
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002.7

007.3 ｶﾀ

010.2 ﾄﾖ
011.2 ｼｵ
019.9
019.9 ｻｲ
X 019.9 ｼｹ

021.4

023 ﾐﾔ
069 ﾎﾌ

（哲学・思想）
Z 121.6
133.2 ﾛﾂ
135.5
140 ﾅｶ
141.5 ﾃｸ

146.8 ｲﾄ

146.8 ﾅｶ
159.7 ﾜﾀ
164
X 181.6 ｼﾏ
186.9 ｽｽ
188.9 ﾋﾛ

（歴史・紀行）
210.3 2
210.7 ﾎｻ
213.6 ﾄﾐ

222 2

222 ﾘ
233 ﾏｳ
237 ﾍﾘ

291

291
291.6 ｻｶ

295.5 ｶﾔ

297.2 ｸｻ

（伝記）
281 ｼﾉ

（社会科学）
304 ｶﾘ

304 ﾐﾔ
304 ﾔﾅ
Z 309.2 ﾅｶ

319.5 ｼﾔ 2

豊田　恭子 闘う図書館 筑摩書房
塩見　昇 図書館の使命を問う

【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 10月 25日号　No.1

○ 一般書 ○

マルマン ルーズリーフ手帳の作り方 KADOKAWA

片山　千枝 女子はなぜネットを介して出会うのか 青弓社

日本図書館協会

中嶋　洋平 社会主義前夜 筑摩書房

新古代史の会 人物で学ぶ日本古代史　2 吉川弘文館
保阪　正康 世代の昭和史 毎日新聞出版
冨岡　一成 江戸想像散歩 旬報社

写真で比べる中国大都市の近現代　2 創元社

苅谷　剛彦 オックスフォード大教授が問う思考停止社会ニッポン 中央公論新社

宮台　真司 神なき時代の日本蘇生プラン ビジネス社
柳川　時夫 毎日新聞コラム「余録」選 毎日新聞出版

小川　忠 国境を越えるためのブックガイド50 白水社
齋藤　孝 齋藤孝の名著50 ワック
重松　清 ビタミンBOOKS 新潮社
(萌)表現探求サークル 簡単!楽しい!はじめての同人活動ガイドブック ホビージャパン

宮後　優子 ひとり出版入門 よはく舎
オーウェン・ホプキンズ ザ・ミュージアム 河出書房新社

山口　輝臣 思想史講義　明治篇1 筑摩書房
ロック 寛容書簡 京都大学学術出版会

レヴィナス協会 レヴィナス読本 法政大学出版局

中野　明 図解・最新心理学大事典 秀和システム
出口　汪 頭がスッキリする思考の整え方 水王舎

伊藤　絵美 世界一隅々まで書いた認知行動療法・問題解決法の本 遠見書房

中島　輝 「知らんがな」の心のつくり方 KADOKAWA
和田　秀樹 70歳からの選択 徳間書店
神話雑学研究会 全部わかる世界の神々と神話 成美堂出版
島薗　進 日本仏教の社会倫理 岩波書店
鈴木　弘毅 へんろ道、うどん道 イカロス出版
ひろ　さちや 日蓮を生きる 佼成出版社

李　泉 一冊で分かる中国史 樹立社
トニ・マウント 中世イングランドの日常生活 原書房
ジュディス・ヘリン ラヴェンナ 白水社

10日で走破!自転車で行く東海道五十三次 成美堂出版

ココミル　神戸　[2022] JTBパブリッシング

酒井　順子 女人京都 小学館

嘉山　正太 マジカル・ラテンアメリカ・ツアー 集英社インターナショ
ナル

草野　亜希子 ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう暮らし365日 自由国民社

篠　綾子 歴史をこじらせた女たち 文藝春秋

マーティン・J.シャー
ウィン キューバ・ミサイル危機　下 白水社

<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】

320 ｶﾐ

（経済）
331 ﾎﾜ
333.8 ﾐｽ
335.2 ﾀｶ

336.4

338.7 ﾋﾗ

349 ﾉｻ

361.4

Z 361.4 ﾄｳ
364 ｹﾝ
364.4 22
366.2 ｺﾏ
366.2 ｼﾕ
367.2 ｱｺ
367.7 ｼﾓ

369 ｵﾙ

369.2

369.2 ｲﾄ
369.2 ﾀﾅ
369.3 ｷｸ

（教育・文化）
375.1 ﾄｲ

375.2

Z 375.4 ｲｼ
376.8 ｱｻ

378 ﾋﾗ

379.9 ｲﾘ

383.9

（自然科学）
402 ｶｷ

417.1 ｶﾈ

421.2 ｹﾝ

440.4 ﾀｶ

453 ｶﾏ
459.7 ｲｲ
468 ｲｶ
470.4 ﾏｷ
473.3 ﾀｶ
481.1 ｸﾝ
486 ﾏﾙ

（医学）
491.8 ｺﾔ

492.7 ﾏﾂ

493.6

493.6 ﾏﾂ

土居　正博 子どもに一発で伝わる!説明の技術 学陽書房

苫野　一徳 校則が変わる、生徒が変わる、学校が変わる 学事出版

石浦　章一 理数探究の考え方 筑摩書房
浅野　恵子 芸術学部 ぺりかん社

松岡　佳余子 即効!耳ほぐし 河出書房新社

ロビン・マッケンジー 肩の痛み・四十肩改善マニュアル 実業之日本社

ロビン・マッケンジー 腰痛改善マニュアル 実業之日本社

上谷　さくら
暮らし・お金・老後…おひとりさまの心配ごと、すべて解
決してください! 学研プラス

ロベール・ボワイエ 経済学の認識論 藤原書店
水野谷　優 14歳からのSDGs 明石書店
高橋　篤史 亀裂 講談社
労務行政研究所 70歳就業を見据えた高年齢者雇用の実務 労務行政

平木　恭一
最新クレジット/ローン業界の動向とカラクリがよ〜く
わかる本

秀和システム

野崎　敏彦 水族館のアシカはいくらで買える? 合同フォレスト

越智　啓太 私たちはなぜ傷つけ合いながら助け合うのか 創元社

東畑　開人 聞く技術聞いてもらう技術 筑摩書房
権丈　善一 もっと気になる社会保障 勁草書房
全国老人保健施設協会 介護白書　令和4年版 オフィスTM
駒澤　真由美 精神障害を生きる 生活書院
首藤　若菜 雇用か賃金か日本の選択 筑摩書房
阿古　真理 家事は大変って気づきましたか? 亜紀書房
下重　暁子 老人をなめるな 幻冬舎
ジョー・オルドリッジ ヤングケアラーってどういうこと? 生活書院

生活動作が楽になる機能向上いす体操 世界文化ライフケア

伊藤　亜紗 ぼけと利他 ミシマ社
田中　徹二 白い杖、空を行く 読書工房
菊池　由貴子 わたしは「ひとり新聞社」 亜紀書房

平岩　幹男 イラスト版小中学生のライフスキルトレーニング 合同出版

入吉　弘幸 算数ってなんで勉強するの? 論創社
武蔵野美術大学民俗
資料室 民具のデザイン図鑑 誠文堂新光社

かきもち 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 翔泳社

金子　裕介 確率の哲学 森北出版

見城　尚志 幾何で見える必ずわかる一般相対性理論 技術評論社

高水　裕一 面白くて眠れなくなる宇宙 PHPエディターズ・グ
ループ

鎌田　浩毅 揺れる大地を賢く生きる KADOKAWA
飯田　孝一 世界観設定のための宝石図鑑 エクスナレッジ
五十嵐　杏南 生き物たちよ、なんでそうなった!? 笠間書院
牧野　富太郎 我が思ひ出 北隆館
高野　丈 世にも美しい変形菌 文一総合出版
郡司　芽久 キリンのひづめ、ヒトの指 NHK出版
丸山　宗利 昆虫学者、奇跡の図鑑を作る 幻冬舎

小安　重夫 小説みたいに楽しく読める免疫学講義 羊土社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

493.6 ﾏﾂ

493.7 ｺﾙ
493.7 ﾊﾗ

493.7 ﾏﾂ

494.5 ｲｵ
498 ﾌｾ
498.3
498.5 ｸﾘ

498.8 ﾚﾄ

498.9 ﾋﾗ

（技術）
513.3 ｵｸ
518.2 ｺｳ
519 ﾌﾏ
519.9
527.1
547.4 ｸﾜ
547.4 ﾏﾛ

588.5 ﾅｲ

589.2 ｶﾈ

（家政）
590 ﾊｷ 2
591 ｻｶ
591 ﾅｶ

593.3

594.2

595.4 ｼﾉ
596 ｱﾘ
596 ｳｴ
596 ｵｵ
596 ﾋﾗ
596.37 ｲﾏ

596.4 ｳｴ

596.65 ﾐｷ
597.5
599 ﾏﾂ 7

（産業）
645.6 ｼｴ

645.6 ﾊﾝ

645.7

686.2

686.2 ｶﾜ

（芸術・美術）
726.1 ﾁｶ
726.5 ﾔﾏ 2

728.4

ロビン・マッケンジー 首の痛み・肩こり・頭痛改善マニュアル 実業之日本社

【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

2022年 10月 25日号　No.2

ロバート・コルカー 統合失調症の一族 早川書房
原川　大介 わたしが、認知症になったら BOW&PARTNERS

松原　英多 91歳の現役医師がやっている一生ボケない習慣 ダイヤモンド社

井岡　達也 がん治療うまくいく人、いかない人 幻冬舎
アヌシェイ・フセイン 「女の痛み」はなぜ無視されるのか? 晶文社
『THE21』編集部 成長し続ける脳の使い方 PHP研究所
栗原　毅 1日1杯血液のおそうじスープ アスコム
トニー・レドモンド 野戦のドクター ハーパーコリンズ・

ジャパン

平野　久美子 異状死 小学館

奥園　誠之 斜面防災・減災106のノウハウ 日経BP
高堂　彰二 トコトンやさしい下水道の本 日刊工業新聞社

ブライアン・ブーマ 世界環境変動アトラス 原書房
防災リスク管理研究会 都市防災がわかる本 彰国社
間取り図ナイト 間取り図大好き! 扶桑社
桑名　由美 YouTube完全マニュアル 秀和システム
ディラン・マロン ボクのクソリプ奮闘記 DU BOOKS

内藤　和雄 土着品種でめぐるイタリアワインの愛し方 講談社

金子　敦子 新大人の普段着　秋冬編 主婦と生活社

はじめてでもできるワンポイント刺しゅうBOOK 日本ヴォーグ社

萩原　健太郎 暮らしの民藝　2 エクスナレッジ
坂本　綾子 お金に好かれる人になるための35の習慣 KADOKAWA
長野　ゆか 実践!はじめてのホームファイリング 同文舘出版

作りやすくて、着やすいワンピース&パンツ&はお
りもの

NHK出版

篠原　龍 最高の髪型解剖図鑑 エクスナレッジ
有元　葉子 有元葉子の冷凍術 筑摩書房
上田　淳子 55歳からの新しい食卓 学研プラス
大瀬　由生子 季節の手しごと保存食 春陽堂書店
平野　由希子 ワインつまみ 池田書店
今井　亮 野菜で中華 成美堂出版

植木　もも子 スープジャーで作る体にいい朝ラクスープ弁当 主婦の友社

みきママ 世界一のしあわせ家おやつ 主婦の友社
成美堂出版編集部 収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版
松本　ぷりっつ ぷりっつさんち　7 主婦の友社

ギャリー・ジェンキンス ずっとのおうちを探して 国書刊行会
クリスティーナ・ハン
ガー 世界ではじめて人と話した犬ステラ 早川書房

野澤　延行 獣医師が教える猫と幸せに暮らすための教科書 KADOKAWA
NHK「にっぽんの廃
線」制作班 秘蔵映像でよみがえる日本の廃線50 祥伝社

川辺　謙一 世界と日本の鉄道史 技術評論社

週末北欧部chika かもめニッキ 講談社
山田　章博 「十二国記」画集　第2集 新潮社

山本　翔麗 臨書の基本 メイツユニバーサルコ
ンテンツ
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

754.9

756.8 ﾄﾊ

Z 773.2 ﾅｶ
779.1
779.9 ﾉｻ

（スポーツ・諸芸）
780.1 ﾘﾊ 1

780.1 ﾘﾊ 2

783.7 ﾂｼ

784.6 ﾊﾆ 2

788.3

791 ﾐｽ
791.6 ｼｵ

（言語）
810.7 ﾄｸ

834 ｼﾐ
Z 837.8 ｸﾗ

（文学）
908.1
910.2 ｶﾄ

910.2 ｷﾖ

911.3 ﾂﾎ 3
911.5 ﾏｲ
912.7
912.7 ｸﾗ
918.6 5
918.6
929.1 ﾊ
933.6 ﾊﾝ
933.7
933.7 ﾉｳ

933.7 ﾍﾐ

933.7 ﾎﾑ
963 ﾅﾊ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｱﾍ
F ｱﾘ
F ｲﾉ
F ｳﾀ
F ｳﾊ
F ｵｵ
F ｵｸ
F ｵｸ
F ｵﾄ
F ｶﾄ
F ｸﾎ
F ｸﾗ
F ｻﾉ
F ｾﾄ

橘　蓮二 噺家小三治 河出書房新社
中村　雅之 教養としての能楽史 筑摩書房

中村　香代 透かしてうっとり光の折り紙 講談社

土橋　正臣 隈研吾 鎌倉に小さな英国アンティーク博物館をつくる訳 成山堂書店

野沢　直子 老いてきたけど、まぁ〜いっか。 ダイヤモンド社

ダニエル・E.リーバー
マン 運動の神話　上 早川書房
ダニエル・E.リーバー
マン 運動の神話　下 早川書房

辻　正人 学童野球 ベースボール・マガジ
ン社

羽生　結弦 羽生結弦語録　2 ぴあ

生井　宏樹
60代・70代からの不調と痛みに効く!キックボクシング・
エクササイズ

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

水上　麻由子 おうち茶道のすすめ 二見書房
塩見　亮一 茶花の見分けかた、育てかた 淡交社

加藤　シゲアキ 1と0と加藤シゲアキ KADOKAWA

徳山　隆 たったの72パターンでこんなに話せる日本語 明日香出版社

清水　建二 いきもの英単語 実業之日本社
倉林　秀男 シンプルで伝わる英語表現 筑摩書房

下重　暁子 くちずさみたくなる名詩 ワン・パブリッシング

京極　夏彦 ビジュアル&デザインで愉しむ京極夏彦の世界 玄光社

坪内　稔典 俳句いまむかし　みたび 毎日新聞出版
舞城　王太郎 Jason Fourthroom ナナロク社
国立映画アーカイブ 脚本家黒澤明 国書刊行会
倉本　聰 脚本力 幻冬舎

鷲尾　雨工 徳川家康 作品社
GENESiS　5 東京創元社

ハ　テワン すべての瞬間が愛だった SBクリエイティブ

ラフカディオ・ハーン 怪談 KADOKAWA
岸本　佐知子 アホウドリの迷信 スイッチ・パブリッシング

ナオミ・ノヴィク 闇の覚醒 静山社
アーネスト・ヘミング
ウェイ 老人と海 左右社

H.H.ホームズ 九人の偽聖者の密室 国書刊行会
エルビラ・ナバロ 兎の島 国書刊行会

歌野　晶午 首切り島の一夜 講談社
鵜林　伸也 秘境駅のクローズド・サークル 東京創元社

井上　荒野 小説家の一日 文藝春秋

青山　七恵 はぐれんぼう 講談社
阿部　智里 烏の緑羽 文藝春秋
有栖川　有栖 濱地健三郎の呪える事件簿 KADOKAWA

大塚　英志 北神伝綺 妹の力 星海社
奥田　英朗 リバー 集英社
奥山　景布子 葵のしずく 文藝春秋
乙川　優三郎 潜熱 徳間書店
角野　栄子 イコトラベリング1948- KADOKAWA
窪　美澄 夏日狂想 新潮社
倉知　淳 世界の望む静謐 東京創元社
佐野　広実 シャドウワーク 講談社
瀬戸内　寂聴 あこがれ 新潮社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾅｶ
F ﾉｻ
F ﾋｶ
F ﾓﾘ
F ﾖｺ
F ﾖｼ
F ﾖｼ 2

（小説 文庫）
X 918.6

X 933.7 ﾊｲ

X 933.7 ﾊｳ

X 949.8 ﾅﾂ

X F ｱｵ 5
X F ｱﾏ
X F ｳｴ 6
X F ｵｶ
X F ｸﾚ 2
X F ｺ
X F ｻｻ
X F ｻﾄ
X F ｻﾜ
X F ｼﾕ
X F ﾅｶ
X F ﾊﾀ 19
X F ﾌﾙ
X F ﾏﾂ 3
X F ﾑﾗ

（日本のエッセイ）
E ｺｳ
E ﾓﾘ
E ﾜｶ

（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。
R 576.5
R 680.3

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（社会）
31
36 4

38

（科学・生物・からだ）
44
44 1

（技術）
51 ﾊ
59

59 ﾃ

飯倉　義之 はじめてのオニずかん スタジオタッククリエイ
ティブ

森田　真生 偶然の散歩 ミシマ社
若松　英輔 言葉を植えた人 亜紀書房

講談社 宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑 講談社
永田　美絵 季節をめぐる星座のものがたり　春 汐文社

パク　ソンイ トンネルのサバイバル 朝日新聞出版
スタジオジブリ ジブリの食卓となりのトトロ 主婦の友社

寺西　恵里子 牛乳パックでこんなにできる!わくわく☆クッキング 汐文社

中島　要 吉原と外 祥伝社
野沢　直子 半月の夜 KADOKAWA
東川　篤哉 仕掛島 東京創元社
森　明日香 写楽女 角川春樹事務所

横家　伸一 赤とんぼの母 文芸社
吉永　南央 薔薇色に染まる頃 文藝春秋
吉田　篤弘 それでも世界は回っている　2 徳間書店

朝井　まかて はらぺこ PHP研究所
ロバート・A.ハインライ
ン 明日をこえて 扶桑社
アントニイ・バウチャー 密室の魔術師 扶桑社
ニクラス・ナット・オ・
ダーグ 1795 小学館

蒼月　海里 咎人の刻印　[5] 小学館
天野　節子 容疑者は何も知らない 幻冬舎
上田　秀人 勘定侍柳生真剣勝負　6 小学館
岡本　さとる 銀の玉簪 小学館
クレハ 結界師の一輪華　2 KADOKAWA
呉　濁流 アジアの孤児 岩波書店
笹沢　左保 アリバイ奪取 中央公論新社
佐藤　春夫 田園の憂鬱 岩波書店
澤田　瞳子 名残の花 新潮社
愁堂　れな 憎まれない男 集英社
永井　紗耶子 商う狼 新潮社
畠山　健二 本所おけら長屋　19 PHP研究所
古川　智映子 家康の養女満天姫の戦い 潮出版社
松嶋　智左 女副署長　[3] 新潮社
村上　龍 MISSING 新潮社

鴻上　尚史 世間ってなんだ 講談社

大矢　勝 洗浄の事典 朝倉書店
日外アソシエーツ株式会社 統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ

お仕事図鑑編集委員会 プロフェッショナルな人たちのお仕事図鑑　4巻 文研出版

☆ 児童書 ☆

鈴木　一人 国際会議の大事典 くもん出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（産業）
66

（芸術・しゅみ）
72 ｵ

78 ｲ

（ことば）
80

81 ﾀ 3
81 ﾂ

（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ｲ
91 ｲ
91 ｳ
91 ｶ 11
91 ｺ
91 ｻ 1
91 ｻ 2
91 ﾋ
91 ﾏ
91 ﾏ 5
91 ﾔ
913.2
913.3

（外国のよみもの）
92 ﾊ

93 ﾏ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｲ
PN ｳ
PN ｳ
PN ｵ
PN ｵ
PN ｶ
PN ｷ
PN ｸ

PN ｺ

PN ｼ

PN ｼ

PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾄ
PN ﾅ
PN ﾊ
PN ﾌ
PN ﾖ
PNC 4
PNC 4
PNC 4
PNC 4

上田　勝彦 おいしい魚ずかん 金の星社

岩瀬　成子 ひみつの犬 岩崎書店
いとう　みく バンピー 静山社
魚住　直子 考えたことなかった 偕成社

大門　久美子 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　3 汐文社
津村　記久子 苦手から始める作文教室 筑摩書房

あんびる　やすこ ルルとララのティラミス 岩崎書店

音　ゆみ子 作って発見!西洋の美術 東京美術

池村　清治 やってみようソフトテニス ベースボール・マガジ
ン社

松永　俊彦 13歳からのプレゼンテーション メイツユニバーサルコ
ンテンツ

かんの　ゆうこ はりねずみのルーチカ　[11] 講談社
神戸　遙真 25センチの恋とヒミツ 偕成社
斉藤　倫 私立探検家学園　1 福音館書店
斉藤　洋 おばけとしょかん　[2] 講談社
東　曜太郎 カトリと眠れる石の街 講談社
真山　仁 “正しい”を疑え! 岩波書店
松素　めぐり 保健室経由、かねやま本館。　5 講談社
山本　悦子 マスク越しのおはよう 講談社
竹田　恒泰 まんがで読む古事記 学研プラス
小川　陽子 まんがで読む源氏物語 学研プラス

パク　ミラ 妹はブロンドヘアー 新日本出版社

あきやま　ただし ぴかぴかドキドキ 金の星社

ジェイムズ・マーシャ
ル 木のうえのおはなし3にんぐみ 大日本図書

あべ　弘士 アリューシャン☆マジック のら書店
いもと　ようこ ひとがみたらカエルになあれ 金の星社
内田　麟太郎 そうなのよ 絵本館
海辺野　ねこ ぶんちゃんとおにいちゃん みらいパブリッシング

おおで　ゆかこ いろいろのりもののりたいな アリス館
神田　伯山 荒大名の茶の湯 講談社
神沢　利子 くまの子ウーフのたからもの ポプラ社
きくち　ちき くろ 講談社
すずき　まこと きりちゃんだあれ? 三恵社

コンドウ　アキ ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち 白泉社

柴田　晋吾 ひみつのもりのいちねん くもん出版

新沢　としひこ さよならぼくたちのようちえんほいくえん 金の星社
高畠　じゅん子 いねむりおばあちゃんとぼく 国土社
田中　達也 おすしがふくをかいにきた 白泉社
とうごう　なりさ はばたけ!バンのおにいちゃん 出版ワークス
南部　和也 ルイの冒険 講談社
林　木林 まるがいいっ 小さい書房
ふくだ　じゅんこ おばあちゃんスプーン 大日本図書
神田　伯山 大名花屋 講談社
かこ　さとし あさよる、なつふゆちきゅうはまわる 農山漁村文化協会

かこ　さとし じめんがふるえるだいちがゆれる 農山漁村文化協会

かこ　さとし ひをふくやまマグマのばくはつ 農山漁村文化協会

かこ　さとし よあけゆうやけにじやオーロラ 農山漁村文化協会
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PNC 4
PNC 5
PNC 5

（外国のえほん）
PG ｱ
PG ｽ
PG ﾃ
PG ﾏ
PG ﾏ
PG ﾗ

デビッド・マッキー エルマーのたんじょうび? BL出版
デボラ・マルセロ びんからだしてごらん 光村教育図書

アレックス・ラティマー きょうりゅうかくれんぼ KADOKAWA

足立　啓美 きみのこころをつよくするえほん 主婦の友社
講談社 ごみしゅうしゅうしゃ 講談社
講談社 しょうぼうしゃ 講談社

ジョン・エガード ことばとふたり 岩波書店
ルイス・スロボドキン わらってよピッコ 福音館書店
マリアンヌ・デュブク わくわくどうぶつアパート 光村教育図書
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