
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
Z 002.7 ﾐﾔ
013 ﾖｼ
016.2 ｲﾄ
069 ｸｾ

（哲学・思想）
116 ﾄﾀ
130 ｵｶ
146.8 ﾔﾅ
Z 159 ﾎﾘ
159.4 ｲﾊ
162.1

（歴史・紀行）

222

238 ｾｷ
290.1 ｳｴ

（伝記）
280.4 1
280.4 2

283.5 ｳｱ 1

283.5 ｳｱ 2

288.4
289.1 ｼﾌ
289.3 ｷﾝ

（社会科学）
304 ｱﾀ
Z 314.8 ｸﾎ
318.5 ｲﾜ
319.5
320.7 ﾓﾘ

（経済）
332.1 ﾌｼ
332.1 ﾓﾘ
332 4
334.4
334.4 ﾑﾗ
336 ﾄﾀ
336.2 ﾌｶ
336.3 ﾓﾘ
336.4 ｼﾗ
336.4 ﾉﾑ
336.4 ﾏｴ
339.5
361.4 ﾔﾏ
364.6 ｵｸ

366.7

367.1 ｼｶ

森　時彦 図解組織を変えるファシリテーターの道具箱 ダイヤモンド

ヴィクトル・バタジオン 「悪」が変えた世界史　上 原書房
ヴィクトル・バタジオン 「悪」が変えた世界史　下 原書房

久保　文明 アメリカ大統領選 岩波書店
ジャック・アタリ 命の経済 プレジデント社

丸山　俊一 欲望の資本主義　4 東洋経済新報社

白崎　あゆみ すごい!オンライン会話術 PHP研究所

エマニュエル・ド・ヴァ
リクール マリー・アントワネットと5人の男　上 原書房
エマニュエル・ド・ヴァ
リクール マリー・アントワネットと5人の男　下 原書房

岩田　一成 「やさしい日本語」で伝わる!公務員のための外国人対応 学陽書房

ジェフ・ブラックウェル ルース・ベイダー・ギンズバーグ あすなろ書房

古谷　正覚 たずねる・わかる聖徳太子 淡交社
井上　潤 渋沢栄一伝 ミネルヴァ書房

戸田　覚 おうち仕事術 翔泳社
深沢　真太 わけるとつなぐ ダイヤモンド

ディーナ・イオネスコ 世界移民統計アトラス 原書房
村山　祐介 エクソダス 新潮社

【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　11月 10日号　No.1

○ 一般書 ○

上杉　和央 歴史は景観から読み解ける ベレ出版

六四回顧録編集委員
会 証言天安門事件を目撃した日本人たち ミネルヴァ書房

関　眞興 一冊でわかるロシア史 河出書房新社

久世　番子 博物館ななめ歩き 文藝春秋

宮内　泰介 実践自分で調べる技術 岩波書店
吉井　潤 図書館の新型コロナ対策ガイド 青弓社
伊東　達也 苦学と立身と図書館 青弓社

岩田　文昭 知っておきたい日本の宗教 ミネルヴァ書房

岡本　裕一朗 哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる KADOKAWA
弥永　英晃 “寝る前に5分”読むだけで「不安」がスーッと消え去る本 大和出版

戸田山　和久 思考の教室 NHK出版

堀江　貴文 夢中力 光文社
伊庭　正康 結果を出す人がやっている!仕事を「楽しくする」方法 明日香出版社

野村　絵理 オンラインで伝える力 ポプラ社
前川　孝雄 本物の「上司力」 大和出版
石川　英彦 火災・地震保険とお金の本 自由国民社

朝日新聞取材班 米中争覇 朝日新聞出版
森田　果 法学を学ぶのはなぜ? 有斐閣

森永　卓郎 なぜ日本経済は後手に回るのか KADOKAWA
藤井　聡 「自粛」と「緊縮」で日本は自滅する ビジネス社

山本　尚 日本人は論理的でなくていい 産経新聞出
奥野　文夫 個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本 自由国民社
朝日新聞「父親のモ
ヤモヤ」取材班 妻に言えない夫の本音 朝日新聞出版

ジョニー・シーガー 女性の世界地図 明石書店

<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】

367.3 ｲﾁ

367.6 ｶｼ

367.7
367.9 ｴﾑ
369.2 ｵﾜ

（教育・文化）
376.1 ﾓﾘ

379.9

379.9 ﾀｸ
383.1 ｺﾊ
392 ﾈｳ

（自然科学）
404 ｳｴ 1
404 ｳｴ 2
407 ｶﾝ
410.7 ﾛｼ
X 417
420 ﾖｼ
451.9 ﾐｽ
X 460.4 ﾓﾘ
469.2 ﾗﾝ
486
488.5

（医学）

491.3 ｵﾑ

491.8 ｵｶ
493.2
494.5 ｱｷ
494.7
496.8
498.1 ﾏﾂ
498.3

498.3

498.3
498.5
498.5
498.5 ﾎﾝ
498.6 ｵｶ

（技術）
507.7 ﾅｶ
519.1 ﾆｼ
520.8

521 ｲｿ

521.8
532 ｻﾜ
589.2 20-2

（家政）
590.4 21
591
591 ｵｵ
593.3
593.3 ｲﾄ

太田　哲二 「世帯分離」で家計を守る 中央経済社

松村　秀一 和室学 平凡社

大人になったら、着たい服　'20-'21秋冬 主婦と生活

リチャード・ランガム 善と悪のパラドックス NTT出版

不整脈 心房細動・期外収縮 文響社
秋山　正子 がんと共に生きていくときに、知っておいてほしい 山と溪谷社

アンジェリーク・ファ
ン・オムベルヘン 世界一ゆかいな脳科学講義 河出書房新社

岡田　晴恵 キャラでわかる!はじめての免疫図鑑 日本図書センター

丸山　宗利 驚異の標本箱 KADOKAWA
今泉　忠明 ハシビロコウのすべて 廣済堂出版

吉田　伸夫 この世界の謎を解き明かす高校物理再入門 技術評論社
三隅　良平 47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわ ベレ出版
森　達也 私たちはどこから来て、どこへ行くのか 筑摩書房

ジョフリー・ウェスト スケール　下 早川書房

現代ビジネス FACTをつかむ統計の見抜き方 河出書房新

Sarah Khan たのしく学べる理科・科学 オーム社
Kirsteen たのしく学べる算数・数学 オーム社

森　麻美 元気モリモリ森麻美の運動あそび 鈴木出版

水口　高志 体育が得意になる!パパとママのとっておきコーチ術 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

ジョフリー・ウェスト スケール　上 早川書房

拓土ママ 拓土くん家(ち)の英語メソッド KADOKAWA
小林　哲夫 学校制服とは何か 朝日新聞出版
リー・ネヴィル 世界特殊部隊大全 原書房

一田　憲子 ムカついても、やっぱり夫婦で生きていく エムディエヌコーポ
レーション

柏木　理佳 ひきこもりは“金の卵” 日経BP日本経済新聞
出版本部

沢村　香苗 シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 学陽書房
カロリン・エ イエスの意味はイエス、それから… みすず書房
尾渡　順子 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 講談社

股関節痛 変形性股関節症 文響社
三谷　浩樹 口・のどのがん 講談社
松井　豊 看護職員の惨事ストレスとケア 朝倉書店
久保　明 カラダに良いこと悪いこと 永岡書店
江戸川大学睡眠研究
所 合格睡眠 学研プラス

体を温める。 宝島社
三浦　理代 からだによく効く食材&食べあわせ手帖 池田書店
吉田　企世 効率よく栄養をとる食べ方&保存のコツ事典 ナツメ社
本多　京子 シニア世代の食材冷凍術 講談社
岡田　晴恵 最新知見で新型コロナとたたかう 岩波書店

国民生活センター くらしの豆知識　2021年版 国民生活センター

井澤　江美 知識ゼロでもわかる!お金のトリセツ 永岡書店

西口　彩乃 木のストロー 扶桑社
パイインターナショナ
ル 日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナ

ル

中山　裕木 技術英語の基本を学ぶ例文300 研究社

澤　武一 わかる!使える!機械加工入門 日刊工業新聞社

磯　達雄 絶品・日本の歴史建築　西日本編 日経BP日本経済新聞
出版本部

ゆったり着られる大人服 ブティック社
伊藤　みちよ シンプルワードローブ 日本ヴォーグ社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

593.3 ｶﾄ
593.3 ｼﾐ
593.3 ﾀｶ
594
594.2
594.3
594.3
594.3 ﾊﾔ
594.7
596 ｲﾁ
X 596 ｲﾄ
596 ｳｴ
596 ｵｷ
596 ｻｲ
596 ｼﾖ
596 ﾀｶ
596 ﾉｸ
596.21 ﾔﾏ
596.33 ｴﾀ
596.4 ﾂﾂ
596.4 ﾊｽ
596.65 ｲﾏ
596.65 ｶﾄ
598.2
（産業）
611.7 ｾｷ
611.8 ﾌｼ

612.9 ｼﾔ

615.7 ｵｷ
617.9 ｵｶ
625.4 ﾐﾜ
625.6
627.8 ﾀﾅ
672 ﾐﾔ
675
686.2 ﾂﾁ
686.2 ﾅｶ
686.2 ﾊﾗ
686.2 ﾔﾏ

（芸術・美術）

702.1

702.1

702.1
704
708.7
718 ﾆｼ

726.1 ｼﾕ 21

726.1 ｼﾕ 22

727.8 ｲﾏ

727.8 ｶﾌ

【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 10日号　No.2

チャールズ・M.シュ
ルツ 完全版ピーナッツ全集　22 河出書房新社

今田　里美 かんたん&かわいい!和気文具の手描き文字レッ ナツメ社
サイモン・ガーフィー
ルド 私の好きなタイプ ビー・エヌ・エヌ新社

山田　昌彦 シャインマスカットの栽培技術 創森社

大橋　一章 正倉院宝物の輝き 里文出版

NHK「日曜美術館」
制作班 旅する日曜美術館　東海・近畿・中国・四国・九州 NHK出版
NHK「日曜美術館」
制作班 旅する日曜美術館　北海道・東北・関東・甲信越・北陸 NHK出版

タナカ　カツ 新・水草水槽のせかい リトルモア
宮崎　正勝 商業から読み解く「新」世界史 原書房
日本心理学 消費者の心理をさぐる 誠信書房

藤崎　幸子 知らなきゃ損する新農家の相続税 農山漁村文化協会

関根　佳恵 13歳からの食と農 かもがわ出版

沖津　一陽 自然農を生きる 創森社
岡井　路子 まるごと楽しむオリーブの本 八月社
三輪　正幸 カキ NHK出版

加藤　容子 使い勝手のいい、エプロンと小物 ブティック社
志水　美香 毎日着られる着物リメイク 日本文芸社
高島　まりえ 男の子にも女の子にも似合う服 日本ヴォーグ社

おしゃれでつけ心地がよい決定版・手作り布マス 主婦の友社
かわいい縁起物刺しゅう アップルミンツ

朝日新聞出 毛糸のパンツ 朝日新聞出版
朝日新聞出 冬に編みたいバッグの本 朝日新聞出版
林　ことみ 林ことみのこれであなたもSock Knitter 日本ヴォーグ社

使えておしゃれなエコバッグとショッピングバッグ 主婦と生活
市瀬　悦子 2品献立、はじめました。 大和書房
伊藤　まさこ 母のレシピノートから 筑摩書房
植木　もも子 朝10分で作れる薬膳スープジャー弁当 家の光協会
荻野　恭子 塩水に漬けるだけ!乳酸発酵の体にいい!おいしいおかず 学研プラス
齋藤　菜々 基本調味料で作る体にいいスープ 主婦と生活
ジョーさん。 ジョーさん。の神速うまレシピ PHP研究所
高山　なおみ 自炊。何にしようか 朝日新聞出版
野口　真紀 家族でごはん12か月 新星出版社
山田　奈美 二十四節気のお味噌汁 WAVE出版
エダジュン くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ 家の光協会
堤　人美 きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 朝日新聞出版
蓮池　陽子 簡単シェラカップレシピ 山と溪谷社
今井　ようこ やさしいヴィーガン焼き菓子 河出書房新社
加藤　里名 はじめてのクッキー缶 家の光協会
主婦の友社 妊活にいいこと大全 主婦の友社

ジャン=ポール・シャ
ルヴェ 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック 原書房

土屋　武之 旅は途中下車から 交通新聞社
中井　精也 日本鉄道風景地図鑑 平凡社
原　武史 「線」の思考 新潮社
山田　亮 昭和・平成を駆け抜けた長距離鈍行列車 フォト・パブリッシング

西山　厚 仏像に会う ウェッジ
チャールズ・M.シュ
ルツ 完全版ピーナッツ全集　21 河出書房新社

京都文化博 舞妓モダン 青幻舎
岡田　温司 ビジネス教養としてのアート KADOKAWA
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

748 ｸﾚ
750 ｺﾝ
754.9 ｲｼ
754.9 ﾔﾏ
762.8 ﾎﾘ
764.7
764.7 2
767.8 ｱｻ
778.2
X 778.2 ｱｵ
779.1 ｱｶ

（スポーツ・諸芸）
780
783.6 ﾏﾂ
787.1 ﾑﾗ
788.1 ﾈﾏ
798.5 ﾅｶ

（言語）
816
829.3 ｷﾑ

829.4

（文学）
904 ﾂﾎ
910.2 ｲｼ
910.2 ﾅｶ
910.2 ﾐｼ
911.1 ﾑﾗ
911.1 ﾜﾀ
916 ｲﾄ
916 ﾌﾙ

929.7 ｻｱ

933.7 ｷﾝ 1
933.7 ｷﾝ 2

933.7 ﾌｲ

935.7 ｼﾔ
953.7 ﾃﾕ
953.7 ﾌｵ
973 ｱﾊ
（日本の小説）
F ｱｵ
F ｱｵ
F ｱｷ
F ｱｽ 15
F ｲｶ
F ｲﾄ
F ｲﾄ
F ｲﾇ
F ｲﾇ
F ｲﾉ
F ｴﾝ
F ｵｵ
F ｵｶ
F ｶﾜ
F ｷﾀ 北野　武 浅草迄 河出書房新

太田　愛 彼らは世界にはなればなれに立っている KADOKAWA
小川　糸 とわの庭 新潮社
河治　和香 ニッポンチ! 小学館

戌井　昭人 壺の中にはなにもない NHK出版
井上　荒野 ママナラナイ 祥伝社
遠藤　周作 影に対して 新潮社

いとう　せい 夢七日 夜を昼の國 文藝春秋
伊藤　整 変容 小学館
乾　ルカ 龍神の子どもたち 祥伝社

秋吉　理香 眠れる美女 小学館
あずみ　圭 月が導く異世界道中　15 アルファポリス
五十嵐　貴 命の砦 祥伝社

カルミネ・アバーテ 海と山のオムレツ 新潮社

蒼井　碧 建築史探偵の事件簿 宝島社
青山　七恵 みがわり 幻冬舎

アンナ・シャーマン 追憶の東京 早川書房
マルク・デュガン 透明性 早川書房
フィリップ・フォレスト 洪水 河出書房新

スティーヴン・キング 眠れる美女たち　上 文藝春秋
スティーヴン・キング 眠れる美女たち　下 文藝春秋
F.スコット・フィッツ
ジェラルド ラスト・タイクーン 作品社

伊藤　暢彦 わたしのおうち 新日本出版
古谷　経衡 毒親と絶縁する 集英社
アフマド・サアダー
ウィー バグダードのフランケンシュタイン 集英社

佐藤　秀明 三島由紀夫 岩波書店
村井　康彦 藤原定家『明月記』の世界 岩波書店
渡部　泰明 和歌史 KADOKAWA

坪内　稔典 屋根の上のことばたち 新日本出版
山下　多恵 かなしき時は君を思へり 未知谷
永吉　雅夫 「戦時昭和」の作家たち 青弓社

ロバート・グ 東西冷戦時代の廃墟図鑑 原書房

村越　正海 海のルアー釣り完全BOOK

近藤　理恵 困ったときのおへやあそび かもがわ出版
石川　眞理 切り紙、はじめました。 永岡書店
山口　真 1年中楽しめる暮らしの折り紙 日本ヴォーグ社

欧米・アジア語学セ
ンター たったの72パターンでこんなに話せるインドネシア語会話 明日香出版社

堀内　誠一 音楽の肖像 小学館
広田　寛治 ジョン・レノン フォーエバー 河出書房新

土曜の朝と日曜の夜の音楽　2 マガジンハウス

生明　俊雄 日本の流行歌 ミネルヴァ書房

国立映画 映画『羅生門』展 国書刊行会
青山　誠 浪花千栄子 KADOKAWA

木村　友紀 いちばんやさしい使えるベトナム語入門 池田書店

赤塚　盛貴 昭和の寄席の芸人たち 彩流社

中野　龍三 eスポーツビジネス 秀和システム

QuizKnock 文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 朝日新聞出

メイツユニ
根間　弘海 大相撲行司の松翁と四本柱の四色 専修大学出版局

伊藤　亜紗 見えないスポーツ図鑑 晶文社
松下　浩二 卓球超観戦術 カンゼン
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｷﾀ
F ｸﾛ
F ｻｶ
F ｻﾄ
F ｻﾄ 4
F ｽﾐ
F ﾀﾅ
F ﾄｳ
F ﾅｷ 11
F ﾊﾅ
F ﾋｶ
F ﾋﾉ
F ﾌｼ
F ﾕﾒ 5
F ﾖｼ
F ﾜｶ

（小説 文庫）
X 918.6
X 918.6
X 933.7 ｶ
X 933.7 ｸﾘ

X 933.7 ﾊｶ

X 933.7 ﾏﾂ

X 943.7 ﾏﾙ

X 949.8 ﾎｲ

X F ｱｻ
X F ｵｵ 16
X F ｵｶ 3
X F ｶﾝ 2
X F ｷﾇ 2-3
X F ｸﾗ
X F ｻｻ
X F ｼﾊ
X F ﾀｶ
X F ﾀｹ 8
X F ﾁﾉ 3
X F ﾄﾊ
X F ﾅｶ
X F ﾅｶ 3
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾗ
X F ﾌｸ
X F ﾏﾂ 9
X F ﾏﾔ 1
X F ﾏﾔ 2
X F ﾐﾔ
X F ﾓﾁ 13
X F ﾔﾏ 3
X F ﾖｼ
X F ﾖｼ
（日本のエッセイ）
E ｱｻ

アガサ・クリスティー 葬儀を終えて 早川書房

J.D.バーカー 猿の罰 ハーパーコリンズ・
ジャパン

エイドリアン・マッキン
ティ ガン・ストリート・ガール 早川書房

鮎川　哲也 線路上の殺意 双葉社
あさの　あつ 1日10分のぜいたく 双葉社
ジョン・ディクスン・カー 死者はよみがえる 東京創元社

山本　甲士 ひかりの魔女　[3] 双葉社
吉野　泉 手のひらアストラル 東京創元社
吉村　喜彦 たそがれ御堂筋 角川春樹事務所

真山　仁 シンドローム　下 講談社
宮本　紀子 寒紅と恋 角川春樹事務所

望月　麻衣 わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　13 KADOKAWA

福田　和代 いつか夜は明けても 祥伝社
松岡　圭祐 高校事変　9 KADOKAWA
真山　仁 シンドローム　上 講談社

中村　啓 SCIS科学犯罪捜査班　3 光文社
波多野　聖 メガバンク最後通牒 幻冬舎
原田　マハ ハグとナガラ 文藝春秋

知野　みさき 江戸は浅草　3 講談社
鳥羽　亮 剣鬼攻防 祥伝社
中島　久枝 白子の柚子釜 角川春樹事務所

芝村　凉也 迷い熊笑う 双葉社
鷹山　悠 隠れ町飛脚 三十日屋 ポプラ社
竹村　優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。　8 KADOKAWA

衣笠　彰梧 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編3 KADOKAWA
倉阪　鬼一 新春新婚(にいめとり) 二見書房
笹沢　左保 霧に溶ける 祥伝社

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　16 SBクリエイティブ

岡本　さとる 熱血一刀流　3 角川春樹事務所

玩具堂 探偵くんと鋭い山田さん　2 KADOKAWA

クルト・マー 希望なき惑星 早川書房
ルイース・ボイイエ・
アブ・イェンナス 毒花を抱く女 早川書房

浅水　ハヅキ 札幌夜パフェ「紅うさぎ」の裏メニュー 小学館

浅田　次郎 見果てぬ花 小学館

夢枕　獏 新・餓狼伝　巻ノ5 双葉社
吉田　修一 湖の女たち 新潮社
若木　未生 われ清盛にあらず 祥伝社

日野　草 エターナル 実業之日本社
藤岡　陽子 きのうのオレンジ 集英社

泣き虫黒鬼 鍛冶師ですが何か!　11 アルファポリス
花村　萬月 くちばみ 小学館
東川　篤哉 谷根千ミステリ散歩 KADOKAWA

住野　よる この気持ちもいつか忘れる 新潮社
田中　慎弥 完全犯罪の恋 講談社
堂場　瞬一 コーチ 東京創元社

坂岡　真 絶局 小学館
佐藤　多佳 いつの空にも星が出ていた 講談社
さとう 大自然の魔法師アシュト、廃れた領地でスローライフ　4 アルファポリス

北原　一 ふたり、この夜と息をして ポプラ社
黒木　亮 カラ売り屋、日本上陸 KADOKAWA
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

E ｸﾏ
E ｿﾉ
E ﾏｽ 2
E ﾖｳ
（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 289.1
K 382.1

（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 383.1
R 488 ﾌｼ
R 498.1 20

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）

16 ｳ

（歴史）
28 ｺ
28 ﾊ
（社会）
31 ﾀ
36 ﾌ
（生物・からだ）
42 ｽ
46

（技術）

58 1

58 2

59 ﾔ

（産業）

61

（芸術・しゅみ）
75

75 1

75 2

75 3

75 4

75 5

75 6

75 7

75 ｲ

（日本のよみもの）
91 ｱ 7
91 ｲ
91 ｲ 12

益田　ミリ 今日の人生　2 ミシマ社
養老　孟司 世間とズレちゃうのはしょうがない PHP研究所

熊谷　達也 いつもの明日 河北新報出版センター

曾野　綾子 人間の道理 河出書房新社

いしばし　なおこ 2〜5才のかわいいおりがみえほん どうぶつ パイインターナショ
ナル

石崎　洋司 6年1組黒魔女さんが通る!!　12 講談社

秋木　真 少年探偵響　7 KADOKAWA
いとう　みく おねえちゃんって、きょうもやきもき! 岩崎書店

伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　5 ポプラ社
伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　6 ポプラ社
伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　7 ポプラ社

伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　2 ポプラ社
伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　3 ポプラ社
伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　4 ポプラ社

全国納豆協同組合
連合会 納豆の本 岩崎書店

日本こままわし協会 まるごとこままわし教室 いかだ社
伝統的工芸品産業
振興協会 調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく　1 ポプラ社

たけたに　ちほみ 消えたレッサーパンダを追え! 学研プラス
レイチェル・ブライアン 子どもを守る言葉『同意』って何? 集英社

コリン・スチュアート 絵でさぐる音・光・宇宙 岩崎書店

フィリップ・ウィルキ
ンソン 世界の神話と英雄大図鑑 河出書房新社

こざき　ゆう 偉人もみんな悩んでいた 枻出版社
キャスリン・ハリガン 世界のすごい女子伝記 講談社

武村　政春 ウイルスって何だろう? PHP研究所

「和紙ってなに?」編
集室 和紙ってなに?　1 理論社
「和紙ってなに?」編
集室 和紙ってなに?　2 理論社

柳原　尚之 はじめての和食えほん 秋のごちそうつくろう 文溪堂

☆ 児童書 ☆

厚生労働省 厚生労働白書　令和2年版 日経印刷

DK社 世界服飾大図鑑 河出書房新社

土山　公仁 光秀を追う 岐阜新聞社
野本　寛一 採集民俗論 昭和堂

藤井　幹 羽根識別マニュアル 文一総合出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

91 ｶ
91 ｸ
91 ｺ
91 ｺ 3
91 ｻ 4
91 ﾂ 3
91 ﾋ
91 ﾋ 7
91 ﾌ
91 ﾌ
91 ﾏ 3
91 ﾐ 3
91 ﾑ

（外国のよみもの）
92 ｺ 14
93 ｼ
93 ｾ
93 ﾃ
93 ﾍ
93 ﾎ
93 ﾓ
96 ﾓ
（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｳ

PN ｵ

PN ｷ
PN ｸ
PN ｻ
PN ﾀ
PN ﾂ
PN ﾄ
PN ﾅ

PN ﾉ

PN ﾋ
PN ﾏ
PN ﾓ
PNC ｻ

（外国のえほん）
PGC 3
PGC 3 5
PGC 3 6
PGC ﾊ
PGC ﾋ
PGC ﾋ
PGC ﾎ

キアラ・ピローディ こっち、こっち! すばる舎
キアラ・ピローディ のりもの すばる舎
カーステン・ホール ミツバチたち 化学同人

茂田　まみこ あおいらくだ 北樹出版
ささき　みお ムカムカ!“いかり”はあばれんぼう 少年写真新聞社

フィリップ・バンティング きみはどこからやってきた? KADOKAWA

ハナネ・カイ 今、世界はあぶないのか?　[5] 評論社
ハナネ・カイ 今、世界はあぶないのか?　[6] 評論社

トミー・デ・パオラ クリスマスツリーをかざろうよ 光村教育図書

のぶみ さらう宇宙人図鑑 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

平田　昌広 ことばたんてい かくされたおたから 新日本出版
丸山　誠司 でんちゃんとせんちゃん 鈴木出版

塚本　やすし じごくわらしがくるぞ! マイクロマガジン社

殿内　真帆 やっこさんのけんか フレーベル館
長尾　玲子 サンタさん 福音館書店

くさか　みな もうふちゃん 小学館
斉藤　洋 ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 講談社
田口　麻由 どてっ エンブックス

神田　伯山 那須与一 講談社

大塚　健太 うごきません。 パイインターナショナ
ル

きたむら　さ スマイルショップ 岩波書店

神田　伯山 曲垣平九郎 講談社
神田　伯山 雷電為右衛門 講談社
石津　ちひろ ねこはすっぽり こぐま社

三田村　信 ふしぎ町のふしぎレストラン　3 あかね書房
村上　しいこ フルーツふれんずブドウくん あかね書房

リー・ペック コヨーテのはなし 徳間書店

呉　承恩 西遊記　14 理論社
ローラ・エイ 夜の妖精フローリー 学研プラス

古川　タク ゴッディくん 理論社
深沢　美潮 IQ探偵ムー 踊る大運動会 ポプラ社
松素　めぐり 保健室経由、かねやま本館。　3 講談社

つくも　ようこ ねこやなぎ食堂　レシピ3 講談社
東　直子 くまのこのるうくんとおばけのこ くもん出版
廣嶋　玲子 妖怪の子預かります　7 東京創元社

烏目　浩輔 5分で読書 KADOKAWA

相澤　悦子 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 福音館書店
新井　洋行 ぼうしくんのクリスマスプレゼント KADOKAWA

ローレン・セントジョン 雪山のエンジェル 評論社
ニコラ・デイビス ぼくの犬スーザン あすなろ書房

レイチェル・ボーデン ピーターラビットのクリスマス 文化学園文化出版局

L.M.モンゴメ アンの娘リラ 講談社
ロドリゴ・モルレシン エルビス、こっちにおいで さ・え・ら書房

佐東　みどり 怪狩り　巻ノ4 KADOKAWA

楠　章子 へんくつさんのお茶会 学研プラス
小手鞠　るい おとうとのたからもの 岩崎書店
このはな　さくら スキ・キライ相関図　3 KADOKAWA
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