
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）

007.1 ﾋﾂ

007.1 ﾐﾔ
007.3
007.3 ﾌｵ

007.6 20

007.6 ｱﾀ
007.6 ｲﾉ
019 ｱｸ
019.1 ﾀｶ
019.5 ﾖｼ
019.9 ｶｸ
023.1 ｲｲ
（哲学・思想）
147 ﾅﾐ
X 147 ﾌｸ 2
159 ｲﾏ
159 ﾔﾊ
159.6 ｻｴ
（歴史・紀行）
204 ｸﾗ
209
210 ﾊﾁ
Z 210.1 ｷﾝ
210.3

210.7

210.7 ﾌｸ
216.3

217.6 ﾂｳ

Z 222 ｵｶ
253 ｻﾄ

281 ｸﾏ

290

290 21

290.8

290.9

290.9

291
291
291
291
291
291
291
291
291

熊田　忠雄 サムライ留学生の恋 集英社インターナ
ショナル

まっぷる　札幌 昭文社
まっぷる　東京 昭文社
まっぷる　金沢 昭文社

日帰り山あるき関西　[2020] JTBパブリッシング

るるぶ　天橋立城崎　'21 JTBパブリッシング

まっぷる　城崎・天橋立　'21 昭文社

松本　典久 60歳からの青春18きっぷ入門 天夢人
るるぶ　栃木　'21 JTBパブリッシング

るるぶ　伊豆箱根　'21 JTBパブリッシング

イーモン・マッケイブ 空中写真歴史図鑑 原書房
『地球の歩き方』編集
室 地球の歩き方　A31(ロシア) ダイヤモンド・ビッグ社

『地球の歩き方』編集
室 地球の歩き方　C11(オーストラリア) ダイヤモンド・ビッグ社

佐藤　由美子 戦争の歌がきこえる 柏書房

DK社 地球の自然と環境大百科 原書房
『地球の歩き方』編集
室 世界244の国と地域　2021〜2022年版 ダイヤモンド・ビッグ社

藪田　貫 大阪遺産 清文堂出版
ラン・ツヴァイゲン
バーグ ヒロシマ 名古屋大学出版会

岡本　隆司 「中国」の形成 岩波書店

金田　章裕 景観からよむ日本の歴史 岩波書店
瀧音　能之 地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 昭文社

福間　良明 戦後日本、記憶の力学 作品社

NHKスペシャル取材
班 ガダルカナル悲劇の指揮官 NHK出版

倉山　満 若者に伝えたい英雄たちの世界史 ワニブックス
DK社 世界史を変えた戦い 原書房
八條　忠基 有職文様図鑑 平凡社

今中　博之 壁はいらない、って言われても。 河出書房新社
矢作　直樹 「ねばならない」を捨てて生きる 幻冬舎
佐伯　チズ 夢は薬諦めは毒 宝島社

飯田　一史 いま、子どもの本が売れる理由 筑摩書房

並木　伸一郎 ヒソヒソ話したくなる180秒の怖い話 辰巳出版
福澤　徹三 忌み地　2 講談社

高橋　源一郎 「読む」って、どんなこと? NHK出版
吉井　潤 絵本で世界を学ぼう! 青弓社
角田　光代 物語の海を泳いで 小学館

【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　8月 11日号　No.1

○ 一般書 ○

クリフォード・A.ピック
オーバー 人工知能グラフィックヒストリー ニュートンプレス

三宅　陽一郎 人工知能のための哲学塾　未来社会篇 ビー・エヌ・エヌ新社

足立　照嘉 3分ハッキング かんき出版
井上　香緒里 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!パソコン超入門 技術評論社
阿久津　隆 本の読める場所を求めて 朝日出版社

八雲法律事務所 インターネット権利侵害者の調査マニュアル 中央経済社
ラナ・フォルーハー 邪悪に堕ちたGAFA 日経BP

リブロワークス
今すぐ使えるかんたんWindows 10完全(コンプリート)ガイド
ブック困った解決&便利技　2020-2021年最新版 技術評論社

<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】

291
291
291
291

291.6

（伝記）
289.1 ｱｵ
289.1 ｻｺ
289.3 ｱﾝ

289.3 ｹﾃ

289.3 ﾄﾘ

289.3 ﾌｸ 1

289.3 ﾌｸ 2

289.3 ﾏｽ
（社会科学）
304 ｲｹ

312.9

Z 316.8 ﾅｲ
318.5 ｱｷ
319.2 ｻｶ
319.8 ﾍﾘ
321 ｵｵ
324
324.7 ｳｽ
324.8
327.1
（経済）

332.1

332.1 ｽｽ
332.1 ﾌｼ

335.1 ｴﾉ

335.6 ｼﾕ

336 ﾎﾘ
336.4

336.5 ｷﾀ

336.9 20

338 ｲﾉ

338.1 ﾑﾗ
345.1 ﾅｶ
361.4 ｵｵ
361.5
366.2 20
367.1
367.3 ｼﾅ
369.3
369.3 ｲｲ
（教育・文化）
370.7
375.1 ﾆｼ
376.1 ｻｻ

中島　孝一 新型コロナウイルス対応の税制特例法 ぎょうせい
大治　朋子 歪んだ正義 毎日新聞出版

西川　純 子どもが「学び合う」オンライン授業! 学陽書房

定年後のトクする働き方・仕事の探し方　2020〜2021 日本実業出版社
堀　あきこ BLの教科書 有斐閣

ハンナ・マッケン フェミニズム大図鑑 三省堂

パメラ・ロトナー・サカ
モト 黒い雨に撃たれて　下 慶應義塾大学出版会

メイ・マスク 72歳、今日が人生最高の日 集英社

村上　世彰 村上世彰、高校生に投資を教える。 KADOKAWA

チェスター 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門 あさ出版

庄司　潤一郎 地政学原論 日経BP日本経済新
聞出版本部

内藤　正典 イスラームからヨーロッパをみる 岩波書店
秋田　将人 そのまま使える!公務員の文書・資料サンプルBOOK 学陽書房
嵯峨　隆 アジア主義全史 筑摩書房

ピエール・カスー=ノゲ
ス ゲーデルの悪霊たち みすず書房
ゲルハルト・レオ なぜ彼女は革命家になったのか 法政大学出版局
パメラ・ロトナー・サカ
モト 黒い雨に撃たれて　上 慶應義塾大学出版会

田野　勲 青山二郎 ミネルヴァ書房
ウスビ・サコ アフリカ出身サコ学長、日本を語る 朝日新聞出版
井上　浩一 歴史学の慰め 白水社

谷崎　竜 青春18きっぷパーフェクトガイド　2020-2021 イカロス出版

民井　達也 神戸散歩 神戸新聞総合出版
センター

まっぷる　神戸 昭文社
まっぷる　福岡 昭文社
まっぷる　石垣・宮古 昭文社

榎本　博明 ビジネス心理学大全 日経BP日本経済新聞
出版本部

森　公任 改正対応!民法のしくみと手続き 三修社
碓井　孝介 遺言書保管制度の利用の仕方 日本加除出版

井上　哲也 デジタル円 日経BP日本経済新聞
出版本部

堀　公俊 ビジュアル職場と仕事の法則図鑑 日経BP日本

北田　荘平 伝わる<図・グラフ・表>のデザインテクニック エムディエヌコーポ
レーション

淀屋橋・山上合同 Q&A感染症リスクと企業労務対応 ぎょうせい

堀江　國明 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事　'20〜'21年版 成美堂出版

池上　彰 社会人として必要なニュースの読み方が5時間でざっと学べる KADOKAWA

ネイサン・シュナイ
ダー ネクスト・シェア 東洋経済新報社

藤巻　健史 コロナショック&Xデーを生き抜くお金の守り方 PHP研究所

小林　慶一郎 コロナ危機の経済学 日経BP日本経済新聞
出版本部

鈴木　貴博 日本経済予言の書 PHP研究所

神保　哲生 暴走する検察 光文社

ウィリアム・ペリー 核のボタン 朝日新聞出版
太田　勝造 AI時代の法学入門 弘文堂

品田　知美 「母と息子」の日本論 亜紀書房

飯田　和子 備えいらずの防災レシピ 東京法令出版
一家に一冊!防災アイデア手帖 世界文化社

庄子　寛之 before & afterでわかる!研究主任の仕事アップデート 明治図書出版

佐々木　由美子 多文化共生保育の挑戦 明石書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

376.1 ﾔﾏ
378
378 ｱﾍ
379.7 ｳﾒ
379.9 ﾊｾ
392.1 ｵｶ
（自然科学）
404 ﾊﾅ
407 ｲﾁ
413.5 ｷｳ
420
420 ﾏﾂ
421.2 ｽﾀ

457.8

457.8 ﾋﾗ

460
481.7 ｽｽ
（医学）
493.2
493.4
493.6
493.7

493.7

493.7 ｸﾄ

493.8 ｶﾜ
493.9 ﾀﾃ
494.7
496 ﾋﾗ
496.3
498.3 ｴﾝ
498.3 ﾀｷ 2
Z 498.6
498.6 ﾉｼ
（技術）
525.1 ﾔﾏ
527 ﾕﾔ
547.4 ｸﾜ
547.5 ｵｶ
573.5 ﾐﾂ

581.1

588.6
（家政）
593.3 ｵｶ
593.3 ｺｱ
594.3
594.3
596 ｶﾅ
596 ﾀﾂ
596 ﾆｲ

【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　8月 11日号　No.2

野嶋　剛 なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか 育鵬社
村上　陽一郎 コロナ後の世界を生きる 岩波書店

山本　想太郎 みんなの建築コンペ論 NTT出版

腰の激痛 文響社

工藤　広伸 親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと 翔泳社

浅井　逸郎 「うつ病の夫」に妻がすべきこと、してはいけないこと 大和出版
認知症の人と家族の
会 認知症介護の悩み引き出し52 クリエイツかもがわ

鈴木　香里武 岸壁採集! ジャムハウス

井上　正子 確実に中性脂肪を下げる食べ方 辰巳出版
鳥居　明 よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 日東書院本社

成島　悦雄 自然散策が楽しくなる!日本の生きもの図鑑 池田書店

マシュー・スタンレー アインシュタインの戦争 新潮社

平山　廉 面白くて眠れなくなる恐竜 PHPエディターズ・グ
ループ

木内　敬 ビジュアルリーマン予想入門 技術評論社

松原　隆彦 日常の不思議を物理学で知る 山と溪谷社

ダレン・ナッシュ ビジュアル恐竜大図鑑 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

岡田　真理 誰も知らない自衛隊のおしごと 扶桑社

J.D.バナール 宇宙・肉体・悪魔 みすず書房
市岡　元気 魔法の科学実験図鑑 宝島社

松矢　勝宏 特別支援学校教諭になるには ぺりかん社

梅田　明日佳 ぼくの「自学ノート」 小学館
長谷部　雅一 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 東洋館出版社

物理大図鑑 ニュートンプレス

山下　慶子 五感をはぐくむ感触あそび かもがわ出版

阿部　利彦 発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル 合同出版

ひざ痛 変形性膝関節症 文響社

かぎ針で編むひょっこりかわいい!アニマルマフラー アップルミンツ

河岡　義裕 新型コロナウイルスを制圧する 文藝春秋
立石　実 こどもの心臓病と手術 メディカ出版

平松　類 患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない習慣 小学館
緑内障 文響社

遠藤　健司 肩・首・腰・頭デスクワーカーの痛み全部とれる かんき出版
瀧　靖之 生涯健康脳　Part2 ソレイユ出版

辰巳　芳子 辰巳芳子ご飯と汁物 NHK出版
新谷　友里江 材料を袋に入れるだけで、定番の冷凍食品がおうちでできた! 学研プラス

かぎ針で編む和柄のざぶとん32+8 アップルミンツ
金丸　絵里加 手づくり健康酢バイブル 主婦の友社

Quoi?Quoi? 1日でぬえる!簡単楽ちんワンピースおしゃれなアッパッパ 主婦の友社

湯山　重行 人生100年時代の60歳からの家 エクスナレッジ
桑名　由美 今すぐ使えるかんたんWordPress 技術評論社
岡嶋　裕史 5G 講談社
みつま　ともこ ガラス 翔泳社
釜定・書籍プロジェ
クト実行委員会 南部鉄器のある暮らし 青幻舎

鈴木　裕貴 知っておいしい調味料事典 実業之日本社

岡田　桂子 挫折しない!子ども服レッスンBOOK 日本ヴォーグ社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596.21
596.3 ｼｹ
596.37 ｼﾖ
596.38 ｷｼ

596.65 ﾔﾅ

597
599
（産業）
617.6 ｷﾀ
627.9 ｲｶ
629.2 ｲﾏ
642.1 ﾋﾗ
657.8 ﾔﾏ

673.3

673.9 ｽｷ
686.2 ﾏﾂ
（芸術・美術）
702.3 ｲｹ
706.9 ﾏﾂ
721 ｶﾈ

726.1 ｼﾕ 2

726.1 ｼﾕ 7

726.5 ｽｽ
756.6

769.9

（スポーツ・諸芸）

780.2 ｽｽ

780.7
786.1 ﾉﾅ
791 ｼﾗ
（言語）

802 ｴｳ

（文学）
910.2 ﾔﾏ
911.5 ﾀﾆ
930.2 ｶﾜ
933.7 ｳｵ 1

933.7 ﾌｺ

933.7 ﾘ 1
933.7 ﾘ 2
936 ﾗﾝ
（日本の小説）
F ｱｶ 3
F ｲｶ
F ｲｼ
F ｲｽ
F ｲﾉ
F ｳｴ

F ｴﾝ 2

F ｵｵ 2 大石　英司 オルタナ日本　下 中央公論新社

ミン・ジン・リー パチンコ　下 文藝春秋
ステファニー・ランド メイドの手帖 双葉社

赤川　次郎 三世代探偵団　[3] KADOKAWA

杉原　杏璃 不動産投資は自分らしく生きる道具 祥伝社
松本　典久 夜行列車の記憶 天夢人

鈴木　颯人 アスリートの心を磨く言葉と魂を揺さぶる絶景 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　2 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　7 河出書房新社

松岡　將 ワシントン・ナショナル・ギャラリー参百景 同時代社
金子　信久 鳥獣戯画の国 講談社

厚木　彩 基礎からていねいにおさらい大人のバレエステップアップのポ
イント50

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

平松　洋子 肉とすっぽん 文藝春秋
山根　京子 わさびの日本史 文一総合出版
中央総合法律事務
所 あらましとQ&Aでわかるカスハラ 金融財政事情研究

会

山本　晴彦 だしの研究 柴田書店
重信　初江 味つけご飯とおみおつけ 東京書籍
庄司　いずみ 初心者からプロまで使えるVegan Recipe Book 光文社
きじま　りゅうた お昼ごはんのめんレシピ! 学研プラス

池上　英洋 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる KADOKAWA

柳瀬　久美子 もちぷるレシピ パルコエンタテインメ
ント事業部

「自宅オフィス」のととのえ方 主婦の友社
原坂　一郎 非認知能力が育つ3〜6歳児のあそび図鑑 池田書店

北村　光世 おいしいハーブ暮らし12か月 世界文化社
猪飼　牧子 二十四節気暦のレシピ 日本文芸社
今江　秀史 京都発・庭の歴史 世界思想社

スズキ　コージ スズキコージの大魔法画集 平凡社
刀剣探訪 宝島社

ダニエル・L.エヴェレッ
ト 言語の起源 白揚社

白波瀬　宗幸 茶席の雪月花 淡交社

石井　直方 筋力強化の教科書 東京大学出版会

花房　観音 京都に女王と呼ばれた作家がいた 西日本出版社

野中　径隆 Q&Aでわかる山の快適歩行術 山と溪谷社

谷川　俊太郎 ベージュ 新潮社
川端　康雄 ジョージ・オーウェル 岩波書店
イーヴリン・ウォー 誉れの剣　1 白水社
チャールズ・ブコウス
キー 英雄なんかどこにもいない 青土社

ミン・ジン・リー パチンコ　上 文藝春秋

五十嵐　律人 法廷遊戯 講談社
石川　智健 断罪 光文社
泉　ゆたか 江戸のおんな大工 KADOKAWA
井上　荒野 そこにはいない男たちについて 角川春樹事務所

上田　秀人 陽眠る 角川春樹事務所

塩分不足 変わり者と呼ばれた貴族は、辺境で自由に生きていきます　2 アルファポリス
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｶｲ
F ｶｲ 4
F ｶﾜ
F ｻｻ
F ｻｻ
F ｼﾊ
F ｽｽ
F ｽﾅ
F ﾀｶ
F ﾃﾗ
F ﾄｵ
F ﾆﾚ
F ﾊﾀ
F ﾋﾗ
F ﾌｼ
F ﾎｼ
F ﾏﾐ
F ﾓﾘ
F ﾔﾏ
F ﾕｷ
F ﾜｲ 20
F ﾜﾀ
（小説 文庫）
X 918.6

X 933.7 ｳｲ

X 933.7 ｸﾘ

X 933.7 ﾆﾕ

X 933.7 ﾘﾄ
X 933.7 ﾛｲ
X 943.7 ｳﾙ
X E ｺｳ
X F ｱﾍ 1
X F ｴｶ
X F ｵｸ
X F ｻｶ
X F ｼﾉ
X F ｼﾗ
X F ﾄﾊ
X F ﾅﾙ 6
X F ﾏﾂ 0
X F ﾓｸ 7
X F ﾓﾘ
X F ﾔｽ
X F ﾔﾏ
（日本のエッセイ）
E ｱﾗ
E ｲﾄ
E ﾅｼ
E ﾊﾂ
E ﾓﾘ
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 291.5

嵐山　光三郎

中井　均 東海の名城を歩く　静岡編 吉川弘文館

生きる! 新講社
いとう　せいこう ど忘れ書道 ミシマ社

ヨシタケ　シンスケ 欲が出ました 新潮社

梨木　香歩 ほんとうのリーダーのみつけかた 岩波書店
服部　みれい みの日記 扶桑社
森　博嗣 森メトリィの日々 講談社

アガサ・クリスティー メソポタミヤの殺人 早川書房
アナリー・ニューイッツ タイムラインの殺人者 早川書房

山口　恵以子 あなたとオムライス 角川春樹事務所

イアン・リード もう終わりにしよう。 早川書房
サム・ロイド チェス盤の少女 KADOKAWA

安部　龍太郎 家康　1 幻冬舎
江上　剛 庶務行員多加賀主水の憤怒の鉄拳 祥伝社

エルンスト・ヴルチェク スマイラーとスフィンクス 早川書房

輪渡　颯介 悪霊じいちゃん風雲録 早川書房

和田　博文 森の文学館 筑摩書房
ドン・ウィンズロウ 壊れた世界の者たちよ ハーパーコリンズ・

ジャパン

山田　悠介 俺の残機を投下します 河出書房新社
行成　薫 KILLTASK KADOKAWA
Y.A 八男って、それはないでしょう!　20 KADOKAWA

星月　渉 ヴンダーカンマー 竹書房
麻宮　ゆり子 捨て猫のプリンアラモード 角川春樹事務所

上田　誠 四畳半タイムマシンブルース KADOKAWA

畠中　恵 いちねんかん 新潮社
平石　貴樹 立待岬の鷗が見ていた 光文社
藤田　貴大 季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛 河出書房新社

寺地　はるな やわらかい砂のうえ 祥伝社
遠野　遥 破局 河出書房新社
楡　周平 食王 祥伝社

砂川　文次 臆病な都市 講談社
鈴木　輝一郎 光秀の選択 毎日新聞出版

高山　羽根子 首里の馬 新潮社

海堂　尊 コロナ黙示録 宝島社
海堂　尊 ポーラースター　[4] 文藝春秋

笹本　稜平 希望の峰マカルー西壁 祥伝社
柴崎　友香 百年と一日 筑摩書房

川瀬　七緒 二重拘束のアリア 小学館
佐々木　譲 図書館の子 光文社

幸田　文 男 講談社

篠　綾子 子育て飴 角川春樹事務所

奥山　景布子 かっぽれ 集英社
坂岡　真 仇だ桜 双葉社

白鷺　あおい 月蝕の夜の子守歌 東京創元社

杜奏　みなや 女子高生同士がまた恋に落ちるかもしれない話。 KADOKAWA
矢月　秀作 壊人 祥伝社

鳥羽　亮 狙われた横丁 講談社
鳴神　響一 脳科学捜査官真田夏希　[6] KADOKAWA
松岡　圭祐 万能鑑定士Qの事件簿　0 KADOKAWA
木宮　条太郎 水族館ガール　7 実業之日本社
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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 310.3 ﾊｼ
R 317.7 ｹｲ 20

R 509.2 20
R 610.5 20
R 652.1 20
R 660.5 20
R 910.3 2015

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
14
14 1
（歴史）
28
（社会）
33
36 20
（科学・化学）
40
45 ｲ
45 ﾏ
46 ｸ
（技術）
58 ｲ
（産業）
64 ｲ
66 ｲ
（スポーツ）

78

（ことば）
80
81
（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ｵ
91 ｶ
91 ﾅ
91 ﾊ
91 ﾋ
91 ﾌ
91 ﾌ
91 ﾐ 14
91 ﾓ
91 ﾖ 3
91 ﾘ 19
913.6 3
913.6
913.6

斉藤　洋 レストランのおばけずかん 講談社
エブリスタ 5分後に君とまた会えるラスト 河出書房新社

宮下　恵茉 キミと、いつか。　[14] 集英社

新日本出版社

望月　雪絵 魔女と花火と100万円 講談社
吉田　桃子 ばかみたいって言われてもいいよ　3 講談社
りょくち　真太 戦国ベースボール　[19] 集英社

青野　裕幸 身近な材料でKidsおもしろ科学実験ラボ

風野　潮 氷の上のプリンセス　ジュニア編6 講談社
中澤　晶子 ワタシゴト 汐文社

鶴田　法男 みんなから聞いたほっこり怖い話　1 岩崎書店
朝日新聞出版 おうちであそぼ心理テスト超ボリューム50 and more! 朝日新聞出版

赤羽　じゅんこ こぐまと星のハーモニカ フレーベル館
越智　典子 完司さんの戦争 偕成社

勝又　浩 日本文学研究文献要覧　2015〜2019現代日本文学 日外アソシエーツ

林野庁 森林・林業白書　令和2年版 農林統計協会
水産庁 水産白書　令和2年版 農林統計協会

☆ 児童書 ☆

花里　真希 あおいの世界 講談社

佐々木　ひとみ みちのく妖怪ツアー　[3]

経済産業省 ものづくり白書　2020年版 日経印刷
農林水産省 食料・農業・農村白書　令和2年版 農林統計協会

橋本　二郎 大統領選挙・連邦議会を知るためのアメリカ政治文化辞典 三省堂
警察庁 警察白書　令和2年版 日経印刷

加来　耕三 柴田勝家 ポプラ社

岩貞　るみこ ガリガリ君ができるまで 講談社

真鍋　真 恐竜学 学研プラス
アンナ・クレイボーン すごいぞ!進化 NHK出版

いかだ社
岩谷　圭介 へんてこりんな地球図鑑 小学館

秋山　宏次郎 こどもSDGs カンゼン
谷　和樹 おしごと年鑑　2020 朝日新聞社

今西　乃子 捨て犬・未来、しあわせの足あと 岩崎書店
伊藤　柚貴 さかな博士のレアうま魚図鑑 日東書院本社

藤本　ひとみ ブラック保健室は知っている 講談社

山口　謠司 友だちに聞かせて怖がらせたい怪談 辰巳出版
こざき　ゆう 作文教室 ポプラ社

体育指導のスタート
ライン コツがわかる!小学生の体育図鑑 成美堂出版

HISADAKE VR探偵尾野乃木ケイト 講談社
藤咲　あゆな 戦国姫 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（外国のよみもの）

93 ｵ

93 ﾆ

95 ﾃ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｶ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾊ
PN ﾎ
PN ﾏ
PN ﾏ
PN ﾐ
PN ﾑ
PN ﾔ
PN ﾖ
PNC 5
PNC ｲ
（外国のえほん）
PG ｲ

PG ｽ

PG ﾌ
PG ﾌ
PG ﾗ
PGC 5

宮野　聡子 きみにありがとうのおくりもの 教育画劇
村上　康成 まっている。 講談社

ほりかわ　りまこ けしごむぽんいぬがわん ひさかたチャイルド

松屋　真由子 かぶしきがいしゃくも 岩崎書店
まつおか　たつひで ベッドのなかはきょうりゅうのくに 童心社

種村　有希子 まなちゃんはおおかみ 偕成社

スーザン・ニールセン ぼくだけのぶちまけ日記 岩波書店
ジャン=クリストフ・ティ
クシエ 10分あったら… 文研出版

中野　真典 それからそれから リトルモア
浜田　桂子 おめでとうかいぎ 理論社

谷口　智則 カメレオンのかきごおりや アリス館

あおき　ひろえ ここにいる 廣済堂あかつき

メアリー・ポープ・オズ
ボーン インカ帝国天空の都 KADOKAWA

あまん　きみこ あるひあるとき のら書店

市川　里美 こうまのマハバット BL出版
ジョージナ・スティーブ
ンス ステラとカモメとプラスチック 岩崎書店

326 ゴミはボクらのたからもの 幻冬舎
峯水　亮 タコとイカはどうちがう? ポプラ社

山崎　朋絵 ほうひてんしきへひりのぷうう 鈴木出版
ヨシタケ　シンスケ ねぐせのしくみ ブロンズ新社

片平　直樹 おれ、きょうりゅうしんかんせん 交通新聞社

ニック・ブランド スマホをひろったにわとりは マイクロマガジン社

メム・フォックス ほしのこども 岩波書店
マリオ・ラモ わたしのふうせん 平凡社
マリー・G.ローデ 環境破壊モンスターから地球を救おう! 河出書房新社
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