたかし フレーベル館

93 それいけ！アンパンマン　シャボンだまのプルン やなせたかし フレーベル館

94 原寸大どうぶつ館 成島悦雄 小学館

95 ササッとわかる「加圧トレーニング」健康法 佐藤義昭 講談社

96 調理以前の料理の常識 渡邊香春子 講談社


