
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
Z 007.3 ｲﾄ
019 ｽｽ
019.5 ｿﾙ
Z 069 ﾅｶ
X 069 ﾐｳ
070.1

（哲学・思想）
111.6 ﾏﾝ
141.6 ﾑﾗ
159 ｷﾉ
159 ｺﾊ
X 172 ﾀｹ
Z 188.7 ｼﾔ

（歴史・紀行）
210.1 ﾃｸ
Z 210.3 ｼｹ
Z 210.4 ｸﾛ
210.5

210.7

Z 227.3 ｺﾊ
Z 234 ｶﾜ
291
291
291
291
291
294.5 ﾈﾓ

（伝記）
Z 289.1 ﾅｶ

289.3 ｴﾘ

（社会科学）
302.2 ｱﾙ

Z 304
304 ｾﾔ
Z 304 ﾆｼ
Z 310.4 ｽｶ
Z 311.7 ｳﾉ
312.3 ｼﾓ
Z 312.5 ｵｶ
318.2 ﾌｼ
Z 319.1
319.5 ﾋﾀ
324.4

324.6

（経済）
331 ｹﾙ

根本　利通 スワヒリ世界をつくった「海の市民たち」 昭和堂

ステファニー・ケルトン 財政赤字の神話 早川書房

せやろがいおじさん せやろがい!ではおさまらない ワニブックス
西谷　修 私たちはどんな世界を生きているか 講談社

アラー・アルジャリー
ル シリアで猫を救う 講談社

釈　徹宗 歎異抄救いのことば 文藝春秋

小林　登志子 古代メソポタミア全史 中央公論新社
河合　信晴 物語東ドイツの歴史 中央公論新社

繁田　信一 平安朝の事件簿 文藝春秋
黒田　基樹 戦国北条家の判子行政 平凡社

出口　治明 0から学ぶ「日本史」講義　戦国・江戸篇 文藝春秋

マリーヌ・ジャックマン 命を危険にさらして 創元社

ボヤン・マンチェフ 世界の他化(アルテラシオン) 法政大学出版局

村本　麗子 理想の自分で輝くためのあがり症克服術 明日香出版社
紀野　一義 生きるのが下手な人へ 文響社
小林　正観 で、何が問題なんですか? 清談社Publico
武光　誠 知っておきたい日本の神様

齋藤　孝 1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365 文響社

河出書房新社

鹿島平和研究所 日本の新時代ビジョン PHP研究所

中村　啓一 最新売掛金回収・債権管理の基本と対策 三修社

岡山　裕 アメリカの政党政治 中央公論新社
藤井　聡 都構想の真実 啓文社書房

宇野　重規 民主主義とは何か 講談社
下斗米　伸夫 新危機の20年 朝日新聞出版

菅　義偉 政治家の覚悟 文藝春秋

森　公任
すぐに役立つ財産分与から慰謝料・養育費・親権・調停・訴
訟まで最新離婚の法律相談と手続き実践マニュアル 三修社

武藤　正敏 韓国問題の新常識 PHP研究所
日高　義樹 トランプが勝つ-習王朝崩壊へ かや書房

中野　信子 ペルソナ 講談社
マリオン・クローフォー
ド 王女物語 みすず書房

木村　幸比古 地図でスッと頭に入る幕末・維新 昭文社
昭和44年生まれ編集
委員会 昭和44年生まれ スタジオK

るるぶ横浜鎌倉　[2020-2] JTBパブリッシング

るるぶ北陸金沢　'21 JTBパブリッシング

るるぶ福井　'21 JTBパブリッシング

まっぷる静岡　'21 昭文社

コリン・ソルター 世界で読み継がれる子どもの本100 原書房
中野　信子 脳から見るミュージアム 講談社
三浦　しをん ぐるぐる♡博物館

【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　11月 3日号　No.1

○ 一般書 ○

伊藤　亜聖 デジタル化する新興国 中央公論新社
鈴木　哲也 学術書を読む 京都大学学術出版会

実業之日本社

<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

P.1



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

332.1
332.1 ｻｶ
Z 333.6 ﾅｶ
335 ｲﾄ

336

336.8 ﾅｶ
336.9 ﾖｼ
338 ｵｵ
345.5 ﾂﾎ 20

361.4 ｸﾜ

Z 361.5 ｵｸ
Z 366 ｻｶ
367.3 ｸﾛ

367.6

Z 368.5 ｵｵ
368.6 ﾊｲ
369.3 ﾕｽ
369.4 ﾎﾘ

（教育・文化）
372.1 ｲｼ
374.1 ｻﾄ
376.1 ﾏﾂ
376.4 ﾀｶ

378

378

379.9 ｻﾄ
379.9 ﾓﾗ
384.8 ﾀﾆ

（自然科学）
410.2 ﾊﾄ

410.7 ｷﾀ
417 ｱﾗ
440.4 ﾌﾀ
469.2 ﾐｿ
480.7 ﾓﾘ
480.9 ﾉﾌ

（医学）
491.3 ｲｹ
492.7 ﾐﾔ
X 493.6 ﾄﾀ
493.7 ﾌﾗ
493.9 ｻﾝ
493.9 ｾｷ
Z 498 ｼﾏ
498.3 ｸﾎ
498.5 ｵｵ

（技術）
504
519.6
523.1 ﾊﾔ
527 ｻｶ

島田　眞路 コロナ禍で暴かれた日本医療の盲点 平凡社
久保　明 カリスマ内科医と組み立てるDIY健康大全 晶文社
大友　育美 七十二候の食薬レシピ 学研プラス

谷釜　尋徳 江戸のスポーツ歴史事典 柏書房

信岡　朝子 快楽としての動物保護 講談社

関谷　秀子 思春期に心が折れた時親がすべきこと 中央公論新社

ローン・フランク 闇の脳科学 文藝春秋
三宮　華子 おうちでタッチケア「ぐるーみん」 学研教育みらい

宮田　トオル 図解カラダを痛めない関節・皮膚体操 さくら舎
戸田　佳孝 1回1分腰痛が消えるちょいトレ 三笠書房

森　映子 犬が殺される 同時代社

熊上　崇
子どもの心理検査・知能検査 保護者と先生のための100%
活用ブック 合同出版

佐藤　亮子 東大に入るお金と時間の使い方 ダイヤモンド社
キンバリー・モーラン 子育てのストレスを減らす10の「魔法のことば」 新評論

石戸　奈々子 日本のオンライン教育最前線 明石書店

高橋　雄造 高校生運動の歴史 明石書店

宮尾　益知
“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を
理解する本 河出書房新社

佐藤　正寿 学級づくりに役立つ!毎日できる「昔遊び・伝承遊び」 明治図書出版
松崎　行代 遊びからはじまる 世界思想社

リディア・パイン ホンモノの偽物 亜紀書房
マララ・ユスフザイ マララが見た世界 潮出版社
堀　正嗣 子どもアドボケイト養成講座 明石書店

黒川　伊保子 家族のトリセツ NHK出版
ひきこもり大学出版
チーム 特別講義「ひきこもり大学」 潮出版社

大島　佑介 半グレと芸能人 文藝春秋

桑野　麻衣 オンラインでも好かれる人・信頼される人の話し方 クロスメディア・パブ
リッシング

小倉　紀蔵 群島の文明と大陸の文明 PHP研究所
坂本　貴志 統計で考える働き方の未来 筑摩書房

吉村　修一 領収書・レシートはどこまで経費で落とせるか ぱる出版
大村　博 Q&Aでサクサクわかる金融の世界 ビジネス教育出版社

坪多　晶子 Q&A115新時代の生前贈与と税務　令和2年改訂版 ぎょうせい

伊藤　賀一 会社を離れても仕事が途切れない7つのツボ 青春出版社
エス・ピー・ネットワー
ク総合研究部 成功事例から導く中小企業のための災害危機対策 第一法規

中村　中 コロナ危機に打ち勝つ中小企業の新しい資金調達 ビジネス教育出版社

永濱　利廣 経済危機はいつまで続くか 平凡社

小和田　哲男 戦国経済の作法 G.B.
坂口　孝則 稼ぐ人は思い込みを捨てる。 幻冬舎

林　和久 野口孫市の建築術 創元社
坂田　夏水 セルフリノベーションの教科書Premium 誠文堂新光社

日経BP 新型コロナに立ち向かう100の技術 日経BP
日本騒音制御工学会 低周波音のはなし 技報堂出版

池谷　裕二 脳はすこぶる快楽主義 朝日新聞出版

二間瀬　敏史 宇宙大全これからわかる謎の謎 さくら舎
溝口　優司 アフリカで誕生した人類が日本人になるまで SBクリエイティブ

北村　良子 多角的思考力を鍛える55の論理パズル 彩図社
荒川　俊也 Excelによるやさしい統計解析 オーム社

アダム・ハート=デイ
ヴィス フィボナッチの兎 創元社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

527.1 ﾔﾏ
549
589.2 ｻﾄ
589.2 ﾖﾋ

（家政）
590 ｱﾔ

590 ｲﾃ

X 596.04 ｶｲ
591 ｲﾀ
593.3
593.3
593.3 20-2
593.8
594.3
594.3
594.3 ﾎﾘ
594.7 ﾃﾗ
596 ｶｻ
596 ｶﾐ
596 ﾊﾘ
596 ﾌｼ
596.22 ｳｴ
596.22 ﾔﾏ
596.3 ｽｹ
596.3 ﾀｶ
596.37 ﾂﾂ
596.37 ﾂﾂ

596.65 ﾃﾕ

596.7
596.7 ｽｽ

（産業）
614.8
615.7 ﾖｼ

616.7 ﾓﾘ

627.8 ﾀｶ
629.2 ﾅｶ

666.7 ﾅｶ

X 673.9 ｽｷ

673.9 ﾂﾎ
686.2 ﾊｾ
694.6 ﾎﾘ

（芸術・美術）
702.1 3
706.7 ｵｶ
720.4 ﾑﾗ
Z 723.3 ﾌｶ

723.3 ﾙｲ

726.1
726.5 ﾜﾀ
727 ﾏﾂ
740.2 ﾎｼ
748 ｱｻ

メラニー・デュピュイ 美しいチョコレート菓子の教科書 パイインターナショナ
ル

田口　護 珈琲事典 学研プラス
スズキ　ナオ 関西酒場のろのろ日記 Pヴァイン

高橋　ヒロ まいにち米粉 池田書店
堤　人美 ザ・野菜ライス グラフィック社
堤　人美 野菜はあたためて食べる! 新星出版社

植松　良枝 ヨヨナムのベトナム料理 文化学園文化出版局

山脇　りこ 台湾スープ 誠文堂新光社
Scales チーズのひと皿 立東舎

上島　亜紀 作りおきできる。がっつり!ごはんの友 主婦と生活社
パリッコ 晩酌わくわく!アイデアレシピ Pヴァイン
藤井　恵 はじめての「味つけ冷凍」 文化学園文化出版局

保里　尚美 働くセーター 文化学園文化出版局

寺西　恵里子 お気に入りのものでできる手作りエコバッグ 日東書院本社
笠原　将弘 笠原将弘のプレミアムおかず100 扶桑社

大竹　恵理子 はじめての着物 朝日新聞出版
朝日新聞出版 子どものおしゃれ手編みニット 朝日新聞出版
岡本　啓子 糸で咲かせる花模様 リフ編みのあったかこもの ブティック社

グレイヘアに映える服 ブティック社
心地よい装いこだわりのある手作り服 ブティック社
ハンドメイドのかんたん子ども服　2020-2021秋冬 ブティック社

井出　留美 あるものでまかなう生活 日経BP日本経済新聞
出版

開高　健 魚の水(ニョクマム)はおいしい 河出書房新社
板倉　京 定年前後のお金の正解 ダイヤモンド社

浅田　政志 浅田撮影局 青幻舎

小和田　哲男 鬼滅の日本史 宝島社
和田　誠 表紙はうたう 文藝春秋

星野　道夫 悠久の時を旅する クレヴィス
松田　行正 デザイン偉人伝 左右社

深田　麻里亜 ラファエロ 中央公論新社

ベン・ルイス 最後のダ・ヴィンチの真実 集英社インターナショ
ナル

小川　敦生 美術の経済 インプレス
村田　喜代子 偏愛ムラタ美術館　展開篇 徳間書店

京都国立博物館 トラりんと学ぶ日本の美術　3 淡交社

長谷川　明 1950年代関西私鉄散歩 ネコ・パブリッシング

堀越　功 官邸vs携帯大手 日経BP

杉田　浩章 リクルートのすごい構“創”力 日経BP日本経済新聞
出版本部

坪多　晶子 これで解決!困った老朽貸家・貸地問題 清文社

中田　勝康 全貌日本庭園 学芸出版社

中井　穂瑞領
ヤモリ大図鑑　イシヤモリ科・カワリオヤモリ科・ヒレアシト
カゲ科・チビヤモリ科・ユビワレヤモリ科・ヤモリ科編 誠文堂新光社

ナタリー・レイチェル・
モリス 豆の歴史 原書房

高城　邦之 レイアウトに使える水草500種図鑑 エムピージェー

野口　伸 図解でよくわかるスマート農業のきほん 誠文堂新光社
吉田　太郎 コロナ後の食と農 築地書館

佐藤　誠二朗 日本懐かしスニーカー大全 辰巳出版

aya 一人暮らし働き女子のお仕事時間とおうち時間 日本文芸社

山田　佳世子 日本でもできる!英国の間取り エクスナレッジ
DK社 エレクトロニクスラボ オライリー・ジャパン

yopipi オトナ女子のための極上プチプラコーデ1year 日本文芸社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

753 ﾊﾁ
754.9 ﾀｶ

755.3

762.3 ﾊﾆ
775.4 ﾐﾔ

（諸芸）
796 ﾊﾌ

（言語）
810.4
816 ｺｲ
830.7 ﾊﾔ
837.8 ｼｹ

（文学）
909.3 ｲｹ
910.2 ｲｼ
918.6 20
933.7 ｶ
933.7 ｸﾘ
933.7 ﾄﾙ
933.7 ﾉﾏ
953.6 ﾊﾙ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｱﾏ
F ｲﾖ
F ｵｵ
F ｵｶ
F ｵｸ
F ｶﾂ
F ｷﾉ
F ｸｻ
F ｸﾙ
F ｺｼ
F ｺｽ
F ｻｶ
F ｻｻ
F ｼｵ
F ｼﾝ
F ｽﾐ
F ｾｵ
F ﾂｶ
F ﾅｶ
F ﾅﾅ
F ﾊﾁ
F ﾌｶ
F ﾎｼ
F ﾏﾂ 4
F ﾏﾕ
F ﾐﾈ
F ﾐﾌ 5
F ﾐﾔ 1
F ﾐﾔ 2
F ﾓﾘ
F ﾖｼ 3

宮本　昌孝 天離り果つる国　下 PHP研究所
森　博嗣 馬鹿と噓の弓 講談社
吉本　ばなな 吹上奇譚　第3話 幻冬舎

嶺里　俊介 霊能者たち 光文社
壬生　一郎 信長の庶子　5 宙出版
宮本　昌孝 天離り果つる国　上 PHP研究所

星野　智幸 だまされ屋さん 中央公論新社
松尾　清貴 南総里見八犬伝　4 静山社
眉村　卓 その果てを知らず 講談社

七月　隆文 サラと魔女とハーブの庭 宝島社
蜂須賀　敬明 焼餃子 双葉社
深緑　野分 この本を盗む者は KADOKAWA

瀬尾　まいこ 夜明けのすべて 水鈴社
塚本　はつ歌 世界から守ってくれる世界 産業編集センター

中山　七里 銀齢探偵社 文藝春秋

坂木　司 アンと愛情 光文社
笹本　稜平 相剋 双葉社

小島　環 泣き娘 集英社
小杉　健治 死の扉 双葉社

住野　よる この気持ちもいつか忘れる 新潮社

塩田　武士 デルタの羊 KADOKAWA
新堂　冬樹 動物警察24時 光文社

ジョン・グリシャム 「グレート・ギャツビー」を追え 中央公論新社
J.R.R.トールキン ベレンとルーシエン 評論社

池田　正孝 世界の児童文学をめぐる旅 エクスナレッジ
石川　肇 競馬にみる日本文化 法藏館
日本推理作家協会 ザ・ベストミステリーズ　2020 講談社

久坂部　羊 善医の罪 文藝春秋
車　浮代 天涯の海 潮出版社

勝目　梓 落葉の記 文藝春秋
木下　昌輝 戀童夢幻 新潮社

岡田　秀文 首イラズ 光文社
奥田　亜希子 白野真澄はしょうがない 東京創元社

伊与原　新 八月の銀の雪 新潮社
大崎　梢 もしかしてひょっとして 光文社

朝井　リョウ スター 朝日新聞出版
天野　純希 乱都 文藝春秋

小池　陽慈 14歳からの文章術 笠間書院
林　剛司 中学英語から始める洋書の世界 青春出版社

ジョン・ディクスン・カー 帽子蒐集狂事件 論創社

重盛　佳世 なるほど!英会話フレーズ 総合法令出版

ハワード・ノーマン ノーザン・ライツ みすず書房
オノレ・ド・バルザック サンソン回想録 国書刊行会

朝日新聞校閲センター 日本語の奥深さを日々痛感しています さくら舎

八條　忠基 有職の色彩図鑑 淡交社
たかはし　なな 花おりがみの飾りもの 誠文堂新光社
パイインターナショナ
ル 世界のクラウンジュエル パイインターナショナ

ル

チャールズ・バーニー チャールズ・バーニー音楽見聞録　ドイツ篇 春秋社
宮本　亞門 上を向いて生きる 幻冬舎

羽生　善治 羽生善治の受けの教科書 河出書房新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（小説 文庫）
X 911 ｺｲ
X 918.6
X F ｱｷ
X F ｱｻ
X F ｱｿ
X F ｱﾍ 4
X F ｲｶ 18-1
X F ｲﾉ
X F ｲﾏ 2
X F ｳｴ
X F ｳｴ
X F ｵｷ
X F ｶｾ 4
X F ｶﾂ
X F ｶﾈ 1
X F ｶﾈ 14
X F ｸｼ
X F ｸﾗ
X F ｺｽ
X F ｻｴ
X F ｻｶ
X F ｻｻ
X F ｻｻ
X F ｼﾉ
X F ｽｽ
X F ｽｽ
X F ﾁﾉ 1
X F ﾁﾉ 3
X F ﾂｼ
X F ﾅｶ 7
X F ﾆｲ
X F ﾆｼ
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾔ 3
X F ﾊﾔ 5
X F ﾌｼ
X F ﾘｶ 5

（大活字本）
080 ｱｸ 4

（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 686.2

（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
R 291
R 386 ﾓﾄ

平凡社 ベーシックアトラス日本地図帳 平凡社
リサ・モートン 図説ハロウィーン百科事典 柊風舎

早見　俊 最強同心剣之介　[5] コスミック出版
藤井　邦夫 古傷痕(ふるきず) 双葉社
梨香 魔法学校の落ちこぼれ　5 アルファポリス

辻堂　ゆめ またもや片想い探偵追掛日菜子 幻冬舎

くもの頭領 講談社
笹本　稜平

光文社
林　真理子 私はスカーレット　3 小学館

佐伯　泰英 乱癒えず 光文社
坂岡　真 駆込み女 双葉社

知野　みさき 江戸は浅草　3 講談社

芥川　龍之介 芥川龍之介大活字本シリーズ　4 三和書籍

引火点 幻冬舎

平凡社 ベーシックアトラス世界地図帳

永井　義男 秘剣の名医　7 コスミック出版
新津　きよみ セカンドライフ 徳間書店
西村　京太郎 二つ(ダブル)の首相暗殺計画

こー企画　いのうえ事
務所

【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　11月 3日号　No.2

鈴木　英治 蒼い月 光文社
千野　隆司 出世商人　1 文藝春秋

篠　綾子 たまもかる 小学館
鈴鹿　千秋 あやかし商品開発部 双葉社

佐々木　裕一

倉阪　鬼一郎 きずな水 実業之日本社
小杉　健治 奇病 双葉社

上田　秀人 偽計 徳間書店

風野　真知雄 わるじい慈剣帖　4 双葉社

平凡社

桂　望実 諦めない女 光文社
金子　成人 ごんげん長屋つれづれ帖　1 双葉社
金子　成人 付添い屋・六平太　[14] 小学館
鯨　統一郎 銀幕のメッセージ

実業之日本社
畑野　智美 シネマコンプレックス

光文社

いのうえ　こーいち 下津井電鉄

上田　秀人 暁光の断 光文社

輿水　泰弘 相棒　season18上 朝日新聞出版
井上　ひさし 野球盲導犬チビの告白 実業之日本社

小池　光 うたの動物記 朝日新聞出版
菊池　仁 江戸旨いもの尽くし 朝日新聞出版

沖田　正午 わらわがゆるさぬ 徳間書店

麻生　幾 アンダーカバー 幻冬舎
安部　龍太郎 家康　4 幻冬舎

秋吉　理香子 ジゼル 小学館
麻倉　一矢 一万両用心棒 コスミック出版

今村　翔吾 襲大鳳　下 祥伝社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ・道徳）
00 ﾀ
14

（科学・生物）
40
40 ｻ
48 2
48 ｲ
48 ｻ

（産業）
62 ﾀ

69

（スポーツ）
78 5

（日本のよみもの）
91 ｲ 5
91 ﾄ

（外国のよみもの）
93 ｸ
93 ｼ 2
93 ﾚ
93 ﾛ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｳ
PN ｷ
PN ｻ
PN ｽ
PN ﾅ
PN ﾆ
PN ﾈ
PN ﾌ
PN ﾔ
PN ﾔ
PNC
PNC ｱ
PNC ｲ
PNC ﾌ

（外国のえほん）
PG ﾇ
PG ﾊ
PG ﾌ

PG ﾏ

PG ﾏ

PG ﾕ
PG ﾗ

PG ﾘ

荒井　真紀 まどのむこうのくだものなあに? 福音館書店
石津　ちひろ なぞなぞのにわ 偕成社

やぎ　たみこ ほげちゃんとおともだち 偕成社
山本　祐司 カレーのおうさま ほるぷ出版
スタジオジブリ スタジオジブリのいろんなくらし 徳間書店

西村　敏雄 もりのおふとん 福音館書店
ねじめ　正一 みどりバアバ 童心社
ふくざわ　ゆみこ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん 教育画劇

いしかわ　こうじ パンダくんのおにぎり ポプラ社

ケイリー・ジョージ クローバーと魔法動物　2 童心社
M.G.レナード 列車探偵ハル 早川書房

ゴムドリco. 水族館のサバイバル　2 朝日新聞出版
石川　創 クジラをめぐる冒険 旬報社

石黒　亜矢子 つちんこ つっちゃん 好学社

ミシェル・クエヴァス ブラックホールの飼い方 小学館

眞榮里　耕太 運動ができる・すきになる本　5 国土社

当原　珠樹 オオハシ・キング PHP研究所

藤嶋　昭 すごい科学者のアカン話 ナツメ社
佐藤　勝彦 科学者になりたい君へ 河出書房新社

竹内　薫 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント PHP研究所
池谷　裕二 こころキャラ図鑑 西東社

シェリー・ダスキー・リ
ンカー はたらくくるまたちのかいたいこうじ ひさかたチャイルド

ピム・ラマース ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ほるぷ出版

スザンナ・マッティアン
ジェリ どれもみーんなアントニオ! 山烋

ユ　ヒジン ねむねむさんがやってくる 世界文化社

ロバート・ブライト おばけのジョージー メリーメリークリスマス! 好学社
フアナ・マルティネス‐
ニール アルマの名前がながいわけ ゴブリン書房

フラン・ヌニョ しあわせなときの地図 ほるぷ出版
トーマス・ハーディング あの湖のあの家におきたこと クレヨンハウス

古川　正和 でんしゃえほん 偕成社

accototo ポポくんのおばけパン PHP研究所

J.K.ローリング クィディッチ今昔 静山社

上村　亮太 アネモネ戦争 BL出版
北見　葉胡 マーシカちゃん アリス館
さこ　ももみ だっこでんしゃ 交通新聞社
鈴木　永子 もどっておいで リーブル
長野　ヒデ子 せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ 童心社

今井　恭子 キダマッチ先生!　5 BL出版

竹内　和雄
小学生のうちに身につけたい!コピーして使える!スマホ・
ネット基礎・基本ワーク 学事出版

谷本　雄治 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる フレーベル館

佐藤　克文 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 福音館書店

☆ 児童書 ☆

P.6


