
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.6 ﾜｶ
022.8 ﾓﾛ
024 ｷﾑ
070.1

（哲学・思想）
141.3 ｲｹ 2
146.8 ﾀｹ
Z 156 ｶﾝ
159 ｺﾊ

（歴史・紀行）
204 ｶﾚ
204 ﾌｱ 1
204 ﾌｱ 2
209 ﾋﾕ 1
209 ﾋﾕ 2
209.2 ｽｺ
210.1 ｳｵ
210.3 ﾋﾛ
Z 210.7 ﾋｷ 2
Z 210.7 ﾐﾔ
Z 236 ﾀｻ
Z 288.3 ｸﾗ
288.4
291
291

（伝記）
Z 289.1 ｻﾄ
289.1 ﾅｶ
Z 289.1 ﾐｳ

（社会科学）
Z 316.8 ｶﾏ
318.6 ﾌｼ
Z 319 ｲｼ
324.7
325.2
327.6

（経済）
330
332.1
Z 332.2 ｺﾄ
335.2 ｱﾗ
336.2 ｽｶ
336.3 ｱｻ
336.4 ｼﾐ
341 ｼﾏ
Z 361.4 ｵｵ
366 ｱｶ
Z 367.2 ｻｶ

エドゥアルド・ガレアーノ 日々の子どもたち 岩波書店
ニーアル・ファーガソン スクエア・アンド・タワー　上 東洋経済新報社

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2020年　1月 7日号　No.1

○ 一般書 ○

若宮　正子 老いてこそデジタルを。 1万年堂出版
フランツィスカ・モーロック 製本大全 グラフィック社
木村　元彦 13坪の本屋の奇跡 ころから
安田　純平 戦争取材と自己責任 dZERO

藤山　浩 「小さな拠点」をつくる 農山漁村文化協会

石澤　靖治 アメリカ情報・文化支配の終焉 PHP研究所

鎌田　遵 癒されぬアメリカ 集英社

三浦　瑠麗 それでも、逃げない 文藝春秋

ニーアル・ファーガソン スクエア・アンド・タワー　下 東洋経済新報社

ジャン=クリストフ・ビュイッソン 暗殺が変えた世界史　上 原書房
ジャン=クリストフ・ビュイッソン 暗殺が変えた世界史　下 原書房

タクトコンサルティング ポイント整理非上場会社のための金庫株の税務Q&A 大蔵財務協会
齊藤　雄彦 ケーススタディ日本版司法取引制度 ぎょうせい

レガシィ 「親の介護・認知症」でやってはいけない相続 青春出版社

清水　久三子 話しベタさんでも伝わるプレゼン 翔泳社

荒木　博行 世界「倒産」図鑑 日経BP
菅原　洋平 「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント 河出書房新社

大江　英樹 仕事に役立つ!図解経済早わかり 学研プラス
鶴　光太郎 日本経済のマクロ分析 日本経済新聞出版社

浅井　浩一 1万人のリーダーが悩んでいること ダイヤモンド社

後藤　健太 アジア経済とは何か 中央公論新社

島倉　原 MMTとは何か KADOKAWA
太田　光 「言葉」が暴走する時代の処世術 集英社
明石　順平 人間使い捨て国家 KADOKAWA

村井　良太 佐藤栄作 中央公論新社
常井　健一 無敗の男 文藝春秋

坂爪　真吾 性風俗シングルマザー 集英社

ジェームズ・C.スコット 反穀物の人類史 みすず書房
エズラ・F.ヴォーゲル 日中関係史 日本経済新聞出版社

NHK社会部宮内庁クラブ NHK記者が見た天皇皇后両陛下 NHK出版

広瀬　和雄 前方後円墳とはなにか 中央公論新社
J.ウォーリー・ヒギンズ 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本　続 光文社
宮田　昌明 満洲事変 PHP研究所

原　武史 地形の思想史 KADOKAWA
るるぶ沖縄　'21 JTBパブリッシング

池田　義博 見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル　2 サンマーク出版
武田　友紀 繊細さんが「自分のまま」で生きる本 清流出版
菅野　覚明 本当の武士道とは何か PHP研究所
小林　照子 人生は、「手」で変わる。 朝日新聞出版

田澤　耕 物語カタルーニャの歴史 中央公論新社
倉本　一宏 公家源氏 中央公論新社

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

367.7
367.7 ｵｵ
367.7 ﾏｽ
369.2
369.2 ｵｵ
369.3 ﾂｼ

（教育・文化）
375.1 ｲｼ
378
379.9
379.9 ｻﾄ
379.9 ﾔﾅ
Z 393.7

（自然科学）
407
420 ｱﾄ
427.4
468 ｲｸ
481.1 ｶﾜ

（医学）
490.1 ﾀｶ
493.2
493.2
493.6 ｳﾁ
493.7 ｱｵ
493.7 ﾑﾗ
493.7 ﾓﾘ
493.9 ﾀｹ
493.9 ﾄﾓ
494.5 ﾅｶ
498.3 ﾖｼ
498.8 ﾌｸ
499.8 ｽｽ

（技術）
521 ﾀｳ
527 ﾏﾂ
535.2
543.5 ｻﾜ
578.2 ｲﾄ

589.2 ﾏｼ

（家政）
590
590.4 ｻｺ
594 20
594.3
594.3 ﾖｼ
594.9
594.9 ﾀﾅ
596
596 ｶｻ
596 ｸｻ
596 ﾏｺ
596 ﾑﾗ

藤嶋　昭 科学をもっとおもしろく 学研プラス
P.アトキンス 無から生まれた世界の秘密 東京化学同人

石川　一郎 先生、この「問題」教えられますか? 洋泉社
本と子どもの発達を考える会 絵本でひらく心とことば かもがわ出版

松岡　浩正 木学の家 現代書林
腕時計のバイブル 学研プラス

ブルーノ・タウト 図説精読日本美の再発見 岩波書店

アリソン・マシューズ
・デーヴィッド 死を招くファッション 化学同人

澤田　哲生 やってはいけない原発ゼロ エネルギーフォーラム

伊藤　眞義 トコトンやさしいゴム材料の本 日刊工業新聞社

LDK暮らしのお得技大百科 晋遊舎
佐光　紀子 もう「女の家事」はやめなさい さくら舎

初めてでもかんたん!年中使える手作りの通園通学グッズ　2020年版 ブティック社
刺しゅう糸で編むミニチュアお弁当 アップルミンツ

吉村　雅衣 ○と□2つの基本形でつくるこどものニット小物 家の光協会
斉藤　謠子 私たちのキルト ブティック社
田中　杏奈 水引で結ぶ二十四節気の飾り 日東書院本社
週刊朝日編集部 人生最高のひと皿 朝日新聞出版
笠原　将弘 笠原将弘のフライパンひとつ!すぐできベストレシピ 扶桑社
草野　かおる 激せまキッチンで楽ウマごはん ぴあ
mako 家政婦makoの手抜きでもごちそう!100円レシピ 扶桑社
村上　祥子 レンチン1回で頑張らない電子レンジのおかず 大和書房

青木　智恵子 ウツ戦記 金剛出版
村上　由美 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手にお金と付き合うための本 翔泳社
森下　克也 もしかして、適応障害? CCCメディアハウス

武井　明 子どもたちのビミョーな本音 日本評論社
ともだ　かずこ 食事でよくなる!子供の発達障害実践レシピ集 マキノ出版
中川　恵一 知っておきたい「がん講座」 日経サイエンス社

吉田　昌生 ねるヨガ フォレスト出版
福田　真也 働く人のこころのケア・ガイドブック 金剛出版
鈴木　昶 身近な「くすり」歳時記 東京書籍

日経マネー編集部 お金に強い子どもの育て方 日経BP
佐藤　亮子 頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべき幼児教育 東洋経済新報社

柳沢　幸雄 男の子の「自己肯定感」を高める育て方 実務教育出版
東京新聞社会部 兵器を買わされる日本 文藝春秋

三田村　秀雄 心臓病 高橋書店
内田　泰彦 腰痛のサイン・鈍重感を見逃すな! 論創社

田川　尚登 こどもホスピス 新泉社
原田　和昌 高血圧でもフレイルは防げる 小学館クリエイティブ

川崎　悟司 カメの甲羅はあばら骨 SBクリエイティブ

吉田　博 高温超伝導の若きサムライたち アグネ技術センター

レイチェル・イグノトフスキー プラネットアース 創元社

大久保　恭子 「最期まで自宅」で暮らす60代からの覚悟と準備 主婦の友社

辻　直美 レスキューナースが教えるプチプラ防災 扶桑社

桝田　智彦 中高年がひきこもる理由 青春出版社
沢　しんや 高齢者に喜ばれる「マジック」レクリエーション メイツユニバーサルコンテンツ

太田　差惠子 遠距離介護で自滅しない選択 日本経済新聞出版社

共同通信ひきこもり取材班 扉を開けて かもがわ出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ﾜﾀ
596.21 ｶｻ
Z 596.22 ﾀﾅ
596.35 ﾊﾏ
596.37
596.38 ｼﾓ
596.63 ﾏｽ
596.65 ﾊﾗ
Z 596.7 ﾊﾘ
597.5 ｺﾕ

（産業）
Z 615.2 ﾀｹ
619 ｵｻ
626
627.8
629.7 ﾅｶ
645.6
645.6 ﾉｻ
645.6 ﾋﾖ
656.5
Z 673.8 ﾖｼ
673.9 ﾋｸ
X 699.6 ﾔﾏ

（芸術・美術）
Z 702.3 ｻｲ
706.9
Z 707.9 ｼﾗ
712.1 ｱｼ
721.8 ﾀﾅ
Z 723.3 ﾓｳ
726.1 ﾊﾇ
726.5 ﾀﾅ
726.6 ﾖｼ
743
748 ﾓﾘ
750.4 ｱｵ
760.9 ｷﾀ
762.3 ｲｼ
775.1 ｻﾜ
777.1
778.2
Z 778.2
778.8 ﾏｸ

（スポーツ・諸芸）
780.1 ﾐｿ
783.4
786
788.2 ﾅｲ
798.5 ﾄｷ

竹下　大学 日本の品種はすごい 中央公論新社

小林　國雄 小林國雄のイチから教える盆栽 西東社
長澤　淨美 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 農山漁村文化協会

尾崎　正利 Q&Aでよくわかる知識ゼロからの農産加工入門 家の光協会
野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ 学研プラス

俵森　朋子 7歳からの老犬ごはんの教科書 誠文堂新光社
虫明　功臣 ダムと緑のダム 日経BP

西川　文二 はじめよう!柴犬ぐらし 西東社
野澤　延行 犬のための家庭の医学 山と溪谷社

山川　静夫 私の「紅白歌合戦」物語 文藝春秋

吉岡　秀子 コンビニおいしい進化史 平凡社
樋口　賢介 HIGUCHI式ヘッドスパの教科書 BABジャパン

白洲　信哉 美を見極める力 光文社
芦原　伸 ラストカムイ 白水社

斎藤　泰弘 レオナルド・ダ・ヴィンチ 集英社
岡本　有佳 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 岩波書店

田辺　昌子 もっと知りたい浮世絵 東京美術
毛利　嘉孝 バンクシー 光文社

たなか　しん REMEMBER ライツ社

溝口　秀雪 基礎から学ぶ!スポーツマッサージ ベースボール・マガジン社

ラグビーW杯2019桜の証言。 文藝春秋

エトガル・ケレット ピッツェリア・カミカゼ 河出書房新社

ヨシタケ　シンスケ ものは言いよう 白泉社
肖像権時代の最新スナップ撮影術 朝日新聞出版

森山　大道 写真よさようなら 月曜社
青木　亮作 なんとかする工作 玄光社
北口　正人 billboardを呼んできたサラリーマン ダイヤモンド・ビジネス企画

ときど 世界一のプロゲーマーがやっている努力2.0 ダイヤモンド社

ロバート・クランテン ワイルドサイド グラフィック社
内藤　哲也 手のひら返しdeあっせんなよ ベースボール・マガジン社

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2020年　1月 7日号　No.2

石田　昌隆 1989 オークラ出版
沢部　ひとみ いいことだけ考える 文藝春秋
竹本　織太夫 ビジネスパーソンのための文楽のすゝめ 実業之日本社
高崎　俊夫 芦川いづみ 文藝春秋
滝口　悠生 いま、幸せかい? 文藝春秋
マイルズ・マクナット ゲーム・オブ・スローンズ〜ウェスタロスとその向こうへ〜コンプリート・シリーズ公式ブック 早川書房

ワタナベ　マキ ごはんにかけておいしい。材料2つで炒めもの 主婦と生活社
飾　巻子 デコ巻きずし ブティック社
田邊　俊雅 インドカレーは自分でつくれ 平凡社
濱田　美里 魚を一尾、さばけたら!? 河出書房新社

人気料理家の大根・白菜・かぶのおかず KADOKAWA
下関　マグロ ぶらナポ 駒草出版
マスジマ　トモコ へたっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくる天然酵母パン 家の光協会
原　亜樹子 アメリカンクッキー 誠文堂新光社
パリッコ つつまし酒 光文社
coyuki 大丈夫!実家は片づけられます 主婦の友社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（言語）
816.2 ｾﾄ
828.4 ｲｲ
829.7 ﾀｹ
837.8 ｾｲ

（文学）
909.3 ｻｲ
910.2 ｶﾜ
910.2 ﾌﾙ
911.1 ﾏﾂ
912.6 ﾏﾂ
918.6 ﾅﾂ 24
924.7 ｿﾝ
929.1
930.2 ｵｻ
932.5 ﾁﾉ
933.7 ｽﾜ
933.7 ﾁﾔ
933.7 ﾏｺ
933.7 ﾓｽ
933.7 ﾗﾝ
949.8 6-1
949.8 6-2
951.6 ﾊﾗ
989.8 ﾄｶ

（日本の小説）
F ｱｽ
F ｲｼ
F ｷﾀ
F ｸｻ
F ｻｻ
F ｼﾖ
F ｼﾖ
F ｼﾛ
F ｼﾝ
F ﾀｶ
F ﾀﾆ
F ﾀﾏ
F ﾁﾊ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾅｷ
F ﾆｼ
F ﾈｺ 11
F ﾉﾘ
F ﾊﾗ
F ﾋﾖ 13
F ﾌｼ
F ﾐﾈ
F ﾐﾌ 3
F ﾓﾘ
F ﾔﾂ
F ﾖｼ
F ﾜﾀ

斎藤　次郎 子どもの本の道しるべ 子どもの未来社

瀬戸　賢一 書くための文章読本 集英社インターナショナル

飯田　真紀 ニューエクスプレスプラス広東語 白水社

石田　衣良 清く貧しく美しく 新潮社
北野　武 首 KADOKAWA

東　万里央 死に神のレストラン アルファポリス

小路　幸也 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 ポプラ社
山田　洋次 男はつらいよ お帰り寅さん 講談社

久坂部　羊 オカシナ記念病院 KADOKAWA
佐々木　裕一 忠臣蔵の姫 阿久利 小学館

高山　羽根子 如何様 朝日新聞出版
谷崎　由依 遠の眠りの 集英社

城山　真一 看守の流儀 宝島社
新庄　耕 地面師たち 集英社

田丸　雅智 おとぎカンパニー　日本昔ばなし編 光文社
千葉　雅也 デッドライン 新潮社

嶺里　俊介 地棲魚 光文社
壬生　一郎 信長の庶子　3 宙出版

原田　ひ香 まずはこれ食べて 双葉社
漂月 人狼への転生、魔王の副官　13 アース・スターエンターテイメント

藤野　恵美 涙をなくした君に 新潮社

中島　京子 キッドの運命 集英社
長岡　弘樹 風間教場 小学館
凪良　ゆう わたしの美しい庭 ポプラ社
西澤　保彦 逢魔が刻(とき) 実業之日本社
猫子 転生したらドラゴンの卵だった　11 アース・スターエンターテイメント

法月　綸太郎 赤い部屋異聞 KADOKAWA

森沢　明夫 ぷくぷく 小学館
谷津　矢車 桔梗の旗 潮出版社
吉田　恭教 捜査一課ドラキュラ分室 南雲堂
和田　秀樹 灘校物語 サイゾー

川上未映子 河出書房新社
加藤　理 児童文学と教育の<間> 港の人
ピーター・J.マクミラン 英語で味わう万葉集 文藝春秋
松尾　スズキ キレイ 白水社
夏目　金之助 定本漱石全集　第24巻 岩波書店
宋　欣穎 いつもひとりだった、京都での日々 早川書房
斎藤　真理子 韓国・フェミニズム・日本 河出書房新社

エリック・マコーマック 雲 東京創元社
ウォルター・モズリイ 流れは、いつか海へと 早川書房

尾崎　俊介 ハーレクイン・ロマンス 平凡社
茅野　友子 シェイクスピアの時と我々の時 ピナケス出版
エリカ・スワイラー 魔法のサーカスと奇跡の本 東京創元社

原　大地 ステファヌ・マラルメの<世紀> 水声社
オルガ・トカルチュク プラヴィエクとそのほかの時代 松籟社

竹田　敏之 ニューエクスプレスプラス アラビア語 白水社
デイビッド・セイン 英会話その“直訳”はネイティブを困らせます 青春出版社

バリー・ランセット ジャパンタウン ホーム社
ミレニアム　6[上] 早川書房
ミレニアム　6[下] 早川書房

テッド・チャン 息吹 早川書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（小説 文庫）
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 943.7 ﾂｲ
X 989.8 ﾐｳ
X F ｱｶ
X F ｲｶ
X F ｲｶ 17-3
X F ｲﾅ 4
X F ｳｴ
X F ｵｵ
X F ｶｾ 2
X F ｺｽ
X F ｼﾓ
X F ﾂｼ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾓ 5
X F ﾅｶ
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾔ
X F ﾋﾛ
X F ﾜｶ
X F ﾜｸ

（日本のエッセイ）
E ｱｶ
E ｲｼ
E ｻﾄ
E ｼｲ
E ﾅｶ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。
K 210.4
K 216
K 288.3

K 289.1

K 289.1
K 289.1
K 289.1
K 596 20
K 756.6

（参考図書）　※こちらの本は禁帯出のため、貸出ができません。閲覧のみとなりますのでご了承ください。

R 290.3 20
R 291
R 801.7

（大活字本）
080 ﾐﾔ 3

クライブ・カッスラー ロマノフ王朝の秘宝を奪え!　上 扶桑社

ジグムント・ミウォシェフスキ 一抹の真実 小学館
赤川　次郎 幽霊湖畔 文藝春秋

クライブ・カッスラー ロマノフ王朝の秘宝を奪え!　下 扶桑社
トーマス・ツィーグラー 宇宙最大のショー 早川書房

稲葉　稔 怪盗鼠推参　4 幻冬舎
上田　秀人 愚劣 講談社

井川　香四郎 桃太郎姫暴れ大奥 実業之日本社
輿水　泰弘 相棒　season17下 朝日新聞出版

小杉　健治 駆ける稲妻 光文社
霜島　けい 鬼灯ほろほろ 光文社

大森　藤ノ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ファミリアクロニクル SBクリエイティブ

風野　真知雄 わるじい慈剣帖　2 双葉社

鳥羽　亮 血染めの宝船 幻冬舎
友井　羊 スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　[5] 宝島社

辻堂　魁 希みの文 祥伝社
鳥羽　亮 幽鬼の剣 双葉社

早見　俊 独眼龍の夢 小学館
廣嶋　玲子 妖たちの祝いの品は 東京創元社

中島　久枝 それぞれの陽だまり 光文社
波多野　聖 ダブルエージェント明智光秀 幻冬舎

阿川　佐和子 老人初心者の覚悟 中央公論新社

若竹　七海 不穏な眠り 文藝春秋
和久田　正明 恋する仕立屋 小学館

G.B.

椎名　誠 毎朝ちがう風景があった 新日本出版社
中野　翠 だから、何。 毎日新聞出版

伊集院　静 大人のカタチを語ろう。 集英社
佐藤　愛子 気がつけば、終着駅 中央公論新社

成美堂出版編集部 今がわかる時代がわかる世界地図　2020年版 成美堂出版

小和田　哲男 戦国忠義と裏切りの作法

成美堂出版編集部 今がわかる時代がわかる日本地図　2020年版 成美堂出版
日外アソシエーツ株式会社 翻訳の賞事典 日外アソシエーツ

中井　均 近畿の城郭 戎光祥出版
小田原城総合管理事務所 戦国大名北条氏の歴史 吉川弘文館
「明智光秀の足跡を
たどる旅」製作委員会 明智光秀の足跡をたどる旅 東京ニュース通信社

加来　耕三 天才光秀と覇王信長 さくら舎
鳥越　一朗 明智光秀劇場百一場 ユニプラン

麒麟がくる NHK出版
ザメディアジョンプレス 広島エースグルメ　2020 ザメディアジョンプレス

青井　浩三 備前刀の歴史 吉備人出版

宮沢　賢治 宮沢賢治大活字本シリーズ　3 三和書籍
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
04 1
04 2
04 3
04 4
04 5
04 6

10

（歴史）
20 ｳ

（科学・自然）
40 ﾔ 18
42 ﾍ
46 ﾊ

（技術）
59 ﾄ

（産業）
60 1
68
68 2

（スポーツ・しゅみ）
76 ﾅ
79

（日本のよみもの）
91 ｵ
91 ｶ
91 ﾅ
91 ﾉ
91 ﾊ
91 ﾌ
91 ﾑ
91 ﾑ
91 ﾓ
913.6

（外国のよみもの）
92 ﾀ
93 ｸ
93 ｼ 6
93 ﾀ

93 ﾊ

93 ﾊ 2
93 ﾌ 14
93 ﾍ
97 ﾚ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｸ
PN ｻ
PN ｼ
PN ﾄ
PN ﾅ

☆ 児童書 ☆

イルドガルド・ドゥーゾ かわいいパリのハンドメイド あみもの ほるぷ出版

柳田　理科雄 ジュニア空想科学読本　18 KADOKAWA
ゲリー・ベイリー 世界をうごかした科学者たち 物理学者 ほるぷ出版

湯湯 なかなおりの魔法 あかね書房
エリナー・クライマー うちの弟、どうしたらいい? 岩波書店

岡田　なおこ いのちのカプセルにのって 汐文社

村上　雅郁 あの子の秘密 フレーベル館
村上　しいこ みけねえちゃんにいうてみな モフモフさいこう! 理論社
茂市　久美子 魔法のたいこと金の針 あかね書房
佐東　みどり 科学探偵VS.超能力少年 朝日新聞出版

青山　友美 たこあげ 講談社
工藤　直子 ちび竜 童心社

ミランダ・ジョーンズ ミオととなりのマーメイド　6 ポプラ社
ジェシカ・タウンゼント ネバームーア 早川書房

佐々木　マキ 10にんのせんにん フレーベル館

角野　栄子 おばけのアッチおもっちでおめでとう ポプラ社
中川　ひろたか おとのさま、にんじゃになる 佼成出版社
野見山　響子 イナバさん! 理論社
原　ゆたか かいけつゾロリスターたんじょう ポプラ社
藤本　ひとみ 呪われた恋話(こいばな)は知っている 講談社

なかの　かおり 「ダンスだいすき!」から生まれた奇跡 ラグーナ出版

島田　ゆか ぶーちゃんとおにいちゃん 白泉社
とびおか　まさこ かんさいのパンダしゅんしゅん 文芸社
中川　ひろたか おれ、よびだしになる アリス館

イーディス・
サッチャー・ハード きれいずきのマグスおばさん 大日本図書

ポーラ・ハリソン ネコ魔女見習いミルク　2 小学館
ジョン・フラナガン アラルエン戦記　14 岩崎書店
ジョン・ベレアーズ 魔女狩り人の復讐 静山社
レオナルド・ダ・ヴィンチ レオナルド・ダ・ヴィンチの童話 小学館

空想水族館ゆら〜りナゾトレ 学研プラス

澤井　陽介 情報を活かして発展する産業　[1] 汐文社
「旅と鉄道」編集部 日本全国特急大百科 天夢人
ゴムドリco. 飛行機のサバイバル　2 朝日新聞出版

三田　大樹 なぜ?どうして?身近なぎもん　4年生 学研プラス
三田　大樹 なぜ?どうして?身近なぎもん　5年生 学研プラス
三田　大樹 なぜ?どうして?身近なぎもん　6年生 学研プラス

丹伊田　弓子 なぜ?どうして?みぢかなぎもん　1年生 学研プラス
丹伊田　弓子 なぜ?どうして?みぢかなぎもん　2年生 学研プラス
三田　大樹 なぜ?どうして?身近なぎもん　3年生 学研プラス

NHK Eテレ「Q〜こどもの
ための哲学」制作班 なんでお母さんはいつもおこるの? ほるぷ出版

林　将之 校庭のかんさつ ほるぷ出版

フィリップ・ウィルキンソン 歴史のなかの子どもたち 岩崎書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ﾋ
PN ﾏ
PN ﾑ
PNC 4
PNC ﾖ

（外国のえほん）
PG ｺ
PG ｼ
PG ﾆ
PG ﾊ
PGC 4
PGC ﾛ

（紙芝居）
S ﾅ
S ﾋ

ピーター・シス ロビンソン 偕成社
クリストファー・サイラス・ニール こんなもんくえニャイ! 光村教育図書

マシュー・ゴラブ おまつりをたのしんだおつきさま のら書店

ロマナ・ロマニーシン 目で見てかんじて 河出書房新社

ケイト・バンクス あなたがおおきくなるひまで 岩崎書店
穂高　順也 しっぽしっぽだーれ? 岩崎書店

津田　真一 ひそひそねずみとおばあさん 童心社
よこみち　けいこ ししまいがやってきた! 童心社

まつもと　さとみ ぶぶるんふるふる ほるぷ出版
村上　しいこ ねこなんていなきゃよかった 童心社
武田　康男 ゆきのけっしょう 岩崎書店
ヨシタケ　シンスケ なんだろうなんだろう 光村図書出版

広瀬　克也 十二支のどうぶつゴールをめざせ!! 星の環会
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