
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）

007.6 ｶﾄ

007.6 21
019.1 ﾔﾏ
019.2 ｼﾊ
019.9 ｶﾏ
019.9 ﾂﾎ

031.5 21

049 ﾅﾊ

（哲学・思想）
124.2 ﾔﾏ
130.4 ｵｶ
147 ｻｸ
159 ﾅｲ
159 ﾊﾝ

159 ﾐﾆ

159.7 ｻｲ
X 163.1 ｳﾘ
186.8 ｺﾐ

（歴史・紀行）
280.4 ﾊｽ

209.2 ﾊﾝ 1
209.2 ﾊﾝ 2
216.5 ﾓﾘ

238.9 ﾌﾘ

290.9
291

（伝記）
289.3 ｳｴ

289.3 ﾏﾘ 1

289.3 ﾏﾘ 2

（社会科学）
304 ｵﾄ
312.1 ﾀﾆ
Z 312.2 ﾑﾝ
312.5 ｺﾂ 1
312.5 ｺﾂ 2
317.3 ｾﾝ
Z 318.6 ｺｲ
319
327.1 ﾑﾗ

（経済）
332.1 ｲｻ
Z 333.8 ﾐﾅ
335 ﾔﾏ

村山　治 安倍・菅政権vs.検察庁 文藝春秋

山本　佳典 これからは入社5年経ったら、もう独立起業しなさい! みらいパブリッシング

千正　康裕 ブラック霞が関 新潮社
小磯　修二 地方の論理 岩波書店
国際交流基金 国際文化交流を実践する 白水社

文　京洙 文在寅時代の韓国 岩波書店
タナハシ・コーツ 僕の大統領は黒人だった　上 慶應義塾大学出版会

タナハシ・コーツ 僕の大統領は黒人だった　下 慶應義塾大学出版会

ジャン=クリスティア
ン・プティフィス 12の場所からたどるマリー・アントワネット　下 原書房

オードリー・タン 自由への手紙オードリー・タン 講談社
谷口　智彦 誰も書かなかった安倍晋三 飛鳥新社

タラ・ウェストーバー エデュケーション 早川書房
ジャン=クリスティア
ン・プティフィス 12の場所からたどるマリー・アントワネット　上 原書房

ヘザー・プリングル バイキング 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

世界の絶景超完全版 JTBパブリッシング

日本の絶景超完全版 JTBパブリッシング

森下　惠介 大和の古墳を歩く 同成社

齋藤　孝 60歳からの生き方哲学 円熟した大人の作り方 笠間書院
瓜生　中 よくわかる山岳信仰 KADOKAWA
小峰　彌彦 姿とかたちの仏像事典 里文出版

キアラ・パスクアレッ
ティ・ジョンソン WOMEN ポプラ社
グラハム・ハンコック 人類前史　上 双葉社
グラハム・ハンコック 人類前史　下 双葉社

内藤　誼人 面倒くさがりの自分がおもしろいほどやる気になる本 明日香出版社
パントビスコ やさ村やさしの悩みを手放す108の言葉 主婦の友社
ミニマリストTakeru 月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術 クロスメディア・パブ

リッシング

山田　史生 哲学として読む老子全訳 トランスビュー
小川　仁志 わかりやすい哲学 枻出版社
桜井　識子 にほんの結界ふしぎ巡り 宝島社

【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 12月 16日号　No.1

○ 一般書 ○

加藤　瑞貴
大学生のためのレポート・卒論で困らないワード/パワポ/
エクセルのコツ 秀和システム

パソコンで困ったときに開く本　2021 朝日新聞出版
山本　直人 年収が10倍になる!すごい読書法 明日香出版社
柴田　幸子 わたしは読書ボランティア

井沢　元彦 お金の日本史 KADOKAWA
南　博 SDGs 岩波書店

忘羊社
鎌田　實 鎌田實の人生図書館 マガジンハウス

坪内　祐三 文庫本千秋楽 本の雑誌社
クレイグ・グレンディ ギネス世界記録　2021 角川アスキー総合研

究所

なばた　としたか 日本のこびと大全　山や森林編 ロクリン社

<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】

336
336 ｵｵ
336.8 ｱﾏ
338.1 ﾄｳ
338.3 ﾆｼ
Z 345.1 ﾓﾛ
367.3 ｱﾝ

367.3 ｲｵ

X 368.5 ﾜｶ
369.3 ﾁﾊ

（教育・文化）
375.1
376.1 ｱﾐ
376.1 ｼﾗ
378.1 ｷｼ

379.9 ｲﾄ

379.9 ｷﾑ
380.4 ﾃﾂ
383.3
383.5 ｴﾙ
388.1 ﾄｳ
388.1 ﾌｸ

（自然科学）
404 ｻﾏ
410.7 ﾅｶ
421
443.9 ｽｽ
448.9 ｲｼ
450
480.7
480.7
488.1 ﾐｶ

（医学）
490.9 ｽｷ

491.3

491.3 ｷﾘ
491.3 ﾓﾚ
493.1
Z 493.4 ｻｶ
493.6 ｶｻ
493.7 ｶﾜ
493.9 ﾋｸ
496.7
498.3
498.3 ｳﾁ
498.3 ｷﾃ
498.3 ｺﾊ
498.5
498.6 ﾐﾔ

（技術）
527.3
538.7 ｼﾔ
549.8 ﾓﾘ

小林　弘幸 医者がやっている自律神経を整える働き方 廣済堂出版
上西　一弘 新ダイエットごはん 日本文芸社
宮坂　昌之 新型コロナ7つの謎 講談社

下北沢病院医師団 新しい「足」のトリセツ 日経BP
内田　輝和 坐骨神経痛を自分で治す! 主婦の友社
木寺　英史 痛くない!疲れない!歩き方の教科書 朝日新聞出版

川畑　信也 イラストでわかるせん妄・認知症ケア 法研
樋口　進 ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 法研

副鼻腔炎 文響社

薬いらずの特効法血糖値を下げる50のコツ 宝島社
阪本　良弘 がんと外科医 岩波書店
笠原　章弘 肩こりは1分で消える! 自由国民社

日経BP総合研究所メ
ディカル・ヘルスラボ 「100年ライフ」のサイエンス 日経BP

切池　信夫 やる気と行動が脳を変える 日本評論社
ジョナサン・D.モレノ 脳研究最前線 ニュートンプレス

動物園めぐり G.B.
三上　修 電柱鳥類学 岩波書店

杉山　卓也 タクヤ先生のメンタル不調相談室 ぱる出版

石原　あえか 教養の近代測地学 法政大学出版局

平　朝彦 カラー図解地球科学入門 講談社
水族館めぐり G.B.

福井　栄一 十二支妖異譚 工作舎

次元のすべて ニュートンプレス

鈴木　洋一郎 見えない宇宙の正体 講談社

左巻　健男 身近な科学が人に教えられるほどよくわかる本 SBクリエイティブ

長岡　亮介 本当は私だって数学が好きだったんだ 技術評論社

露木　宏 すぐわかる日本の装身具 東京美術
リサ・エルドリッジ 化粧の世界 国書刊行会
東郷　隆 妖しい刀剣 出版芸術社

伊藤　徳馬 子どもも自分もラクになる「どならない練習」 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

木村　泰子 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 青春出版社
ミダス・デッケルス うんこの博物学 作品社

白石　正久 発達を学ぶちいさな本 クリエイツかもがわ

岸　博実 盲教育史の手ざわり 小さ子社

藤後　悦子 部活動指導員ガイドブック　基礎編 ミネルヴァ書房
amico おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター 新星出版社

五百田　達成 不機嫌な妻無関心な夫 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

若井　凡人 私は組長の息子でした 彩図社
千葉　望 大切な人は今もそこにいる 理論社

西野　智彦 ドキュメント日銀漂流 岩波書店
諸富　徹 グローバル・タックス 岩波書店
安藤　俊介 また、怒っちゃったがなくなる本 リベラル社

大賀　康史 ビジネスエリート必読の名著15 自由国民社
天野　敦之 決算書の読み方の基本 日本実業出版社
投資家メンタリストSai 自分のマインドを自在に操る超投資法 KADOKAWA

竹内　朗 図解不祥事の社内調査がわかる本 中央経済社

リブコンテンツ しあわせを育てるKitchen 誠文堂新光社
ロバート・ジャクソン ジェット戦闘機図鑑 ニュートンプレス

森本　雅之 パワエレ図鑑 オーム社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（家政）
590
590 ﾖｼ
594.3
594.3
594.3 ｹｽ
594.3 ﾃﾗ
594.3 ﾊﾏ
594.9 ｵｷ
595.5 ﾖｼ
596
596
596
596 ｳｼ
596.04 ﾀｶ 2
596.33 ｱﾏ

596.4 ｽｶ

596.63 ﾅｶ
596.65 ｷﾑ
596.7 ｲﾜ
597.9 ﾀｶ
597.9 ﾏﾂ

（産業）
611.8
625.5 ﾄﾐ

625.6 ｱﾝ

627.7 ｴﾘ
645.6 ｱﾍ
645.7 ｻｶ
657.8 ﾄｸ
670.9 ｼﾏ
673.9 ｷﾑ
673.9 ﾌｼ
674.8 ｳｴ
681.3 ｺﾌ
685.2 ﾔﾅ
686.2
687.9
689

（芸術・美術）
701.5 ｶﾅ
721.5 ｺﾊ
726.1 ｼﾕ 23
726.1 ｼﾕ 24
726.1 ｼﾕ 25
746 ﾏﾂ
748
750 ｻﾄ
750 ﾑ
750.2
751.1 ｶﾜ

平凡社
河村　通夫 江戸絵皿絵解き事典 講談社

空港の解体新書 イカロス出版
島川　崇 ケースで読み解くデジタル変革時代のツーリズム ミネルヴァ書房

小林　忠 教えてコバチュウ先生!琳派超入門 小学館
金井　裕也 人体を描きたい人のための「美術解剖学」 講談社

古笛　恵子 判例にみる高齢者の交通事故 日本加除出版
柳瀬　博一 国道16号線 新潮社

豪華列車をゆく イカロス出版

木村　光希 だれかの記憶に生きていく 朝日新聞出版
藤木　哲也 空き家幸福論 日経BP
上野　美千代 ヨーロッパの看板図鑑 光村推古書院

阪井　壱成 そとねこたちのポートレート みらいパブリッシング

徳永　桂子 世界のどんぐり図鑑 平凡社
島村　東世子 本当に役立つ英文ビジネスEメール 日刊工業新聞社

ヘザー・アーント・アン
ダーソン ベリーの歴史 原書房
ブレント・エリオット 図説バラの博物百科 原書房
阿部　美奈子 犬と私の交換日記 枻出版社

濱田　明日香 かたちのニット 文化学園文化出版局

鈴木　武 知らなきゃ損する新農家の税金 農山漁村文化協会

富田　晃 基礎からわかるおいしいオウトウ栽培 農山漁村文化協会

高橋　ゆき ズボラさんでも暮らしが整う楽ラク家事 主婦の友社
松本　忠男 掃除を減らして健康になる「始末の習慣」 廣済堂出版

ナガタ　ユイ フレンチトーストとパン料理 河出書房新社
木村　幸子 とろけるお菓子 高橋書店
岩田　リョウコ コーヒーがないと生きていけない! 大和書房

忙しくても毎日が整うシンプルライフ入門 日経BP
吉川　永里子 もっとラクに生きる!暮らしの整理術100 エクスナレッジ

手編みのかわいい冬こもの ブティック社
干支のあみぐるみとお正月の飾り アップルミンツ

ベルンド・ケストラー ベルンド・ケストラーの表編みと裏編みだけの模様編み120 日本文芸社
寺西　恵里子 かぎ針で編むキュートななりきり帽子&小物 日東書院本社

高山　なおみ 気ぬけごはん　2 暮しの手帖社
天野　ひろゆき キャイ〜ン天野っちの胃袋を摑む絶品肉おかず100 主婦と生活社

スガ 一生役立つスガ家のおせちとハレの日の作りおき エムディエヌコーポ
レーション

主婦の友社 お取り寄せのたしなみ手みやげの作法 主婦の友社
おとな世代は「小さめフライパン」で楽々ヘルシー! オレンジページ

牛尾　理恵 究極ずぼらウマいレシピ 朝日新聞出版

荻原　加寿美 いちばんやさしい水引細工の手習い帖 ナツメ社
YOSHINKO 一生つかえるメイク 光文社

皇室大名家ゆかりの手土産50選 八重洲出版

パイインターナショナル

チャールズ・M.シュルツ 完全版ピーナッツ全集　23 河出書房新社
チャールズ・M.シュルツ 完全版ピーナッツ全集　24 河出書房新社
チャールズ・M.シュルツ 完全版ピーナッツ全集　25 河出書房新社

佐藤　蕗 ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 偕成社
むー 親子で楽しむカンタン&ゆかいな手作りおもちゃ ワニブックス

工芸の国、ニッポン。

【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　12月 16日号　No.2

松本　茜 カメラのきほん練習帳 永岡書店
パイインターナショナル 世界の美しい廃城・廃教会
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

755.3 ﾅｶ
757 ｶﾜ
758 ｺｲ
759 ｲｲ
760
760.7
762.1 ｳﾗ

763.7

779.9 ﾌｶ

（スポーツ・諸芸）
X 780.7 ﾓﾘ
786.1 ｸﾄ
786.5
796

（言語）
801.7 ﾐﾔ
810.4 ｲｹ
837 20-3

（文学）
910.2
911.3 ｲﾜ
911.3 ｶﾜ
911.5
916 ｶｻ
916 ﾓﾘ
918.6
929.1 ｲ

933.7 ｲｼ

933.7 ｾｲ
933.7 ﾊﾝ

933.7 ﾌﾗ

953.7 ﾙｸ

（日本の小説）
F ｱｲ
F ｱｵ
F ｱｶ

F ｱｷ

F ｲｽ 9
F ｳﾁ
F ｵｵ
F ｵｸ
F ｶｸ
F ｶﾄ
F ｺﾓ
F ｼﾝ
F ﾃﾗ
F ﾅﾅ 7
F ﾋｶ
F ﾋｻ 1
F ﾋｻ 2
F ﾋﾒ
F ﾏｸ 10
F ﾏﾘ

まぐろ猫@恢猫 のんびりVRMMO記　10 アルファポリス
真梨　幸子 聖女か悪女 小学館

火坂　雅志 北条五代　上 朝日新聞出版
火坂　雅志 北条五代　下 朝日新聞出版
姫野　カオルコ 青春とは、 文藝春秋

寺地　はるな どうしてわたしはあの子じゃないの 双葉社
七尾　与史 ドS刑事(デカ)　[7] 幻冬舎
東野　圭吾 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 光文社

加藤　シゲアキ オルタネート 新潮社
小森　陽一 二葉亭四迷、森鷗外の代表作を読み直す かもがわ出版
新堂　冬樹 誘拐ファミリー 双葉社

大沢　在昌 冬の狩人 幻冬舎
奥山　景布子 浄土双六 文藝春秋
角田　光代 銀の夜 光文社

秋田　豊子 神戸居留地に吹く風 神戸新聞総合出版セ
ンター

イスラーフィール 淡海乃海 水面が揺れる時　9 TOブックス
内館　牧子 今度生まれたら 講談社

アダム・オファロン・プ
ライス ホテル・ネヴァーシンク 早川書房

ル・クレジオ アルマ 作品社

赤松　利市 風致の島 講談社

相沢　沙呼 教室に並んだ背表紙 集英社
青山　美智子 お探し物は図書室まで ポプラ社

クリストファー・イシャ
ウッド いかさま師ノリス 白水社
ドロシー・L.セイヤーズ モンタギュー・エッグ氏の事件簿 論創社
アンナ・バーンズ ミルクマン 河出書房新社

モリナガ　アメ 話せない私研究 合同出版
糸井　重里 Seven Stories 文藝春秋
イ　ラン アヒル命名会議 河出書房新社

川上　弘美 わたしの好きな季語 NHK出版
谷川　俊太郎 詩活の死活 澪標
笠井　信輔 生きる力 KADOKAWA

池上　彰 なぜ、読解力が必要なのか? 講談社
朝日新聞論説委員室 天声人語　2020秋 原書房

いわさき　楊子 川柳人が楽しむエモい漱石俳句 飯塚書店
嵯峨　景子 大人だって読みたい!少女小説ガイド 時事通信出版局

ふかわ　りょう 世の中と足並みがそろわない 新潮社

朝日新聞将棋取材班 藤井聡太のいる時代 朝日新聞出版

宮崎　伸治 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 三五館シンシャ

60歳からが楽しい自転車趣味人 辰巳出版

相澤　真一 音楽で生きる方法 青弓社
浦久　俊彦 ベートーヴェンと日本人 新潮社

渡辺　泰 フルート上達レッスン メイツユニバーサルコ
ンテンツ

小泉　和子 和家具の世界 河出書房新社
飯田　有抄 ようこそ!トイピアノの世界へ カワイ出版
久保田　慶一 366日の西洋音楽 三才ブックス

なかがわ ルースコレクターズ・マニュアル 創元社
河尻　亨一 TIMELESS石岡瑛子とその時代 朝日新聞出版

工藤　隆雄 マタギに学ぶ登山技術 山と溪谷社
森　俊憲 すき間時間に楽しく鍛えるおうち筋トレ 三笠書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾐﾅ
F ﾑﾗ
F ﾔﾅ 2-5
F ﾜｲ 21
F ﾜﾀ

（小説 文庫）
X 908.3
X 910.2 ｸﾎ
X 911.5 ｷﾝ
X 913.4
X 913.7 ﾀﾃ
X 933.7 ｸﾘ 1
X 933.7 ｸﾘ 2
X 933.7 ｻﾏ
X 933.7 ｼﾖ 2
X 943.7 ﾌﾗ
X F ｱｵ 5
X F ｱｷ
X F ｱｻ
X F ｲﾅ 2
X F ｵｶ
X F ｶｷ
X F ｼﾉ 3
X F ﾀﾆ
X F ﾘｶ 6

（日本のエッセイ）
E ｼﾓ
E ﾋｶ

（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 664.9

（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 498 20
R 813.1

東田　直樹 世界は思考で変えられる 河出書房新社

医療白書　2020年度版 日本医療企画

山田　忠雄 新明解国語辞典 三省堂

岸上　伸啓 捕鯨と反捕鯨のあいだに 臨川書店
豊田　隆雄 戦国武将の土木工事 彩図社

谷川　流 涼宮ハルヒの直観 KADOKAWA
梨香 魔法学校の落ちこぼれ　6 アルファポリス

下重　暁子 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 河出書房新社

岡本　さとる 鉄の絆 光文社
垣谷　美雨 希望病棟 小学館
篠原　悠希 親王殿下のパティシエール　3 角川春樹事務所

秋川　滝美 きよのお江戸料理日記 アルファポリス
あさの　あつこ 緋色の稜線 KADOKAWA
稲葉　稔 大河の剣　2 KADOKAWA

モーリーン・ジョンソン 寄宿学校の天才探偵　2 東京創元社
H.G.フランシス 永遠の戦士ブル 早川書房
蒼月　海里 水晶庭園の少年たち　[5] 集英社

マーク・グリーニー 暗殺者の悔恨　上 早川書房
マーク・グリーニー 暗殺者の悔恨　下 早川書房
コートニー・サマーズ ローンガール・ハードボイルド 早川書房

銀色　夏生 私を支えるもの KADOKAWA
源　顕兼 古事談 KADOKAWA
立川　談志 立川談志まくらコレクション 竹書房

渡辺　浩弐 2020年のゲーム・キッズ 星海社

橋本　輝幸 2000年代海外SF傑作選 早川書房
久保田　淳 日本文学の古典50選 KADOKAWA

村山　早紀 約束の猫 立東舎
柳内　たくみ ゲート　SEASON2-5 アルファポリス
Y.A 八男って、それはないでしょう!　21 KADOKAWA

miNato 一生に一度の「好き」を、全部きみに。 スターツ出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
03 1
03 ｻ
03 ﾄ

（哲学）
14

（歴史）
21
24 ﾎ 3

（社会）
33 ｲ 10
33 ｲ 3
33 ｲ 9
36
36 ﾀ
37 2
38 ﾎ

（科学・化学・生物）
40 ﾓ
40 36
44
44 ﾔ
46 ﾓ
48
48 ﾎ
49 2
49 ｵ

（技術）
50
50 ｵ 2

53

58 3

58 4

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｵ
91 ｶ
91 ｶ
91 ﾌ
91 ﾏ
91 ﾓ
91 ﾔ 8
91 ﾘ 20
913.6

（外国のよみもの）
93 ｳ

93 ｼ
93 ﾏ
93 ﾏ

山田　マチ 山田県立山田小学校　8 あかね書房
りょくち　真太 戦国ベースボール　[20] 集英社
ありがとう・ぁみ レイワ怪談　十六夜の章 学研プラス

藤咲　あゆな 戦国姫 集英社
松本　聰美 ごいっしょさん 国土社
森　絵都 あしたのことば 小峰書店

おくはら　ゆめ つっきーとカーコのたからもの 佼成出版社
柏葉　幸子 魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 理論社
柏葉　幸子 竜が呼んだ娘 魔女の産屋 朝日学生新聞社

「和紙ってなに?」編集
室 和紙ってなに?　3 理論社
「和紙ってなに?」編集
室 和紙ってなに?　4 理論社

石川　宏千花 見た目レンタルショップ 化けの皮 小学館

藤子・F・不二雄 ドラえもん探究ワールドすごい!発明のひみつ 小学館
おおつか　のりこ 学校で知っておきたい知的財産権　2 汐文社
WILLこども知育研究所 パイロットの一日 保育社

星　輝行 空を飛ぶミジンコのなぞ 少年写真新聞社

土井　洋平 教えて!感染症　2 小峰書店
岡田　晴恵 まんがで学ぶ!新型コロナ知る知るスクール ポプラ社

朝日新聞出版

高橋　幸子 サッコ先生と!からだこころ研究所 リトルモア
長田　徹 じぶんプレゼン!　2 フレーベル館
エミリー・ホーキンス 妖精図鑑 河出書房新社

洪　在徹 ピラミッドのサバイバル　3

稲葉　茂勝 SDGsのきほん　9 ポプラ社
子供の科学 こども手に職図鑑 誠文堂新光社

稲葉　茂勝 SDGsのきほん　10 ポプラ社
石井　光太 地球村の子どもたち　3 少年写真新聞社

なぜなラボ　#1 学研プラス

柏葉　比呂樹 戦国最強武将へタイムワープ 朝日新聞出版

☆ 児童書 ☆

齋藤　孝 小学生なら知っておきたいもっと教養366 小学館
土門　トキオ かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ1年分 ポプラ社

野宮　麻未 3分後にゾッとする話 理論社

洪　鐘賢 実験対決　36 朝日新聞出版
スティーブ・モールド みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑 化学同人

にしむら　ゆうじ こてつくんの宇宙なんちゃらぶっく KADOKAWA
山崎　直子 宇宙に行ったらこうだった! repicbook
スティーブ・モールド バクテリアブック 化学同人
小宮　輝之 もふかわ★ミニミニ動物 学研プラス

デイヴィッド・ウォリア
ムズ ミッドナイトギャングの世界へようこそ 小学館
セシル・ジョスリン ぞうくんかいぞくになる 出版ワークス
ジョージ・マクドナルド かるいお姫さま 岩波書店
ジョージ・マクドナルド 金の鍵 岩波書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｵ
PN ｼ
PN ｽ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾎ
PN ﾔ
PNC 3
PNC ﾀ

（外国のえほん）
PG ｱ

PG ｶ
PG ｸ
PG ｽ
PGC 3

PGC ﾌ

高山　なおみ みそしるをつくる ブロンズ新社

キャリル・ハート 女の子はなんでもできる! 早川書房
ケイト・プレンダーガス
ト おやすみなさいどうぶつたち 潮出版社

エリック・カール できるかな? 偕成社
カンタン・グレバン きづいてパンダさん 潮出版社
リチャード・スキャリー ようこそあたらしいともだち 好学社

穂村　弘 しんかんせん! くもん出版
やづき　みちこ ペーとぼく くもん出版
多屋　光孫 ゆうこさんのルーペ 合同出版

いりやま　さとし あかいてぶくろ 講談社

ジャッキー・アズーア・
クレイマー 悲しみのゴリラ クレヨンハウス

大島　妙子 すっとびこぞう! 小学館
junaida 怪物園 福音館書店
鈴木　まもる なんでもレストラン 文溪堂
たじま　ゆきひこ せきれい丸 くもん出版
梨木　香歩 よんひゃくまんさいのびわこさん 理論社
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