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20419-1 たいくつなにちようび ＭＩＣＡＯ 絵本 1,450

04058-4 つくってみよう！へんてこピープル tupera tupera 絵本 1,800

20392-7 あおびょうたん あおきひろえ 絵本 1,400

20310-1 きょうも　うれしい えがしらみちこ 絵本 1,450

20257-9 おばけのパンこうじょう オームラトモコ 絵本 1,350

04069-0 ワニばあちゃん おくはらゆめ 絵本 1,500

04090-4 まんまるがかり おくはらゆめ 絵本 1,400

20002-5 ぼくだよ　ぼくだよ きくちちき 絵本 1,500

20323-1 にっぽん　いいもの　みてみて大会 きたがわめぐみ 絵本 1,450

04008-9 うたのてんらんかい くどうなおこ  ／ 長新太 絵本 1,400

20458-0 そらのきっさてん くまくら珠美 そらのえほん 絵本 1,450

20459-7 ほしのこんぺいとうハンター くまくら珠美 そらのえほん 絵本 1,350

20523-5 そらのゆうびんやさん くまくら珠美 そらのえほん 絵本 1,450

20267-8 ノホホンむらのねこたち さとうあや 絵本 1,450

20082-7 ぼくのまちをつくろう！ スギヤマカナヨ 絵本 1,400

20363-7 ぼくはひとりぼっちじゃない つかさおさむ 絵本 1,400

20081-0 ぷんぷんおばけ なかがわちひろ 絵本 1,200

04098-0 プリンちゃん なかがわちひろ  ／ たかおゆうこ おかしのくにのプリンちゃん 絵本 1,200

20046-9 プリンちゃんとモンブランばあば なかがわちひろ  ／ たかおゆうこ おかしのくにのプリンちゃん 絵本 1,200

20126-8 プリンちゃんとブラウニーとうさん なかがわちひろ  ／ たかおゆうこ おかしのくにのプリンちゃん 絵本 1,200

20279-1 プリンちゃんのハロウィン なかがわちひろ  ／ たかおゆうこ おかしのくにのプリンちゃん 絵本 1,200

04124-6 プリンちゃんとおかあさん なかがわちひろ  ／ たかおゆうこ おかしのくにのプリンちゃん 絵本 1,200

20425-2 だじゃれことわじゃ ななもりさちこ／ゴトウノリユキ 絵本 1,700

20332-3 ２ひきのかえる にいみなんきち／しまだ・しほ 絵本 1,380

20026-1 ひとつのねがい はまだひろすけ  ／ しまだ・しほ 絵本 1,300

04095-9 くうき まど・みちお  ／ ささめやゆき 絵本 1,800

04066-9 せんねん　まんねん まど・みちお  ／ 柚木沙弥郎 絵本 1,500

04037-9 日本の材木　杉 ゆのきようこ  ／ 阿部伸二 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 絵本 1,800

20191-6 高尾山の木にあいにいく ゆのきようこ  ／ 陣崎草子 絵本 1,400

04036-2 春の主役　桜 ゆのきようこ  ／ 早川司寿乃 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 絵本 1,800

20526-6 ちゅうもんのおおいりょうりてん 宮沢賢治／武田美穂 えほん宮沢賢治ワールド 絵本 1,400

02035-7 アニメ版　グスコーブドリの伝記 宮澤賢治  ／ ますむら・ひろし 絵本 2,500

20408-5 しかくいまち 戸森しるこ／吉田尚令 絵本 1,400

20105-3 まじょがかぜをひいたらね 高畠じゅん子  ／ 高畠純 絵本 1,200

04009-6 わんわん　わんわん 高畠純 絵本 1,000

20156-5 なきむしこぞう 今村葦子  ／ 酒井駒子 絵本 1,500

20104-6 「えいっ」 三木卓／高畠純 絵本 1,200

20303-3 カーたろうとこけしっぺ 山田美津子／作 絵本 1,300

20391-0 ぼくんちのおふろ 山田美津子／作 絵本 1,300
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02004-3 あいうえおうさま 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,200

04077-5 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,300

04078-2 にせものばんざい 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,300

04079-9 カレンダーはにちようび 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,300

04081-2 びっくりしゃっくり 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,300

04511-4 王さまめいたんてい 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,200

20017-9 たまごがいっぱい 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,200

20043-8 王さまレストラン 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,200

20155-8 王さまABC 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 王さまのえほん 絵本 1,200

20418-4 うろおぼえ一家のおかいもの 出口かずみ うろおぼえ一家 絵本 1,300

20490-0 うろおぼえ一家のパーティー 出口かずみ うろおぼえ一家 絵本 1,350

04032-4 絵本　千の風になって 新井満  ／ 佐竹美保 絵本 1,300

20157-2 お月さまのこよみ絵本 千葉望  ／ 阿部伸二 絵本 1,400

02001-2 絵本・東京大空襲 早乙女勝元  ／ おのざわさんいち 絵本 1,600

04091-1 孝行手首 大島妙子 絵本 1,500

04082-9 きらいさ　きらい 中川ひろたか  ／ 工藤ノリコ 絵本 1,300

20109-1 かかしのしきしゃ 中野真典 絵本 1,400

20521-1 だじゃれむかしむかし 長谷川義史 だじゃれえほん 絵本 1,400

04085-0 だじゃれ日本一周 長谷川義史 だじゃれえほん 絵本 1,300

20168-8 だじゃれ世界一周 長谷川義史 だじゃれえほん 絵本 1,300

20378-1 ファイアー 長谷川集平 絵本 1,400

04048-5 ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平 絵本 1,200

04099-7 れおくんのへんなかお 長谷川集平 絵本 1,200

04071-3 なにわくいしんぼうくらぶ 土橋とし子 絵本 1,600

20106-0 にっぽんのおにぎり 白央篤司 にっぽんの食文化 絵本 1,400

20138-1 にっぽんのおやつ 白央篤司 にっぽんの食文化 絵本 1,400

20171-8 にっぽんのおかず 白央篤司 にっぽんの食文化 絵本 1,400

20265-4 ふようどのふよこちゃん　おやまはだいじ 飯野和好 ふようどのふよこちゃん 絵本 1,400

04044-7 ふようどのふよこちゃん 飯野和好 ふようどのふよこちゃん 絵本 1,500

20256-2 まよなかかいぎ 浜田桂子 「かいぎ」えほん 絵本 1,380

20322-4 るすばんかいぎ 浜田桂子 「かいぎ」えほん 絵本 1,380

20390-3 おめでとうかいぎ 浜田桂子 「かいぎ」えほん 絵本 1,380

20481-8 どうしよう 浜田桂子 絵本 1,450

20457-3 ふしぎな月 富安陽子  ／ 吉田尚令 絵本 1,500

20129-9 妖怪用心　火の用心 富安陽子  ／ 山村浩二 絵本 1,400

04097-3 やまんばあかちゃん 富安陽子  ／ 大島妙子 絵本 1,400

20261-6 ふくろうのオカリナ 蜂飼耳／竹上妙 絵本 1,500

20234-0 大造じいさんとがん 椋鳩十／あべ弘士 えほん・椋鳩十 絵本 1,500

20238-8 ひとりぼっちのつる 椋鳩十／黒井健 えほん・椋鳩十 絵本 1,500

20237-1 母ぐま子ぐま 椋鳩十／村上康成 えほん・椋鳩十 絵本 1,500
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20236-4 かたあしの母すずめ 椋鳩十／大島妙子 えほん・椋鳩十 絵本 1,500

20235-7 藤吉じいとイノシシ 椋鳩十／保立葉菜 えほん・椋鳩十 絵本 1,500

20482-5 おてがみであいましょう 木村いこ／木村いこ・木村セツ 絵本 1,350

20165-7 ポンポンクックブック 野中柊  ／ 長崎訓子 絵本 1,500

20009-4 母恋いくらげ 柳家喬太郎  ／ 大島妙子 絵本 1,600

20407-8 よんひゃくまんさいの　びわこさん 梨木香歩／小沢さかえ 絵本 1,600

00421-0 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス  ／ ティファニー・ビーク  ／ 木坂涼 海外絵本 1,700

04094-2 ファーディのクリスマス ジュリア・ローリンソン  ／ ティファニー・ビーク  ／ 木坂涼 海外絵本 1,600

04125-3 かえでの葉っぱ デイジー・ムラースコヴァー  ／ 関沢明子  ／ 出久根育 海外絵本 1,800

20088-9 みつけて！タイムトラベル ベンジャミン・ベキュ  ／ パク  ／ ジェラルド・ゲルレ  ／ ジャン・セバスチャン・ドエジェル 海外絵本 1,600

04123-9 クマのパディントン マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20012-4 パディントンのにわづくり マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20013-1 パディントンの金メダル マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20118-3 パディントンのマーマレード迷路 マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20219-7 パディントンのクリスマス マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20220-3 パディントンのサーカス マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

20329-3 パディントンのてんらんかい マイケル・ボンド  ／ Ｒ．Ｗ．アリー  ／ 木坂涼 海外絵本 1,400

00884-3 どうぶつニュースの時間 あべ弘士 幼年童話 1,300

03110-0 七つのぽけっと あまんきみこ  ／ 佐野洋子 幼年童話 1,500

20285-2 学校へ行こう　ちゃんとりん いとうひろし 幼年童話 1,250

20364-4 まいごのしにがみ いとうみく／田中映理 幼年童話 1,200

20339-2 よるのまんなか おくはらゆめ 幼年童話 1,200

20531-0 オハヨウどろぼう おのりえん 幼年童話 1,200

20251-7 ぼくのドラゴン おのりえん/森環 幼年童話 1,300

20239-5 りっぱな犬になる方法＋１ きたやまようこ 幼年童話 1,500

20471-9 白いのはらのこどもたち　新装版 たかどのほうこ のはらクラブシリーズ 幼年童話 1,300

20472-6 のはらクラブのこどもたち　新装版 たかどのほうこ のはらクラブシリーズ 幼年童話 1,300

20473-3 みどりの森のなかまたち たかどのほうこ のはらクラブシリーズ 幼年童話 1,300

20474-0 のはらクラブのちいさなおつかい　新装版 たかどのほうこ のはらクラブシリーズ 幼年童話 1,300

00880-5 カッパのぬけがら なかがわちひろ 幼年童話 1,200

00901-7 天使のかいかた なかがわちひろ 幼年童話 1,200

01324-3 小さな王さまとかっこわるい竜 なかがわちひろ 幼年童話 1,100

00801-0 いえでぼうや　（どうわの森） 灰谷健次郎  ／ 坪谷令子 幼年童話 951

00748-8 小さな小さな海 岩瀬成子  ／ 長谷川集平 幼年童話 1,500

20243-2 歯っかけアーメンさま 薫くみこ/かわかみたかこ 幼年童話 1,200

20402-3 ゴッディくん 古川タク 幼年童話 1,200
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00888-1 カボちゃんのプリン 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

00893-5 カボちゃんのえんそく 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

00905-5 カボちゃんのかくれんぼ 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

00909-3 カボちゃんのうんどうかい 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

00919-2 カボちゃんのひっこし！？ 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

20024-7 とことんトマトン 高山栄子  ／ 武田美穂 幼年童話 1,200

01226-0 紙のお月さま 今江祥智  ／ 長新太 幼年童話 1,262

00869-0 なぞなぞライオン 佐々木マキ 幼年童話 1,300

00908-6 おれはレオ 佐々木マキ 幼年童話 1,300

00920-8 どろんこライオン 佐々木マキ 幼年童話 1,300

20522-8 やまだめいたちのえにっき 山田美津子 幼年童話 1,300

00652-8 王さまでかけましょう 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さま３ 幼年童話 1,000

00661-0 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00662-7 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00663-4 ハアト星の花 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00664-1 たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00665-8 めだまやきの化石 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00666-5 ひみつのフライパン 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00667-2 たんけんたいと消防たい 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00668-9 トランプは王さまぬき 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00669-6 とうめい人間の１０時 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

00670-2 魔法使いのチョモチョモ 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,500

00671-9 王さまかいぞくせん 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 寺村輝夫の王さまシリーズ 幼年童話 1,300

20512-9 ぼくは王さま　どうぶつコレクション 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さまコレクション 幼年童話 1,400

20513-6 ぼくは王さま　ごちそうコレクション 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さまコレクション 幼年童話 1,400

20514-3 ぼくは王さま　はつめいコレクション 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さまコレクション 幼年童話 1,400

20515-0 ぼくは王さま　ぼうけんコレクション 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さまコレクション 幼年童話 1,400

20516-7 ぼくは王さま　おしごとコレクション 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 ぼくは王さまコレクション 幼年童話 1,400

01160-7 ハナと寺子屋のなかまたち 森山京  ／ 小林豊 幼年童話 1,500

00286-5 あやとりひめ 森山京  ／ 飯野和好 幼年童話 1,200

20324-8 おじいさんは川へ　おばあさんは山へ 森山京／ささめやゆき 幼年童話 1,300

01202-4 こぶたのブウタ 神沢利子 幼年童話 1,200

20127-5 おとなりどうしソラくんレミくん 石津ちひろ  ／ 高畠那生 幼年童話 1,100

20287-6 みけねえちゃんに　いうてみな 村上しいこ／くまくら珠美 みけねえちゃんに　いうてみな 幼年童話 1,200

20352-1 みけねえちゃんに　いうてみな　モフモフさいこう！ 村上しいこ／くまくら珠美 みけねえちゃんに　いうてみな 幼年童話 1,200

20416-0 みけねえちゃんに　いうてみな　ともだちのひみつ 村上しいこ／くまくら珠美 みけねえちゃんに　いうてみな 幼年童話 1,200

20500-6 みけねえちゃんに　いうてみな　ぼくはおにいちゃん 村上しいこ／くまくら珠美 みけねえちゃんに　いうてみな 幼年童話 1,200

20330-9 さかなつりにいこう！ 村上康成 幼年童話 1,400

20433-7 さよならのたからばこ 長崎夏海／ミヤハラヨウコ 幼年童話 1,200

00854-6 ノンビリすいぞくかん 長新太 幼年童話 980



番線印

978-4-652- 書名 著者名 シリーズ 対象 本体価格 注文数

理論社 店頭向け商品全点注文書

条件：注文

TEL.03-6264-8890 FAX.03-6264-8892

※価格、在庫は2023年1月現在のものです。

一部変更になっている場合があります。

20018-6 6人のお姫さま 二宮由紀子  ／ たんじあきこ 幼年童話 1,300

20080-3 てぶくろのふたご 二宮由紀子  ／ フィリケえつこ 幼年童話 1,100

00293-3 さかさやまのさくらでんせつ 二宮由紀子  ／ あべ弘士 あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00297-1 まくわうりとまほうつかい 二宮由紀子  ／ スズキコージ あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00291-9 あるひあひるがあるいていると 二宮由紀子  ／ 高畠純 あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00299-5 らったらったらくだのらっぱ 二宮由紀子  ／ 佐々木マキ あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00292-6 からすとかばのかいすいよく 二宮由紀子  ／ 市居みか あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00295-7 なぎさのなみのりチャンピオン 二宮由紀子  ／ 石井聖岳 あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

00296-4 はるははこべのはなざかり 二宮由紀子  ／ 村上康成 あいうえおパラダイス 幼年童話 1,500

20494-8 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち 富安陽子／山村浩二 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！ 幼年童話 1,300

20495-5 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　オソロシ山のながれ星 富安陽子／山村浩二 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！ 幼年童話 1,300

20349-1 カラスてんぐのジェットくん 富安陽子／植垣歩子 幼年童話 1,300

00501-9 ながいながいペンギンの話 いぬいとみこ  ／ 山田三郎 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

00507-1 北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ  ／ 瀬川康男 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

00162-2 川とノリオ いぬいとみこ  ／ 長谷川集平 中学年読みもの 1,500

20255-5 なきむし いまむらあしこ／にしざかひろみ 中学年読みもの 1,200

20341-5 風の草原　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20342-2 ゆうだちの森　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20343-9 月夜のキノコ　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20344-6 空飛ぶウロロ　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20345-3 ウロロのひみつ　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20346-0 あいつのすず　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20347-7 雲の上の村　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

20348-4 てっぺんの湖　新装版 いわむらかずお トガリ山のぼうけん　新装版 中学年読みもの 1,800

00512-5 八月がくるたびに おおえひで  ／ 篠原勝之 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

01319-9 でんしゃがおうち　レイルちゃん おおたにみねこ  ／ 100％ORANGE おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,300

20377-4 ポシーとポパー　ふたりは探偵　魔界からの挑戦 オカザキ・ヨシヒサ／小林系 中学年読みもの 1,400

01317-5 月の剣の物語 かとうじゅんこ  ／ あべ弘士 おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,200

20388-0 りっぱな犬になる方法バイリンガル版（新装版） きたやまようこ／渡辺眞子 中学年読みもの 1,400
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20094-0 フクイリュウ たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20095-7 アロサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20096-4 ティラノサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20097-1 マイアサウラ たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20098-8 マメンチサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20149-7 アルゼンチノサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20150-3 ステゴサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20151-0 アパトサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20152-7 メガロサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20153-4 パキケファロサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20197-8 アンキロサウルス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20198-5 パラサウロロフス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20199-2 オルニトミムス たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20200-5 プテラノドン たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

20201-2 フタバスズキリュウ たかしよいち  ／ 中山けーしょー 新版なぞとき恐竜大行進 中学年読みもの 1,500

01314-4 ピピンとトムトム たかどのほうこ  ／ さとうあや おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,500

01326-7 ドレミファ荘のジジルさん たかどのほうこ  ／ さとうあや おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,400

20128-2 ペルペルの魔法 たかどのほうこ  ／ さとうあや 中学年読みもの 1,500

01320-5 千年ギツネ 岡崎祥久  ／ 水上みのり おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,200

00743-3 宇宙スパイウサギ大作戦 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦 中学年読みもの 1,400

00747-1 ファラオの呪い危機一髪！ 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦 中学年読みもの 1,400

00760-0 油断大敵！キケンなぼうし 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦 中学年読みもの 1,400

00764-8 対決！なぞのカーディガン島 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦パート２ 中学年読みもの 1,400

00769-3 ハンバーガーはキケンなにおい！？ 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦パート２ 中学年読みもの 1,400

20073-5 まぼろしの宇宙怪鳥大接近？！ 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦パート２ 中学年読みもの 1,400

20281-4 世界のはてのペンギン・ミステリー 岡田貴久子  ／ ミヤハラヨウコ 宇宙スパイウサギ大作戦パート２ 中学年読みもの 1,400

00612-2 まよなかの魔女の秘密 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00611-5 ふしぎな木の実の料理法 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00613-9 森のなかの海賊船 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00614-6 ユメミザクラの木の下で 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00615-3 ミュージカルスパイス 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00616-0 はじまりの樹の神話 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,900

00617-7 だれかののぞむもの 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00618-4 ぬまばあさんのうた 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00672-6 あかりの木の魔法 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

00673-3 霧の森となぞの声 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

20027-8 水の精とふしぎなカヌー 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

20192-3 水の森の秘密 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,700

20429-0 こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ 岡田淳 こそあどの森の物語 中学年読みもの 1,600

20147-3 くろねこのどん 岡野かおる子  ／ 上路ナオ子 中学年読みもの 1,400



番線印

978-4-652- 書名 著者名 シリーズ 対象 本体価格 注文数

理論社 店頭向け商品全点注文書

条件：注文

TEL.03-6264-8890 FAX.03-6264-8892

※価格、在庫は2023年1月現在のものです。

一部変更になっている場合があります。

01312-0 椿先生、出番です！ 花形みつる  ／ さげさかのりこ おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,400

20060-5 虫ロボのぼうけん　カブトムシに土下座！？ 吉野万理子  ／ 安部繭子 虫ロボのぼうけん 中学年読みもの 1,300

20061-2 虫ロボのぼうけん２　赤トンボとレース！ 吉野万理子  ／ 安部繭子 虫ロボのぼうけん 中学年読みもの 1,300

20062-9 虫ロボのぼうけん３　スズメバチの城へ！ 吉野万理子  ／ 安部繭子 虫ロボのぼうけん 中学年読みもの 1,300

20108-4 虫ロボのぼうけん４　バッタとジャンプ大会！ 吉野万理子  ／ 安部繭子 虫ロボのぼうけん 中学年読みもの 1,300

20142-8 虫ロボのぼうけん５　フンコロ牧場へGO！ 吉野万理子  ／ 安部繭子 虫ロボのぼうけん 中学年読みもの 1,300

20173-2 オレ さすらいの転校生 吉野万理子  ／ 平沢下戸 中学年読みもの 1,000

00513-2 新版　宿題ひきうけ株式会社 古田足日  ／ 長野ヒデ子 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

20006-3 おいで、もんしろ蝶 工藤直子  ／ 佐野洋子 中学年読みもの 1,500

00525-5 ともだちは海のにおい 工藤直子  ／ 長新太 名作の森 中学年読みもの 1,500

00533-0 ともだちは緑のにおい 工藤直子  ／ 長新太 名作の森 中学年読みもの 1,500

20140-4 てのひら島はどこにある 佐藤さとる ／池田仙三郎 中学年読みもの 1,400

00509-5 ベロ出しチョンマ 斎藤隆介  ／ 滝平二郎 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

00514-9 おとうさんがいっぱい 三田村信行  ／ 佐々木マキ 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

20193-0 ふたりユースケ 三田村信行  ／ 大沢幸子 中学年読みもの 1,400

20055-1 大きな船の旅　ジャカスカ号で大西洋へ 山下明生  ／ 高畠那生 ハリネズミ・チコ 中学年読みもの 1,400

20056-8 大きな船の旅　ジャカスカ号で地中海へ 山下明生  ／ 高畠那生 ハリネズミ・チコ 中学年読みもの 1,400

20206-7 空とぶ船の旅　フライパン号でナポレオンの島へ 山下明生  ／ 高畠那生 ハリネズミ・チコ 中学年読みもの 1,400

20207-4 空とぶ船の旅　スターライト号でアドリア海へ 山下明生  ／ 高畠那生 ハリネズミ・チコ 中学年読みもの 1,400

20304-0 小さな船の旅　パピヨン号でフランス運河を 山下明生  ／ 高畠那生 ハリネズミ・チコ 中学年読みもの 1,480

00506-4 ぼくは王さま 寺村輝夫  ／ 和田誠 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

00508-8 目をさませトラゴロウ 小沢正  ／ 井上洋介 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

00503-3 ちびっこカムのぼうけん 神沢利子  ／ 山田三郎 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

00504-0 きまぐれロボット 星新一  ／ 和田誠 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

00511-8 へんな怪獣 星新一  ／ 和田誠 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,500

01323-6 夜空の訪問者 斉藤洋  ／ 森田みちよ おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,300

01157-7 はたらきもののナマケモノ 斉藤洋  ／ 武田美穂 はたらきもののナマケモノ 中学年読みもの 1,300

01161-4 アリクイありえない 斉藤洋  ／ 武田美穂 はたらきもののナマケモノ 中学年読みもの 1,300

20141-1 いつでもインコ 斉藤洋  ／ 武田美穂 はたらきもののナマケモノ 中学年読みもの 1,300

02005-0 猫は生きている 早乙女勝元  ／ 田島征三 中学年読みもの 1,500

01313-7 たこやき探偵団あらわる 村上しいこ  ／ センガジン おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,300

01318-2 ハートのエースがでてこない 村上しいこ  ／ センガジン おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,300

00502-6 チョコレート戦争 大石真  ／ 北田卓史 新・名作の愛蔵版 中学年読みもの 1,200

20233-3 レイナが島にやってきた！ 長崎夏海／いちかわなつこ 中学年読みもの 1,400

20158-9 もりモリさまの森 田島征三  ／ さとうなおゆき 中学年読みもの 1,400

01325-0 十三かかしの呪い 南部和也  ／ ＹＵＪＩ おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,200

20286-9 魔女が相棒？　ねぐせのヤマネ姫 柏葉幸子／長田恵子 中学年読みもの 1,400

20406-1 魔女が相棒？　オコジョ姫とカエル王子 柏葉幸子／長田恵子 中学年読みもの 1,400

20525-9 ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉幸子／長田恵子 中学年読みもの 1,500
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01128-7 だんだら山のバク博士 富安陽子  ／ 高谷まちこ 中学年読みもの 1,400

01329-8 妖怪一家　九十九さん 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20005-6 妖怪一家の夏まつり 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20044-5 ひそひそ森の妖怪 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20087-2 妖怪きょうだい学校へ行く 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20146-6 遊園地の妖怪一家 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20224-1 妖怪一家のハロウィン 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20250-0 妖怪一家の温泉ツアー 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20302-6 妖怪一家のウェディング大作戦 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20389-7 妖怪たちと秘密基地 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

20434-4 妖怪一家の時間旅行 富安陽子  ／ 山村浩二 妖怪一家　九十九さん 中学年読みもの 1,300

01144-7 ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子  ／ 大島妙子 やまんばあさんの本 中学年読みもの 1,400

01151-5 やまんばあさんの大運動会 富安陽子  ／ 大島妙子 やまんばあさんの本 中学年読みもの 1,400

01159-1 やまんばあさんとなかまたち 富安陽子  ／ 大島妙子 やまんばあさんの本 中学年読みもの 1,500

01311-3 のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳  ／ ミヤハラヨウコ おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,300

02267-2 椋鳩十のイノシシ物語 椋鳩十  ／ おぼまこと 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02264-1 椋鳩十のネコ物語 椋鳩十  ／ 宮澤英子 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02272-6 椋鳩十の小鳥物語 椋鳩十  ／ 根来由美 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02271-9 椋鳩十の野鳥物語 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02273-3 大造じいさんとガン 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

02274-0 山の太郎グマ 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

02275-7 金色の足あと 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

02276-4 アルプスの猛犬 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

20051-3 片耳の大シカ 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

20052-0 モモちゃんとあかね 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

20053-7 マヤの一生 椋鳩十  ／ 小泉澄夫 椋鳩十名作選 中学年読みもの 1,800

02270-2 椋鳩十の小動物物語 椋鳩十  ／ 新田直子 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02265-8 椋鳩十のクマ物語 椋鳩十  ／ 菅輝男 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02266-5 椋鳩十のキツネ物語 椋鳩十  ／ 菅輝男 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02269-6 椋鳩十のサル物語 椋鳩十  ／ 多田ヒロシ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02262-7 椋鳩十の愛犬物語 椋鳩十  ／ 中釜浩一郎 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02261-0 椋鳩十の名犬物語 椋鳩十  ／ 中川大輔 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02268-9 椋鳩十のシカ物語 椋鳩十  ／ 町和生 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

02263-4 椋鳩十の野犬物語 椋鳩十  ／ 末崎茂樹 椋鳩十まるごと動物ものがたり 中学年読みもの 1,456

20353-8 イナバさん！ 野見山響子 中学年読みもの 1,500

20435-1 イナバさんと雨ふりの町 野見山響子 中学年読みもの 1,500
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00742-6 パンダのポンポン 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00745-7 青空バーベキュー 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00756-3 クリスマスあったかスープ 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00758-7 アイスクリーム・タワー 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00765-5 クッキー・オーケストラ 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00767-9 パンパカパーンふっくらパン 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

00768-6 サイクリング・ドーナツ 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

20166-4 夜空のスター･チャウダー 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

20266-1 魔法のハロウィン・パイ 野中柊  ／ 長崎訓子 パンダのポンポン 中学年読みもの 1,300

20154-1 ヤマネコとウミネコ 野中柊  ／ 姫野はやみ 中学年読みもの 1,400

20262-3 本屋さんのルビねこ 野中柊／松本圭以子 本屋さんのルビねこ 中学年読みもの 1,400

20312-5 ルビとしっぽの秘密 野中柊／松本圭以子 本屋さんのルビねこ 中学年読みもの 1,400

20379-8 ルビねこと星ものがたり 野中柊／松本圭以子 本屋さんのルビねこ 中学年読みもの 1,400

20431-3 ルビと子ねこのワルツ 野中柊／松本圭以子 本屋さんのルビねこ 中学年読みもの 1,400

20497-9 ルビねこと旅の仲間たち 野中柊／松本圭以子 本屋さんのルビねこ 中学年読みもの 1,400

20367-5 かみさまのベビーシッター 廣嶋玲子/木村いこ かみさまのベビーシッター 中学年読みもの 1,400

20496-2 かみさまのベビーシッター　ライバルはあかちゃん！ 廣嶋玲子/木村いこ かみさまのベビーシッター 中学年読みもの 1,400

01321-2 甘党仙人 濱野京子  ／ ジュン・オソン おはなしルネッサンス 中学年読みもの 1,200

00524-8 青いイルカの島 スコット・オデル／藤原英司／小泉澄夫 高学年読みもの 1,600

20469-6 ラビットホッピング！ マーリン・エリクソン／きただいえりこ／森山標子 高学年読みもの 1,500

20222-7 新装版　星モグラサンジの伝説 岡田淳 高学年読みもの 1,300

00526-2 扉のむこうの物語 岡田淳 高学年読みもの 1,600

20305-7 徳治郎とボク 花形みつる 高学年読みもの 1,400

01222-2 ともだちは海のにおい 工藤直子  ／ 長新太 高学年読みもの 1,200

01224-6 ふりむいた友だち 高田桂子／佐野洋子 高学年読みもの 1,262

02181-1 わらいうさぎ 今江祥智  ／ 和田誠 今江祥智ショートファンタジー 高学年読みもの 1,200

20050-6 オウリィと呼ばれたころ 佐藤さとる 高学年読みもの 1,600

20366-8 オオカミの時間 三田村信行／佐々木マキ 高学年読みもの 1,400

20533-4 大坂城炎上 小西聖一／中山けーしょー 江戸幕府と７つの事件簿 高学年読みもの 1,800

07232-5 天上の舞姫 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07233-2 関羽千里行 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07234-9 伏竜の飛翔 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07235-6 赤壁の戦い 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07236-3 決意の入蜀 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07237-0 五虎大将軍 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

07240-0 見果てぬ夢 小前亮／中山けーしょー 三国志 高学年読みもの 1,200

00531-6 少年八犬伝 小野裕康 高学年読みもの 2,400

00530-9 ５０００匹のホタル 松下竜一／高田勲 高学年読みもの 1,600
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02081-4 ねらわれた星 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02082-1 宇宙のネロ 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02083-8 ねむりウサギ 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02084-5 奇妙な旅行 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02085-2 番号をどうぞ 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02086-9 頭の大きなロボット 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02087-6 未来人の家 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02088-3 夜の山道で 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02089-0 さもないと 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02090-6 重要な任務 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02091-3 ピーターパンの島 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02092-0 盗賊会社 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02094-4 ボタン星からの贈り物 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02095-1 宇宙の男たち 星新一  ／ 和田誠 星新一ショートショートセレクション 高学年読みもの 1,300

02351-8 宇宙のあいさつ 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02352-5 恋がいっぱい 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02353-2 悪魔のささやき 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02354-9 とんとん拍子 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02355-6 おのぞみの結末 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02356-3 ねずみ小僧六世 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02357-0 そして、だれも… 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02358-7 長生き競争 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02359-4 親友のたのみ 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02360-0 七人の犯罪者 星新一  ／ 和田誠 星新一ちょっと長めのショートショート 高学年読みもの 1,400

02381-5 死体ばんざい 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02382-2 殺し屋ですのよ 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02383-9 ゆきとどいた生活 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02384-6 夜の侵入者 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02385-3 あいつが来る 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02386-0 あるスパイの物語 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02387-7 妄想銀行 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02388-4 不吉な地点 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02389-1 きつね小僧 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

02390-7 うらめしや 星新一  ／ 和田誠 星新一ＹＡセレクション 高学年読みもの 1,400

00476-0 テーオバルトの騎士道入門 斉藤洋  ／ おぼまこと 高学年読みもの 1,165
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01147-8 西遊記１　天の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01148-5 西遊記２　地の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01149-2 西遊記３　水の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01152-2 西遊記４　仙の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01153-9 西遊記５　宝の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01154-6 西遊記６　王の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01155-3 西遊記７　竜の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01158-4 西遊記８　怪の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01166-9 西遊記９　妖の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01167-6 西遊記１０　迷の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20139-8 西遊記１１　火の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20249-4 西遊記１２　珠の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20311-8 西遊記１３　風の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20404-7 西遊記１４　寂の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20532-7 西遊記１５　名の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊記シリーズ 高学年読みもの 1,600

20014-8 西遊後記１　還の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊後記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20015-5 西遊後記２　芳の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊後記シリーズ 高学年読みもの 1,500

20016-2 西遊後記３　河の巻 斉藤洋  ／ 広瀬弦 斉藤洋の西遊後記シリーズ 高学年読みもの 1,500

01163-8 ギリシア神話　ペルセウスの書 斉藤洋  ／ 佐竹美保 ギリシア神話 高学年読みもの 1,500

01164-5 ギリシア神話　トロイアの書 斉藤洋  ／ 佐竹美保 ギリシア神話 高学年読みもの 1,500

02391-4 復讐専用ダイヤル 赤川次郎  ／ 杉田比呂美 赤川次郎ショートショートシリーズ 高学年読みもの 1,400

02393-8 幻の恐竜 赤川次郎  ／ 杉田比呂美 赤川次郎ショートショートシリーズ 高学年読みもの 1,400

20025-4 妖狐ピリカ・ムー　この星に生まれて 那須田淳  ／ 佐竹美保 高学年読みもの 1,600

20483-2 １８枚のポートレイト 柏葉幸子／植田たてり 高学年読みもの 1,300

00546-0 昔、そこに森があった 飯田栄彦  ／ 太田大八 高学年読みもの 3,600

20085-8 いくたのこえよみ 堀田けい  ／ マット和子 高学年読みもの 1,300

07998-0 現代語で読む　野菊の墓 伊藤左千夫  ／ 城島明彦 現代語で読む名作シリーズ 日本名作 1,200

08004-7 現代語で読む　坊っちゃん 夏目漱石  ／ 深澤晴彦 現代語で読む名作シリーズ 日本名作 1,300

07993-5 現代語で読む　舞姫 森(鴎)外  ／ 高木敏光 現代語で読む名作シリーズ 日本名作 1,200

07997-3 現代語で読む　たけくらべ 樋口一葉  ／ 山口照美 現代語で読む名作シリーズ 日本名作 1,200

20007-0 現代語で読む　生まれ出づる悩み 有島武郎  ／ 高木敏光 現代語で読む名作シリーズ 日本名作 1,200

20063-6 羅生門 芥川龍之介  ／ 松尾清貴 スラ読み！現代語訳名作シリーズ 日本名作 1,400

20067-4 堕落論 坂口安吾  ／ 松尾清貴 スラ読み！現代語訳名作シリーズ 日本名作 1,400

20065-0 蟹工船 小林多喜二  ／ 渡邉文幸 スラ読み！現代語訳名作シリーズ 日本名作 1,400

20066-7 高野聖 泉鏡花  ／ 川北亮司 スラ読み！現代語訳名作シリーズ 日本名作 1,400

20064-3 山月記 中島敦  ／ 小前亮 スラ読み！現代語訳名作シリーズ 日本名作 1,400
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02371-6 ２０年後 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02372-3 人生は回転木馬 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02374-7 賢者の贈り物 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02375-4 最後のひと葉 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02376-1 マディソン街の千一夜 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02377-8 千ドルのつかいみち オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

02378-5 赤い酋長の身代金 オー・ヘンリー  ／ 千葉茂樹  ／ 和田誠 オー・ヘンリー　ショートストーリーセレクション 海外名作 1,500

20174-9 怪盗ルパン　謎の旅行者 モーリス・ルブラン  ／ 平岡敦  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20175-6 二番がいちばん Ｄ．Ｈ．ロレンス  ／ 代田亜香子  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20176-3 世界が若かったころ ジャック・ロンドン  ／ 千葉茂樹  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20177-0 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン  ／ 堀川志野舞  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20178-7 大きなかぶ チェーホフ  ／ 小宮山俊平  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20244-9 三びきのクマ レフ・トルストイ  ／ 小宮山俊平  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20245-6 猫の楽園 エミール・ゾラ  ／ 平岡敦  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20246-3 名探偵ホームズ　踊る人形 アーサー・コナン・ドイル  ／ 千葉茂樹  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20247-0 雑種 フランツ・カフカ  ／ 酒寄進一  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20248-7 ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ  ／ 金原瑞人  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20333-0 五つのパン カレル・チャペック  ／ 小野裕康 ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20334-7 みずうみ テオドール・シュトルム ／ 酒寄進一 ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20335-4 壁抜け男 マルセル・エーメ ／ 平岡敦 ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20336-1 森の物語 アーネスト・トンプソン・シートン ／ 今泉吉晴 ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20337-8 ブラウン神父　呪いの書 ギルバート・キース・チェスタトン ／ 金原瑞人 ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20411-5 怪盗ルパン　さまよう死神 モーリス・ルブラン  ／ 平岡敦  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20412-2 魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ  ／ 酒寄進一  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20413-9 昆虫記 すばらしきフンコロガシ ジャン＝アンリ・ファーブル  ／ 奥本大三郎  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20414-6 道化者 トーマス・マン  ／ 木本栄  ／ ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20415-3 幸せな王子 オスカー・ワイルド／金原瑞人／ヨシタケシンスケ 世界ショートセレクション 海外名作 1,300

20099-5 モンゴメリ モンゴメリ  ／ 代田亜香子 世界名作ショートストーリー 海外名作 1,100

20100-8 サキ サキ  ／ 千葉茂樹 世界名作ショートストーリー 海外名作 1,100

20101-5 モーパッサン モーパッサン  ／ 平岡敦 世界名作ショートストーリー 海外名作 1,100

20102-2 ヘルマン･ヘッセ ヘルマン・ヘッセ  ／ 木本栄 世界名作ショートストーリー 海外名作 1,100

20103-9 ポー ポー  ／ 千葉茂樹 世界名作ショートストーリー 海外名作 1,100

20380-4 震える叫び Ｒ．Ｌ．スタイン／三辺律子 Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション 怖い話 1,500

20381-1 不気味な叫び Ｒ．Ｌ．スタイン／三辺律子 Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション 怖い話 1,500

20382-8 消えない叫び Ｒ．Ｌ．スタイン／三辺律子 Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション 怖い話 1,500

20445-0 ニイハオ大飯店のひみつ こわいはなし倶楽部／カワズミ アヤシーナタウン 怖い話 1,200

20463-4 ゆうぐれ亭のまっ黒ソース こわいはなし倶楽部／カワズミ アヤシーナタウン 怖い話 1,200

20464-1 ぜうぜうさまの呪い こわいはなし倶楽部／カワズミ アヤシーナタウン 怖い話 1,200
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20268-5 ３分後にゾッとする話　４７都道府県の怖い話 並木伸一郎／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20290-6 ３分後にゾッとする話　４７都道府県の怖い話２ 並木伸一郎／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20321-7 ３分後にゾッとする話　立入禁止区域 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20351-4 ３分後にゾッとする話　悪夢の棲み家 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20374-3 ３分後にゾッとする話　世界惨劇ツアー 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20410-8 ３分後にゾッとする話　海外の怖い話 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20432-0 ３分後にゾッとする話　世界怪物記 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20465-8 ３分後にゾッとする話　魔物ミュージアム 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20501-3 ３分後にゾッとする話　怖い日本昔話 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20524-2 ３分後にゾッとする話　四十七怪談 野宮麻未・怖い話研究会／マニアニ ３分後にゾッとする話 怖い話 1,000

20148-0 ホンこわ！47都道府県あなたの県の怖い話 並木伸一郎 怖い話 980

20254-8 ホンこわ！あなたの後ろの本当は怖い場所 野宮麻未・怖い話研究会 怖い話 980

20373-6 ホンこわ！世界に伝わる本当に怖い話 野宮麻未・怖い話研究会 怖い話 980

20487-0 特装版　ホンこわ！47都道府県あなたの県の怖い話 並木伸一郎 怖い話 1,600

20488-7 特装版　ホンこわ！あなたの後ろの本当は怖い場所 野宮麻未・怖い話研究会 怖い話 1,600

20489-4 特装版　ホンこわ！世界に伝わる本当に怖い話 野宮麻未・怖い話研究会 怖い話 1,600

20502-0 まんが伝説の化石ハンター１　きょうりゅうなぞのはかば たかしよいち／吉川豊／木村由莉 まんが伝説の化石ハンター 学習まんが 1,500

20503-7 まんが伝説の化石ハンター２　きょうりゅうのたまごをさがせ たかしよいち／吉川豊／木村由莉 まんが伝説の化石ハンター 学習まんが 1,500

01833-0 イースター島のなぞ巨人像モアイ 吉川豊 まんが新・世界ふしぎ物語 学習まんが 1,500

01834-7 世界にのこるストーンヘンジのなぞ 吉川豊 まんが新・世界ふしぎ物語 学習まんが 1,500

20447-4 クイズとことん都道府県１　自然と歴史編 由井薗健 クイズとことん都道府県 クイズ 1,700

20448-1 クイズとことん都道府県２　産業編 由井薗健 クイズとことん都道府県 クイズ 1,700

20449-8 クイズとことん都道府県３　都道府県じまん編 由井薗健 クイズとことん都道府県 クイズ 1,700

20426-9 なぞかけ昆虫館 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,700

20427-6 なぞかけ学校 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,700

20428-3 なぞかけ遊園地 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,700

20394-1 なぞかけ動物園　新装版 ねづっち 新装版　江戸のなぞなぞなぞかけランド ことばあそび 900

20395-8 なぞかけ食堂　新装版 ねづっち 新装版　江戸のなぞなぞなぞかけランド ことばあそび 900

20396-5 なぞかけ運動会　新装版 ねづっち 新装版　江戸のなぞなぞなぞかけランド ことばあそび 900

20036-0 なぞかけ動物園 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,600

20037-7 なぞかけ食堂 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,600

20038-4 なぞかけ運動会 ねづっち なぞかけランド ことばあそび 1,600

20232-6 子どもおもしろ歳時記 金井真紀／斉田仁 ことばあそび 2,850

20240-1 部首から知る漢字のなりたち 落合淳思 ことばあそび 3,000

20417-7 あしたの幸福 いとうみく／松倉香子 YA 1,400

07970-6 なかないで、毒きのこちゃん デイジー・ムラースコヴァー  ／ 関沢明子 YA 1,600

20480-1 少年時代 塩野米松／松岡達英 YA 1,800

20221-0 新装版　ピラミッド帽子よ、さようなら 乙骨淑子／長谷川集平 YA 1,600

01002-0 兎の眼　（大長編） 灰谷健次郎  ／ 長谷川知子 YA 1,900

20338-5 境い目なしの世界 角野栄子 YA 1,300
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20284-5 ヴンダーカンマー 樫崎茜 YA 1,400

20499-3 星の町騒動記 樫崎茜 YA 1,400

20131-2 ぼくが弟にしたこと 岩瀬成子  ／ 長谷川集平 YA 1,300

20470-2 ガラスの魚 山下明生／宇野亞喜良 YA 1,500

20430-6 ボーダレス・ケアラー 山本悦子 YA 1,400

20110-7 わたしが子どものころ戦争があった 野上暁 YA 1,400

01126-3 裏庭 梨木香歩  ／ 矢吹申彦 YA 1,500

07011-6 フォア文庫　ぼくは王さま 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 フォア文庫 560

07444-2 フォア文庫　王さまたんじょうパーティ 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 フォア文庫 600

07454-1 フォア文庫　王さまゆめのひまわり 寺村輝夫  ／ 和歌山静子 フォア文庫 560

07467-1 フォア文庫　きまぐれロボット 星新一  ／ 和田誠 フォア文庫 600

07014-7 フォア文庫　チョコレート戦争 大石真  ／ 北田卓史 フォア文庫 540

07021-5 フォア文庫　ふとったきみとやせたぼく 長崎源之助  ／ 古川タク フォア文庫 540

07716-0 麦ふみクーツェ いしいしんじ 文芸 1,800

20011-7 虫のいどころ　人のいどころ おのりえん  ／ 秋山あゆ子 文芸 1,500

20057-5 虫のお知らせ おのりえん  ／ 秋山あゆ子 文芸 1,600

20084-1 虫愛づる姫もどき おのりえん  ／ 秋山あゆ子 文芸 1,500

20172-5 Ｗｈａｔ ｉｓ ｌｏｖｅ？あいってなに？ マット和子 文芸 1,100

07947-8 まるまれアルマジロ！ 安東みきえ 文芸 1,500

07183-0 天のシーソー 安東みきえ  ／ 沢田としき 文芸 1,300

07902-7 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ／下和田サチヨ 文芸 1,500

20306-4 ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ 文芸 1,400

07179-3 ミカ！ 伊藤たかみ 文芸 1,500

07724-5 ミカ×ミカ！ 伊藤たかみ 文芸 1,500

08630-8 レッド・マスカラの秋 永井するみ 文芸 1,400

07711-5 樹上のゆりかご 荻原規子 文芸 1,500

07966-9 遠まわりして、遊びに行こう 花形みつる 文芸 1,500

07996-6 君の夜を抱きしめる 花形みつる 文芸 1,500

20107-7 しばしとどめん北斎羽衣 花形みつる  ／ 阿部伸二 文芸 1,500

08620-9 医学のたまご 海堂尊 文芸 1,300

07153-3 兎の眼（文芸書新装版） 灰谷健次郎 文芸 1,600

07154-0 太陽の子（文芸書新装版） 灰谷健次郎 文芸 1,800

07167-0 キッドナップ・ツアー 角田光代 文芸 1,500

07977-5 まつりちゃん 岩瀬成子 文芸 1,400

20049-0 くもりときどき晴レル 岩瀬成子 文芸 1,400

08607-0 ルビアンの秘密 鯨統一郎 文芸 1,400

08625-4 ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件 鯨統一郎 文芸 1,600

20252-4 江國香織童話集 江國香織/柳生まち子 文芸 1,600
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07781-8 異界から落ち来る者あり　上 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,000

07782-5 異界から落ち来る者あり　下 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,000

07907-2 封印の娘 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,000

07934-8 天空の竜宮城 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,100

07957-7 雀、大浪花に行く 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,000

07982-9 魔狼、月に吠える 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,100

20048-3 大江戸散歩 香月日輪  ／ 橋賢亀 大江戸妖怪かわら版 文芸 1,100

20340-8 ゆゆのつづき 高楼方子 文芸 1,400

07971-3 どうにかしたい！ 黒野伸一 文芸 1,500

07992-8 極貧！セブンティーン 黒野伸一 文芸 1,400

20120-6 いじめレジスタンス 黒野伸一 文芸 1,400

07987-4 ぼんぼん（新装版） 今江祥智 文芸 2,200

07988-1 優しさごっこ（新装版） 今江祥智 文芸 2,200

07749-8 サンネンイチゴ 笹生陽子 文芸 1,200

08602-5 雨の恐竜 山田正紀 文芸 1,400

20033-9 源氏物語　紫の結び１ 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20034-6 源氏物語　紫の結び２ 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20035-3 源氏物語　紫の結び３ 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20195-4 源氏物語　宇治の結び　上 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20196-1 源氏物語　宇治の結び　下 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20258-6 源氏物語 つる花の結び 上 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

20259-3 源氏物語 つる花の結び 下 紫式部  ／ 荻原規子 源氏物語 文芸 1,700

08624-7 エイレーネーの瞳 小前亮 文芸 1,400

20132-9 真田十勇士１　忍術使い 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20133-6 真田十勇士２　淀城の怪 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20134-3 真田十勇士３　天下人の死 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20135-0 真田十勇士４　信州戦争 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20136-7 真田十勇士５　九度山小景 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20163-3 真田十勇士６　大坂の陣　上 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

20194-7 真田十勇士７　大坂の陣　下 松尾清貴 真田十勇士 文芸 1,300

07734-4 狐笛のかなた 上橋菜穂子 文芸 1,600

07924-9 戸村飯店　青春１００連発 瀬尾まいこ 文芸 1,500

08616-2 ブランク 倉阪鬼一郎 文芸 1,500

20460-3 北の国から　’８１～’８２ 倉本聰 北の国から 文芸 3,100

20461-0 北の国から　’８３～’８９ 倉本聰 北の国から 文芸 2,700

20462-7 北の国から　’９２～’０２ 倉本聰 北の国から 文芸 3,100

07105-2 北の国から　前編 倉本聰  ／ 小野州一 文芸 1,800

07106-9 北の国から　後編 倉本聰  ／ 小野州一 文芸 1,800

07973-7 最後の七月 長薗安浩 文芸 1,500

20186-2 ホームメイキング同好会 藤野千夜 文芸 1,600
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08605-6 漱石先生の事件簿　猫の巻 柳広司 文芸 1,400

07979-9 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩 文芸 1,600

20289-0 この川のむこうに君がいる 濱野京子 文芸 1,400

03864-2 ゴミの日 アーサー・ビナード  ／ 古川タク 詩の風景 詩集 1,400

07162-5 ぞうのミミカキ まど・みちお 詩集 1,500

03523-8 まど・みちお詩の本 まど・みちお  ／ 伊藤英治 詩集 1,200

04231-1 まど・みちお全詩集〈新訂版〉 まど・みちお  ／ 伊藤英治 詩集 7,000

20117-6 続　まど・みちお全詩集 まど・みちお  ／ 伊藤英治  ／ 市河紀子 詩集 6,500

07702-3 うめぼしリモコン まど・みちお  ／ 元永定正 詩集 1,300

07177-9 メロンのじかん まど・みちお  ／ 広瀬弦 詩集 1,300

07961-4 のぼりくだりの… まど・みちお  ／ 保手濱拓 詩集 1300

03440-8 元気がでる詩４年生 伊藤英治／大塚いちお 元気がでる詩の本 詩集 1600

03442-2 元気がでる詩６年生 伊藤英治／蕪木泰子 元気がでる詩の本 詩集 1600

03841-3 茨木のり子詩集　落ちこぼれ 茨木のり子  ／ はたこうしろう  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1500

03861-1 リンダリンダがとまらない 宇部京子  ／ 堀内美江 詩の風景 詩集 1400

03849-9 岸田衿子詩集　たいせつな一日 岸田衿子 詩と歩こう 詩集 1400

03842-0 吉野弘詩集　素直な疑問符 吉野弘  ／ 葉祥明  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1400

03807-9 てつがくのライオン 工藤直子 詩の散歩道 詩集 1650

07704-7 こどものころにみた空は 工藤直子／松本大洋 詩集 1500

07990-4 草にすわる 市河紀子  ／ 保手濱拓 詩集 1400

07991-1 やさしいけしき 市河紀子  ／ 保手濱拓 詩集 1400

07190-8 空にぐーんと手をのばせ 新沢としひこ 詩集 1500

03853-6 ぼくは地球の船長だ 水上不二  ／ 村越昭彦 詩の風景 詩集 1400

03846-8 石垣りん詩集　宇宙の片隅で 石垣りん  ／ 伊藤香澄  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1400

07721-4 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津ちひろ／大橋歩 詩集 1300

03806-2 しかられた神さま 川崎洋 詩の散歩道 詩集 1650

03850-5 川崎洋詩集　海があるということは 川崎洋  ／ 今成敏夫  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1400

03845-1 大岡信詩集　きみはにんげんだから 大岡信  ／ 大岡亜紀  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1400

03808-6 どきん 谷川俊太郎 詩の散歩道 詩集 1650

03851-2 すき 谷川俊太郎／和田誠 詩の風景 詩集 1650

03843-7 辻征夫詩集　みずはつめたい 辻征夫  ／ 大滝まみ  ／ 水内喜久雄 詩と歩こう 詩集 1400

20498-6 笑いの力、言葉の力 渡邉文幸 世界をカエル　１０代からの羅針盤 評論 1300

20242-5 チェコの十二ヵ月 出久根育(著・絵） エッセイ 1500

07981-2 新装版　プラテーロとわたし Ｊ．Ｒ．ヒメネス／伊藤武好・伊藤百合子／長新太 海外文芸 1600

20350-7 詩画集　プラテーロとわたし J.R.ヒメネス／波多野睦美／山本容子 海外文芸 1700

07767-2 天国からはじまる物語 ガブリエル・ゼヴィン  ／ 堀川志野舞 海外文芸 1400

20086-5 リフカの旅 カレン・ヘス  ／ 伊藤比呂美  ／ 西更 海外文芸 1400

07941-6 モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー  ／ 三辺律子 海外文芸 1600

07959-1 船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー  ／ 三辺律子 海外文芸 1600

07974-4 トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー  ／ 三辺律子 海外文芸 1700
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07938-6 あの子は吸血鬼？ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

07944-7 テレビに吸血鬼？ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

07955-3 吸血鬼のＤＮＡ？ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

07963-8 吸血鬼のプレゼント！ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

07995-9 映画スターは吸血鬼！？ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

20001-8 吸血鬼の王子さま！ シーナ・マーサー  ／ 田中亜希子 バンパイア・ガールズ 海外文芸 1500

07751-1 ヴィッキー・エンジェル ジャクリーン・ウィルソン  ／ 尾高薫 海外文芸 1200

07917-1 錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット  ／ 橋本恵 アルケミスト 海外文芸 2200

07942-3 魔術師ニコロ・マキャベリ マイケル・スコット  ／ 橋本恵 アルケミスト 海外文芸 2400

07960-7 呪術師ペレネル マイケル・スコット  ／ 橋本恵 アルケミスト 海外文芸 2400

07980-5 死霊術師ジョン・ディー マイケル・スコット  ／ 橋本恵 アルケミスト 海外文芸 2200

20039-1 伝説の双子ソフィー＆ジョシュ マイケル・スコット  ／ 橋本恵 アルケミスト 海外文芸 2800

07935-5 人気者になる方法 メグ・キャボット  ／ 代田亜香子 海外文芸 1500

07946-1 ジンクス　恋の呪い メグ・キャボット  ／ 代田亜香子 海外文芸 1400

07967-6 嘘つきは恋のはじまり メグ・キャボット  ／ 代田亜香子 海外文芸 1500

07953-9 ジャスト　イン　ケース メグ・ローゾフ  ／ 堀川志野舞 海外文芸 1300

07965-2 エミリーの記憶喪失ワンダーランド ロブ・リーガー  ／ 西田佳子 海外文芸 1500

20288-3 脱・呪縛 鎌田實／こやまこいこ 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1300

20309-5 虫ぎらいはなおるかな？ 金井真紀 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1200

20216-6 人間はだまされる 三浦準司／マット和子 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1300

20403-0 大切な人は今もそこにいる 千葉望 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1300

20365-1 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上彰 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1400

20307-1 江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉文幸 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1300

20223-4 スカートはかなきゃダメですか？ 名取寛人／マット和子 世界をカエル　１０代からの羅針盤 社会一般 1300

20241-8 幕末青春伝　西郷隆盛 澤村修治／フミカ 社会一般 1200

20308-8 鳥はなぜ鳴く？ 松田道生／中村文 世界をカエル　１０代からの羅針盤 自然科学 1300

20436-8 クジラの骨と僕らの未来 中村玄 世界をカエル　１０代からの羅針盤 自然科学 1300

20383-5 季節のこども手芸　春 C・R・Kｄｅｓｉｇｎ ミシンなしでかんたん！季節のこども手芸 趣味実用 1200

20384-2 季節のこども手芸　夏 C・R・Kｄｅｓｉｇｎ ミシンなしでかんたん！季節のこども手芸 趣味実用 1200

20385-9 季節のこども手芸　秋 C・R・Kｄｅｓｉｇｎ ミシンなしでかんたん！季節のこども手芸 趣味実用 1200

20386-6 季節のこども手芸　冬 C・R・Kｄｅｓｉｇｎ ミシンなしでかんたん！季節のこども手芸 趣味実用 1200

20260-9 季節の１０分スイーツ しらいしやすこ・小澤綾乃 趣味実用 1200

20441-2 新装版　１０分スイーツ＆１００円ラッピング　春 まちやまちほ 趣味実用 1200

20442-9 新装版　１０分スイーツ＆１００円ラッピング　夏 まちやまちほ 趣味実用 1200

20443-6 新装版　１０分スイーツ＆１００円ラッピング　秋 まちやまちほ 趣味実用 1200

20444-3 新装版　１０分スイーツ＆１００円ラッピング　冬 まちやまちほ 趣味実用 1200

20313-2 災害食がわかる本 今泉マユ子 親子で学ぶ防災教室 趣味実用 1400

20314-9 身の守りかたがわかる本 今泉マユ子 親子で学ぶ防災教室 趣味実用 1400

20440-5 防災グッズがわかる本 今泉マユ子 親子で学ぶ防災教室 趣味実用 1400

20387-3 はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室 趣味実用 1200


