
福本２０２０
ブックリスト

大宮図書館では、お正月にイベント「福本」を開催しました。

タイトルがわからないように紙袋に入った図書館スタッフ

おすすめの本を、キーワードをヒントに貸出することが

できるイベントです。

そこで選出された本をブックリストとしてご紹介いたします。
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書名 著者 出版社 らくだ出版ブライアン・ワイルドスミス 著   はぎ ようこ 訳りすのはなし
024 かわいいリスの世界へようこそ！！

書名 著者
025 博物館ってどんなところだろう？が、少しわかるかも！

出版社 岩波書店木下史青博物館へ行こう

書名
026 教室にあるあれもこれも！！こんなに〇○い！！！？

出版社 汐文社秋山滋 文   田沢梨枝子 絵

027
書名 著者

著者学校モノのねだん図鑑 １ 教室にあるモノはいくら？

著者

きょうは〇月〇日…？
出版社 学研教育出版豊田充穂 著   杉田精司 監修僕は 46 億歳。 親子で読む、壮大な「地球史」カレンダー

033
書名 著者

こどものおしごと？？
出版社 小峰書店かこ さとし

029
書名

カエルはかせになろう
出版社 アリス館

032
書名 著者

こどもがすきなあまーいおかし♡
出版社 農山漁村文化協会APLA 編   オルター・トレード・ジャパン 編   バン チハル 絵イチからつくるチョコレート

028
書名

ちっちゃい目 かわいい手 でかい口
出版社

高岡昌江 文   松橋利光 写真ずら～りカエルならべてみると…

著者 そうえん社ゆうき えつこ 文   福田幸広 写真オオサンショウウオ

031
書名 著者

気になる！中身をのぞいてみよう！！
出版社 小学館断面マン 製作・監修どうなっているの？だんめん図鑑

035
書名 著者 出版社

こんなすてきないきものといっしょにすごせたらいいね。
なかがわ ちひろ 理論社天使のかいかた

038
書名 著者 出版社

想像してみて。並木道の先にはドールハウス！
モンゴメリ 原作　D・アデール　J・ローゼンストック 文　もき かずこ 訳 金の星社アボンリーへの道 １ プリンス・エドワード島へ

036
書名 著者 出版社

ヒント①こどものほんです。ヒント②たのしいおはなしです。ヒント③おとながよんでもおもしろいです。
福音館書店ホープ・ニューウェル 文   山脇百合子 絵   松岡享子 訳あたまをつかった小さなおばあさん

039
書名 著者 出版社

ちいさないきものたちののびやかなこえ。
童話屋くどう なおこ 詩・文　ほてはま たかし 絵あっぱれのはらうた

040
書名 著者 出版社

あなたのお気に入りがきっとこの中に。
金子みすゞ 詩　栗原佳子 絵 春陽堂書店

037
書名 著者まいごの、まいごの、ゴンザレス 出版社

まいごのごくい、おしえてしんぜよう
服部千春 文　村上康成 絵 岩崎書店

034
著者 出版社書名

今年の SF ファンタジーはコレ！
角川書店オーエン・コルファー 著   大久保寛 訳アルテミス・ファウル 妖精の身代金

030
書名 著者

きょねんのえと おぼえてる？
出版社 アリス館前川貴行いのしし

かこさとしあそびずかん ふゆのまき

春 みすゞ詩画集

041
書名 著者 出版社

おもしろいあたまのたいそう？？
ワン・ステップ 編   川下隆 絵 金の星社ギャグ連発だじゃれなぞなぞ

電話番号：048-643-3701　FAX 番号：048-648-8460
〒330-0843　さいたま市大宮区吉敷町 1-124-1
さいたま市立図書館ホームページ　https://www.lib.city.saitama.jp/

さいたま市立 大宮図書館

このリストに掲載されている本はさいたま市立図書館で所蔵しています。
貸出や予約（順番待ち）ができます。
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001 大宮図書館だけじゃない！？ 巨大な宝石箱☆
エクスナレッジ世界の夢の図書館 31 Wonderful Libraries around the World 愛蔵ポケット版 出版社書名

奥野宣之 朝日新聞出版書名 著者
002 お正月から図書館へ来てくださった図書館の好きなあなたに贈ります

出版社図書館「超」活用術 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける

書名 著者
005 大人になっても読み返したくなる１冊を子供たちに届けたい…。

出版社古い絵本の物語 寺村摩耶子 青土社

書名 著者
006 決して調べてはいけない見てはいけない「忌まわしい恐怖」

出版社検索禁止 長江俊和 新潮社

007
書名 著者

♬ワタシ以外ワタシじゃないの♫ 心の背骨をつくろう！
出版社ひとりぼっちの辞典 清流出版勢古浩爾

013
書名 著者

見知らぬ人に話しかける勇気 その冒険であなたの世界が変わる
出版社知らない人に出会う 朝日出版社キオ・スターク 著   向井和美 訳

009
書名 著者

さあ、初詣で運だめし。。
出版社 河出書房新社平野多恵神さまの声をきくおみくじのヒミツ

012
書名 著者

寒い日本を飛び出してあなたは何処へ行きますか。
出版社 日経ナショナル ジオグラフィック社ジャスミーナ・トリフォーニ 著   岡崎秀 訳一生に一度だけの旅 GRANDE 大切な人と過ごす贅沢ステイ

008
書名 著者

福を、幸せを引き寄せましょう！
出版社 徳間書店広田千悦子にほんのおまじない 幸せを引き寄せる小さな魔法

011
書名 著者

文字を読みといて古代へタイムトリップ
出版社 創元社大英博物館 編  吉村作治 監修  ニール・スペンサー 文  クレア・ソーン 絵  月森左知 訳ヒエログリフがわかる絵本

015
書名 著者 出版社

今年はほめ上手のニコニコお母さん
生き抜く力をつけるお母さんのほめ方・叱り方 高濱正伸 小学館

018
書名 著者 出版社

おもてなしの心をつつむ…ふんわりと
ふろしき自由自在 包む・贈る・暮らす・飾る 森田知都子 淡交社

016
書名 著者 出版社

いい湯だな♪縄文から現代まで温泉の歴史に浸かる♪
温泉と日本人 増補版 八岩まどか 青弓社

019
書名 著者 出版社

自然にそった生活してみませんか？
白井明大 サンマーク出版福を招く旧暦生活のすすめ

020
書名 著者 出版社

見ればきっと幸せに
荒川千尋 文  坂東寛司 写真  日本招猫倶楽部 編 インプレス招き猫百科

017
書名 著者スモーカーズ・サバイバル・マニュアル たばこを吸うあなたが明日を生きのびるために

出版社

HAVE A GOOD SMOKE　今となっては” マイノリティ” だよね。喫煙者って。。
片岡泉 文  寄藤文平 絵

マガジンハウス

014
著者 出版社書名

わるいやつらの話
日本の暗黒事件 森功 新潮社

010
書名 著者

しゃかりき コロンブス
出版社 紀伊國屋書店チャールズ・Ｃ. マン 著   布施由紀子 訳1493 世界を変えた大陸間の「交換」

003 何でも検索できる時代における読書の価値とは？
書名 著者 出版社読書の価値 森博嗣 NHK 出版

書名 著者 出版社西加奈子 ほか ポプラ社十歳までに読んだ本
004 あの作家は小さいころどんな本を読んでいたのだろう？

021 その昔、武州の人々は狼を神とあがめた…
新潮社オオカミの護符 小倉美惠子 出版社書名 著者

創元社書名 著者
022 たまには信じてみませんか？幸せの” きざし”

出版社米澤敬 文　出口春菜 絵信じてみたい幸せを招く世界のしるし

023 どこにでもいるよ。
書名 著者 出版社門賀美央子 文　アマヤギ堂 絵　東雅夫 監修 山と溪谷社ときめく妖怪図鑑

001 君がねているあいだにカエルは…
徳間書店かようびのよる 出版社デヴィッド・ウィーズナー 著　当麻ゆか 訳書名 著者

Ｚ・トペリウス 文　おの ちよ 絵　万沢まき 訳 アリス館書名 著者
002 北のくにのおはなしです。

出版社星のひとみ

書名 著者
005 肩のちからがふっと抜けるような…

出版社ぼちぼちいこか 偕成社マイク・セイラー 文　ロバート・グロスマン 絵　いまえ よしとも 訳

書名 著者
006 ドングリたちのながいながい旅

出版社コマヤスカン くもん出版ドングリ・ドングラ

007
書名 著者

「正しい」ってむずかしい？
出版社 福音館書店五味太郎正しい暮し方読本

013
書名 著者

結局、ありのまま。
出版社 福音館書店ドン・フリーマン 著　アーサー・ビナード 訳ダンデライオン

009
書名

012
書名 著者

ああっ、たすけてー！わあ、はやくにげなくちゃ！いえいえこれさえあればだいじょうぶ☺そんなすてきなものをもっているおはなしです
出版社 BL 出版アンソニー・ブラウン 著　さくま ゆみこ 訳くまさんのおたすけえんぴつ

008
書名

ねこだっておんがえしするんですよ。
出版社 講談社武田英子 文　清水耕蔵 絵著者八方にらみねこ

011
書名 著者

あま～いふとんがふってきた！
出版社高畠那生 くもん出版そらからぼふ～ん

015
書名 著者 出版社

どんなに形が変わっても。

なにがみえますか？それはないしょにしておきましょう おかあさんにもおとうさんにもいもうとにもおとうとにもね！

ほるぷ出版ジム・エイルズワース 文　バーバラ・マクリントック 絵　福本友美子 訳おじいちゃんのコート

018
書名 著者 出版社

おべんとうのおしろにすんでいるおひめさまって誰でしょう？
ゆでたまごひめ 教育画劇苅田澄子 文   山村浩二 絵

016
書名 著者 出版社 ほるぷ出版ビバリー・ドノフリオ 文　バーバラ・マクリントック 絵　福本友美子 訳ないしょのおともだち

019
書名 著者 出版社

みんなでまねしてみよう！
福音館書店近藤良平 文   柿木原政広 構成   山本尚明 写真ひともじえほん

020
書名 著者 出版社

私と悪。
宮部みゆき 文   吉田尚令 絵   東雅夫 編 岩崎書店悪い本

017
書名 著者 出版社

１さつで２ばいのワクワクがあります。さいごのページは○○がいっぱい！
まつおか きょうこ 東京子ども図書館うれしいさん かなしいさん

014
著者 出版社書名

2019 年もおつかれさまでした。
あすなろ書房レイモンド・ブリッグズ 著　さくま ゆみこ 訳サンタのなつやすみ

010
書名 著者

あなたを絶対にみすてないよ。
出版社 金の星社たかはし ひろゆきチロヌップのきつね

003 「くろ」ってほんとはすごいいろ。
書名 著者 出版社 偕成社ヘルガ＝ガルラー 著　やがわ すみこ 訳まっくろネリノ

書名 著者 出版社エズラ＝ジャック＝キーツ 著　木島始 訳 偕成社
004 おにいちゃんってたいへん！

ピーターのいす

著者
うつくしいふゆのえほん

出版社 あすなろ書房ユリ・シュルヴィッツ 著　さくま ゆみこ 訳ゆき

021 モヤモヤ モヤモヤ もやもやしたらどうぞ
草炎社出版社ヴァージニア・アイアンサイド 文   フランク・ロジャース 絵   左近リベカ 訳著者書名 でっかいでっかいモヤモヤ袋

文化出版局書名
022 愛らしい主人公にクスクス笑いが止まりません

出版社著者 アーノルド・ローベル 著   三木卓 訳ふくろうくん

023 あなたはあなた。
書名 出版社 フレーベル館著者 マーガレット・ワイズ・ブラウン 文   レナード・ワイスガード 絵   うちだ ややこ 訳たいせつなこと
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書名 著者 出版社 岩波書店孫子 著　 金谷治 訳注新訂 孫子
024 人生は「戦」だ。

書名 著者
025 雪をつくるはなし

出版社中谷宇吉郎 平凡社中谷宇吉郎 雪を作る話

書名 著者
026 足元になんと！なるほど、そうだったのか！！賢い命を繋ぐ旅

出版社多田多恵子 誠文堂新光社実とタネキャラクター図鑑   個性派植物たちの知恵と工夫がよくわかる 

027
書名 著者

まるで現代アート
出版社変形菌 技術評論社川上新一 文　佐藤岳彦 写真

033
書名 著者

ちょっと旅に行く前に読んでおくと１０倍楽しめるかも…
出版社 エクスナレッジスタジオワーク

029
書名 著者

知っているようで知らない世界
出版社 ダイヤモンド社ブルック・バーカー 著　服部京子 訳せつない動物図鑑

032
書名 著者

ゼムクリップが簡単に曲がる訳を知っていますか？
出版社 インターシフトマーク・ミーオドヴニク 著   松井信彦 訳人類を変えた素晴らしき 10 の材料 その内なる宇宙を探険する

028
書名

HIPS?
出版社 エクスナレッジおしり図鑑 

031
書名 著者

いくつになっても目標や夢をもつ
出版社 廣済堂出版三浦雄一郎　三浦豪太　

035
書名 著者 出版社

日本の恵みに感謝　調べればもっと深く旨くなるカモ
こいし ゆうか 著　SAKETIMES 監修 誠文堂新光社日本酒語辞典　日本酒にまつわる言葉をイラストと豆知識でほろりと読み解く

038
書名 著者 出版社

タンスの中のあれ もっと使っちゃお！！
かまわぬの手ぬぐい使い方手帖 最新版 河出書房新社編集部 編 河出書房新社

036
書名 著者 出版社

「滋賀県」は良いトコロです（泣）
サンライズ出版滋賀の日本酒を愛する酔醸会 編　辻村耕司 撮影滋賀酒 近江の酒蔵めぐり

039
書名 著者 出版社

そろそろお節にあきたあなたへ
高橋良枝 朝日新聞出版日々の野菜帖

040
書名 著者 出版社

食べられる石。
さとう かよこ 著鉱物のお菓子 琥珀糖と洋菓子と鉱物ドリンクのレシピ 玄光社

037
書名 著者あなただけの「似合う服」に出会うための骨格診断 初めての公式本 出版社

おんなの服の悩みあるある「ステキと思って買ったのに着たらなんか違う…」を解決する！本
山崎真理子 著   二神由美子 監修 すばる舎リンケージ

034
著者 出版社書名

うまい
日本実業出版社チームうまい棒うまい棒は、なぜうまいのか？ 国民的ロングセラーの秘密

030
書名 著者

今年はついに主役です！
出版社 世界思想社畠佐代子カヤネズミの本 カヤネズミ博士のフィールドワーク報告

「年寄り半日仕事」のすすめ 目標をもてば 80 歳でも夢は叶う！

名所・旧跡の解剖図鑑 見かたを知れば旅はもっと楽しくなる

041 和となじむ居場所（カフェ）を探す旅に出る。
青山出版社カフェとうつわの旅 あたらしい和のかたち 川口葉子 出版社書名 著者

ヘザー・アーント・アンダーソン 著　服部千佳子 訳 原書房書名 著者
042 赤いカプセル

出版社トウガラシの歴史

書名 著者
045 生命の尊さについてもう一度考えてみませんか？

出版社ある犬のおはなし kaisei トゥーヴァージンズ

書名 著者
046 これを見て♥キュン死♥するがいい

出版社奥森すがり 二見書房ねこ鍋 みちのく猫ものがたり

043 もっとお花を愛でたいあなたへ
書名 著者 出版社 山と溪谷社中村文 文　水野克比古 写真　多田多恵子 監修ときめく花図鑑

書名 著者 出版社萩生田愛 ポプラ社
044 出会ったら幸せになれるかも… アフリカからの贈りもの

アフリカローズ 幸せになる奇蹟のバラ
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093
書名 著者

ニワハンミョウを探しに行ってしまったばっかりに…。
出版社 新潮社安部公房砂の女

095
書名 著者 出版社

このミステリーが一番面白い。。。
東野圭吾 集英社マスカレード・ホテル

096
書名 著者 出版社

運命を受け入れ生き抜いていく…
百田尚樹 講談社風の中のマリア

094
著者 出版社書名

お正月はどっぷり SF の世界へ
旅のラゴス 新潮社筒井康隆

098
書名 著者 出版社

勉強より大切なことって。。。
ぼくは勉強ができない 山田詠美 新潮社

099
書名 著者 出版社

「ぞぶり」「ぞぶり」「きぃきぃ」「こりこり」  なんの音かは読めばわかります…。
文藝春秋夢枕獏陰陽師

100
書名 著者 出版社

「刺激」もないし、「起承転結」もありません。
吉田篤弘 筑摩書房つむじ風食堂の夜

097
書名 著者有頂天家族 出版社

難しいことを考えず、面白おかしい日常を読みたい貴方に。
森見登美彦 幻冬舎

101 お正月こそ人気作家の極上のアンソロジー
ポプラ社飛鳥井千砂 ほか 出版社書名 著者君と過ごす季節 秋から冬へ、12 の暦物語

新潮社書名 著者
102 肉球に誓って吾輩は…

出版社赤川次郎 ほか吾輩も猫である

書名 著者
105 あなたは人間？それとも…

出版社 早川書房フィリップ・K・ディック 著　浅倉久志 訳アンドロイドは電気羊の夢を見るか？

書名
106 絵本だけど読んでみて！！「あなたが知らなかった本の歴史……」のヒミツ

出版社 福音館書店いけがみ しゅんいち 文   せきぐち よしみ 絵カエサルくんと本のおはなし

107
書名 著者

著者

著者

著者

そのお年玉何に変える？
出版社 河出書房新社ルイズ・アームストロング 文   ビル・バッソ 絵   佐和隆光 訳レモンをお金にかえる法 ” 経済学入門” の巻

113
書名 著者

ステキ✧* な埼玉県とキモノ
出版社 さきたま出版会藤井美登利

109
書名

共に生きるために
出版社 理論社狐笛のかなた

112
書名 著者

埼玉県の地理は？さいたま市の「水判土」って読めますか？
出版社 ぶよお堂平井政二地図で探るおもしろ埼玉

108
書名

今年こそ挑戦！
出版社

上橋菜穂子 文　白井弓子 絵

教育画劇石川直樹富士山にのぼる

111
書名 著者

不思議なものは、見えなくなってしまっただけ。もう１度、見てみませんか？
出版社 岩崎書店香月日輪 文   藤丘ようこ 絵

110
書名 著者

想像してみれば……。
出版社 岩崎書店ジョン・レノン 詩   ジャン・ジュリアン 絵 　岩崎夏海 訳IMAGINE イマジン＜想像＞

103 暗いのって…なんか良いよね…
書名 著者 出版社谷崎潤一郎 中央公論新社陰翳礼讃

書名 著者 出版社 筑摩書房朝倉かすみ ほか泥酔懺悔
104 酒を飲んでも飲まれるな。

下町不思議町物語

埼玉きもの散歩 絹の記憶と手仕事を訪ねて
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047
書名 著者

著者

今年の主役！！
出版社 誠文堂新光社大野瑞絵 文　三輪恭嗣 監修　井川俊彦 写真　デグー完全飼育 飼い方の基本からコミュニケーションまでわかる

048
書名

俺の年がやってきた。
出版社 緑書房鈴木欣司・鈴木悦子 著わが家のハリネズミ生態観察記 アムールハリネズミがやってきた！

053
書名 著者

フェルメール × 生物学者
出版社芸術と科学のあいだ 木楽舎福岡伸一

049
書名 著者

2020 年の主役です！！
出版社 誠文堂新光社ハムスター好き編集部 編ハムスター暮らしの本 育て方のコツから仲良くなる方法まで

052
書名 著者

いいじゃない。いくつになっても『青春』
出版社 講談社込山富秀「青春 18 きっぷ」ポスター紀行

051
書名 著者

食欲は命がけ。
出版社 主婦と生活社平坂寛喰ったらヤバいいきもの

055
書名 著者 出版社

江戸のゆるキャラ
ゆるかわ妖怪絵 安村敏信 講談社

058
書名 著者 出版社

２次元なのにだんだん３次元となって息づいてくる謎・なぞ・ナゾ
運命の絵 中野京子と読み解く 中野京子 文藝春秋

056
書名 著者 出版社

江戸の庶民と知恵くらべ
岩崎均史 青幻舎いろは判じ絵 江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き

059
書名 著者 出版社

P50 が好き
パイ インターナショナルグスタフ・クリムト 画   海野弘 解説・監修グスタフ・クリムトの世界 女たちの黄金迷宮

060
書名 著者 出版社

世界に生きる女性たちその瞳の美しさにくぎづけ！！！
ミハエラ・ノック 写真・文　大浜千尋 訳 パイ インターナショナルTHE ATLAS OF BEAUTY 世界の美しい女性たち

057
書名 著者鈴木春信 江戸の面影を愛おしむ 出版社

江戸の風俗がわかる浮世絵を画いた鈴木春信の作品です。
鈴木春信 画   田辺昌子 著 東京美術

054
著者 出版社書名

昔の人だってやっぱり猫が好き！！
猫の絵画館 平凡社コロナ・ブックス編集部 編

050
書名 著者

※食べられません！
出版社 幻冬舎新井文彦 写真　白水貴 監修　ネイチャー＆サイエンス 構成・文毒きのこ 世にもかわいい危険ないきもの

061 温泉♨につかってゆっくりしたいけど… そんなとき、かわりに温泉にはいってくれます
日経ナショナル ジオグラフィック社こざる温泉 ゆうき えつこ 文　福田幸広 写真　萩原敏夫 監修 出版社書名 著者

淡交社書名 著者
062 超絶技巧の限りを尽くしました

出版社村田理如 著　松原史 解説明治の刺繍絵画名品集 清水三年坂美術館コレクション

書名 著者
065 村上主義者のあなたへ

出版社村上春樹意味がなければスイングはない 文藝春秋

書名
066 アナログで想いを届ける。そんな時間も楽しいなあ ちょっと照れるけど

出版社 サンマーク出版おとなの手紙時間 魅力をひきだすワンランク上の書き方・愉しみ方

067
書名 著者

著者

著者

映画 英語 超有名映画字幕翻訳家
出版社 双葉社戸田奈津子　金子裕子ときめくフレーズ、きらめくシネマ

069
書名

あの人のとなりにも猫がいた。
出版社 平凡社コロナ・ブックス編集部 編作家の猫

072
書名 著者

大宮は都会だから共感してもらえるかなぁ
出版社 文藝春秋TV Bros. 編集部 編イナカ川柳 農作業しなくてよいはウソだった

068
書名

読みたい本を探している小学生のあなたへ
出版社対馬初音 編著 少年写真新聞社小学生のうちに読みたい物語 学校司書が選んだブックガイド

071
書名 著者

あたたかなまなざし
出版社

角川書店
本多稜 角川書店

070
書名 著者

こじらせかたがオレと一緒
出版社 実業之日本社枡野浩一 短歌　オカザキマリ 絵枡野浩一短歌集 １ てのりくじら

063 世界中の人々を魅了しつづける携帯できる芸術
書名 著者 出版社吉田ゆか里 著　提物屋 編 光村推古書院根付の図鑑《動物》 吉祥と愛玩の意匠

書名 著者 出版社早坂優子 視覚デザイン研究所和の色のものがたり 季節と暮らす 365 色
064 日本の色とまったり暮らしてみませんか？

こどもたんか 歌集

073
書名 著者

子どもの気持ちを忘れた大人へ…
出版社 中央公論新社川崎洋 編

075
書名 著者 出版社

あなたの座っているその椅子…大丈夫ですか…？
江戸川乱歩 リブレ出版江戸川乱歩傑作集 ２ 人間椅子 屋根裏の散歩者

078
書名 著者 出版社

ほう
魍魎の匣 京極夏彦 講談社

076
書名 著者 出版社

おいしい物は誰にでも、いつでも、幸せを運びます。
ポプラ社小川糸食堂かたつむり

079
書名 著者 出版社

文豪・谷崎 vs 女たち！！
桐野夏生 中央公論新社デンジャラス

080
書名 著者 出版社

美味しいミステリーでほっと一息いかがですか？
坂木司 光文社

077
書名 著者西の善き魔女 １ 旅立ちの巻 出版社

旅立つのはいつも少女！
荻原規子 中央公論新社

074
著者 出版社書名

「全力で楽しむ」を忘れた人へ。
KADOKAWA有川浩キケン

おひさまのかけら 「こどもの詩」20 年の精選集

和菓子のアン

081 忘れること。忘れられないこと。
文藝春秋長いお別れ 中島京子 出版社書名 著者

長嶋有 朝日新聞出版書名 著者
082 ずっと入ってたい冬のふとんみたいな小説

出版社ねたあとに

書名 著者
085 これと白飯さえあれば。

出版社アンソロジー 餃子 パルコエンタテイメント事業部池田満寿夫 ほか

書名 著者
086 ユーモアで生き抜く！

出版社大野更紗 ポプラ社困ってるひと

087
書名 著者

夕暮れが一日で一番好きなあなたに。長編小説です。
出版社 早川書房カズオ・イシグロ 著　土屋政雄 訳日の名残り ノーベル賞記念版

089
書名 著者

リチャード３世は甥殺しの悪人だった。…本当に？
出版社 早川書房ジョセフィン・テイ 著　小泉喜美子 訳時の娘

088
書名

閉じこめたのは 愛情？それとも…
出版社 求龍堂アレックス・シアラー 著  石田文子 訳著者スノードーム

090
書名 著者

プロも愛読？
出版社 角川書店フレデリック・フォーサイス 著   篠原慎 訳ジャッカルの日

083 挨拶の言葉はいつだって「初めまして」
書名 著者 出版社 講談社西尾維新掟上今日子の備忘録

書名 著者 出版社北方謙三 新潮社
084 カッコイイ物書きは生き方もカッコイイ

荒野に立てば 十字路が見える

092
書名 著者

誰かの幸せを願っていると、自然に自分も幸せになる。
出版社オスカー・ワイルド 著　富山太佳夫 編　富山芳子 編幸福な王子 青土社

091
書名 著者

吾輩は猫である。
出版社ポール・ギャリコ 文　スザンヌ・サース 写真　灰島かり 訳 筑摩書房猫語の教科書
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047
書名 著者

著者
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書名

俺の年がやってきた。
出版社 緑書房鈴木欣司・鈴木悦子 著わが家のハリネズミ生態観察記 アムールハリネズミがやってきた！

053
書名 著者

フェルメール × 生物学者
出版社芸術と科学のあいだ 木楽舎福岡伸一

049
書名 著者

2020 年の主役です！！
出版社 誠文堂新光社ハムスター好き編集部 編ハムスター暮らしの本 育て方のコツから仲良くなる方法まで

052
書名 著者

いいじゃない。いくつになっても『青春』
出版社 講談社込山富秀「青春 18 きっぷ」ポスター紀行

051
書名 著者

食欲は命がけ。
出版社 主婦と生活社平坂寛喰ったらヤバいいきもの

055
書名 著者 出版社

江戸のゆるキャラ
ゆるかわ妖怪絵 安村敏信 講談社

058
書名 著者 出版社

２次元なのにだんだん３次元となって息づいてくる謎・なぞ・ナゾ
運命の絵 中野京子と読み解く 中野京子 文藝春秋

056
書名 著者 出版社

江戸の庶民と知恵くらべ
岩崎均史 青幻舎いろは判じ絵 江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き

059
書名 著者 出版社

P50 が好き
パイ インターナショナルグスタフ・クリムト 画   海野弘 解説・監修グスタフ・クリムトの世界 女たちの黄金迷宮

060
書名 著者 出版社

世界に生きる女性たちその瞳の美しさにくぎづけ！！！
ミハエラ・ノック 写真・文　大浜千尋 訳 パイ インターナショナルTHE ATLAS OF BEAUTY 世界の美しい女性たち
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書名 著者鈴木春信 江戸の面影を愛おしむ 出版社

江戸の風俗がわかる浮世絵を画いた鈴木春信の作品です。
鈴木春信 画   田辺昌子 著 東京美術
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著者 出版社書名

昔の人だってやっぱり猫が好き！！
猫の絵画館 平凡社コロナ・ブックス編集部 編

050
書名 著者

※食べられません！
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061 温泉♨につかってゆっくりしたいけど… そんなとき、かわりに温泉にはいってくれます
日経ナショナル ジオグラフィック社こざる温泉 ゆうき えつこ 文　福田幸広 写真　萩原敏夫 監修 出版社書名 著者

淡交社書名 著者
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出版社村田理如 著　松原史 解説明治の刺繍絵画名品集 清水三年坂美術館コレクション

書名 著者
065 村上主義者のあなたへ

出版社村上春樹意味がなければスイングはない 文藝春秋

書名
066 アナログで想いを届ける。そんな時間も楽しいなあ ちょっと照れるけど

出版社 サンマーク出版おとなの手紙時間 魅力をひきだすワンランク上の書き方・愉しみ方
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書名 著者

著者
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映画 英語 超有名映画字幕翻訳家
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あの人のとなりにも猫がいた。
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大宮は都会だから共感してもらえるかなぁ
出版社 文藝春秋TV Bros. 編集部 編イナカ川柳 農作業しなくてよいはウソだった
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書名 著者
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こじらせかたがオレと一緒
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書名 著者 出版社早坂優子 視覚デザイン研究所和の色のものがたり 季節と暮らす 365 色
064 日本の色とまったり暮らしてみませんか？

こどもたんか 歌集

073
書名 著者

子どもの気持ちを忘れた大人へ…
出版社 中央公論新社川崎洋 編

075
書名 著者 出版社

あなたの座っているその椅子…大丈夫ですか…？
江戸川乱歩 リブレ出版江戸川乱歩傑作集 ２ 人間椅子 屋根裏の散歩者

078
書名 著者 出版社

ほう
魍魎の匣 京極夏彦 講談社

076
書名 著者 出版社

おいしい物は誰にでも、いつでも、幸せを運びます。
ポプラ社小川糸食堂かたつむり
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書名 著者 出版社

文豪・谷崎 vs 女たち！！
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080
書名 著者 出版社

美味しいミステリーでほっと一息いかがですか？
坂木司 光文社

077
書名 著者西の善き魔女 １ 旅立ちの巻 出版社

旅立つのはいつも少女！
荻原規子 中央公論新社
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著者 出版社書名

「全力で楽しむ」を忘れた人へ。
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おひさまのかけら 「こどもの詩」20 年の精選集
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081 忘れること。忘れられないこと。
文藝春秋長いお別れ 中島京子 出版社書名 著者

長嶋有 朝日新聞出版書名 著者
082 ずっと入ってたい冬のふとんみたいな小説

出版社ねたあとに

書名 著者
085 これと白飯さえあれば。

出版社アンソロジー 餃子 パルコエンタテイメント事業部池田満寿夫 ほか

書名 著者
086 ユーモアで生き抜く！

出版社大野更紗 ポプラ社困ってるひと

087
書名 著者

夕暮れが一日で一番好きなあなたに。長編小説です。
出版社 早川書房カズオ・イシグロ 著　土屋政雄 訳日の名残り ノーベル賞記念版

089
書名 著者

リチャード３世は甥殺しの悪人だった。…本当に？
出版社 早川書房ジョセフィン・テイ 著　小泉喜美子 訳時の娘
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書名

閉じこめたのは 愛情？それとも…
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書名 著者

プロも愛読？
出版社 角川書店フレデリック・フォーサイス 著   篠原慎 訳ジャッカルの日

083 挨拶の言葉はいつだって「初めまして」
書名 著者 出版社 講談社西尾維新掟上今日子の備忘録

書名 著者 出版社北方謙三 新潮社
084 カッコイイ物書きは生き方もカッコイイ

荒野に立てば 十字路が見える
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書名 著者

誰かの幸せを願っていると、自然に自分も幸せになる。
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書名 著者

吾輩は猫である。
出版社ポール・ギャリコ 文　スザンヌ・サース 写真　灰島かり 訳 筑摩書房猫語の教科書
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書名 著者 出版社 岩波書店孫子 著　 金谷治 訳注新訂 孫子
024 人生は「戦」だ。

書名 著者
025 雪をつくるはなし

出版社中谷宇吉郎 平凡社中谷宇吉郎 雪を作る話

書名 著者
026 足元になんと！なるほど、そうだったのか！！賢い命を繋ぐ旅

出版社多田多恵子 誠文堂新光社実とタネキャラクター図鑑   個性派植物たちの知恵と工夫がよくわかる 

027
書名 著者

まるで現代アート
出版社変形菌 技術評論社川上新一 文　佐藤岳彦 写真

033
書名 著者

ちょっと旅に行く前に読んでおくと１０倍楽しめるかも…
出版社 エクスナレッジスタジオワーク

029
書名 著者

知っているようで知らない世界
出版社 ダイヤモンド社ブルック・バーカー 著　服部京子 訳せつない動物図鑑

032
書名 著者

ゼムクリップが簡単に曲がる訳を知っていますか？
出版社 インターシフトマーク・ミーオドヴニク 著   松井信彦 訳人類を変えた素晴らしき 10 の材料 その内なる宇宙を探険する

028
書名

HIPS?
出版社 エクスナレッジおしり図鑑 

031
書名 著者

いくつになっても目標や夢をもつ
出版社 廣済堂出版三浦雄一郎　三浦豪太　

035
書名 著者 出版社

日本の恵みに感謝　調べればもっと深く旨くなるカモ
こいし ゆうか 著　SAKETIMES 監修 誠文堂新光社日本酒語辞典　日本酒にまつわる言葉をイラストと豆知識でほろりと読み解く

038
書名 著者 出版社

タンスの中のあれ もっと使っちゃお！！
かまわぬの手ぬぐい使い方手帖 最新版 河出書房新社編集部 編 河出書房新社

036
書名 著者 出版社

「滋賀県」は良いトコロです（泣）
サンライズ出版滋賀の日本酒を愛する酔醸会 編　辻村耕司 撮影滋賀酒 近江の酒蔵めぐり

039
書名 著者 出版社

そろそろお節にあきたあなたへ
高橋良枝 朝日新聞出版日々の野菜帖

040
書名 著者 出版社

食べられる石。
さとう かよこ 著鉱物のお菓子 琥珀糖と洋菓子と鉱物ドリンクのレシピ 玄光社

037
書名 著者あなただけの「似合う服」に出会うための骨格診断 初めての公式本 出版社

おんなの服の悩みあるある「ステキと思って買ったのに着たらなんか違う…」を解決する！本
山崎真理子 著   二神由美子 監修 すばる舎リンケージ

034
著者 出版社書名

うまい
日本実業出版社チームうまい棒うまい棒は、なぜうまいのか？ 国民的ロングセラーの秘密

030
書名 著者

今年はついに主役です！
出版社 世界思想社畠佐代子カヤネズミの本 カヤネズミ博士のフィールドワーク報告

「年寄り半日仕事」のすすめ 目標をもてば 80 歳でも夢は叶う！

名所・旧跡の解剖図鑑 見かたを知れば旅はもっと楽しくなる

041 和となじむ居場所（カフェ）を探す旅に出る。
青山出版社カフェとうつわの旅 あたらしい和のかたち 川口葉子 出版社書名 著者

ヘザー・アーント・アンダーソン 著　服部千佳子 訳 原書房書名 著者
042 赤いカプセル

出版社トウガラシの歴史

書名 著者
045 生命の尊さについてもう一度考えてみませんか？

出版社ある犬のおはなし kaisei トゥーヴァージンズ

書名 著者
046 これを見て♥キュン死♥するがいい

出版社奥森すがり 二見書房ねこ鍋 みちのく猫ものがたり

043 もっとお花を愛でたいあなたへ
書名 著者 出版社 山と溪谷社中村文 文　水野克比古 写真　多田多恵子 監修ときめく花図鑑

書名 著者 出版社萩生田愛 ポプラ社
044 出会ったら幸せになれるかも… アフリカからの贈りもの

アフリカローズ 幸せになる奇蹟のバラ
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093
書名 著者

ニワハンミョウを探しに行ってしまったばっかりに…。
出版社 新潮社安部公房砂の女

095
書名 著者 出版社

このミステリーが一番面白い。。。
東野圭吾 集英社マスカレード・ホテル

096
書名 著者 出版社

運命を受け入れ生き抜いていく…
百田尚樹 講談社風の中のマリア

094
著者 出版社書名

お正月はどっぷり SF の世界へ
旅のラゴス 新潮社筒井康隆

098
書名 著者 出版社

勉強より大切なことって。。。
ぼくは勉強ができない 山田詠美 新潮社

099
書名 著者 出版社

「ぞぶり」「ぞぶり」「きぃきぃ」「こりこり」  なんの音かは読めばわかります…。
文藝春秋夢枕獏陰陽師

100
書名 著者 出版社

「刺激」もないし、「起承転結」もありません。
吉田篤弘 筑摩書房つむじ風食堂の夜

097
書名 著者有頂天家族 出版社

難しいことを考えず、面白おかしい日常を読みたい貴方に。
森見登美彦 幻冬舎

101 お正月こそ人気作家の極上のアンソロジー
ポプラ社飛鳥井千砂 ほか 出版社書名 著者君と過ごす季節 秋から冬へ、12 の暦物語

新潮社書名 著者
102 肉球に誓って吾輩は…

出版社赤川次郎 ほか吾輩も猫である

書名 著者
105 あなたは人間？それとも…

出版社 早川書房フィリップ・K・ディック 著　浅倉久志 訳アンドロイドは電気羊の夢を見るか？

書名
106 絵本だけど読んでみて！！「あなたが知らなかった本の歴史……」のヒミツ

出版社 福音館書店いけがみ しゅんいち 文   せきぐち よしみ 絵カエサルくんと本のおはなし

107
書名 著者

著者

著者

著者

そのお年玉何に変える？
出版社 河出書房新社ルイズ・アームストロング 文   ビル・バッソ 絵   佐和隆光 訳レモンをお金にかえる法 ” 経済学入門” の巻

113
書名 著者

ステキ✧* な埼玉県とキモノ
出版社 さきたま出版会藤井美登利

109
書名

共に生きるために
出版社 理論社狐笛のかなた

112
書名 著者

埼玉県の地理は？さいたま市の「水判土」って読めますか？
出版社 ぶよお堂平井政二地図で探るおもしろ埼玉

108
書名

今年こそ挑戦！
出版社

上橋菜穂子 文　白井弓子 絵

教育画劇石川直樹富士山にのぼる

111
書名 著者

不思議なものは、見えなくなってしまっただけ。もう１度、見てみませんか？
出版社 岩崎書店香月日輪 文   藤丘ようこ 絵

110
書名 著者

想像してみれば……。
出版社 岩崎書店ジョン・レノン 詩   ジャン・ジュリアン 絵 　岩崎夏海 訳IMAGINE イマジン＜想像＞

103 暗いのって…なんか良いよね…
書名 著者 出版社谷崎潤一郎 中央公論新社陰翳礼讃

書名 著者 出版社 筑摩書房朝倉かすみ ほか泥酔懺悔
104 酒を飲んでも飲まれるな。

下町不思議町物語

埼玉きもの散歩 絹の記憶と手仕事を訪ねて
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001 大宮図書館だけじゃない！？ 巨大な宝石箱☆
エクスナレッジ世界の夢の図書館 31 Wonderful Libraries around the World 愛蔵ポケット版 出版社書名

奥野宣之 朝日新聞出版書名 著者
002 お正月から図書館へ来てくださった図書館の好きなあなたに贈ります

出版社図書館「超」活用術 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける

書名 著者
005 大人になっても読み返したくなる１冊を子供たちに届けたい…。

出版社古い絵本の物語 寺村摩耶子 青土社

書名 著者
006 決して調べてはいけない見てはいけない「忌まわしい恐怖」

出版社検索禁止 長江俊和 新潮社

007
書名 著者

♬ワタシ以外ワタシじゃないの♫ 心の背骨をつくろう！
出版社ひとりぼっちの辞典 清流出版勢古浩爾

013
書名 著者

見知らぬ人に話しかける勇気 その冒険であなたの世界が変わる
出版社知らない人に出会う 朝日出版社キオ・スターク 著   向井和美 訳

009
書名 著者

さあ、初詣で運だめし。。
出版社 河出書房新社平野多恵神さまの声をきくおみくじのヒミツ

012
書名 著者

寒い日本を飛び出してあなたは何処へ行きますか。
出版社 日経ナショナル ジオグラフィック社ジャスミーナ・トリフォーニ 著   岡崎秀 訳一生に一度だけの旅 GRANDE 大切な人と過ごす贅沢ステイ

008
書名 著者

福を、幸せを引き寄せましょう！
出版社 徳間書店広田千悦子にほんのおまじない 幸せを引き寄せる小さな魔法

011
書名 著者

文字を読みといて古代へタイムトリップ
出版社 創元社大英博物館 編  吉村作治 監修  ニール・スペンサー 文  クレア・ソーン 絵  月森左知 訳ヒエログリフがわかる絵本

015
書名 著者 出版社

今年はほめ上手のニコニコお母さん
生き抜く力をつけるお母さんのほめ方・叱り方 高濱正伸 小学館

018
書名 著者 出版社

おもてなしの心をつつむ…ふんわりと
ふろしき自由自在 包む・贈る・暮らす・飾る 森田知都子 淡交社

016
書名 著者 出版社

いい湯だな♪縄文から現代まで温泉の歴史に浸かる♪
温泉と日本人 増補版 八岩まどか 青弓社

019
書名 著者 出版社

自然にそった生活してみませんか？
白井明大 サンマーク出版福を招く旧暦生活のすすめ

020
書名 著者 出版社

見ればきっと幸せに
荒川千尋 文  坂東寛司 写真  日本招猫倶楽部 編 インプレス招き猫百科

017
書名 著者スモーカーズ・サバイバル・マニュアル たばこを吸うあなたが明日を生きのびるために

出版社

HAVE A GOOD SMOKE　今となっては” マイノリティ” だよね。喫煙者って。。
片岡泉 文  寄藤文平 絵

マガジンハウス

014
著者 出版社書名

わるいやつらの話
日本の暗黒事件 森功 新潮社

010
書名 著者

しゃかりき コロンブス
出版社 紀伊國屋書店チャールズ・Ｃ. マン 著   布施由紀子 訳1493 世界を変えた大陸間の「交換」

003 何でも検索できる時代における読書の価値とは？
書名 著者 出版社読書の価値 森博嗣 NHK 出版

書名 著者 出版社西加奈子 ほか ポプラ社十歳までに読んだ本
004 あの作家は小さいころどんな本を読んでいたのだろう？

021 その昔、武州の人々は狼を神とあがめた…
新潮社オオカミの護符 小倉美惠子 出版社書名 著者

創元社書名 著者
022 たまには信じてみませんか？幸せの” きざし”

出版社米澤敬 文　出口春菜 絵信じてみたい幸せを招く世界のしるし

023 どこにでもいるよ。
書名 著者 出版社門賀美央子 文　アマヤギ堂 絵　東雅夫 監修 山と溪谷社ときめく妖怪図鑑

001 君がねているあいだにカエルは…
徳間書店かようびのよる 出版社デヴィッド・ウィーズナー 著　当麻ゆか 訳書名 著者

Ｚ・トペリウス 文　おの ちよ 絵　万沢まき 訳 アリス館書名 著者
002 北のくにのおはなしです。

出版社星のひとみ

書名 著者
005 肩のちからがふっと抜けるような…

出版社ぼちぼちいこか 偕成社マイク・セイラー 文　ロバート・グロスマン 絵　いまえ よしとも 訳

書名 著者
006 ドングリたちのながいながい旅

出版社コマヤスカン くもん出版ドングリ・ドングラ

007
書名 著者

「正しい」ってむずかしい？
出版社 福音館書店五味太郎正しい暮し方読本

013
書名 著者

結局、ありのまま。
出版社 福音館書店ドン・フリーマン 著　アーサー・ビナード 訳ダンデライオン

009
書名

012
書名 著者

ああっ、たすけてー！わあ、はやくにげなくちゃ！いえいえこれさえあればだいじょうぶ☺そんなすてきなものをもっているおはなしです
出版社 BL 出版アンソニー・ブラウン 著　さくま ゆみこ 訳くまさんのおたすけえんぴつ

008
書名

ねこだっておんがえしするんですよ。
出版社 講談社武田英子 文　清水耕蔵 絵著者八方にらみねこ

011
書名 著者

あま～いふとんがふってきた！
出版社高畠那生 くもん出版そらからぼふ～ん

015
書名 著者 出版社

どんなに形が変わっても。

なにがみえますか？それはないしょにしておきましょう おかあさんにもおとうさんにもいもうとにもおとうとにもね！

ほるぷ出版ジム・エイルズワース 文　バーバラ・マクリントック 絵　福本友美子 訳おじいちゃんのコート

018
書名 著者 出版社

おべんとうのおしろにすんでいるおひめさまって誰でしょう？
ゆでたまごひめ 教育画劇苅田澄子 文   山村浩二 絵

016
書名 著者 出版社 ほるぷ出版ビバリー・ドノフリオ 文　バーバラ・マクリントック 絵　福本友美子 訳ないしょのおともだち

019
書名 著者 出版社

みんなでまねしてみよう！
福音館書店近藤良平 文   柿木原政広 構成   山本尚明 写真ひともじえほん

020
書名 著者 出版社

私と悪。
宮部みゆき 文   吉田尚令 絵   東雅夫 編 岩崎書店悪い本

017
書名 著者 出版社

１さつで２ばいのワクワクがあります。さいごのページは○○がいっぱい！
まつおか きょうこ 東京子ども図書館うれしいさん かなしいさん

014
著者 出版社書名

2019 年もおつかれさまでした。
あすなろ書房レイモンド・ブリッグズ 著　さくま ゆみこ 訳サンタのなつやすみ

010
書名 著者

あなたを絶対にみすてないよ。
出版社 金の星社たかはし ひろゆきチロヌップのきつね

003 「くろ」ってほんとはすごいいろ。
書名 著者 出版社 偕成社ヘルガ＝ガルラー 著　やがわ すみこ 訳まっくろネリノ

書名 著者 出版社エズラ＝ジャック＝キーツ 著　木島始 訳 偕成社
004 おにいちゃんってたいへん！

ピーターのいす

著者
うつくしいふゆのえほん

出版社 あすなろ書房ユリ・シュルヴィッツ 著　さくま ゆみこ 訳ゆき

021 モヤモヤ モヤモヤ もやもやしたらどうぞ
草炎社出版社ヴァージニア・アイアンサイド 文   フランク・ロジャース 絵   左近リベカ 訳著者書名 でっかいでっかいモヤモヤ袋

文化出版局書名
022 愛らしい主人公にクスクス笑いが止まりません

出版社著者 アーノルド・ローベル 著   三木卓 訳ふくろうくん

023 あなたはあなた。
書名 出版社 フレーベル館著者 マーガレット・ワイズ・ブラウン 文   レナード・ワイスガード 絵   うちだ ややこ 訳たいせつなこと



福本２０２０
ブックリスト

大宮図書館では、お正月にイベント「福本」を開催しました。

タイトルがわからないように紙袋に入った図書館スタッフ

おすすめの本を、キーワードをヒントに貸出することが

できるイベントです。

そこで選出された本をブックリストとしてご紹介いたします。

8

書名 著者 出版社 らくだ出版ブライアン・ワイルドスミス 著   はぎ ようこ 訳りすのはなし
024 かわいいリスの世界へようこそ！！

書名 著者
025 博物館ってどんなところだろう？が、少しわかるかも！

出版社 岩波書店木下史青博物館へ行こう

書名
026 教室にあるあれもこれも！！こんなに〇○い！！！？

出版社 汐文社秋山滋 文   田沢梨枝子 絵

027
書名 著者

著者学校モノのねだん図鑑 １ 教室にあるモノはいくら？

著者

きょうは〇月〇日…？
出版社 学研教育出版豊田充穂 著   杉田精司 監修僕は 46 億歳。 親子で読む、壮大な「地球史」カレンダー

033
書名 著者

こどものおしごと？？
出版社 小峰書店かこ さとし

029
書名

カエルはかせになろう
出版社 アリス館

032
書名 著者

こどもがすきなあまーいおかし♡
出版社 農山漁村文化協会APLA 編   オルター・トレード・ジャパン 編   バン チハル 絵イチからつくるチョコレート

028
書名

ちっちゃい目 かわいい手 でかい口
出版社

高岡昌江 文   松橋利光 写真ずら～りカエルならべてみると…

著者 そうえん社ゆうき えつこ 文   福田幸広 写真オオサンショウウオ

031
書名 著者

気になる！中身をのぞいてみよう！！
出版社 小学館断面マン 製作・監修どうなっているの？だんめん図鑑

035
書名 著者 出版社

こんなすてきないきものといっしょにすごせたらいいね。
なかがわ ちひろ 理論社天使のかいかた

038
書名 著者 出版社

想像してみて。並木道の先にはドールハウス！
モンゴメリ 原作　D・アデール　J・ローゼンストック 文　もき かずこ 訳 金の星社アボンリーへの道 １ プリンス・エドワード島へ

036
書名 著者 出版社

ヒント①こどものほんです。ヒント②たのしいおはなしです。ヒント③おとながよんでもおもしろいです。
福音館書店ホープ・ニューウェル 文   山脇百合子 絵   松岡享子 訳あたまをつかった小さなおばあさん

039
書名 著者 出版社

ちいさないきものたちののびやかなこえ。
童話屋くどう なおこ 詩・文　ほてはま たかし 絵あっぱれのはらうた

040
書名 著者 出版社

あなたのお気に入りがきっとこの中に。
金子みすゞ 詩　栗原佳子 絵 春陽堂書店

037
書名 著者まいごの、まいごの、ゴンザレス 出版社

まいごのごくい、おしえてしんぜよう
服部千春 文　村上康成 絵 岩崎書店

034
著者 出版社書名

今年の SF ファンタジーはコレ！
角川書店オーエン・コルファー 著   大久保寛 訳アルテミス・ファウル 妖精の身代金

030
書名 著者

きょねんのえと おぼえてる？
出版社 アリス館前川貴行いのしし

かこさとしあそびずかん ふゆのまき

春 みすゞ詩画集

041
書名 著者 出版社

おもしろいあたまのたいそう？？
ワン・ステップ 編   川下隆 絵 金の星社ギャグ連発だじゃれなぞなぞ
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