
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1
007.1 ﾂﾁ
007.6 ﾏｽ
019
019.2 ｱﾘ
024.9 2
Z 070.2 ﾜﾀ

（哲学・思想）
114 ﾌﾛ
135.5 ｵﾓ
140 ｻｲ
140 ﾄﾏ
147 ｷﾑ
147.3
152 ﾌﾛ
159 ｻｲ

159.6 ｶﾓ

159.7 ﾋﾛ
159.7 ﾋﾛ
159.8 ﾋﾂ
167.8 ﾅｶ

191.5 ｽﾀ

（歴史・紀行）
209 ｳﾔ
210 ﾔﾏ
210.1 ﾀｹ
210.4 ﾏﾔ
210.7 ｷﾀ
220 ﾓﾘ
221 ｶｽ
232.8 ﾀﾅ
280.4 ﾎﾂ
288.9 ｶﾘ
290.1 ｳﾉ

291

291
291
291
291
291

（伝記）
289.1 ｲｹ
289.1 ｶﾄ

289.3 ｹﾗ

289.3 ﾅｷ

並木　良和 アシュタール宇宙船内セッション ヒカルランド
エーリッヒ・フロム 愛するということ

KADOKAWA
中田　香織 やさしい神さまのお話 百万年書房
ピーター・スタンフォー
ド 天使と人の文化史 原書房

Eric R.Johnston 動かして学ぶ量子コンピュータプログラミング オライリー・ジャパン

増井　敏克 ITエンジニアがときめく自動化の魔法 ソシム

本の雑誌社
渡辺　将人 メディアが動かすアメリカ 筑摩書房

青土社
齊藤　勇 イラストレート心理学入門 誠信書房
マイケル・トマセロ 道徳の自然誌 勁草書房
木村　藤子

土屋　誠司 はじめてのAI 創元社

魂を磨くと幸せになれる 学研プラス

池田　正夫 ちょっとケニアに行ってくる 彩流社

るるぶ群馬　'21 JTBパブリッシング

るるぶ山陰　'21

宇野　仙 学びなおすと地理はおもしろい ベレ出版

JTBパブリッシング

まっぷる九州ベストプラン　[2020] 昭文社

根岸　真理 六甲山を歩こう! 神戸新聞総合出版セ
ンター

加藤　典洋 オレの東大物語 集英社

ジョージナ・クリーグ
目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた
一方的な手紙

フィルムアート社

エルヴィン・ナギ 革命記念日に生まれて 東洋書店新社

るるぶ九州ベスト　'21 JTBパブリッシング

るるぶ京都奈良社寺めぐり　[2020] JTBパブリッシング

朝日新聞の慰安婦報道と裁判 朝日新聞出版
森安　孝夫 シルクロード世界史 講談社
糟谷　憲一 朝鮮半島を日本が領土とした時代 新日本出版社
田中　創 ローマ史再考 NHK出版
ケイト・ホッジス 世界は女性が変えてきた 東京書籍
苅安　望 大図鑑旗章の世界史 山川出版社

【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　9月 22日号　No.1

○ 一般書 ○

斎藤　一人 斎藤一人 人生がすべてうまくいく“魂”の成長 プレジデント社

鴨居　羊子 鴨居羊子の生き方百科 PHPエディターズ・グ
ループ

紀伊國屋書店

南陀楼綾繁 本のリストの本 創元社
有元　秀文 はじめての読書メソッド 合同出版
本の雑誌編集部 絶景本棚　2

エーリッヒ・フロム 生きるということ 紀伊國屋書店
重田　園江 フーコーの風向き

弘兼　憲史 弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 海竜社
弘兼　憲史 一人暮らしパラダイス 大和書房
マーサ・ヒックマン 別れを癒す、365日のことば

宇山　卓栄 「宗教」で読み解く世界史 日本実業出版社

山折　哲雄 楕円の日本 藤原書店
竹田　恒泰 天皇の国史 PHP研究所
真山　知幸 企業として見た戦国大名 彩図社
北野　隆一

<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】

（社会科学）
302.4
Z 309.1 ｸﾗ
312.1 ﾀｶ
Z 312.1 ﾊﾝ
Z 312.2 ｽｴ
316.8
Z 319.1 ﾊﾗ
Z 319.1 ﾋﾀ
319.1 ﾏﾌ
323
324.8 ﾔｼ

（経済）
331 ｽｽ
331 ﾐｶ
332.1 ｵﾊ
335 ﾔﾏ
Z 335.1 ｷﾑ
336
336 ｺｳ
336 ﾅｶ
336.2 ｸﾄ

336.2 ﾏﾂ

336.4
336.8 ｻｻ 21
336.8 ﾔｼ 21

361.8 ｸﾗ

364.4 20
366.3 ｻｲ
366.3 ﾌｾ

366.3 ﾜｸ

Z 366.5 ﾊﾏ
367.1 ﾌﾂ
367.3 ｶﾝ
367.7 ｽﾐ
367.9 ﾚﾐ

368.2

369 ｺｳ
369.2 ｻｲ

（教育・文化）
370.4 ﾀｶ
370.4 ﾎﾘ
375.1
376.1 ｾｷ
376.1 ﾌｼ
378.4 ｿｴ
383.8 ﾀｶ

サビーネ・レミレ 好きな人に触れたくなるのは、どうして? 晶文社

神足　裕司 コータリン&サイバラの介護の絵本 文藝春秋
斎藤　道雄 シニアの1,2分間運動不足解消体操50 黎明書房

ベル・フックス フェミニズムはみんなのもの エトセトラブックス

菅野　久美子 家族遺棄社会 KADOKAWA
住田　裕子 シニア六法 KADOKAWA

布施　直春 Q&A「職場のハラスメント」アウト・セーフと防止策 中央経済社

涌井　美和子 職場のいじめとパワハラ防止のヒント 産労総合研究所出版
部経営書院

濱口　桂一郎 働き方改革の世界史 筑摩書房

工藤　正彦 小さな会社の<人と組織を育てる>業務マニュアルのつくり方 日本実業出版社

松井　順一 オフィスの業務改善100の法則 日本能率協会マネジ
メントセンター

佐々木　理恵 ここだけ読めば決算書はわかる!　2021年版 新星出版社

木村　昌人 渋沢栄一 筑摩書房

河野　英太郎 どうして僕たちは、あんな働き方をしていたんだろう? ダイヤモンド社

仲川　久史 企業防災とマネジメントシステム 同友館

グロービス KPI大全 東洋経済新報社

三上　真寛 マクロ経済学 学文社
小幡　績 アフターバブル 東洋経済新報社

山田　寛英 サラリーマンかフリーランスか 中央経済社

秋庭　麻衣 テレワークの始め方 宝島社

NHKスペシャル取材
班 ルポ車上生活 宝島社

矢島　雅己 決算書はここだけ読もう　2021年版 弘文堂
ジェイムズ・クラブツ
リー ビリオネア・インド 白水社

伊藤　亜記 いちばんわかりやすい最新介護保険　[2020] 成美堂出版
齋藤　早苗 男性育休の困難 青弓社

藤田　浩子 おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬 読書サポート
副島　賢和 はなれていても、だいじょうぶ 学研教育みらい

高野　秀行 幻のアフリカ納豆を追え! 新潮社

倉持　麟太郎 リベラルの敵はリベラルにあり 筑摩書房

坂野　潤治 明治憲法史 筑摩書房

島田　周平 ザンビアを知るための55章 明石書店

馬渕　睦夫 国際ニュースの読み方 マガジンハウス

高橋　洋一 国家の怠慢 新潮社

ブラック・ライヴズ・マター 河出書房新社

原　彬久 戦後日本を問いなおす 筑摩書房
日高　義樹 米中時代の終焉 PHP研究所

末近　浩太 中東政治入門 筑摩書房

初宿　正典 新解説世界憲法集 三省堂
矢島　忠純 全図解わかりやすい賃貸住宅の法律 自由国民社

鈴木　康治 経済人類学入門 作品社

高階　玲治 ポストコロナ時代の新たな学校づくり 学事出版
堀江　貴文 将来の夢なんか、いま叶えろ。 実務教育出版

上條　晴夫 オンライン授業スタートブック 学事出版
関山　浩司 ハラスメントを予防・解決する保育の職場づくり 中央法規出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

385.9 ﾔﾏ

390 ﾜﾀ

（自然科学）
404 ｱﾆ
407 ｳﾙ
410.4 ﾍｲ

414 ｱﾚ

414.1 ﾎｻ

429.6 ｽﾃ
460.4 ｺｶ

（医学）
492.9 ｽﾐ
493.7 ﾌｸ
493.7 ﾐﾔ
493.2
493.4
493.6
494.5 ﾅｶ
494.9
498.3
498.6 ﾌｱ
499.8

（技術）
501.6
510 ﾊﾝ
527 ﾏｴ 2
547.4 ｸﾜ
547.4
549.8 ｻﾄ
589.2

（家政）
590 ﾌｼ
590.4 ﾎﾝ
592.7 ﾅｶ
592.7
593.3 ｶﾀ
593.3 ｻｶ
593.3
593.3
594.2
594.3
594.7
594.7
595.4

山田　悦子
京都の風呂敷屋さんが教える一生使える!ふろしきの結び
方・包み方50 PHP研究所

渡部　悦和 現代戦争論-超「超限戦」 ワニ・プラス

アミーア・アレクサン
ダー 世界は幾何学で作られている 柏書房
アルフレッド・S.ポザマ
ンティエ 円をめぐる冒険 紀伊國屋書店

ベン・スティル ブロックで学ぶ素粒子の世界 白揚社

ヘレン・アーニー ぶっ飛び!科学教室 化学同人
セルゲイ・ウルバン 「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑 原書房
Brian Hayes 数学そぞろ歩き 共立出版

石原　新菜 オトナ女子のカラダとココロのセルフケア 新星出版社
方方 武漢日記 河出書房新社

生活の木 簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド&マスクスプレー 主婦の友社

松野　博明 関節リウマチ 主婦の友社
中川　恵一 医者にがんと言われたら最初に読む本 エクスナレッジ

松崎　純一 ウルトラ図解尿路結石症 法研

江田　健二 「脱炭素化」はとまらない! 成山堂書店
ウィル・ハント 地下世界をめぐる冒険 亜紀書房
前　真之 エコハウスのウソ　2 日経BP
桑名　由美 はじめてのホームページ・ビルダー22 秀和システム
I O編集部 ネット技術の新常識 工学社
佐藤　淳一 よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 秀和システム
石田　純子 大人の着やせバイブル 主婦の友社

作って楽しい、毎日使える簡単!手作りエコバッグ 主婦の友社
GARDEN おうちでできるヘアカット 主婦の友社

藤野　嘉子 60過ぎたらコンパクトに暮らす 講談社
本多　さおり モノが私を助けてくれる 大和書房
長野　恵理 はじめてのセルフリノベ エクスナレッジ

丸林さんち 丸林さんちの家具づくりDIYレシピ ブティック社
かたやま　ゆうこ ブラウスを縫おう。 主婦と生活社

坂内　鏡子 いちばんよくわかるソーイングの基礎 日本ヴォーグ社

五箇　公一 これからの時代を生き抜くための生物学入門 辰巳出版

和服のリメイク ブティック社

住永　有梨 看護の現場ですぐに役立つ急変時対応のキホン 秀和システム
福西　勇夫 発達障害チェックノート 法研
宮尾　益知 女性のための発達障害の基礎知識 河出書房新社

松原　英多 未然に動脈硬化症を防ぐ生活と食事 辰巳出版
伊藤　公一 バセドウ病・橋本病 高橋書店

暮らしを豊かに…毎日使いたいエプロン ブティック社
ハロウィン&クリスマスモチーフの楽しい連続模様 アップルミンツ

指先が使えるかぎ針編みのミトン アップルミンツ

ラクしてエコする直裁ちかんたんECOバッグ ブティック社

【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　9月 22日号　No.2
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ｳｴ
596 ｴﾓ
596 ｵﾉ
596 ｷｶ
596.23 ｱﾅ
596.4 ﾜｶ
596.65 ｽｶ
596.7

（産業）
611.7 ｲﾓ

626.1
626.9 ｶﾜ
645.7 ﾊﾝ
645.7
674.3 ｲﾝ
685.5
685.5

（芸術・美術）
702 ﾏｻ
702.3
712.1 ｼｵ
721.9
726.1 ﾊｷ
726.5 ﾀﾑ
726.5 ﾘ
726.6 ﾀﾝ
749.4 ｺﾐ
754.9 ｵｵ
754.9
757.3 ｺﾙ
761.2 ｵｵ 20
778.7 ﾄﾖ

（スポーツ・諸芸）
780.1 ﾊﾙ
783.7 ｷﾖ
791 ｻｻ
795 ｼﾊ

（文学）
911.3 ﾂﾎ
918.6 3
918.6 ﾐｼ
929.1 ﾁﾖ
933.7 ｽﾃ

943.7 ｹﾚ

953.7 ﾘﾕ

995 ｶﾘ

岩倉　久恵 はじめよう!ノンアルコール 柴田書店

アナグノストゥ直子 ギリシャのごはん イカロス出版
若山　曜子 お弁当サンド KADOKAWA
菅野　のな みんなで食べたい時短おやつ 辰巳出版

EMOKO ゼロレシピ 新泉社
おの　みさ 麴のレシピ 池田書店
黄川田　としえ ホットプレートひとつでごちそうごはんができちゃった 主婦の友社

上田　淳子 塩糖水漬けレシピ 世界文化社

全国路線バス停留所総覧　関西 CHINTAI
全国路線バス停留所総覧　関東 CHINTAI

オオシマ　ダイスケ 読んでナットク!やさしい楽典入門　[2020] 自由現代社
豊田　有恒 日本アニメ誕生 勉誠出版

井本　喜久 ビジネスパーソンの新・兼業農家論 クロスメディア・パブ
リッシング

農文協 今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農山漁村文化協会

河村　毬子 おうちでとれたて野菜 河出書房新社

繁昌　良司 あなねこ 集英社
『ねこ新聞』編集部 猫はあくびで未来を描く 竹書房
ingectar‐e あたらしい、あしらい。 ソシム

大野　らふ アンティーク着物地でつくるかわいい布箱&雑貨 河出書房新社

いしかわ　まりこ 世界一たのしい!切り紙ブック KADOKAWA
デヴィッド・コールズ クロマトピア グラフィック社

アラン・リー ホビット 原書房
ショーン・タン 内なる町から来た話 河出書房新社

小宮山　博史 明朝体活字 グラフィック社

足立美術館 横山大観の全貌 平凡社
萩尾　望都 萩尾望都紡ぎつづけるマンガの世界 ビジネス社
田村　セツコ 孤独ぎらいのひとり好き 興陽館

正木　晃 世界で一番美しいマンダラ図鑑 エクスナレッジ
ジョルジョ・ヴァザーリ レオナルド・ダ・ヴィンチを探して 東京書籍
塩澤　寛樹 大仏師運慶 講談社

イサアク・エサウ・カ
リージョ・カン 夜の舞 国書刊行会

はるはる 栄養満点!強い体をつくる!はるはるママのスポーツごはん マキノ出版
清武　英利 サラリーマン球団社長 文藝春秋
佐々木　三味 佐々木三味が語る茶事・茶会の心得 淡交社
芝野　虎丸 並べるだけで強くなる虎丸の自選自解好局集 講談社

坪内　稔典 俳句いまむかし 毎日新聞出版

GENESiS　3 東京創元社
三島　由紀夫 幻想小説とは何か 平凡社
チョン　イヒョン 優しい暴力の時代 河出書房新社
メアリー・スチュアー
ト 踊る白馬の秘密 論創社
ベルンハルト・ケラー
マン トンネル 国書刊行会
パスカル・リュテル ナポレオンじいちゃんとぼくと永遠のバラクーダ 小学館
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本の小説）
F ｱｶ
F ｱｻ
F ｱｻ
F ｱﾍ
F ｲｹ
F ｲｽ
F ｲﾂ
F ｲﾉ
F ｳｻ
F ｵｵ
F ｵｸ
F ｵﾁ
F ｷｼ
F ｷﾀ
F ｺﾊ
F ｺﾝ
F ｻｻ
F ｼﾖ
F ｼﾝ
F ﾀｷ
F ﾀｹ
F ﾅﾂ 5
F ﾌｼ
F ﾌﾙ
F ﾎﾝ
F ﾎﾝ
F ﾐﾔ
F ﾔﾏ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X 916 ｵｵ
X 933.7 ﾛﾌ
X F ｲﾏ 1
X F ｺｽ
X F ﾀｶ
X F ﾀｶ 2
X F ﾅｶ
X F ﾎﾘ
X F ﾔﾏ

（日本のエッセイ）
E ｼｲ 3
E ﾂｼ
E ﾏﾂ
E ﾓﾘ
E ﾔﾏ
E ﾖﾓ

吉永　南央 初夏の訪問者 文藝春秋

本城　雅人 あかり野牧場 祥伝社
宮木　あや子 CAボーイ KADOKAWA
山田　正紀 デス・レター 東京創元社

藤本　ひとみ 数学者の夏 講談社
古市　憲寿 アスク・ミー・ホワイ マガジンハウス

誉田　哲也 もう、聞こえない 幻冬舎

瀧羽　麻子 あなたのご希望の条件は 祥伝社
武田　綾乃 愛されなくても別に 講談社
夏原　エヰジ Cocoon　5 講談社

佐々木　譲 降るがいい 河出書房新社

笙野　頼子 水晶内制度 エトセトラブックス

神護　かずみ 償いの流儀 講談社

北村　薫 雪月花 新潮社
小林　泰三 未来からの脱出 KADOKAWA
今野　敏 帝都争乱 角川春樹事務所

奥泉　光 死神の棋譜 新潮社
越智　月子 恐ろしくきれいな爆弾 小学館
貴志　祐介 我々は、みな孤独である 角川春樹事務所

井上　真偽 ムシカ 実業之日本社

宇佐見　りん 推し、燃ゆ 河出書房新社

太田　忠司 猿神 幻冬舎

池上　永一 海神の島 中央公論新社

泉　鏡花 泉鏡花<観念・人世>傑作選 KADOKAWA
逸木　裕 空想クラブ KADOKAWA

文藝春秋
朝井　まかて 類 集英社
あさの　あつこ えにし屋春秋 角川春樹事務所

阿部　智里 楽園の烏 文藝春秋

四方田　犬彦 愚行の賦 講談社

大原　扁理 思い立ったら隠居 筑摩書房
J.D.ロブ 差し伸べた手の先に ヴィレッジブックス

今村　翔吾 襲大鳳　上 祥伝社
小杉　健治 向島・箱屋の新吉 KADOKAWA
高橋　由太 うちのにゃんこは妖怪です ポプラ社
鷹井　伶 お江戸やすらぎ飯　[2] KADOKAWA
中島　京子 樽とタタン 新潮社

毎日新聞出版

森　まゆみ 本とあるく旅 産業編集センター

山口　真由 高学歴エリート女はダメですか 幻冬舎

椎名　誠 おなかがすいたハラペコだ。　3 新日本出版社

辻　仁成 なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない あさ出版

堀川　アサコ ある晴れた日に、墓じまい KADOKAWA
山口　恵以子 毒母ですが、なにか 新潮社

赤川　次郎 幽霊終着駅(ターミナル)

松尾　貴史 ニッポンの違和感
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（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 217.3
K 318.2
K 663.6

（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 326.3 20
R 369.2 20
R 369.2 20
R 369.4 20
R 487.8 ﾊﾘ
R 681.3 20
R 689.2 20
R 813.1 ｲｼ
R 813.2 ｲｼ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
03
03 ﾅ 4

（道徳）
18 ｾ

（地理）
29

（からだ）
49 ﾅ
49 ﾌ

（スポーツ）
78 4

（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ｱ
91 ｵ
91 ｻ
91 ﾅ
91 ﾋ 2
91 ﾔ
91 ﾖ
913

（外国のよみもの）
93 ﾎ

94 ｼ 7

94 ﾔ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ

あさの　ますみ ねがいごと 学研プラス
石津　ちひろ まほうのハッピーハロウィン ブロンズ新社
入江　尚子 ゾウとともだちになったきっちゃん 福音館書店

タニヤ・シュテーブ
ナー 水瓶座の少女アレーア　7 学研プラス
トーベ・ヤンソン ムーミン谷のおはなし 徳間書店

あさの　ますみ アニマルバスとたんじょうび ポプラ社

横沢　彰 青春!卓球部 新日本出版社
福井　栄一 名作古典にでてくるどうぶつの不思議なむかしばなし 汐文社

ルーシー・ホーキング 宇宙の神秘 岩崎書店

廣嶋　玲子 秘密に満ちた魔石館　2 PHP研究所
山本　悦子 神様のパッチワーク ポプラ社

ながた　みかこ 学校なぞなぞ　4 汐文社
グラフィオ へんななまえのもの事典 金の星社

国土交通省観光庁 観光白書　令和2年版 日経印刷
石井　庄司 大きな字の常用国語辞典 学研プラス
石井　庄司 大きな字の常用漢和辞典 学研プラス

内閣府 少子化社会対策白書　令和2年版 日経印刷
ティム・ハリデイ 世界のカエル大図鑑 柏書房
内閣府 交通安全白書　令和2年版 勝美印刷

国家公安委員会 犯罪被害者白書　令和2年版 勝美印刷
内閣府 高齢社会白書　令和2年版 日経印刷
内閣府 障害者白書　令和2年版 勝美印刷

☆ 児童書 ☆

仲野　徹 みんなに話したくなる感染症のはなし 河出書房新社

千羽　ひとみ キャラ絵で学ぶ!地獄図鑑 すばる舎

由井薗　健 にっぽんまるごと!ちず・行事ずかん 世界文化社

中井　均 松江城 ハーベスト出版

菅　良二 愛郷無限 ぎょうせい
小松　正之 世界の水産資源管理 雄山閣

シルビア・ブランゼイ グロッソロジーきたないもの学 講談社

おおぎやなぎ　ちか 俳句ステップ! 佼成出版社

那須　正幹 めいたんていサムくん 童心社

葦原　かも とどけ、サルハシ! 小峰書店

眞榮里　耕太 運動ができる・すきになる本　4 国土社

ささき　あり サード・プレイス フレーベル館

葦原　かも うみのとしょかん あらしがやってきた 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｺ
PN ﾄ
PN ﾅ
PN ﾏ
PN ﾐ
PN ﾔ
PN ﾔ
PN ﾖ
PNC 7

（外国のえほん）
PG ｱ

PG ｳ

PG ｳ

PG ｶ
PGC 2
PGC 2
PGC 2

デイヴィッド・ロング 虫メガネでさがしてみつけよう!キャッスル 東京書籍
デイヴィッド・ロング 虫メガネでさがしてみつけよう!パイレーツ 東京書籍

コーリン・アーヴェリス きぼう 評論社
フィービ・ウォージント
ン しょうぼうしのくまさん 福音館書店
フィービ・ウォージント
ン ボートやのくまさん 福音館書店
イタロ・カルヴィーノ 梨の子ペリーナ BL出版

山崎　たかし わくわくのきんこやねん 三恵社
ヨシタケ　シンスケ あつかったらぬげばいい 白泉社
やなせ　たかし アンパンマンまちがいをさがせ! フレーベル館

小林　なおたろう くいしんぼうのガジガジ 文芸社
どい　かや ねこのニャンルー 偕成社

矢野　アケミ ばんそうこうくださいな WAVE出版
みやにし　たつや だれかなぁ? 鈴木出版

なかや　みわ どんぐりむらのどんぐりえん 学研プラス
町田　尚子 ねこはるすばん ほるぷ出版

ミシェル・マーケル 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 西村書店
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