
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002.7 ﾔｽ

024.2

（哲学・思想）
133.2 ｸﾗ

141.5 ﾎｿ

Z 147 ﾀｻ

152.2 ｳｴ

190 ｲｹ

Z 192.5 ﾊｼ

199 ｵﾙ

（歴史・紀行）
204

209.7 ﾑﾂ

215.1

222 1

235.8 ﾏﾂ

290.9

292.1 ｵｵ

293.5 ﾓﾝ

（伝記）
280.4 ﾀﾆ

Z 289.1 ﾂｷ

Z 289.1 ﾄｸ

289.3 ｴﾘ

（社会科学）
Z 302.2 ｺﾝ

Z 302.5 ｵｲ

Z 304 ﾃｸ

304 ﾌﾚ

317.7 ﾖｳ

Z 319.1 ｻｻ

319.3 ｼﾓ

（経済）
Z 331 ｻｻ

332.1 ｶﾔ

Z 332.1 ﾐﾔ

335.8

336.1 ｺﾄ

336.1 ﾌｸ

イアン・ブレマー 危機の地政学 日経BP日本経済新聞
出版

洋吾 白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記 講談社ビーシー

佐々木　雄一 近代日本外交史 中央公論新社

写真で比べる中国大都市の近現代　1 創元社

松尾　秀哉 ベルギーの歴史を知るための50章 明石書店

出口　治明 日本の伸びしろ 文藝春秋

モーリス・クランストン ジョン・ロック伝 みすず書房

細谷　功 見えないものを見る「抽象の目」

六辻　彰二 終わりなき戦争紛争の100年史 さくら舎

縄文アートを旅しよう! 塩崎ビル

【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 11月 1日号　No.1

○ 一般書 ○

安田　修 仕事と勉強にすぐに役立つ「ノート術」大全 日本実業出版社

台湾独立書店文化協会 台湾書店百年の物語 エイチアンドエスカン
パニー

中央公論新社

田坂　広志 死は存在しない 光文社

植草　美幸 結婚の技術 中央公論新社

池上　彰 聖書がわかれば世界が見える SBクリエイティブ

橋爪　大三郎 アメリカの教会 光文社
デルフィーヌ・オルヴィ
ルール 死者と生きる 早川書房

南塚　信吾 歴史はなぜ必要なのか 岩波書店

地球の歩き方編集室 世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方

大瀬　留美子 ソウルおとなの社会見学 亜紀書房
マラン・モンタギュ TIMELESS PARIS ホビージャパン

パトリシア・ダニエルズ 古代の覇者 日経ナショナルジオグ
ラフィック

黒田　基樹 家康の正妻 築山殿 平凡社

本多　隆成 徳川家康の決断 中央公論新社

エリザベス女王 日経ナショナルジオグ
ラフィック

近藤　大介 ふしぎな中国 講談社

及川　順 非科学主義信仰 集英社

下斗米　伸夫 プーチン戦争の論理 集英社インターナショ
ナル

佐々木　実 宇沢弘文 講談社

加谷　珪一 スタグフレーション 祥伝社

宮本　弘曉 51のデータが明かす日本経済の構造 PHP研究所

アノニマ・スタジオ ヒトゴトにしない社会へ KTC中央出版

梧桐　彰 小さな企業がすぐにできるセキュリティ入門 技術評論社

福山　誠一郎 中学数学でビジネスのあらゆる問題を解決する! さくら舎

<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】

336.4 ﾀﾆ

Z 336.4 ﾊﾏ

Z 337.9 ﾜﾀ

Z 361.4 ﾊﾀ

365.3 ｲﾄ

367.1 ｴﾊ

367.2 ﾆｼ

367.9 ﾌｴ

368.6 ｽｼ

Z 368.7 ｱﾕ

369.2 ｼｶ

369.2 ﾏﾂ

369.2 ﾔﾏ

（教育・文化）
376.8 ﾆｼ

Z 378 ﾐﾔ

379.9 ｲﾄ

379.9 ｵﾔ

379.9 ﾐｲ

383.8 ｲｼ

Z 383.8 ｻﾄ

383.8 ﾑﾂ

（自然科学）
410

420 ﾆｼ

430.4 ﾔﾏ

431.1 ｴｶ

Z 433.2 ﾌｼ

450

453.3 ｶﾐ

457.7 ｽｺ

459

468

469.2 ｳﾗ

480

488.9

（医学）
491.3 ｸﾛ

491.4 ﾎﾝ

492 15

493.6 ｻﾄ

493.6 ﾃｻ

493.7

三池　輝久 親子の「どうしても起きられない」をなくす本 イースト・プレス

山本　昌宏 文系のためのめっちゃやさしい数学　数と数式編 ニュートンプレス

西成　活裕 東大の先生!文系の私に超わかりやすく物理を教えてください! かんき出版

山口　悟
ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかり
やすく説明してみた ベレ出版

江頭　和宏 元素に名前をつけるなら オーム社

宮口　幸治 「立方体が描けない子」の学力を伸ばす PHP研究所

伊藤　比呂美 伊藤ふきげん製作所 中央公論新社

親野　智可等 子育て365日 ダイヤモンド社

谷口　祥子 最新コーチングの手法と実践がよ〜くわかる本 秀和システム

浜田　敬子 男性中心企業の終焉 文藝春秋

渡辺　努 世界インフレの謎 講談社

秦　正樹 陰謀論 中央公論新社

伊藤　歩 優良中古マンション不都合な真実 東洋経済新報社

江原　由美子 持続するフェミニズムのために 有斐閣

西田　淑子 女を待つバリア 現代書館
ショーン・フェイ トランスジェンダー問題 明石書店

筋　伊知朗 サイバー犯罪 ミネルヴァ書房

鮎川　潤 少年犯罪 平凡社

鹿野　佐代子 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 翔泳社

松田　文登 異彩を、放て。 新潮社

山中　浩之 親不孝介護 日経BP

西岡　壱誠 小学生でも解ける東大入試問題 SBクリエイティブ

石毛　直道 道草を食いながら 岩波書店
佐藤　洋一郎 京都の食文化 中央公論新社

陸田　幸枝 古くて新しい日本の伝統食品 柴田書店

藤井　敏博 分子をはかる 文藝春秋

ミニ・ミュージアム かけらが語る地球と人類138億年の大図鑑 河出書房新社

神沼　克伊 地震と火山の観測史 丸善出版
アンドルー・C.スコット 山火事と地球の進化 河出書房新社

atelier Ruchi 美しいインクルージョンの鉱物図鑑 エクスナレッジ
インフォビジュアル研
究所 図解でわかる14歳から知る生物多様性 太田出版
レベッカ・ウラッグ・サ
イクス ネアンデルタール 筑摩書房

会いに行ける動物めぐりPHOTO BOOK G.B.

小宮　輝之 にっぽんのスズメ カンゼン

黒尾　誠 図解腎臓が寿命を決める 幻冬舎
ハーマン・ポンツァー 運動しても瘦せないのはなぜか 草思社
医療情報科学研究所 病気がみえる　vol.15 メディックメディア

佐藤　理仁 専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 法研

出沢　明 「足がよくつる」人のお助けBOOK 主婦の友社

佐藤　眞一 身近な人が認知症になったら 西東社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

493.7 ｲｽ

493.7 ﾅﾘ

493.8 ﾄﾚ

497.9

498.3 ﾜﾀ

498.5 ｼﾓ

498.9 ｳｲ

（技術）
521.8 ﾐｳ

546.8

Z 548.2 ﾏﾂ

582.3 ｵｵ

582.4 ｳｵ

589.2 ｱｻ

589.2 ﾂﾎ

（家政）
590.4 ﾅｶ

591 ｵｸ

591 ﾅｶ

593.3

594.3

594.3

593.3 ﾂｷ

594.3

594.3 ﾉｸ

594.7

594.9 ｻｻ

595.6 ｲｼ

596 ｴﾀ

596 ﾋﾀ

596 ﾖｼ

596.21 ｴｶ

596.23 ﾌﾗ

596.65

596.65 ﾜｶ

596.7 ﾌｼ

597 ｸﾁ

598.3

599

（産業）
Z 601.1 ｺﾏ

625.6 ｻﾂ

朝倉　三枝 もっと知りたいシャネルと20世紀モード 東京美術

小松　理虔 新地方論 光文社
デイヴィッド・C.サットン イチジクの歴史 原書房

松岡　聡 スパコン富岳の挑戦 文藝春秋

大石　賢治 いちばんやさしいワード超入門 SBクリエイティブ

魚谷　祐介 新・日本懐かし自販機大全 辰巳出版

【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 11月 1日号　No.2

泉谷　閑示 なぜ生きる意味が感じられないのか 笠間書院

成沢　真介 グレーゾーンの歩き方 風鳴舎
ジョン・S.トレゴニング ウイルスVSヒト 文響社

日本訪問歯科協会 介護の現場で使える!口のトラブル解決BOOK 現代書林

和田　秀樹 「80歳の壁」は結局、免疫力が解決してくれる 宝島社

下野　房子 フードリテラシーを高めよう! 大修館書店
パトリシア・ウィルト
シャー イギリス花粉学者の科学捜査ファイル 白揚社

三浦　正幸 天守 吉川弘文館

土屋　武之 知ってたのしい!鉄道の信号 交通新聞社

坪田　あさみ 大人のおしゃれはこなれがすべて パルコエンタテインメ
ント事業部

中山　庸子 70歳からのおしゃれ生活 さくら舎

奥田　真之 はじめての金融リテラシー 昭和堂

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

シニア世代しあわせ広がる新しいふだん着 ブティック社

帽子と巻きもの ブティック社

長く使えるこどもニット 日本ヴォーグ社

月居　良子 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 文化学園文化出版局

レイネ・パブリッシング ショールを編む52週 グラフィック社

野口　智子 ナニコレニット グラフィック社

ファスナーの本 日本ヴォーグ社

佐々木　公子 ディズニーツムツム<ツイステ>フェルトマスコット ブティック社

石井　直方 やせる筋肉の鍛え方 学研プラス

枝元　なほみ 捨てない未来 朝日新聞出版

飛田　和緒 みその本 KADOKAWA

吉澤　まゆ 一生使えるスープと汁もの大全 池田書店

恵上　イサ子 奄美ごはん 東京ニュース通信社

カラム・フランクリン 絶品パイ料理 グラフィック社

京都の甘味さんぽ ホビージャパン

若山　曜子 さつまいものお菓子 家の光協会

藤枝　理子 仕事と人生に効く教養としての紅茶 PHP研究所

口尾　麻美 旅するインテリア ケンエレブックス

加部　一彦 らくらくあんしん0〜6才の病気とホームケア 学研プラス

今田　義夫 はじめてパパになる本 実業之日本社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

645.7

660.6 ﾂﾎ

673.9 ｶﾄ

674.4 ｳｴ

675.3 ｵｵ

686.2 ｱｵ

686.5

Z 689.2 ﾊｺ

693.8 ﾏﾍ

（芸術・美術）
702.1 ﾔﾏ

721.5

723.1 ﾌｼ

724.4 ﾅｶ

726.1 ｼﾖ

726.5 ｸﾗ

727 ｶﾃ

754.9 ｱﾄ

754.9 ﾌｾ

756.8 ﾄﾊ

Z 762.1 ﾎﾝ

Z 763.2 ｱｵ

Z 766.1 ｲｼ

767.8 ﾜﾀ

778.2

X 778.2 ｵｶ

778.2 ｺｶ

Z 778.7 ﾄｲ

（スポーツ・諸芸）
780.7 ﾉﾀ

781.9

783.4 ﾔﾌ

786.3 ﾓﾘ

793.2 ﾎｿ

（言語）
810.7 ﾄｸ

Z 816 ﾜｼ

830.4 ｱﾝ

Z 832 ｼﾐ

837.8 ｵﾉ

（文学）
910.2 ｼﾊ

911.1 ﾏﾂ

911.5 4 田中　和雄 ポケット詩集　4 童話屋

森　風美 はじめての“ぷち”キャンプ 飛鳥新社

細川　武稔 1日5分いけばなの歴史 淡交社

松村　由利子 ジャーナリスト与謝野晶子 短歌研究社

渋谷　寛 ねこの法律とお金 ライブ・パブリッシング

坪内　知佳 ファーストペンギン 講談社

藪木　宏之 平尾誠二さんのこと 講談社

加藤　一隆 「おいしい」を経済に変えた男たち TAC株式会社出版事
業部

上野　真理子 手口ニュートラル 太田出版

大澤　孝 おもちゃ流企画術 実業之日本社

青森　恒憲 奇天烈トロッコ こー企画　いのうえ事
務所

地球の歩き方編集室 世界のすごい駅 地球の歩き方

箱谷　真司 観光立国・日本 光文社

間部　香代 切手デザイナーの仕事 グラフィック社

山本　忠尚 正倉院宝物を10倍楽しむ 吉川弘文館

琳派原寸美術館 小学館

藤田　嗣治 藤田嗣治 安東コレクションの輝き 世界文化社

永山　裕子 絵が上手いより大事なこと 芸術新聞社
リタ・グリムズリー・
ジョンスン スヌーピーと生きる 朝日新聞出版

ポール・グラヴェット ムーミンとトーベ・ヤンソン 河出書房新社

ジェフ・カーティ ディズニーホリデーカードコレクション うさぎ出版
アトリエおはよう めでる張り子 文化学園文化出版局

布施　知子 おりがみで作る器と箱 誠文堂新光社

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

本間　ひろむ 日本のピアニスト 光文社
青柳　いづみこ ショパン・コンクール見聞録 集英社

石田　麻子 市民オペラ 集英社

渡邉　裕二 中森明菜の真実 エムディエヌコーポ
レーション

清藤　秀人 オードリー・ヘプバーンという生き方 宝島社

尾形　敏朗 完本巨人と少年 ワイズ出版

古賀　重樹 時代劇が前衛だった 淡交社

土居　伸彰 新海誠 集英社

野田　航平 アート筋トレでスリム美体に! さくら舎

遠山　健太 こどもの運動能力がぐんぐん伸びる公園 JTBパブリッシング

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

鷲巣　力 書く力 集英社

安藤　聡 英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話 平凡社

清水　建二 教養の語源英単語 講談社
小野田　博一 3語でネイティブ英会話 ベレ出版

福間　良明 司馬遼太郎の時代 中央公論新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

916 ｲｳ

916 ｺﾒ

918.6

923.7 ﾕｲ

930.2 ｳｽ

930.2 ﾋｸ

933.6 ｽｳ

933.7 ｴｲ

933.7 ｸﾃ

933.7 ｸﾙ

933.7 ﾎｳ

933.7 ﾎﾛ

943.7 ｼﾕ

（日本の小説）
F ｱｵ

F ｱｵ

F ｱﾍ

F ｲﾄ

F ｲﾇ

F ｳﾁ

F ｳﾒ

F ｶｼ

F ｺﾃ

F ｼﾗ

F ﾀｶ

F ﾀﾆ

F ﾀﾏ

F ﾀﾜ

F ﾁﾈ

F ﾂｸ 2

F ﾂｼ

F ﾃﾗ

F ﾄｳ 3

F ﾅｶ

F ﾆｼ

F ﾊﾗ

F ﾋﾛ 30

F ﾌﾙ

F ﾎﾄ 4

F ﾓﾛ

F ﾔｷ

（小説 文庫）
X 918.6

X 918.6

X 943.7 ﾏﾙ

X E ｲﾏ

朝井　まかて はらぺこ PHP研究所
クルト・マール ブラックホール攻防戦 早川書房

今村　翔吾 湖上の空 小学館

ズラータ・イヴァシコワ ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 世界文化ブックス

米谷　瑞恵 こう見えて失語症です 主婦の友社

乗代　雄介 鉄道小説 交通新聞社

余　華 文城 中央公論新社

臼井　雅美 ブラック・ブリティッシュ・カルチャー 明石書店

日暮　雅通 シャーロック・ホームズ・バイブル 早川書房
ジョナサン・スウィフト ガリバー旅行記 朝日新聞出版

ジョーン・エイキン ルビーが詰まった脚 東京創元社
ケイティ・グティエレス 死が三人を分かつまで U-NEXT
ウィリアム・ケント・ク
ルーガー このやさしき大地 早川書房
イーディス・ウォートン 夏 彩流社
アンソニー・ホロヴィッツ ホロヴィッツホラー 講談社
アンネマリー・シュヴァ
ルツェンバッハ 雨に打たれて 書肆侃侃房

青羽　悠 幾千年の声を聞く 中央公論新社

青柳　碧人 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 双葉社

阿部　智里 烏の緑羽 文藝春秋

伊東　潤 天下大乱 朝日新聞出版

乾　ルカ 水底のスピカ 中央公論新社

内館　牧子 老害の人 講談社

梅野　小吹 右から二番目の夏 KADOKAWA

柏井　壽 京都四条月岡サヨの板前茶屋 講談社

小手鞠　るい 乱れる海よ 平凡社

H.K.Desanto 893 ワニ・プラス
高樹　のぶ子 歳時記夢幻舞台24の旅 潮出版社

谷村　志穂 過怠 光文社

玉岡　かおる 春いちばん 家の光協会
多和田　葉子 太陽諸島 講談社
知念　実希人 機械仕掛けの太陽 文藝春秋

嗣人 夜行堂奇譚　2 産業編集センター

辻堂　ゆめ 君といた日の続き 新潮社

寺地　はるな 川のほとりに立つ者は 双葉社

堂場　瞬一 小さき王たち　第3部 早川書房

中原　裕也 カラークロウ 実業之日本社

西崎　憲 本の幽霊 ナナロク社

原田　ひ香 老人ホテル 光文社

広瀬　煉 魔導師は平凡を望む　30 フロンティアワークス

古野　まほろ 侵略少女 光文社

仏ょも 偽典・演義　4 アース・スターエン
ターテイメント

諸田　玲子 麻阿と豪 PHP研究所

矢樹　純 不知火判事の比類なき被告人質問 双葉社

中島　要 家族 朝日新聞出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ｲｶ 20-1

X F ｳｴ

X F ｶﾜ 27

X F ｷﾔ

X F ｺｽ

X F ｻｴ

X F ﾀｶ

X F ﾀｹ 12

X F ﾀﾁ

X F ﾅﾅ 7

X F ﾊｾ 7

X F ﾊﾊ 6

X F ﾊﾗ

X F ﾌｼ

X F ﾎﾝ

X F ﾐﾔ

X F ﾔｽ

X F ﾔﾏ 1

X F ﾔﾏ 2

X F ﾜﾀ 4

（日本のエッセイ）
E ﾐﾅ

E ﾔﾏ

E ﾕｽ

（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 291

K 468.8

K 468.8

K 714

（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 820.3

輿水　泰弘 相棒　season20上 朝日新聞出版

リチャード・J.キング クジラの海をゆく探究者たち　下 慶應義塾大学出版会

田中　清文 高遠石工を尋ねて　郷土の石仏編 ほおずき書籍

日本中国語学会 中国語学辞典 岩波書店

宇江佐　真理 恋いちもんめ 朝日新聞出版

川原　礫 ソードアート・オンライン　27 KADOKAWA

喜安　幸夫 門前町大変 光文社

小杉　健治 ひたむきに 祥伝社

佐伯　泰英 一人二役 光文社

高田　郁 駅の名は夜明 双葉社

竹村　優希 神様たちのお伊勢参り　12 双葉社

日明　恩 ゆえに、警官は見護る 双葉社

七尾　与史 ドS刑事　[7] 幻冬舎

馳月　基矢 拙者、妹がおりまして　7 双葉社

羽場　楽人 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね　6 KADOKAWA

はらだ　みずき 海が見える家 旅立ち 小学館

藤井　邦夫 律義者 双葉社

誉田　哲也 背中の蜘蛛 双葉社

宮本　紀子 おんなの花見 文藝春秋

矢月　秀作 死してなお 文藝春秋
山田　風太郎 山田風太郎時代小説コレクション　天の巻 宝島社

山本　巧次 まやかしうらない処　[2] 小学館

渡辺　裕之 911代理店　4 角川春樹事務所

湊　かなえ 湊かなえのことば結び 角川春樹事務所

山本　文緒 無人島のふたり 新潮社

柚木　麻子 とりあえずお湯わかせ NHK出版

廃城をゆく　8 イカロス出版
リチャード・J.キング クジラの海をゆく探究者たち　上 慶應義塾大学出版会
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
03 ﾋ

（哲学）
15 ﾏ

28 ｲ

（社会）
32 ﾜ

37 1

38 ﾖ

（科学・生物・からだ）
47 ｵ

48 ﾏ

（技術）
51 ﾊ

59 ﾐ 4

59 ﾐ 5

59 ﾐ 6

（産業）
64 ﾀ

（芸術・しゅみ）
71

73

（ことば）
80 ｶ 1

（日本のよみもの）
91 ｲ 1

91 ｻ

91 ﾊ

91 ﾎ 2

91 ﾐ

91 ﾑ

91 ﾔ

91 ﾖ

（外国のよみもの）
93 ﾓ

95 ﾌ

（日本のえほん）
PN ｱ

PN ｲ

PN ｲ

PN ｳ

PN ｴ

PN ｵ

PN ｶ

PN ｺ

飯島　敏子 ぞうさんのおてがみ ひかりのくに
うえだ　しげこ りんごのまほう 教育画劇

本田　有明 願いがかなうふしぎな日記　[2] PHP研究所

荒井　良二 ゆきのげきじょう 小学館

石井　睦美 ふゆのコートをつくりに ブロンズ新社

石川　宏千花 化け之島初恋さがし三つ巴　1 講談社

佐藤　まどか 雨の日が好きな人 講談社

萩原　弓佳 夢見せバクのおまじない PHP研究所

ミカ わくわく手芸部　5 誠文堂新光社

ミカ わくわく手芸部　6 誠文堂新光社

高橋　うらら 保護ねこ活動ねこかつ! 岩崎書店

☆ 児童書 ☆

西東社

前野　隆司 幸せな大人になれますか 小学館

茨木　保 北里柴三郎 講談社

和田　俊憲 10歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 東京書店

平目　きらり 超特大なぞなぞウルトラ大冒険3515問!

沼田　晶弘 めざせ、イグ・ノーベル賞!?おもしろ自由研究　1 汐文社
横塚　眞己人 屋根のうえのバトンリレー ほるぷ出版

おくやま　ひさし タンポポのたんけん 少年写真新聞社

増田　隆一 はじめての動物地理学 岩波書店

パク　ソンイ トンネルのサバイバル 朝日新聞出版

ミカ わくわく手芸部　4 誠文堂新光社

柴田　芳作 図画工作deたのしい作品づくり モビール 国土社

柴田　芳作 図画工作deたのしい作品づくり 紙はんが 国土社

垣内　幸太 たのしく上達!音読クエスト　1 汐文社

三輪　裕子 星空の約束 あかね書房

村上　しいこ なりたいわたし フレーベル館

八束　澄子 ぼくたちはまだ出逢っていない ポプラ社

吉田　純子 おばけのひみつきち あかね書房

マイケル・モーパーゴ スノーマン 評論社
ティモテ・ド・フォンベル ロザリーのひみつ指令 あかね書房

えがしら　みちこ クリスマスのおとしもの 講談社
おおなり　修司 ふんがふんが 絵本館

箕輪　義隆 かるがものクッカ アリス館

こみね　ゆら ぼうし 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｻ

PN ｻ

PN ﾀ

PN ﾀ

PN ﾀ

PN ﾊ

PN ﾋ

PN ﾓ

PNC 4

PNC 4

PNC 4

PNC 4

PNC 4

PNC ﾊ

（外国のえほん）
PG ｽ

PG ﾊ

PG ﾌ

PGC 2

（紙しばい）
S ｲ

S ｻ

スティーブ・スモール ウェリントンのおおきいおでかけ 化学同人

ペク　ヒナ あずきがゆばあさんととら 偕成社
ポリー・フェイバー よるのあいだに… BL出版
ステファニー・ロス・シソン レイチェル・カーソン物語 西村書店

斉藤　倫 にだんべっど あかね書房
さかい　さちえ まじょねこマーニャまほうのゆびわ マイクロマガジン社

たかい　よしかず ようかいむらのうきうきクリスマス 国土社

竹中　マユミ ペティおばさんの台所 偕成社
たての　ひろし ねことことり 世界文化ブックス

林　木林 はだかんぼう 教育画劇

樋勝　朋巳 チキカングー こぐま社

最上　一平 いのちがかえっていくところ 童心社

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

いとう　みき あか・あお・きいろどのこがどのこ? 童心社

得田　之久 のんびりもじもじこぶたくん 童心社

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

吾妻　行雄 うに 仮説社
長谷川　義史 だじゃれむかしむかし 理論社
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