
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002 ｷｼ
002.7
Z 007.1 ｺﾊ
007.3 ﾍｲ
Z 007.3 ﾎﾘ
007.6 ﾓﾘ
010.2 ｼﾝ
016.2 ﾖｼ

017.7

024.2 ﾊﾝ

（哲学・思想）
X 135.4 ﾋｶ
140.4 ｺｴ
141.6 ｻｶ
147 ﾐｶ
Z 159 ｻｲ
159 ﾊﾌ
159.4 ﾀﾏ
162 ｼﾏ
165

（歴史・紀行）
204 ｳｲ
210
210.3 ﾏｴ
Z 210.7 ｶﾓ
235 ﾙﾒ
253
290.9
291
291
291
291 ｸﾘ
293.4 ｱﾏ
293.5
293.8 ｼﾏ
297.6

（伝記）
281
288.4 ﾐｶ
289.3 ｴﾘ
289.3 ﾄｺ 1

（社会科学）
302.1 ﾌｼ
302.2 ｼﾝ
304
304
304 ｱｵ
304 ｱｵ

○ 一般書 ○

岸見　一郎 ゆっくり学ぶ 集英社クリエイティブ

研究ステップ編集委員会 先輩、研究ってどうやるんですか 京都大学学術出版会

小林　雅一 ゼロからわかる量子コンピュータ 講談社
クリス・ベイル ソーシャルメディア・プリズム

【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

2022年 6月 28日号　No.1

みすず書房

新経済連盟 JAPAN TRANSFORMATION KADOKAWA

ニコル・ルメートル 村の公証人 名古屋大学出版会

丸山　俊一 世界サブカルチャー史 欲望の系譜

ガイア・ヴィンス 進化を超える進化 文藝春秋
會田　康範 文化財が語る日本の歴史 雄山閣
前園　実知雄 律令国家前夜 新泉社

藤井　誠二 沖縄の街で暮らして教わったたくさんのことがら 論創社
シンシアリー 日本人を日本人たらしめているものは何か 扶桑社
藤井　聡 日本復活! かや書房

吉井　潤 公立図書館における電子図書館サービスの現状 樹村房
早稲田大学アカデミッ
クソリューション やさしい大学図書館員のサバイバルイングリッシュ 早稲田大学出版部

ハン　ミファ 韓国の「街の本屋」の生存探究 クオン

三上　丈晴 オカルト編集王 学研プラス
齋藤　孝 孤独を生きる PHP研究所
キャサリン・ハプカ くまのプーさんささやかだけど大切にすること 講談社

堀内　進之介 データ管理は私たちを幸福にするか? 光文社
森　巧尚 Python自動化簡単レシピ 翔泳社
新藤　透 古代日本に於ける「図書館」の起源 樹村房

檜垣　立哉 ベルクソンの哲学 講談社
ベン・コーエン 科学は「ツキ」を証明できるか 白揚社
相良　敦子 感動する、を考える 鳥影社

祥伝社
田中　桜 ストックホルムと小さな街散歩スウェーデンへ イカロス出版

玉置　泰子 92歳総務課長の教え ダイヤモンド社
島田　裕巳 宗教対立がわかると「世界史」がかわる 晶文社
保坂　俊司 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 昭文社

賀茂　道子 GHQは日本人の戦争観を変えたか 光文社

栗田　貞多男 中央分水嶺を旅する 世界文化ブックス

あまの　さくや チェコに学ぶ「作る」の魔力 かもがわ出版
地球の歩き方編集室 自分らしく生きるフランスのことばと絶景100 地球の歩き方

まっぷる　全国キャンプ場ガイド　[2022]西日本編 昭文社
まっぷる　鳥取　'23 昭文社
まっぷる兵庫　'23 昭文社

寛仁親王 ひげの殿下日記 小学館
マシュー・デニソン ザ・クイーン カンゼン
ジュリアン・ジャクソン シャルル・ドゴール伝　上 白水社

島塚　絵里 フィンランドで気づいた小さな幸せ365日 パイインターナショナル

地球の歩き方編集室 ALOHAを感じるハワイのことばと絶景100 地球の歩き方

文化出版局 生きるみちしるべ 文化学園文化出版局

青山　繁晴 ぼくらの選択　虎穴篇 飛鳥新社
青山　繁晴 ぼくらの選択　雄志篇 飛鳥新社

<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】

304 ｱｵ

304 ｻﾃ

Z 312.1 ﾓﾁ
312.2 ｶﾜ
316.8 ﾗｳ
318.2 ｼｵ
319 ﾏｺ
Z 319.3 ﾄﾂ
320
Z 329.9 ﾁｴ

（経済）
331 ｼﾏ
331.1 ﾓﾘ
335
335.1 ﾋﾉ
336 ｳｼ

336.4 ｻﾄ

336.5
336.9 ｼﾝ
338.7 ｱｻ 22
339.4 22
361.4
361.8 ﾍﾌ

364.3 ﾅｶ 22

365 ｷﾑ

367.1 ｺﾄ

367.7 ｳｴ

367.7 ﾀｶ

368.3 ﾀｶ
369.2 ｱｵ

（教育・文化）
370.4
374.5 ｵﾀ
376.8
377.9 ﾀｷ
382.1 ﾐﾔ
Z 391.6 ｱﾘ
392.1 ｻｸ
Z 396.2 ｲﾜ

（自然科学）

407 ｳｵ

407 ﾏｽ
417 ﾎﾝ
450
457.8 ﾂﾁ
462.1 ﾀｶ
469 ﾍｱ
471.7 ｱｻ
473.3 ｶﾜ

ラシュミ・サーデシュ
パンデ それでも、世界はよくなっている 亜紀書房

望月　雅士 枢密院 講談社
川中　豪 競争と秩序 白水社

青山　繁晴 ぼくらの選択　天命篇 飛鳥新社

エマニュエル・トッド 第三次世界大戦はもう始まっている 文藝春秋
國部　徹 法律トラブルを解決するならこの1冊 自由国民社
陳　天璽 無国籍と複数国籍 光文社

タリア・ラヴィン 地獄への潜入 柏書房
塩田　潮 大阪政治攻防50年 東洋経済新報社

孫崎　享 平和を創る道の探求 かもがわ出版

日野　勝吾 内部通報・行政通報の実務 ぎょうせい
後田　良輔 ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術 明日香出版社

佐藤　純 ジョブ型人事システムの作り方と事例 日本生産性本部生産
性労働情報センター

島倉　原 MMT講義ノート 白水社
森永　康平 経済指標読み方がわかる事典 日本実業出版社

宇田川　敏正 個人事業の教科書1年生 新星出版社

ライフプラン研究会 図解わかる生命保険　2022-2023年版 新星出版社
人との距離を、整える 主婦と生活社

サンドラ・ヘフェリン ほんとうの多様性についての話をしよう 旬報社

戸田総合法律事務所 法律のプロが教える社内ペーパーレスの進め方 ジャムハウス
新名　貴則 退職金をめぐる税務 清文社
浅井　秀一 図解わかる住宅ローン　2022-2023年版 新星出版社

上野　千鶴子 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 中央公論新社

高橋　伸典 定年1年目の教科書 日本能率協会マネジ
メントセンター

高橋　聡美 地域でできる自殺予防 日本医学出版

中尾　幸村 図解わかる定年前後の手続きのすべて　2022-2023年版 新星出版社

木村　榮治 遺品整理士が教える遺す技術と片付けの極意 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

クリステン・R.ゴドシー
あなたのセックスが楽しくないのは資本主義のせいか
もしれない

河出書房新社

青木　聖久 精神・発達障害がある人の経済的支援ガイドブック 中央法規出版

トレーシー・バーンズ 感情的ウェルビーイング 明石書店
オダギリ　展子 スクールステーショナリーガイドBOOK 学事出版
東大カルペ・ディエム 東大大全 幻冬舎
瀧本　哲哉 定年後にもう一度大学生になる ダイヤモンド社
宮本　常一 ふるさとを憶う

土屋　健 こっそり楽しむうんこ化石の世界 技術評論社

櫻井　よしこ ハト派の噓 産経新聞出版
岩井　秀一郎 服部卓四郎と昭和陸軍 PHP研究所

エイドリアン・ウォール
ワーク

ネイティブが教える日本人研究者のための国際学会プ
レゼン戦略 講談社

みずのわ出版
有田　芳生 北朝鮮拉致問題 集英社

高野　丈 井の頭公園いきもの図鑑 ぶんしん出版
ブライアン・ヘア ヒトは<家畜化>して進化した 白揚社

桝　太一 桝太一が聞く科学の伝え方 東京化学同人
本丸　諒 すごい統計学 飛鳥新社
田近　英一 文系のためのめっちゃやさしい地球46億年 ニュートンプレス

浅井　元朗 田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック 文一総合出版
川上　新一 変形菌 山と溪谷社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

486.1 ｳﾝ
488 ﾀｶ
489.5 ｵｶ

（医学）
492.7 ｵｵ

492.9

493.7
493.9 ﾜﾀ
494.5 ｺﾊ
494.8
494.8 ﾄﾖ
494.8 ﾋｶ
495 ﾀｶ
Z 496.3 ﾌｶ
Z 498 ｵｸ
498.8 ｲｶ
499.8 ｲﾏ
499.8 ﾋﾗ

（技術）
523 ｲｶ
527
Z 527 ﾅｶ
527.1
537.9 ｱｵ
547.4 ﾏﾂ
560 ﾆｼ

（家政）
590 ﾔﾅ
590.4
590.4 ｱｵ
593.1 ｸﾗ
594
594.3
594.3
594.3 ﾐﾔ
594.7
595.5 ｲｼ
596
596 ｲｲ
596 ｻﾙ
596.37
596.65 ｲﾏ
597.5
597.5 ｱﾍ

（産業）
Z 601.1 ｺｳ

674.3 ﾔｼ

686.2 ﾖｼ

Z 699.6

（芸術・美術）
702 ﾊﾚ
706.9 ｸﾚ

レアネットドライブナー
スハッピーライフ編集
グループ

看護の現場ですぐに役立つ耳鼻咽喉科看護のキホン 秀和システム

野村　総一郎 うつ病治療大全 講談社
渡辺　雅美 アトピーっ子の安心ごはん 家の光協会
小林　常雄 癌がわかる腫瘍マーカーの教科書 三冬社

青木　由香 台湾の日々 翔泳社
クライ・ムキ 家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた ブティック社

高尾　美穂 大丈夫だよ 講談社
深作　秀春 緑内障の真実 光文社
奥　真也 医療貧国ニッポン PHP研究所

朝比奈　昭彦 ウルトラ図解乾癬 法研
豊田　雅彦 新しい皮膚の教科書 池田書店

あそべる!まなべる!フェルトのおままごとと知育おもちゃ アップルミンツ
主婦の友社 1DAYマクラメ 主婦の友社

アリックス・パレ 悪魔絵の物語 グラフィック社

石井　美夏 「コロナ老け知らず」女医の美肌習慣 双葉社
オカズデザイン NHK連続テレビ小説ちむどんどんレシピブック NHK出版
iina ヴィーガンフード、はじめの一歩! グラフィック社

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ
Miya かんたんかわいいあみぐるみ ブティック社

暮沢　剛巳 ミュージアムの教科書 青弓社

高円宮妃久子 鳥と根付 春秋の物語 ハースト婦人画報社

岡崎　雅子 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 実業之日本社

大野　智 民間療法は本当に「効く」のか 化学同人

海野　和男 ダマして生きのびる虫の擬態 草思社

東　禹彦 知っておきたい爪の知識と病気 金原出版

五十嵐　太郎 様式とかたちから建築を考える 平凡社
主婦の友社 日本でもできる!「英国の住まい」に暮らす。 主婦の友社
長尾　重武 小さな家の思想 文藝春秋

五十嵐　良雄 うつの人のリワークガイド 法研
今津　嘉宏 健康保険が使える漢方薬の事典 つちや書店
平川　美鶴 和ハーブのある暮らし エクスナレッジ

西山　孝 元素のふるさと図鑑 化学同人

柳沢　小実 私らしい暮らしとお金の整え方 主婦の友社
高砂　雅美 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 家の光協会

園内　せな 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 エクスナレッジ
青木　タカオ よくわかる最新バイクの基本と仕組み 秀和システム
松村　雄太 メタバースがよくわかる本 秀和システム

古着のデニムでバッグ ブティック社

やました　ひでこ お金持ちは断捨離上手 宝島社
阿部　静子 だから、50歳から片づける CCCメディアハウス

神山　典士 トカイナカに生きる 文藝春秋

サルボ恭子 毎日おいしいびん詰め 文化学園文化出版局

柴田書店 プロのベジミートレシピ 柴田書店
今井　ようこ いちじくのお菓子づくり 誠文堂新光社

矢島　直美
すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方
法ってないですか? インプレス

吉永　陽一 空鉄 天夢人
NHKミャンマープロ
ジェクト NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

726.5 ｵﾁ

726.5 ｼﾕ
754.6 ﾏﾂ
754.9 ﾂｷ

767.8 ｷﾑ

（スポーツ・諸芸）
778 ﾜﾀ 5
Z 778.2 ｾｺ
Z 779.9 ｻｻ
780.6

（言語）
802 ﾆｺ

814.4 ｽﾄ
816.5 ﾀﾅ

（文学）
910.2 ｾﾄ
929.1 ｶﾝ
933.7 ｺﾙ
933.7 ﾛﾄ

（日本の小説）
F ｲﾅ 2
F ｶﾜ
F ｻｲ
F ｾﾄ 25
F ﾂｼ
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾖｺ

（小説 文庫）
X 918.6
X 933.7 ｷﾂ
X 933.7 ﾊﾝ 1
X 933.7 ﾊﾝ 2
X 953.7 ﾙﾙ
X E ｻｻ
X F ｱﾔ
X F ｲﾅ 7
X F ｲﾉ
X F ｵｵ 4
X F ｵｶ
X F ｶｾ
X F ｷｻ
X F ｷﾄ
X F ｸﾜ 15
X F ｺﾝ
X F ｻｴ
X F ｻｴ
X F ｻｻ
X F ｻｻ 3
X F ﾁﾉ 1
X F ﾂｼ
X F ﾄﾊ
X F ﾅｲ

おちゃ
マイルドライナーで簡単!かわいい!ちょこっとイラストが
描ける本 翔泳社

junaida EDNE 白泉社

田中　草大 #卒論修論一口指南 文学通信

瀬戸内　寂聴 私解説 新潮社
カン　ファギル 大丈夫な人 白水社
G.D.H.コール クロームハウスの殺人 論創社

西條　奈加 よろずを引くもの 東京創元社
瀬戸内　寂聴 瀬戸内寂聴全集　25 新潮社

ジョン・ロード デイヴィッドスン事件 論創社

稲田　幸久 駆ける　2 角川春樹事務所

川嶋　芳生 FOX海上保安庁情報調査室 徳間書店

辻　真先 馬鹿みたいな話! 東京創元社
中山　七里 棘の家 KADOKAWA
西尾　維新 掟上今日子の忍法帖 講談社
横関　大 忍者に結婚は難しい 講談社

誉田　哲也 偽りの捜査線 文藝春秋

ガストン・ルルー オペラ座の怪人 新潮社
ささき　かつお 心がフワッと軽くなる!2分間ストーリー PHP研究所

松田　裕美 PPバンドでつくる大人のかご・バッグ 学研プラス
月本　せいじ 世界を旅するポップアップカード ブティック社

木村　ユタカ シティ・ポップに愛をこめて シンコーミュージック・
エンタテイメント

読売新聞取材班 報道記録東京2020オリンピック・パラリンピック 読売新聞東京本社

ゾラン・ニコリッチ あなたの知らない、世界の希少言語 日経ナショナルジオグ
ラフィック

すとう　けんたろう 5文字で四字熟語 講談社

和田　誠 お楽しみはこれからだ　PART5 国書刊行会
勢古　浩爾 定年後に見たい映画130本 平凡社
笹山　敬輔 ドリフターズとその時代 文藝春秋

綾見　洋介 Xの存在証明 宝島社

ジェス・キッド 壜のなかの永遠 小学館
スティーヴン・ハンター 囚われのスナイパー　上 扶桑社
スティーヴン・ハンター 囚われのスナイパー　下 扶桑社

岡本　さとる 仕立屋お竜 文藝春秋
風野　真知雄 南町奉行と餓舎髑髏 文藝春秋
木皿　泉 カゲロボ 新潮社

稲葉　稔 武士の流儀　7 文藝春秋
井上　荒野 あたしたち、海へ 新潮社
大山　淳子 あずかりやさん　[4] ポプラ社

佐伯　泰英 狂う潮 文藝春秋
佐伯　泰英 浮世小路の姉妹 光文社
笹沢　左保 他殺岬 徳間書店

貴戸　湊太 認知心理検察官の捜査ファイル 宝島社
桑原　水菜 遺跡発掘師は笑わない　[15] KADOKAWA
今野　敏 清明 新潮社

鳥羽　亮 新・剣客春秋 幻冬舎
内藤　了 ハニー・ハンター 祥伝社

佐々木　裕一 春風同心十手日記　3 小学館
千野　隆司 新・入り婿侍商い帖　1 KADOKAWA
辻堂　魁 春風譜 祥伝社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ﾆｼ
X F ﾇｸ
X F ﾊﾗ
X F ﾋｲ
X F ﾏｲ 1
X F ﾐﾔ
X F ﾖｼ 4

（日本のエッセイ）
E ｲﾇ
E ｲﾝ
E ｾﾄ
E ﾏｽ
E ﾔﾏ
E ﾖｼ

（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 521.8

（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 291 ﾔﾏ
R 487.9 ｾｷ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（哲学）
14 ﾄ

（社会）
31

38 ﾌ

（科学・生物・からだ）
44 ﾐ
46 ﾊ 3
48 ﾀ
49 ｺ

（技術）
51 ｵ
51 ﾙ
53 ﾆ
59

（産業）
（芸術・しゅみ）
70

75

（ことば）
83 ﾐ

（日本のよみもの）
91 ｱ 7
91 ｵ
91 ｶ
91 ｸ

【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

2022年 6月 28日号　No.2

戌井　昭人 沓が行く。 左右社
インベ　カヲリ★ 私の顔は誰も知らない 人々舎
瀬戸内　寂聴 捨てることから始まる 祥伝社
益田　ミリ 小さいわたし ポプラ社

12歳から始めるあがらない技術 秀和システム

山口　百々男 和英:日本の文化・観光・歴史辞典 三修社
関　慎太郎 野外観察のための日本産爬虫類図鑑 緑書房

ヤマザキ　マリ 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと 文藝春秋
吉本　ばなな 私と街たち<ほぼ自伝> 河出書房新社

中井　均 織田・豊臣城郭の構造と展開　下 戎光祥出版

☆ 児童書 ☆

鳥谷　朝代

パク　ソンイ ドクターエッグ　3 朝日新聞出版
武田　晋一 貝のふしぎ発見記 少年写真新聞社

小林　亜津子 生命倫理のレッスン 筑摩書房

右田　邦雄 ひらめき!英語迷言教室 岩波書店

工藤　純子 はじめましてのダンネバード くもん出版

あいはら　しゅう 迷宮教室　[7] 集英社
大窪　いく子 ふるふるひめ

西村　賢太 【ヤマイダレ】の歌 新潮社

こやま　ゆかり やんごとなき一族　上 扶桑社
宮木　あや子 手のひらの楽園 新潮社
吉田　雄亮 北町奉行所前腰掛け茶屋　[4] 実業之日本社

貫井　徳郎 プリズム 実業之日本社
原田　ひ香 事故物件、いかがですか? 集英社
柊　悠羅 不動のセンター 宝島社

清水　雅博 13歳からの図解でやさしい国会 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

メアリー・プラット うんこ・おしっこ大研究 化学同人

嶺重　慎 ブラックホールってなんだろう? 福音館書店

松村　忍 子どものハンドメイドレッスンBOOK 朝日新聞出版

「世界の美術館・博物
館」編集室 小学生のための世界の美術館・博物館 メイツユニバーサルコ

ンテンツ

成美堂出版編集部 ワクワク!かわいい!自由工作大じてん 成美堂出版

押田　五郎 ごみ清掃のお仕事 解放出版社
エリーズ・ルソー みんなの地球を守るには? KTC中央出版
西村　まさゆき 押す図鑑ボタン 小学館

文研出版
樫崎　茜 星の町騒動記 理論社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

91 ﾀ
91 ﾀ

91 ﾄ

91 ﾉ
91 ﾌ
91 ﾌ
91 ﾏ
91 ﾑ
91 ﾑ
91 ﾖ

（外国のよみもの）
93 ﾘ

94 ｱ

94 ｸ
94 ｸ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ

PN ｽ

PN ﾀ
PN ﾄ
PN ﾄ
PN ﾉ
PN ﾊ
PN ﾏ
PN ﾜ
PNC 3
PNC 3
PNC 4
PNC 4
PNC 5
PNC 5
PNC ﾐ

（外国のえほん）
PG ｱ
PG ﾀ

PG ﾃ

PGC 4

（紙しばい）
S ｶ
S ﾔ

世界文化ブックス

グリム こわいものなしの六人 あかね書房

竹下　文子 ドルフィン・エクスプレス 偕成社
竹下　文子 三日月ジョリー 偕成社

マヤ・タツカワ にちようびはパンケーキ! 光村教育図書
ブリッタ・テッケントラッ
プ なみのむこうに BL出版
キャロン・ブラウン みえた!せかいのうみのふしぎ くもん出版

桂　文我 どうぶつえん 童心社
山本　祐司 にこにこえがお 童心社

福田　隆浩 じゅんくんの学校 あすなろ書房
牧野　礼 六四五年への過去わたり くもん出版
村上　康成 黄色い竜 徳間書店

富安　陽子 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! オソロシ山のながれ星 理論社

野中　柊 ルビねこと旅の仲間たち 理論社
藤咲　あゆな 戦国姫 集英社

わたなべ　はな あるくとはしる 文芸社

村上　しいこ みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん 理論社
横田　明子 ライスボールとみそ蔵と 絵本塾出版

ジェーン・リオーダン クマのプーさんのむかしむかし 文化学園文化出版局

安西　水丸 クッキーのおべんとうやさん クレヴィス
安西　水丸 クッキーのぼうしやさん クレヴィス

鈴木　翼 うみでなんでやねん 世界文化ワンダークリ
エイト

世界文化ブックス

ヤーコプ・L.C.グリム グリム童話集

ミーシャ・アーチャー いい一日ってなあに? BL出版

ハンス・クリスチャン・
アンデルセン アンデルセン童話集

汐文社

のし　さやか あつまれ!わくわくパンまつり ひさかたチャイルド

花山　かずみ スタコラサッサ こぐま社
まつおか　たつひで おふろのなかのジャングルたんけん 童心社

田中　達也 くみたて 福音館書店
得田　之久 ちゃぷちゃぷぷーん 福音館書店
とい　よしひこ ぼくらのひみつきち 出版ワークス

くにすえ　たくし あいうえおでんしゃじてん 視覚デザイン研究所

くにすえ　たくし かずとすうじのでんしゃじてん 視覚デザイン研究所

宮村　奈穂 トムとジェリーをさがせ!あっち!こっち!タイムトラベル 河出書房新社

吉田　愛 江戸日本ねこづくし 講談社
サーロー節子 光にむかって
ねもと　まゆみ とんぼのぎんちゃんうまれたよ! 童心社
沼口　麻子 ホホジロザメ 福音館書店
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