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番号 題名 作者 出版社

1 リアル　　１ 井上雄彦 集英社

2 リアル　　２ 井上雄彦 集英社

3 リアル　　３ 井上雄彦 集英社

4 リアル　　４ 井上雄彦 集英社

5 リアル　　５ 井上雄彦 集英社

6 リアル　　６ 井上雄彦 集英社

7 リアル　　７ 井上雄彦 集英社

8 リアル　　８ 井上雄彦 集英社

9 リアル　　９ 井上雄彦 集英社

10 リアル　１０ 井上雄彦 集英社

11 リアル　１１ 井上雄彦 集英社

12 リアル　１２ 井上雄彦 集英社

13 リアル　１３ 井上雄彦 集英社

14 リアル　１４ 井上雄彦 集英社

15 クロス・ゲーム　１ あだち充　 小学館

16 クロス・ゲーム　２ あだち充　 小学館

17 クロス・ゲーム　３ あだち充　 小学館

18 クロス・ゲーム　４ あだち充　 小学館

19 クロス・ゲーム　５ あだち充　 小学館

20 クロス・ゲーム　６ あだち充　 小学館

21 クロス・ゲーム　７ あだち充　 小学館

22 クロス・ゲーム　８ あだち充　 小学館

23 クロス・ゲーム　９ あだち充　 小学館

24 クロス・ゲーム１０ あだち充　 小学館

25 クロス・ゲーム１１ あだち充　 小学館

26 クロス・ゲーム１２ あだち充　 小学館

27 クロス・ゲーム１３ あだち充　 小学館

28 クロス・ゲーム１４ あだち充　 小学館

29 クロス・ゲーム１５ あだち充　 小学館

30 クロス・ゲーム１６ あだち充　 小学館

31 クロス・ゲーム１７ あだち充　 小学館

32 フルアヘッド　　１ 米原秀幸 秋田書店

33 フルアヘッド　　２ 米原秀幸 秋田書店

34 フルアヘッド　　３ 米原秀幸 秋田書店

35 フルアヘッド　　４ 米原秀幸 秋田書店

36 フルアヘッド　　５ 米原秀幸 秋田書店

37 フルアヘッド　　６ 米原秀幸 秋田書店

38 フルアヘッド　　７ 米原秀幸 秋田書店

39 フルアヘッド　　８ 米原秀幸 秋田書店

40 フルアヘッド　　９ 米原秀幸 秋田書店

41 フルアヘッド　１０ 米原秀幸 秋田書店

42 フルアヘッド　１１ 米原秀幸 秋田書店

43 フルアヘッド　１２ 米原秀幸 秋田書店

44 フルアヘッド　１３ 米原秀幸 秋田書店

45 フルアヘッド　１４ 米原秀幸 秋田書店

46 フルアヘッド　１５ 米原秀幸 秋田書店

47 フルアヘッド　１６ 米原秀幸 秋田書店

48 フルアヘッド　１７ 米原秀幸 秋田書店

49 フルアヘッド　１８ 米原秀幸 秋田書店

50 フルアヘッド　１９ 米原秀幸 秋田書店
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51 フルアヘッド　２０ 米原秀幸 秋田書店

52 フルアヘッド　２１ 米原秀幸 秋田書店

53 フルアヘッド　２２ 米原秀幸 秋田書店

54 フルアヘッド　２３ 米原秀幸 秋田書店

55 フルアヘッド　２４ 米原秀幸 秋田書店

56 フルアヘッド　２５ 米原秀幸 秋田書店

57 フルアヘッド　２６ 米原秀幸 秋田書店

58 フルアヘッド　２７ 米原秀幸 秋田書店

59 フルアヘッド　２８ 米原秀幸 秋田書店

60 フルアヘッド　２９ 米原秀幸 秋田書店

61 　フルアヘッド　番外 米原秀幸 秋田書店

62 海釣り大漁 上 さとう輝 日本文芸社

63 海釣り大漁 下 さとう輝 日本文芸社

64 激ウマ！釣り船御前丸 江口賢一 芳文社

65 激ウマ！釣り船御前丸 江口賢一 芳文社

66 激ウマ！釣り船御前丸 江口賢一 芳文社

67 カッツリ　丼ぶり　スペシャル 花形怜・吉開寛二　　 日本文芸社

68 トリコ　　　　　　　　　１ 島袋光年 集英社

69 トリコ　　　　　　　　　２ 島袋光年 集英社

70 トリコ　　　　　　　　　３ 島袋光年 集英社

71 トリコ　　　　　　　　　４ 島袋光年 集英社

72 トリコ　　　　　　　　　５ 島袋光年 集英社

73 トリコ　　　　　　　　　６ 島袋光年 集英社

74 トリコ　　　　　　　　　７ 島袋光年 集英社

75 トリコ　　　　　　　　　８ 島袋光年 集英社

76 トリコ　　　　　　　　　９ 島袋光年 集英社

77 トリコ　　　　　　　　１０ 島袋光年 集英社

78 トリコ　　　　　　　　１１ 島袋光年 集英社

79 トリコ　　　　　　　　１２ 島袋光年 集英社

80 トリコ　　　　　　　　１３ 島袋光年 集英社

81 トリコ　　　　　　　　１４ 島袋光年 集英社

82 トリコ　　　　　　　　１５ 島袋光年 集英社

83 トリコ　　　　　　　　１６ 島袋光年 集英社

84 トリコ　　　　　　　　１７ 島袋光年 集英社

85 トリコ　　　　　　　　１８ 島袋光年 集英社

86 トリコ　　　　　　　　１９ 島袋光年 集英社

87 トリコ　　　　　　　　２０ 島袋光年 集英社

88 トリコ　　　　　　　　２１ 島袋光年 集英社

89 トリコ　　　　　　　　２２ 島袋光年 集英社

90 トリコ　　　　　　　　２３ 島袋光年 集英社

91 トリコ　　　　　　　　２４ 島袋光年 集英社

92 トリコ　　　　　　　　２５ 島袋光年 集英社

93 トリコ　　　　　　　　２６ 島袋光年 集英社

94 トリコ　　　　　　　　２７ 島袋光年 集英社

95 トリコ　　　　　　　　２８ 島袋光年 集英社

96 トリコ　　　　　　　　２９ 島袋光年 集英社

97 トリコ　　　　　　　　３０ 島袋光年 集英社

98 トリコ　　　　　　　　３１ 島袋光年 集英社

99 トリコ　　　　　　　　３２ 島袋光年 集英社

100 トリコ　　　　　　　　３３ 島袋光年 集英社

101 トリコ　　　　　　　　３４ 島袋光年 集英社

102 トリコ　　　　　　　　３５ 島袋光年 集英社

103 トリコ　　　　　　　　３６ 島袋光年 集英社

104 トリコ　　　　　　　　３７ 島袋光年 集英社



105 トリコ　　　　　　　　３８ 島袋光年 集英社

106 トリコ　　　　　　　　３９ 島袋光年 集英社

107 トリコ　　　　　　　　４０ 島袋光年 集英社

108 トリコ　　　　　　　　４１ 島袋光年 集英社

109 トリコ　　　　　　　　４２ 島袋光年 集英社

110 トリコ　　　　　　　　４３ 島袋光年 集英社

111 オレンジ　　　　　　　１ 能田達規　 秋田書店

112 オレンジ　　　　　　　２ 能田達規　 秋田書店

113 オレンジ　　　　　　　３ 能田達規　 秋田書店

114 オレンジ　　　　　　　４ 能田達規　 秋田書店

115 オレンジ　　　　　　　５ 能田達規　 秋田書店

116 オレンジ　　　　　　　６ 能田達規　 秋田書店

117 オレンジ　　　　　　　７ 能田達規　 秋田書店

118 オレンジ　　　　　　　８ 能田達規　 秋田書店

119 オレンジ　　　　　　　９ 能田達規　 秋田書店

120 オレンジ　　　　　　１０ 能田達規　 秋田書店

121 オレンジ　　　　　　１１ 能田達規　 秋田書店

122 オレンジ　　　　　　１２ 能田達規　 秋田書店

123 オレンジ　　　　　　１３ 能田達規　 秋田書店

124 妖怪ウオッチ　コマさん 柴本翔 小学館

125 クッキングパパ　ダイジェスト うえやまとち 講談社

126 クッキングパパ　カレースペシャル うえやまとち 講談社

127 爆走兄弟　レッツゴー こしたてつひろ 小学館

128 海釣り　磯釣り　スペシャル さとう輝 日本文芸社

129 激釣り大物　スペシャル さとう輝 日本文芸社

130 聲の形　１ 大今　良時 講談社

131 フットボールほど素敵な商売はない　１ 戸塚　啓・岡村賢二 集英社

132 フットボールほど素敵な商売はない　２ 戸塚　啓・岡村賢二 集英社

133 おまたせ！ピース電器店 能田達規　 JIVE

134 サッカーの憂鬱　裏方イレブン　１ 能田達規　 実業之日本社

135 サッカーの憂鬱　裏方イレブン　２ 能田達規　 実業之日本社

136 黒子のバスケ　　前篇 藤巻忠俊 集英社

137 黒子のバスケ　　後編 藤巻忠俊 集英社

138 黒子のバスケ　　キャラクターズバイブル 藤巻忠俊 集英社

139 釣り屋ナガレ　　１ 竹下けんじろう 秋田書店

140 釣り屋ナガレ　　２ 竹下けんじろう 秋田書店

141 釣り屋ナガレ　　３ 竹下けんじろう 秋田書店

142 釣り屋ナガレ　　４ 竹下けんじろう 秋田書店

143 釣り屋ナガレ　　５ 竹下けんじろう 秋田書店

144 釣り屋ナガレ　　６ 竹下けんじろう 秋田書店

145 釣り屋ナガレ　　７ 竹下けんじろう 秋田書店

146 釣り屋ナガレ　　８ 竹下けんじろう 秋田書店

147 釣り屋ナガレ　　９ 竹下けんじろう 秋田書店

148 釣り屋ナガレ　１０ 竹下けんじろう 秋田書店

149 釣り屋ナガレ　１１ 竹下けんじろう 秋田書店

150 ホームセンター　てんこ　１ とだ勝之 講談社

151 ホームセンター　てんこ　2 とだ勝之 講談社

152 ホームセンター　てんこ　3 とだ勝之 講談社

153 タッチ　　１ あだち充 小学館

154 タッチ　　２ あだち充 小学館

155 タッチ　　３ あだち充 小学館

156 タッチ　　４ あだち充 小学館

157 タッチ　　５ あだち充 小学館

158 タッチ　　６ あだち充 小学館



159 タッチ　　７ あだち充 小学館

160 タッチ　　８ あだち充 小学館

161 タッチ　　９ あだち充 小学館

162 タッチ　１０ あだち充 小学館

163 タッチ　１１ あだち充 小学館

165 アラン模様１００ 日本ヴォーグ社

166 透かし模様　３００ 日本ヴォーグ社

167 初心者のための水墨画 齋藤南北 日貿出版社

168 水墨画入門の基礎 呉斉旺 日貿出版社

169 水墨画十二支 殷占堂 MPC

170 墨絵　別冊４　はがき絵300選 日貿出版社

171 墨絵　別冊４　はがき絵300選 日貿出版社

173 おかあさんのこども遠野物語

174 ヨーロッパの手あみ　夏のセータークルーズ 日本ヴォーグ社

175 棒針編みコース　テキスト２　実習作品 日本あみもの学院

176 棒針編みコース　テキスト３　実習作品 日本あみもの学院

177 棒針あみの模様１５０選 岡本啓子 日本ヴォーグ社

178 辻が華 和紙ちぎり絵

179 棒針編みコース　テキスト４　実習作品 日本あみもの学院

180 春のセーター・メモリー 日本ヴォーグ社

181 ミセスの春夏ニット　ほっそり見せてさわやかに着る 雄鶏社

182 かぎ針の模様　すべての模様の編みかた付 日本ヴォーグ社

183 １玉～5玉で編むミセスの春夏　ストール＆ウェア ブティック社

184 夏いちばんニット 雄鶏社

185 ファッションクラブ　ジェニーの手づくり 日本ヴォーグ社

186 和布で作る　牛乳パックの小物 ブティック社

187 あみもの１年生　男子ベスト 日本ヴォーグ社

188 小さな手あみ　手ぶくろとくつ下 日本ヴォーグ社

189 この秋　わたしが作るセーター集 日本ヴォーグ社

190 冬のセーターとニット小物集 婦人俱楽部１２月号付録

191 おとなのエレガント＆カジュアル　さわやか夏ニット 雄鶏社

192 大人かわいい切り紙図案集 室岡昭子 ブティック社

193 ベビーのモチーフニット　０～２４ヵ月 日本ヴォーグ社

194 素敵な手編み　簡単に編めるお洒落なニット ブティック社

195 素敵な手編み　 古手川祐子 ブティック社

196 ニットのこもの１１０ 日本ヴォーグ社

197 手あみスタイル大全集 日本ヴォーグ社

198 秋冬ミセス手編みコレクションⅧ ブティック社

199 Ａｍu　　ＡＵＴＵＭＮ 日本ヴォーグ社

200 飾りたい・贈りたい・すてきな花の折り紙 山口真 ＰＨＰ

201 社会見学ぴあ・東海版・乗り物・工場・試飲 話題の見学１２０スポット ぴあ

202 絵てがみを描く 増田美恵子 MPC

203 絵てがみを描く 増田美恵子 MPC

204 絵てがみを描く 増田美恵子 MPC

205 はじめての絵てがみ 増田美恵子 MPC

206 はじめての絵てがみ 増田美恵子 MPC

207 はじめての絵てがみ 増田美恵子 MPC

208 いけばな　花材百科 鈴木理藻 マコー社

209 大地震　とっさの行動マニュアル 山谷美樹 廣済堂出版

210 みんなの防災ハンドブック

211 平成大震災サバイバルＢｏｏＫ 主婦の友社

212 おりがみ全書 仲田 安津子 池田書店

213 明日をめざして生きる～わが人生６０年の回想～ 柄澤清弘

214 明日をめざして生きる～定年後の人生～ 柄澤清弘



215 １dayニットこもの ブティック社

216 障がい者スポーツ指導教本　初級・中級 日本障がい者スポーツ協会 きょうせい

217 NO   Limit  vol.73 日本障がい者スポーツ協会

218 NO   Limit  vol.72 日本障がい者スポーツ協会

219 NO   Limit  vol.7１ 日本障がい者スポーツ協会

220 レクリエーション支援の基礎 日本レクリエーション協会

221 かわいいカット－イラスト集 有紀書房

222 社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった 香取貴信 ニウ書房

223 あるがままに自閉症です。東田直樹の見つめる世界 東田直樹 エスコアール

224 自閉症の僕が跳びはねる理由　会話のできない中学生がつづる内なる心 東田直樹 エスコアール

225 レ－ナ・マリア 小学館

226 キャベたまたんてい　びっくりかいてんずし 三田村信行 金の星社

227 いーとんの大冒険 なばたとしたか Cｉel　ｂｏoｋｓ

228 いないいないばあ　あそび きむらゆういち 偕成社

229 ほねほねザウルス　まぼろし山のほねほねキング ぐるーぷアンモナイツ 岩崎書店

230 ほねほねザウルス　すすめ！ちていのあベ二べランド ぐるーぷアンモナイツ 岩崎書店

231 きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店

232 ジャスミンとアラジン 小林公成 世界文化社

233 パンツのはきかた 岸田今日子 福音館書店

234 ブタのこどもとおかあさん 佐々木マキ 婦人生活社

235 うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ 福音館書店

236 シンデレラのけっこんしき 小林公成 世界文化社

237 さんびきめのかいじゅう デビッド・マッキー 光村教育図書

238 ママがおばけになっちやった！ のぶみ 講談社

239 映画プリキュア　オールスターズ　こころのともだち 講談社

240 シンデレラ 講談社

241 むしたちのおんがくかい 得田之久・久住卓也 童心社

242 むしたちのうんどうかい 得田之久・久住卓也 童心社

243 なつのおとずれ かがくいひろし ＰＨＰ

244 ナイチンゲール チャイルド本社

245 マザーテレサ チャイルド本社

246 プーさんとラビットのバケーション 講談社

247 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん・だいすき人気メニュー さくらももこ・神みよ子 金の星社

248 ちいさなちいさな　おやまのぼうけん さかいさちえ 教育画劇

249 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 福音館書店

250 ぐりとぐらのおおそうじ なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店

251 ぐりとぐら なかがわりえこ・やまわきゆりこ 福音館書店

252 もっとくらべる図鑑 小学館

253 くらべる図鑑 小学館

254 ドラえもんをさがせ！ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

255 ともだち８にん 講談社

256 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

257 はい　どぅぞ！ あかいしゆみ 学研

258 ファインディング　ニモ 永岡書店

259 いま　なんじ？ うつみちはる ＳＡＮＫＯ　ＢＯＯｋＳ

260 にじいろのさかなとおともだち マーカス・フィスター 講談社

261 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

262 こたつたこ　ブック　ピタゴラスイッチ こたつたこ制作委員会 小学館

263 ぴよちゃんのおかあさんどこ？ いりやまさとし 学研

264 おいしいな！ きむらゆういち 小学館

265 だーれだだれだ！ きむらゆういち 小学館

266 ひとりでうんちできるかな きむらゆういち 偕成社

267 ノンタン　にんにん　にこにこ キヨノサチコ 偕成社

268 ノンタン　こちょこちょこちょ キヨノサチコ 偕成社



269 ノンタン　おやすみなさい キヨノサチコ 偕成社

270 おうちへかえろ 三浦太郎 童心社

271 アンパンマン　みーつけた！ やなせたかし フレーベル館

272 ごぶごぶ　ごぼごぼ 駒形克巳 福音館書店

273 ねずみくんのチョッキ なかえよしお ポプラ社

274 また！ねずみくんのチョッキ なかえよしお ポプラ社

275 アンパンマンをさがせ！　ミニ１ やなせたかし フレーベル館

276 アンパンマン　メロンパンナのはなばたけ やなせたかし フレーベル館

277 おばけのバーバ・パパ アネット･チゾン　タラス・テイラー 偕成社

278 みんなとくべつ ジャン　ファーニリー 評論社

279 とっと はんまけいこ ひかりのくに

280 スイミ― レオ･レオ二― 好学社

281 気になる子の保育 チャイルド本社

282 保育士をめざす人の福祉施設実習 みらい

283 パーキンソン病と上手に付き合う　１号 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

284 パーキンソン病と上手に付き合う　２号 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

285 パーキンソン病と上手に付き合う　３号 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

286 パーキンソン病と上手に付き合う　４号 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

287 明日をめざして生きる　定年後の人生 柄澤清弘

288 明日をめざして生きる　わが人生六十年の回想 柄澤清弘

289 いばらの道を乗り越えて 柄澤清弘

290 極上ライフおとなの秘密基地 薮内知利 ぴあ㈱中部支社

291 いけばなレッスンブック 勅使河原茜 草月文化事業㈱

292 新たっちゃんと学ぼう 一般財団法人全日本ろうあ連盟

293 今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう 一般財団法人全日本ろうあ連盟

294 光とともに・・・自閉症児を抱えて 戸部けいこ 秋田書店

295 光り輝くあしたへ「光とともに・・・」が遺したもの 河崎芽衣 秋田書店

296 ハッピーバースディ「光とともに・・・」が遺したもの 河崎芽衣 秋田書店

297 かける　　vol.17 愛知県障害者スポーツ指導者協議会

298 かける　　vol.18 愛知県障害者スポーツ指導者協議会

299 レクルー  Recrew no.684 公益財団法人　日本レクリエーション協会

300 レクルー  Recrew no.690 公益財団法人　日本レクリエーション協会

301 NO   Limit  vol.74　2018平昌パラリンピック冬季競技大会 日本障がい者スポーツ協会

302 NO   Limit  vol.75　2018ジャパンパラウェルチェアラグビー競技大会 日本障がい者スポーツ協会

303 アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ・ブラウン TOYOKAN

304 どんなかんじかなあ 中山千夏、和田誠 自由国民社

305 なるほどデータブック（１）　コンビニのしかけ 坂口美佳子 大月書店

306 こんな生き方がしたい　弁護士　渥美雅子 板倉久子 理論社

307 マンガと図解でわかる　13歳から始める「株とお金」のはなし 森永卓郎（監修） KKベストセラーズ

308 今日からは、あなたの盲導犬 日野多香子 岩崎書店

309 クマさんのキルトはセリーナのたからもの バーバラ・スマッカー ぬぶん児童図書出版

310 15歳の寺子屋　ひとり遊びのススメ 茂木健一郎 講談社

311 だいすきひゃっかい 村上しいこ、大島妙子 岩崎書店

312 あけましておめでとう 中川ひろたか、村上康成 童心社

313 あかがいちばん キャシー・スティンスン ぽるぷ出版

314 ぼくたちのコンニャク先生　せんせいの足って手なのかなぁ？ 星川ひろ子 小学館

315 十三夜はおそろしい 梅田俊作、佳子 童心社

316 ゆき！ゆき！ゆき！ オリヴィエ・ダンレイ 児童図書館

317 ぎょうざのひ かとうまふみ 偕成社

318 ぼく、きょうだけいえでする！ 福田岩緒 童心社

319 さいごのこいぬ フランク・アシュ 童話館出版

320 ちいさなくし M・ポプルトン 福音館書店

321 悲しい犬やねん 桂三枝 (株)アートン

322 ロッティーとハービー　なにもかもタオルのおかげ ぺトラ・マザーズ BL出版



323 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子 福音館書店

324 東京2020パラリンピックを楽しもう！ 社会福祉法人桜雲会 社会福祉法人桜雲会

325 NO   Limit  vol.76 日本障がい者スポーツ協会

326 頼れるドクター ドクターズファイル編集部 (株)ギミック

327 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻一 谷崎潤一郎 中央公論社

328 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻二 谷崎潤一郎 中央公論社

329 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻三 谷崎潤一郎 中央公論社

330 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻四 谷崎潤一郎 中央公論社

331 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻五 谷崎潤一郎 中央公論社

332 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻六 谷崎潤一郎 中央公論社

333 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻七 谷崎潤一郎 中央公論社

334 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻八 谷崎潤一郎 中央公論社

335 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻九 谷崎潤一郎 中央公論社

336 谷崎潤一郎　新新訳源氏物語　巻十 谷崎潤一郎 中央公論社

337 いばらの道を乗り越えて　～我が子の交通事故体験記～ 柄澤清弘

338 海　～寄せては引き、漂う波のように～ Youki 文芸社

339 レクルー　Recrew no.685 公益財団法人　日本レクリエーション協会

340 NO   Limit  vol.77 日本障がい者スポーツ協会

341 NO   Limit  vol.78 日本障がい者スポーツ協会

342 バムとケロのもりのこや 島田ゆか 文溪堂

343 キャベたまたんてい　ミステリーれっしゃをおえ！ 三田村信行 金の星社

344 キャベたまたんてい　ほねほねきょうりゅうのなぞ 三田村信行 金の星社

345 むしばぼくじょう 名木田恵子・古川タク 講談社

346 ぐりとぐら なかがわりえこ・おおむらゆりこ 福音館書店

347 チョウの宝もの シム・シメール 小学館

348 しりとりしようよ 愛知県教育振興会

349 じゅうにしのおはなし ゆきのゆみこ・くすはら順子 ひさかたチャイルド

350 秋になると… しんたにひろこ 新世研

351 ピン・ポン・バス 竹下文子・鈴木まもる 偕成社

352 アナと雪の女王 講談社

353 ノンビリすいぞくかん 長新太 理論社

354 レクルー　Recrew no.686 公益財団法人　日本レクリエーション協会

355 レクルー　Recrew no.687 公益財団法人　日本レクリエーション協会

356 レクルー  Recrew no.688 公益財団法人　日本レクリエーション協会

357 レクルー  Recrew no.689 公益財団法人　日本レクリエーション協会

358 NO   Limit  vol.79 日本障がい者スポーツ協会

359 NO   Limit  vol.80 日本障がい者スポーツ協会

360 羽生善治のやさしいこども将棋入門 羽生善治・小田切秀人 池田書店

361 Co-Co+B365:B366Life女子部　2018Autumn vol.25 NPO法人施無畏

362 みえない優しい傘 特定非営利活動法人 東京ソテリア

363 特定非営利活動法人 愛知視覚障害者援護促進協議会 創立４０周年記念誌 愛知視覚障害者援護促進協議会

364 俳壇抄　第33号平成21年夏季・秋季号 マルホ株式会社編集室 マルホ株式会社

365 俳壇抄　第3７号平成2３年夏季・秋季号 マルホ株式会社編集室 マルホ株式会社

366 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店

367 ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子 福音館書店

368 今すぐ使えるかんたんmiuniＡccess2016基本技 片岡嚴 技術評論社

369 よくわかる初心者のためのパソコン入門<改訂版> 大森康文 ＦＯＭ出版

370 世界一やさしいエクセル関数 土田米一 株式会社インプレス

371 500円でわかるパワーポイント２００３ 横倉俊夫 株式会社学習研究社

372 よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？ 一般財団法人全日本ろうあ連盟

373 新　たっちゃんと学ぼう！耳の聞こえない人たちのこと 一般財団法人全日本ろうあ連盟

374 自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック 社団法人　日本自閉症協会

375 2011.3.11東日本大震災を受けて　自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック 社団法人　日本自閉症協会

376 アレルギーっ子ママが考えた 防災ハンドブック LFA 食物アレルギーと共に生きる会



377 食物アレルギーがある人にもみんなに優しい 防災炊き出しガイドブック LFA 食物アレルギーと共に生きる会

378 こんなんええやん！ 障害者・高齢者など市民の防災ハンドブック 認定NPO法人ゆめ風基金

379 障害者市民防災提言集　2013年改訂版 認定NPO法人ゆめ風基金

380 熊本地震 障害者 救援本部 2016～2017年 報告冊子　SOSにこたえたい！ 認定NPO法人ゆめ風基金

381 愛する家族を地震から守る５０の方法 セキスイハイム

382 地域生活支援ハンドブック 中程度の知的障がい者の支援に向けて 知的障がい者の生活を支援する会

383 「親なき後」をみんなで支える　知的障害のある人の高齢化を考える４つのポイント 全国手をつなぐ育成会連合会

384 あたらしい ほうりつの本　改訂版 又村あおい 全国手をつなぐ育成会連合会

385 親心の記録　支援者の方々へ 監修/渡部伸 一般社団法人 日本相続知財センターグループ

386 障害者虐待防止マニュアル 行政・支援者が障害者虐待に適切に対応するために NPO法人 PandA-J

387 おじゃる丸シャークとプリンはマロのもの 高橋恭 ティース出版

388 おじゃる丸2進め！ちっちゃいものクラブ 高橋恭 ティース出版

389 いたずらまじょっ子とおかしのおうち 藤真知子 ポプラ社

390 かいけつゾロリけっこんする！？ 原ゆたか ポプラ社

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400


