
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
019.1 ｻｲ

019.9 ｻﾄ
024.8 ﾀｶ

（哲学・思想）
104 ｷｼ
159
Z 159.7 ｵｵ
164
172 ﾄﾍ
188.8 ｻｲ
188.8 ﾅｶ

（歴史・紀行）
Z 204 ﾃｸ
210.3 ﾌﾙ 27
Z 210.4 ｻｶ
Z 281 ｱｻ
291
291
291
291
291
Z 291 ｶ
293.5 ｹｲ
293.8 ﾏｽ

（伝記）
289.2 ﾘﾕ

（社会科学）
304 ﾀﾃ
304 ﾆｼ

312.5 ｳﾂ

315.3 ﾀｹ 1
315.3 ﾀｹ 2
316.8 ﾌﾅ
Z 317.7 ﾌﾙ
Z 321.1 ﾀｹ
327.1 ｲｲ

（経済）
332.1 ﾔﾏ

Z 333.6 ﾉｸ
335.5 ﾔﾏ
336.1 ｲｼ
361.8 ﾊｵ
365.3 ﾐｳ
366.2 ｼﾐ
366.2 ﾔﾏ

【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

2021年　1月 5日号　No.1

○ 一般書 ○

岸見　一郎 これからの哲学入門 幻冬舎

齋藤　孝 本には読む順番がある クロスメディア・パブ
リッシング

佐藤　優 本は3冊同時に読みなさい マガジンハウス

高橋　輝次 古本愛好家の読書日録 論創社

島崎　晋 劉備玄徳の素顔 エムディエヌコーポ
レーション

坂井　孝一 源氏将軍断絶 PHP研究所
浅見　雅男 明治天皇はシャンパンがお好き 文藝春秋

るるぶ青森　'21 JTBパブリッシング

るるぶ南紀白浜伊勢志摩　'21 JTBパブリッシング

るるぶ岡山倉敷蒜山　'22 JTBパブリッシング

るるぶ広島宮島　'22 JTBパブリッシング

アレックス・カー ニッポン巡礼 集英社

ひろゆき 叩かれるから今まで黙っておいた「世の中の真実」 三笠書房

山本　康正 2025年を制覇する破壊的企業 SBクリエイティブ

石井　力重 使えるアイデアがあふれ出るすごいブレスト フォレスト出版

飯島　一孝 裁判官になるには ぺりかん社

古野　まほろ 警察官の出世と人事 光文社
竹田　青嗣 超解読!はじめてのヘーゲル『法の哲学』 講談社

竹岡　敬温 ファシズムへの偏流　下 国書刊行会
舟越　美夏 その虐殺は皆で見なかったことにした 河出書房新社

小学館クリエイティブ

大江　英樹 定年前、しなくていい5つのこと 光文社
蔵持　不三也 世界でいちばん素敵な神話の教室 三才ブックス
戸部　民夫 日本の神様の「家系図」 青春出版社

熊野　英一 急に「変われ」と言われても

齋藤　孝 心を燃やす練習帳 ビジネス社
中尾　良信 栄西 ミネルヴァ書房

ライフスタイル編集部 関西山のぼり&ハイキングBESTコース KADOKAWA

出口　治明 歴史を活かす力 文藝春秋
古田　武彦 古田武彦・古代史コレクション　27 ミネルヴァ書房

ケイタ 料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと 自然食通信社
益田　ミリ 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 幻冬舎

パオロ・マッツァリーノ サラリーマン生態100年史 KADOKAWA

山田　順 コロナ敗戦後の世界 エムディエヌコーポ
レーション

野口　悠紀雄 リープフロッグ 文藝春秋

ボブ・ウッドワード RAGE 日経BP日本経済新聞
出版本部

竹岡　敬温 ファシズムへの偏流　上 国書刊行会

立岩　陽一郎 ファクトチェックニッポン 徳間書店

三浦　康司 はじめて家を買う人の教科書 自由国民社
清水　正樹 専業禁止!! 小学館
山田　真哉 儲かる副業図鑑 小学館

<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】

367.1 ｸﾘ

Z 367.9 ｻｲ
367.3 ｿﾛ 1
Z 368.6 ﾓﾘ
369.2 ｻｲ
369.2 ｻﾗ
369.4

（教育・文化）
374.9 ｸﾄ
Z 375.9 ﾀﾜ
377.6 ﾋﾒ
378

378.2 2

379.7 ｽｽ
383.8 ﾅｶ
385.6
385.9
386.3 ﾜｶ
386.8 ｵｵ
392.1 ｵｶ

（自然科学）
410 16
411.1 ﾔﾅ
420 ｻﾏ
451 ﾌｵ
473.7
486.1 ﾖｳ

（医学）
Z 491.3 ｱﾗ
492.9
493.6
493.7

X 493.8

494.6
494.6 ﾄｳ

494.8

495
498.3
498.3 ｷﾃ
498.6 ｵｶ

（技術）
520.4 ﾐｳ

520.9

523.3
525.5 ｶｻ
526.3
527 21
Z 535.2 ｼﾉ
538.9
538.9
Z 538.9 ﾊﾙ
538.9 ﾏﾄ

日高　雄二 痛風・高尿酸血症 高橋書店
千葉　京子 認知症かもしれない家族のためにできること 弘文堂

新井　平伊 脳寿命を延ばす 認知症にならない18の方法 文藝春秋
中村　秀敏 透析室のフットケア メディカ出版

小屋を作る本　2021 キャンプ

笠井　一子 京の大工棟梁と七人の職人衆 河出書房新社
二井　清治 福祉施設の設計 彰国社

宇宙探査の基本がわかる本 枻出版社
吉川　真 「はやぶさ2」のすべて　ミッション&メカニカル編 誠文堂新光社
春山　純一 人類はふたたび月を目指す 光文社
的川　泰宣 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 勉誠出版

キャロライン・クリアド=
ペレス 存在しない女たち 河出書房新社

齋藤　賢 知らないと恥をかく「性」の新常識 光文社
アンドリュー・ソロモン 「ちがい」がある子とその親の物語　1 海と月社
森　達也 U 講談社
斎藤　道雄 しゃべらなくても楽しい!シニアの1,2分間認知症予防体操50 黎明書房
さらだ　たまこ 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 WAVE出版
野辺　明子 命あるがままに 中央法規出版

姫松　冬紫 海外の有名大学に、リモートで留学する ぱる出版
土橋　圭子 発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック 有斐閣

工藤　紀子 小児科医のママが教える大切なウンチの話 学事出版
俵　義文 戦後教科書運動史 平凡社

『Let's Try国際手話2』
編集委員会 Let's Try国際手話　2 全日本ろうあ連盟

鈴木　光 夢を叶えるための勉強法 KADOKAWA
永山　久夫 美女が長寿食を好む理由(わけ) 春陽堂書店
市川　愛 ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の手続きとマナー 成美堂出版

社会人1年生からの正しいマナー事典 プレジデント社
若月　伸一 聖人祭事紀行 八坂書房
大石　始 盆踊りの戦後史 筑摩書房
岡田　真理 自衛官になるには ぺりかん社

養老　孟司 虫は人の鏡 毎日新聞出版
出井　雅彦 驚異の珪藻世界 創元社

左巻　健男 始まりから知ると面白い物理学の授業 山と溪谷社
ロバート・J.フォード 世界の気象現象 河出書房新社

数学オリンピック財団 数学オリンピック　2016〜2020 日本評論社
柳谷　晃 武器になる「わり算」 KADOKAWA

脇村　孝平 10の「感染症」からよむ世界史 日経BP日本経済新聞
出版本部

福辻　鋭記 自力で脊柱管狭窄症を改善させる運動 辰巳出版
銅冶　英雄 頸椎症を自分で治す! 主婦の友社
順天堂かゆみ研究セ
ンター かゆみをなくすための正しい知識 毎日新聞出版

池下　育子 大人女子的カラダのトリセツ 朝日新聞出版
下北沢病院医師団 新しい「足」のトリセツ 日経BP
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
岡田　晴恵 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 実業之日本社

篠田　哲生 教養としての腕時計選び 光文社

基準法を考える設計
者の会 いちばんやさしい建築基準法 新星出版社

石井　美樹子 絵本のようにめくる城と宮殿の物語 昭文社

三浦　丈典 いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ 彰国社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

Z 539 ﾄﾔ
547.3 ｻｴ 3
547.7 ｵｶ
557.7 ﾖｼ

（家政）
590 ｺﾄ

591 ﾌｼ

593.3 6
593.3 ｻｻ
594
594.2 ｳﾁ
596.22 ｵｷ
596.33 ｳｴ
596.65 ｲｼ
596.65 ｺﾔ
596.65 ｼﾗ
597
597.5 ｱﾍ
598.2 ｼｵ
599.4 ｱｸ

（産業）
Z 611.3 ｲﾃ
Z 612.1 ｷﾝ

627

664.7 ﾚﾝ

673.3 ｱｷ
673.3 ｾｺ
673.3 ﾐﾔ
685.5 ﾔﾇ
687.9 ﾁﾔ
689.6 ﾜﾀ
699.2 ﾅｶ
699.6

（芸術・美術）
723.1 ﾆｼ
726.5 ｸﾎ
746 ﾔﾏ
750.2
754.9 ｼﾝ
754.9 ﾓｺ
767.8 20
778 ｾｶ
Z 778 ﾊｽ
778.2

778.2

779.1 ｲﾓ
779.3

井出　留美 食料危機 PHP研究所

イヴェット・フロリオ・
レーン エビの歴史 原書房

秋田　稲美 自宅でオンライン起業はじめました WAVE出版

金田　章裕 和食の地理学 平凡社
愛でる、食べる、楽しめる!「暮らしとからだに効く植物の名
前」300がよくわかる図鑑 主婦と生活社

矢貫　隆 いつも鏡を見てる 集英社
チャーリィ古庄 世界の絶景空港撮りある記 イカロス出版

世古　誠 “テレワーク時代”に売上を伸ばす!『営業ムダとり』戦略 ごま書房新社
宮本　佳実 おうちCEOで「私」史上最高の働き方 WAVE出版

鈴井　貴之 水曜日のおじさんたち KADOKAWA

渡辺　康洋 本気で観光ボランティアガイド 桜美林大学出版会

中野　明 最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 秀和システム

東京大学奇術愛好会 東大式手品 主婦の友社

山崎　理佳 まるごとわかる!撮り方ブック　iPhone & スマホ編 日東書院本社
工芸の国、ニッポン。 平凡社

渡哲也 河出書房新社
NHK「プロフェッショナ
ル仕事の流儀」制作
班

吉永小百合 私の生き方 講談社

イモト　アヤコ 棚からつぶ貝 文藝春秋

【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

2021年　1月 5日号　No.2

戸谷　洋志 原子力の哲学 集英社
佐伯　多門 スピーカー技術の100年　3 誠文堂新光社
岡部　匡伸 ラジオの技術・産業の百年史 勉誠出版
吉野　秀男 初心者のための海図教室 成山堂書店

後藤　由紀子 毎日のこと、こう考えればだいじょうぶ。 PHPエディターズ・グ
ループ

藤井　秀樹 9割失敗しないお金の貯め方・ふやし方 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

ステキを作る60代からのソーイング　vol.6 ブティック社
笹原　のりこ コートの本 文化学園文化出版局

長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと 日本ヴォーグ社

内田　桃子 内田桃子のカウントステッチ マガジンランド
荻野　恭子 家庭で作れるトルコ料理 河出書房新社
上田　淳子 上田淳子のチキンスープ グラフィック社
石橋　かおり 糖質オフチーズケーキ&シフォンケーキ KADOKAWA
小山　千尋 CHOCOLATE DESSERTチョコレートで作る極上デザート 成美堂出版
白崎　裕子 植物生まれのやさしいお菓子 扶桑社
主婦の友社 古い家ではじめた、新しい暮らし 主婦の友社
阿部　静子 ハンカチは5枚あればいい すばる舎
シオリーヌ CHOICE イースト・プレス
ソフィア・アクセルロッド 赤ちゃん寝かしつけの新常識 東洋館出版社

瀬川　昌久 アメリカから遠く離れて 河出書房新社
蓮實　重彦 見るレッスン 光文社

自由現代社編集部 カラオケ・ヒット名曲集　[2020] 自由現代社

新宮　文明 脳がみるみる若返る脳活性おりがみ 西東社
moko かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ 日本ヴォーグ社

西方　由美 タラクロ・保護猫・地域猫 金木犀舎
窪之内　英策 エイサクノート 誠文堂新光社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（スポーツ・諸芸）
780.7 ﾀｶ
782.3 ﾋﾗ
783.4 ｶｻ

783.7 ﾀｶ

791.2
791.5
Z 796 ｵｵ
796 ﾊｸ

（言語）
809.6 ｺｼ
811
811.2 ｻｻ

（文学）
901.3 21

910.2 ｶｲ
910.2 ﾔﾏ

911.1 ｵｵ

911.1 ｷｷ
911.1 ﾀﾀ
911.1 ﾏﾂ

916 ﾖｻ

918.6
923.7 ﾘ
929.1 ｷﾑ
929.1 ｷﾑ
933.7 ｱﾚ
933.7 ｺﾗ
943.7 ﾊﾝ

（日本の小説）
F ｱｲ
F ｱｿ
F ｲｼ 1
F ｲｼ 2
F ｳﾁ
F ｶｽ 5-4
F ｶﾂ
F ｶﾜ
F ｻｸ 6
F ｼｶ
F ｼﾉ
F ｼﾊ
F ｼﾊ
F ｾﾝ
F ﾀｹ
F ﾅｶ
F ﾆｼ 4
F ﾋｶ
F ﾋｻ 1
F ﾋｻ 2
F ﾋﾑ
F ﾌｼ

風間　八宏 サッカー止める蹴る解剖図鑑 エクスナレッジ

高見　泰範 野球の戦い方 ベースボール・マガジ
ン社

高松　平藏 ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 晃洋書房
平田　伊都子 サラー 西サハラ難民アスリート 社会評論社

大川　慎太郎 証言羽生世代 講談社
歯黒　猛夫 AIを超えた男藤井聡太 彩流社

裏千家十一代玄々斎の茶と時代 淡交社
淡交社編集局 茶の湯の銘禅のことば 淡交社

大田垣　晴子 徒然絵つづり百人一首
京都芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝
術学舎

桔梗　亜紀 ときめく心 水曜社
多田　一臣 万葉樵話 筑摩書房

『このミステリーがすご
い!』編集部 このミステリーがすごい!　2021年版 宝島社

菊池　治男 開高健は何をどう読み血肉としたか 河出書房新社
山口　謠司 文豪のぼやき 秀和システム

伊集院　静 いとまの雪　下 KADOKAWA
内館　牧子 今度生まれたら 講談社

麻生　幾 観月 文藝春秋
伊集院　静 いとまの雪　上 KADOKAWA

越川　慎司 超・会議術 技術評論社
吉村　武彦 文字とことば 岩波書店
笹原　宏之 漢字は生きている 東京新聞

松本　章男 万葉百歌こころの旅 集英社

与謝野
100日間おなじ商品を買い続けることでコンビニ店員からあ
だ名をつけられるか。 光文社

秋山　香乃 足利の血脈 PHP研究所
李　昻 眠れる美男 文藝春秋
キム　ヘジン オビー 書肆侃侃房
キム　チョヨプ わたしたちが光の速さで進めないなら 早川書房
アンドレ・アレクシス 十五匹の犬 東宣出版
アディーブ・コラーム ダリウスは今日も生きづらい 集英社
ヴァルター・ハンゼン 脱獄王ヴィドックの華麗なる転身 論創社

柴田　哲孝 ミッドナイト 双葉社

相沢　沙呼 教室に並んだ背表紙 集英社

志駕　晃 彼女のスマホがつながらない 小学館
篠原　悠希 マッサゲタイの戦女王 光文社

川本　三郎 『細雪』とその時代 中央公論新社
咲夜 カット&ペーストでこの世界を生きていく　6 ツギクル

香月　美夜 本好きの下剋上　第5部[4] TOブックス
香月　夕花 見えない星に耳を澄ませて KADOKAWA

柴垣　文子 森の記憶 新日本出版社
仙川　環 処方箋のないクリニック 小学館
武内　涼 阿修羅草紙 新潮社
中山　七里 境界線 NHK出版
西尾　維新 新本格魔法少女りすか　4 講談社
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
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
氷室　冴子 さようならアルルカン/白い少女たち 集英社
藤野　千夜 じい散歩 双葉社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾑﾗ
F ﾔｷ
F ﾔﾉ
F ﾔﾏ
F ﾔﾏ
F ﾕｷ

（小説 文庫）
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 933.7 ｸﾘ
X 933.7 ﾗｳ
X 943.7 ｴｳ
X F ｱﾍ 6
X F ｲﾅ 10
X F ｶｼ
X F ｶｾ
X F ｶﾜ 25
X F ｺｽ
X F ｺｽ
X F ｻｶ 31
X F ｼｷ
X F ｼﾊ 3
X F ｽｽ
X F ｽｽ 3
X F ﾀﾏ 9
X F ﾁﾉ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾊ
X F ﾅｲ 4
X F ﾅﾂ 1
X F ﾅﾂ 2
X F ﾌｼ
X F ﾌｼ
X F ﾐｽ
X F ﾐﾄ 3
X F ﾔﾏ
X F ﾕｷ 12
X F ﾜﾀ

（日本のエッセイ）
E ｲｼ
E ｴﾋ

E ｷｼ

E ｼｲ
E ﾅﾝ
E ﾓﾘ

E ﾜﾀ

（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 210.5
K 521.8
K 666.8
K 686.2

H.P.ラヴクラフト 狂気の山脈にて 新潮社

クライブ・カッスラー 幻の名車グレイゴーストを奪還せよ!　上 扶桑社
クライブ・カッスラー 幻の名車グレイゴーストを奪還せよ!　下 扶桑社

石原　慎太郎 男の業の物語 幻冬舎

風野　真知雄 葛飾北斎殺人事件 実業之日本社
川原　礫 ソードアート・オンライン　25 KADOKAWA

小杉　健治 翻りの訴 細腕敵討ち哀歌 光文社
坂岡　真 鬼役　31 光文社

小杉　健治 祈りの陰 幻冬舎

千野　隆司 大奥の縁 双葉社
鳥羽　亮 長屋の危機 幻冬舎
鳥羽　亮 苦界の娘 双葉社

鈴木　英治 若殿八方破れ　3 小学館
田牧　大和 鯖猫長屋ふしぎ草紙　9 PHP研究所

鈴木　英治 猿兄弟の絆 双葉社

内藤　了 夢探偵フロイト　[4] 小学館
夏見　正隆 TACネームアリス 地の果てから来た怪物　上 祥伝社
夏見　正隆 TACネームアリス 地の果てから来た怪物　下 祥伝社
藤井　邦夫 紙風船 文藝春秋
藤原　緋沙子 隅田川御用日記 雁もどる 光文社

村本　大志 透明な耳。 双葉社
八木　詠美 空芯手帳 筑摩書房
矢野　隆 とんちき耕書堂青春譜 新潮社
山本　幸久 神様には負けられない 新潮社
山口　恵以子 ライト・スタッフ 潮出版社
行成　薫 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 集英社

紙木　織々 それでも、あなたは回すのか 新潮社
柴田　よしき お勝手のあん　3 角川春樹事務所

稲葉　稔 浪人奉行　10ノ巻 双葉社
柏井　壽 京都スタアホテル 小学館

H.G.エーヴェルス 最後のクロノフォシル 早川書房
安部　龍太郎 家康　6 幻冬舎

アン・クリーヴス 地の告発 東京創元社

水生　大海 ノゾミくん、こっちにおいで ポプラ社
緑川　聖司 晴れた日は図書館へいこう　[3] ポプラ社
山本　巧次 入舟長屋のおみわ 幻冬舎
雪村　花菜 紅霞後宮物語　第12幕 KADOKAWA
和田　はつ子 天下一の粥 角川春樹事務所

尾崎　桂治 家康の江戸開府と国づくり 三樹書房

椎名　誠 遺言未満、 集英社
南條　竹則 花ちゃんのサラダ 集英社

海老名　香葉子 人生起き上がりこぼし 海竜社

池　享 列島の戦国史　9 吉川弘文館

岸本　佐知子 死ぬまでに行きたい海 スイッチ・パブリッシン
グ

三浦　正幸 お城のすべて ワン・パブリッシング

森　まゆみ 路上のポルトレ 羽鳥書店

渡辺　優
並行宇宙(パラレル・ユニバース)でしか生きられないわたし
たちのたのしい暮らし ホーム社

二羽　恭介 ノリの科学 朝倉書店
寺田　裕一 下津井電鉄　上 ネコ・パブリッシング
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（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 21
R 291
R 318 ｼﾁ 20

（大活字本）　
080 ｱｸ 5
080 ｱｸ 6

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（歴史）
28

（社会）
36 ﾄ
36 ﾔ

38

（科学・化学・生物）
40 ｻ 4
42 ﾐ
42 ﾐ
42 ﾐ
42 ﾐ
43 ﾐ
48 ﾎ
48 ﾗ
49

（技術）
52 1

53

（産業）
66 ｱ 2

（芸術・しゅみ）
72
75
77
79 ﾉ

（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ﾄ
91 ﾅ
91 ﾑ
91 ﾖ

（外国のよみもの）
92 ﾌ
93
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ

戸森　しるこ すし屋のすてきな春原さん 講談社

市町村要覧編集委員会 全国市町村要覧　令和02年版 第一法規

安田　夏菜 みんなはアイスをなめている 講談社

山田　慎也 由来からわかる日本と世界の行事図鑑 スタジオタッククリエイ
ティブ

横山　充男 泣き神さまサワメ 文研出版

ポップコーン・ストー
リー 超高層ビルのサバイバル　1 朝日新聞出版

佐藤　文隆 潜入!天才科学者の実験室　4 汐文社
ジョセフ・ミッドサン エナジが紹介エネルギーの仲間たち くもん出版

戸森　しるこ しかくいまち 理論社
中島　信子 太郎の窓 汐文社
村上　しいこ みけねえちゃんにいうてみな ともだちのひみつ 理論社

ウィルバート・オードリー 青い機関車エドワード ポプラ社
ウィルバート・オードリー 赤い機関車ジェームス ポプラ社

ファン　ヨンミ チェリーシュリンプ 金の星社
R.L.スタイン 消えない叫び 理論社

老川　慶喜 渋沢栄一 小学館

芥川　龍之介 芥川龍之介大活字本シリーズ　5 三和書籍
芥川　龍之介 芥川龍之介大活字本シリーズ　6 三和書籍

☆ 児童書 ☆

成美堂出版編集部 今がわかる時代がわかる世界地図　2021年版 成美堂出版
成美堂出版編集部 今がわかる時代がわかる日本地図　2021年版 成美堂出版

ジョセフ・ミッドサン グレープと探す重力の働き くもん出版
ジョセフ・ミッドサン ヒカリンと見る光の世界 くもん出版
ジョセフ・ミッドサン スピンがさそう磁力の魅力 くもん出版

坂井　建雄 できるかな?人体おもしろチャレンジ えほんの杜

小賀野　実 はたらく自動車ずかん 成美堂出版

ジョセフ・ミッドサン マットと調べる物質の性質 くもん出版
星　輝行 空を飛ぶミジンコのなぞ 少年写真新聞社

ベン・ラーウィル 世界のすごい動物伝記 講談社

阿部　秀樹 和食のだしは海のめぐみ　2 偕成社

山本　聡美 鳥獣戯画と絵巻物 あかね書房
主婦の友社 おりがみ大全集 主婦の友社
宝井　琴星 おやこで楽しむ講談ドリル 彩流社
野口　とも あやとり大全集 主婦の友社

あんず　ゆき 大坂城のシロ くもん出版

ウィルバート・オードリー 大きな機関車ゴードン ポプラ社
ウィルバート・オードリー 大きな機関車たち ポプラ社
ウィルバート・オードリー がんばりやの機関車 ポプラ社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｷ
93 ｼ 8
93 ﾄ
93 ﾏ

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｵ
PN ｵ
PN ｶ
PN ｷ
PN ｺ
PN ｼ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾊ
PNC 0
PNC 2

PNC 3

PNC 4
PNC 5
PNC ｼ
PNC ﾀ

（外国のえほん）
PG ｸ

PG ｽ
PGC ﾊ

PGC ﾏ

（紙芝居）
S ﾌ
S ﾔ

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
キャリル・ハート 女の子はなんでもできる! 早川書房

アントン・クリングス おてんばみつばちキャプシーヌ イマジネイション・プラ
ス

かとう　ようこ おもちのもっち 童心社
津田　真一 うしになったおとこのこ 童心社

リンダ・エロビッツ・
マーシャル ピーターラビットのふるさとをまもりたい 廣済堂あかつき

ウィルバート・オードリー がんばれ機関車トーマス ポプラ社
ウィルバート・オードリー きえた機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー 機関車オリバー ポプラ社
ウィルバート・オードリー 機関車トビーのかつやく ポプラ社
ウィルバート・オードリー 機関車トーマス ポプラ社
ウィルバート・オードリー 機関車トーマスのしっぱい ポプラ社
ウィルバート・オードリー 機関車のぼうけん ポプラ社
ウィルバート・オードリー 3だいの機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー ダックとディーゼル機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー 小さな機関車たち ポプラ社
ウィルバート・オードリー 小さなふるい機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー ちびっこ機関車パーシー ポプラ社
ウィルバート・オードリー 8だいの機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー 100さいの機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー ふたごの機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー みどりの機関車ヘンリー ポプラ社
ウィルバート・オードリー やっかいな機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー 山にのぼる機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー ゆうかんな機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー 4だいの小さな機関車 ポプラ社
ウィルバート・オードリー わんぱく機関車 ポプラ社
ジェフ・キニー グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ポプラ社
ミランダ・ジョーンズ ミオととなりのマーメイド　8 ポプラ社
アンジー・トーマス オン・ザ・カム・アップ 岩崎書店
ヒラリー・マッカイ ルーパートのいた夏 徳間書店

おおで　ゆかこ いろいろおかしパーティー アリス館
かねまつ　すみれ あぁ、アジのひらきがたべたいっ! 文研出版

いとう　ひろし ルラルさんのつりざお ポプラ社
小田中　裕子 ぼくのピンク Clover出版

菊地　秀行 城の少年 マイクロマガジン社

越野　民雄 キス・スキ 講談社
junaida 怪物園 福音館書店
高畠　那生 うしとざん 小学館
梨木　香歩 よんひゃくまんさいのびわこさん 理論社
林　木林 ゆきだるまとかがみもち 鈴木出版
てづか　あけみ いっぱいあるよ!おでかけどれにする? 偕成社
阿部　行夫 東京さんぽ絵本 文溪堂
NHK「#もしかして…」
制作班 NHK#もしかして… 金の星社

多屋　光孫 ゆうこさんのルーペ 合同出版

矢野　誠人 うりぼうと母さん 大空出版
てづか　あけみ いっぱいあるよ!ごはんどれたべる? 偕成社
清水　茜 絵本はたらく細胞 講談社
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