
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002
002
Z 019.9 ｻﾀ

（哲学・思想）
Z 133 ﾀｶ
140.2 ﾋﾂ 1
140.2 ﾋﾂ 2
Z 140.4 ｾﾉ
Z 141.2 ｲﾄ
141.5 ﾀｲ
141.9 ｷｼ

146.8 ｻｲ

Z 150.2 ﾛｾ
Z 151.5
158 ｱﾝ

159.4 ｷﾔ

Z 159.4 ﾆｼ
X 159.7 ﾋﾛ

159.7 ﾋﾛ

（歴史・紀行）
204
210 ｳｴ
Z 222 ｻﾄ
Z 222 ﾐﾔ

291

291
291
291
291
291
291 ﾌｼ

（伝記）
Z 288.4 ｶｻ
289.1 ｼﾃ

（社会科学）
Z 302.1 ﾀﾁ
Z 304 ｶﾌ
Z 312.1 ｲｼ
Z 312.3 ｶﾜ
316.8 ﾑｶ
Z 317.2 ｱｵ
Z 319 ｷﾐ
Z 319 ｻﾄ
324 ｲｹ
324.7

池田　真朗 民法Visual Materials 有斐閣
細越　善斉 普通の家でも起こる相続トラブル対策入門 あさ出版

種稲　秀司 幣原喜重郎 吉川弘文館

川口マーン惠美 メルケル仮面の裏側 PHP研究所
ムカイダイス 在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド ハート出版
青木　栄一 文部科学省 中央公論新社
君塚　直隆 王室外交物語 光文社
佐藤　優 賢慮の世界史 PHP研究所

マイケル・ローゼン 尊厳 岩波書店
伊藤　亜紗 「利他」とは何か 集英社
安藤　俊介 私は正しい 産業編集センター

歩く地図京都散歩　2022 成美堂出版
藤田　哲史 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 実業之日本社

まっぷる　滋賀・びわ湖　'22 昭文社

まっぷる　四国　'22 昭文社
大人の日帰り旅　2022 JTBパブリッシング

まっぷる　広島・宮島　'22 昭文社

誇れる郷土ガイド　近畿編2021年版 シンクタンクせとうち
総合研究機構

教会と千歳飴

笠原　英彦 歴代天皇総覧 中央公論新社

小学館

岸見　一郎 アドラー性格を変える心理学 NHK出版

斎藤　裕 ママ、怒らないで。 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

西川　善文 仕事と人生 講談社

木山　泰嗣 社会人1年目からの読む・書く・考える・伝える技術 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

橘木　俊詔 日本の構造 講談社

弘兼　憲史 弘兼流50代からの人生を楽しむ法 三笠書房

石川　真澄 戦後政治史 岩波書店
マルクス・ガブリエル つながり過ぎた世界の先に PHP研究所

古田　陽久

メンタリストDaiGo 悩む力 きずな出版

広瀬　裕子 55歳、大人のまんなか PHPエディターズ・グ
ループ

宮城谷　昌光 三国志入門 文藝春秋
佐藤　信弥 戦争の中国古代史 講談社

ポール・ルンダ 大図鑑コードの秘密 明石書店
上野　誠

伊藤　浩介 ドレミファソラシは虹の七色? 光文社

ウェイド・E.ピックレン 心理学超全史　下 ニュートンプレス

【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　4月 13日号　No.1

○ 一般書 ○

妹尾　武治 未来は決まっており、自分の意志など存在しない。 光文社

ウェイド・E.ピックレン 心理学超全史　上 ニュートンプレス

ドミニク・チェン 表現を究める ポプラ社
渡邊　恵太 生活を究める ポプラ社
佐高　信 時代を撃つノンフィクション100 岩波書店

高橋　昌一郎 20世紀論争史 光文社

<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】

325.1
326
326.5 ﾐﾀ

（経済）
335
Z 335.1 ｻｻ
335.3 ｶﾜ

336

336 ｷﾙ

336 ﾃﾗ

336 ﾊﾄ

336.4
336.5 ｼｲ
336.5 ﾏﾂ
338.1 ｲｽ
361.8 ｸﾘ
366.2 ｲｼ
Z 366.6 ｷﾉ
367.2
Z 367.3 ｳﾁ
Z 367.4
367.5 ｳｴ
367.6 ﾔﾏ
368.3 ﾜｶ
368.6 ｶﾙ
369.1
369.3 21
369.3 ｵｸ

（教育・文化）
374.6
375 ﾐｵ
376.1 22
376.8 ｱｵ
379.9 ｻﾄ
379.9 ﾅｶ
379.9 ﾐｽ
387 ｶﾜ
387 ﾃﾕ

（自然科学）
402.1

410
410
440 ﾔﾏ

440.4 ﾀﾆ

441.1 ｱｻ
448.9 ﾅｶ
449.3 ﾋﾛ
460
Z 465.8
467 ｳｵ
469.2 ﾊﾄ 1

内田　也哉子 なんで家族を続けるの? 文藝春秋
筋野　茜 ルポ婚難の時代 光文社
ロバート・ウェッブ 「男らしさ」はつらいよ 双葉社

岩波書店編集部 3.11を心に刻んで　2021 岩波書店
奥村　奈津美 子どもの命と未来を守る!「防災」新常識 辰巳出版

山本　耕平 ひきこもりソーシャルワーク かもがわ出版

ベン・カールソン お金で騙す人お金に騙される人 原書房
坂本　いづみ 脱「いい子」のソーシャルワーク 現代書館

松岡　慶子 最新商業登記の基本と実務 三修社

木下　武男 労働組合とは何か 岩波書店
総合女性史学会 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 岩波書店

寺嶋　正尚 AI経営のリスクマネジメント 日経BP日本経済新聞
出版本部

T.バトラー=ボードン 世界のビジネス書50の名著 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

森　公任
契約知識から下請法まで最新請負・業務委託・副業をめぐ
る法律と実務書式 三修社

イラッド・ギル 爆速成長マネジメント 日経BP

佐々木　圭吾 働くあなたの経営学 平凡社

石角　友愛 “経験ゼロ”から始めるAI時代の新キャリアデザイン

小さなことにあくせくしなくなる天文学講座 PHPエディターズ・グ
ループ

中島　円 その問題、デジタル地図が解決します ベレ出版
広田　千悦子 花月暦 パイインターナショナル

KADOKAWA

松下　典子 テレワークの働き方を変えるMicrosoft Teams完全ガイド インプレス
泉　美智子 今さら聞けない投資の超基本 朝日新聞出版

直井　みずほ 電話応対これができればOKです! ナツメ社
椎野　磨美 Microsoft Teams仕事術 技術評論社

数学の世界　図形編 ニュートンプレス

女性科学者に明るい
未来をの会 私の科学者ライフ 日本評論社

保育士試験研究会 保育士・幼稚園教諭論作文・面接対策ブック　2022年度版 実務教育出版
青木　唯有 親が偏差値思考をやめれば、不思議なほどわが子は伸びる 幻冬舎
佐藤　亮子 我が家はこうして読解力をつけました

絶望死 朝日新聞出版

若林　一美 自死遺族として生きる 青弓社

ニコラス・D.クリストフ

川上　善行 弁護士が教える!事例でわかる中小企業の法律トラブル対応 学陽書房

藤井　豊久 今日から法務パーソン 商事法務

佐久間　修 刑法の時間 有斐閣
美達　大和 塀の中の残念なおとな図鑑 主婦の友社

田沼　靖一 生物大図鑑 ニュートンプレス

くま　ゆうこ 保護者のお悩み解決します! 東洋館出版社
みおりん 東大女子のノート術 エクシア出版

水野　優子 イライラ・ガミガミしないママになれる本 秀和システム
川村　湊 牛頭天王と蘇民将来伝説 作品社
セリヌ・デュ・シェネ 図説魔女の文化史 原書房

数学の世界　現代編 ニュートンプレス

くもん出版
仲宗根　敦子 子どもの脳と心がぐんぐん育つ絵本の読み方選び方 パイインターナショナル

浅田　秀樹 三体問題 講談社

山口　弘悦 トコトンやさしい天文学の本 日刊工業新聞社

谷口　義明

河岡　義裕 ネオウイルス学 集英社
ジョン・ウォラー 遺伝 ニュートンプレス

アダム・ハート 目的に合わない進化　上 原書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

469.2 ﾊﾄ 2
Z 480.9 ﾀｶ
486.7 ｳｲ
488 ｶﾜ
488.1 ｱﾝ

（医学）
491.6 ｲｸ
491.7 ｻｲ

493.1

493.1 ﾌｸ
493.2 ｲﾁ

493.2 ﾅｶ

493.3 ｺﾊ
493.7 ｶｸ
493.8
493.8 ｺﾝ
493.9 ﾎﾘ

494.5

494.8 ｱﾄ

494.9

495 ﾀﾅ

496.7 ｷｶ

Z 498.1 ﾕｳ
X 498.3 ｲｼ
498.3 ｶﾊ
498.3 ｽｶ
498.3 ﾔﾏ
498.5 ｼﾗ
498.6
499.8

（技術）
510 ﾐｿ
510.9 ﾀﾑ
519 ｸﾘ
523.3 ﾌﾃ
549 ﾉｾ
573.2 ﾉｶ
589.2 ﾀｹ
589.2 ﾌﾀ

（家政）
593.3 ﾅｶ
593.3 ﾌｼ
594.3
594.3
594.7
594.7 ｽｷ

594.8 ｶﾎ

596 ｶﾐ

【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　4月 13日号　No.2

アダム・ハート 目的に合わない進化　下 原書房
田上　孝一 はじめての動物倫理学 集英社
エドワード・O.ウィルソン アント・ワールド ニュートンプレス

齋藤　光正 イラストでわかる微生物学超入門 南山堂

稲垣　暢也
京都大学病院糖尿病・栄養科が薦めるくり返し作りたい糖
尿病のおいしい献立 西東社

福田　千晶 そもそも血糖値ってなんですか? 主婦の友社

川上　和人 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 新潮社
Mike Unwin 世界の渡り鳥大図鑑 緑書房

生田　哲 遺伝子のスイッチ 東洋経済新報社

角谷　建耀知 長生きでも脳が老けない人の習慣 アスコム
岡　秀昭 ガマンしていませんか?帯状疱疹の痛み ライフサイエンス出版

近藤　誠 新型コロナとワクチンのひみつ ビジネス社

市原　淳弘 薬に頼らず7日で血管を変えて血圧は下げられる KADOKAWA

長崎　和仁
足の先生!足のむくみ、だるさ、冷え、下肢静脈瘤どうすれ
ばラクになるか教えてください。 アスコム

小林　弘幸 最高の体調を引き出す超肺活 アスコム

主婦と生活社ライフ・
ケア編集部 夜間頻尿朝までぐっすり!自宅ケアBOOK 主婦と生活社

田中　友也 体とココロが喜ぶごほうび漢方 主婦の友社

黄川田　徹 鼻専門医が教える「熟睡」を手にする最高の方法 日経BP日本経済新聞
出版本部

堀向　健太 ほむほむ先生の小児アレルギー教室 丸善出版
がん情報サイト「オン
コロ」 あなたにとって最適な「がん治療」がわかる本 日本実業出版社

ヤエル・アドラー 皮膚の秘密 ソシム

菅原　洋平 働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 翔泳社
山口　創 オトナ女子のおうちセルフケア 秀和システム
しらい　のりこ お米を食べる!ダイエット KADOKAWA

兪　炳匡 日本再生のための「プランB」 集英社
石川　善樹 疲れない脳をつくる生活習慣 三笠書房
樺沢　紫苑 精神科医が見つけた3つの幸福 飛鳥新社

田村　喜子 土木のこころ 現代書林
栗岡　理子 プラスチックごみ問題入門 緑風出版
ジャン・プティ ル・コルビュジエ-みずから語る生涯 中央公論美術出版

内務省衛生局 現代語訳流行性感冒 平凡社
新見　正則 キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑 日本図書センター

溝渕　利明 トコトンやさしい土木技術の本 日刊工業新聞社

二神　弓子 クローゼットは6着でいい KADOKAWA

中山　ゆい きせつを楽しむ子ども服 日本ヴォーグ社

藤塚　未紀 ほしいのはすっきり品よく見える服 日本ヴォーグ社

野瀬　昌治 目で見てナットク!はんだ付け作業 日刊工業新聞社

野上　建紀 陶磁考古学入門 勁草書房
武田　尚子 もう一つの衣服、ホームウエア みすず書房

杉野　未央子 komihinataさんのとびきりかわいいポーチとケース 主婦と生活社

Kahon
キッチンにある材料・道具でできる草木染めの布花アク
セサリー KADOKAWA

上島　亜紀 頑張らなくていい仕込み1分の冷凍作りおき ナツメ社

可憐なクロッシェレース大全集 アップルミンツ
刺しゅう糸で編む日本の妖怪図鑑 アップルミンツ
進化する手作りエコバッグ ブティック社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ﾌﾗ
596.35 ﾌｼ
596.37 ｱﾘ
596.4 ｵｻ
596.4 ｶﾐ
596.4 ｺｽ
596.63 ｲｹ
598.3

（産業）
611.7 ﾓﾘ
617.3
626.9
627
627
627.7 ﾎｳ
627.7 ﾏﾂ
646.2 ﾂｶ
646.8 ﾎｿ
648.1 ｼｶ
648.2
659 ｼﾉ
673.9 ﾇﾏ
686.5 ｽｷ
686.5 ﾂﾎ

（芸術・美術）
704 ﾖｼ
709
Z 721.4 ﾔﾏ
721.7 ﾖｻ
723
723
723.3

743 ﾋﾀ

753
754.9 ｱﾗ
763

763.7 ｽｶ

767.1 ｺｸ

（スポーツ・諸芸）
Z 783.7 ｺｼ
783.7 ﾓﾄ
786 ﾀﾅ
786.3
788.5 ｸﾝ

（言語）
810.4 ｶﾐ
829.1 ﾀﾛ
829.1 ﾅｶ
834 ｽｽ
Z 837.5 ｷﾀ

（文学）
901.3 ﾏﾂ
909.3 ﾅｼ

森永　卓郎 森永卓郎の「マイクロ農業」のすすめ 農山漁村文化協会

神永　曉 辞書編集者が選ぶ美しい日本語101 時事通信出版局

山口　桂 若冲のひみつ PHP研究所
与謝　蕪村 与謝蕪村 東京美術
田中　久美子 理由がわかればもっと面白い!西洋絵画の教科書 ナツメ社
岡部　昌幸 暗号(アトリビュート)で読み解く名画 世界文化社

尾崎　史江 食堂いちじくの精進弁当 立東舎
上島　亜紀 らく弁 主婦と生活社
小雀　陣二 焚き火料理の本 山と溪谷社

ふらいぱんコバQ フライパンひとつで作る!速攻レシピ101 ナツメ社
藤井　恵 藤井恵さんのむずかしくないお魚レシピ 講談社
有元　葉子 梅干しを漬けてわかること 文化学園文化出版局

加藤　義貴 いちばんていねいな野菜づくり図鑑 ナツメ社
ガーデンストーリー 植物と暮らす12カ月の楽しみ方 KADOKAWA
Flower Me 幸せを運ぶ花言葉12か月 日本文芸社

池田　愛実 レーズン酵母で作るプチパンとお菓子 文化学園文化出版局

岡本　光宏 ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホームケア事典 朝日新聞出版

José・川島良彰 コーヒーで読み解くSDGs ポプラ社

細川　博昭 長生きする鳥の育てかた 誠文堂新光社
トリスタン・シカール 美しい世界のチーズの教科書 パイインターナショナル

藤枝　祐太 焼肉美味手帖 世界文化社

キャサリン・ホーウッド バラの文化誌 原書房
松岡　修一 多肉植物エケベリア NHK出版
塚本　康浩 ダチョウはアホだが役に立つ 幻冬舎

坪内　政美 駅スタンプの世界 天夢人

吉田　秀和 芸術のよろこび 河出書房新社
片岡　英夫 世界でいちばん素敵な世界遺産の教室 三才ブックス

東雲　輝之 狩猟を仕事にするための本 秀和システム
沼本　忠次 名物駅弁秘話 天夢人
杉崎　行恭 モダン建築駅舎 天夢人

あらい　ゆうこ ペーパークイリングで作る小さなドール ブティック社
バンドジャーナル my楽器myパートナー 音楽之友社

須川　展也 絶対!うまくなるサクソフォーン100のコツ
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホール
ディングス

朝日新聞出版 モネへの招待 朝日新聞出版
ブライアン・ピーターソン ナショナルジオグラフィックプロの撮り方露出を極める 日経ナショナルジオグ

ラフィック社

藤井　健三 きものの文様 世界文化社

田中　陽希 それでも僕は歩き続ける 平凡社
はじめてのキャンプforファミリー 昭文社

軍土門　隼夫 衝撃の彼方ディープインパクト 三賢社

國土　潤一 歌の本 音楽之友社

ゴジキ(@godziki_55) 巨人軍解体新書 光文社
元永　知宏 甲子園はもういらない…それぞれの甲子園 主婦の友社

北村　一真 英語の読み方 中央公論新社

梨木　香歩 物語のものがたり 岩波書店

たろん たった1秒!韓国語つぶやきレッスン 青春出版社
中島　仁 NHK出版これならわかる韓国語文法 NHK出版
すずき　ひろし やさしい英単語の相性図鑑 ソシム

松岡　圭祐 小説家になって億を稼ごう 新潮社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

910.2 ｴﾄ
910.2 ｵｶ
910.2 ｺﾊ
910.2 ｼﾊ
911.1 ﾐｽ
918.6
923.7 ｳ
930.2
930.2
933.7 ｺﾄ 2

933.7 ｼﾖ

933.7 ﾀﾄ 1
933.7 ﾀﾄ 2
933.7 ﾘﾕ
936 ﾀﾂ
940
949.3 ｳｲ
950
953.7 ｱﾍ
953.7 ｻﾝ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｱｿ
F ｵｳ
F ｵﾁ
F ｶﾔ 7
F ｷｼ
F ｷﾀ
F ｸﾛ
F ｺﾄ 14
F ｻｲ
F ｼｲ 23
F ｼﾕ
F ﾀｶ
F ﾂﾑ
F ﾄｵ

F ﾅｶ 3

F ﾅﾙ
F ﾋｶ
F ﾋｶ
F ﾋﾗ
F ﾋﾙ
F ﾌｼ
F ﾏﾂ
F ﾏﾂ
F ﾐﾅ 10
F ﾐﾔ
F ﾓﾘ
F ﾕｷ 2
F ﾜﾀ

（小説 文庫）
X 910.2 ｷﾔ
X 911.5 ﾀﾆ
X 913.4

司馬遼太郎の戦国 朝日新聞出版
水原　紫苑 百人一首 講談社
講談社 Day to Day 講談社

藤井　淑禎 乱歩とモダン東京 筑摩書房
岡村　直樹 日本の川読み歩き 天夢人
中野　剛志 小林秀雄の政治学 文藝春秋

デイヴィッド・ゴードン 用心棒　続 早川書房
タヤリ・ジョーンズ 結婚という物語 ハーパーコリンズ・

ジャパン

リサ・タトル 夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件　上 新紀元社

呉　明益 複眼人 KADOKAWA
小澤　みゆき かわいいウルフ 亜紀書房
竹内　理矢 深まりゆくアメリカ文学 ミネルヴァ書房

畠山　寛 ドイツ文学の道しるべ ミネルヴァ書房
エディ・デ・ウィンド アウシュヴィッツで君を想う 早川書房
永井　敦子 フランス文学の楽しみかた ミネルヴァ書房

リサ・タトル 夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件　下 新紀元社
ケン・リュウ 宇宙の春 早川書房
リサ・タッデオ 三人の女たちの抗えない欲望 早川書房

麻生　幾 救急患者X 幻冬舎
逢坂　剛 道連れ彦輔居直り道中 毎日新聞出版
越智　月子 片をつける ポプラ社

エリエット・アベカシス 30年目の待ち合わせ 早川書房
サン=テグジュペリ 星の王子さま ロングセラーズ

青山　文平 泳ぐ者 新潮社

黒野　伸一 あした、この国は崩壊する ライブ・パブリッシング

寿　安清 アラフォー賢者の異世界生活日記　14 KADOKAWA
斉藤　詠一 クメールの瞳 講談社

茅田　砂胡 天使たちの課外活動　7 中央公論新社
岸本　惟 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 新潮社
北山　猛邦 天の川の舟乗り 東京創元社

津村　記久子 つまらない住宅地のすべての家 双葉社
十市　社 亜シンメトリー 新潮社

長尾　隆生
水しか出ない神具<コップ>を授かった僕は、不毛の領地で
好きに生きる事にしました　3 アルファポリス

椎名　ほわほわ とあるおっさんのVRMMO活動記　23 アルファポリス
周木　律 あしたの官僚 新潮社
高田　崇史 QED源氏の神霊 講談社

平岡　陽明 道をたずねる 小学館
蛭田　亜紗子 共謀小説家 双葉社
藤野　恵美 きみの傷跡 KADOKAWA

鳴神　響一 風巻 早川書房
東川　篤哉 新謎解きはディナーのあとで 小学館
東山　彰良 どの口が愛を語るんだ 講談社

宮部　みゆき 魂手形 KADOKAWA
森沢　明夫 青い孤島 双葉社
雪華　慧太 追放王子の英雄紋!　vol.2 アルファポリス

松家　仁之 泡 集英社
松下　隆一 春を待つ PHP研究所
水無月　静琉 異世界ゆるり紀行　10 アルファポリス

渡辺　優 きみがいた世界は完璧でした、が KADOKAWA

日下　力 保元物語・平治物語 KADOKAWA

ロバート キャンベル 日本古典と感染症 KADOKAWA
谷川　俊太郎 いつかどこかで 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X 918.6

X 929.3

X 943.7 ｴｳ
X F 1
X F ｱｻ
X F ｱｻ 10
X F ｲｶ
X F ｳﾌ 6
X F ｵｵ 17
X F ｻｻ
X F ﾀｶ 8
X F ﾀｹ 9
X F ﾅｲ
X F ﾌｼ
X F ﾏﾂ 10
X F ﾐﾔ 6
X F ﾓﾘ

（日本のエッセイ）
E ｷｻ 4
E ｺﾊ
E ｻﾄ
E ｿﾉ
E ﾂﾒ
E ﾆｼ
E ﾑﾚ
E ﾔﾏ

（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 212.6

（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 376.8 22
R 467
R 910.2 ｴﾄ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00 3
03

03

（哲学）
12 ｻ
15
15 ﾜ

（歴史）
20
21
21
28 1
28 2
28 ﾀ
29 21

一式　まさと 歴史探偵Kのタイムワープ 朝日新聞出版
山田　康弘 日本の歴史生活図鑑ビジュアルブック 東京書店
北　俊夫 郷土の発展につくした先人　1 偕成社
北　俊夫 郷土の発展につくした先人　2 偕成社
たから　しげる 北里柴三郎 あかね書房
松田　博康 日本地理データ年鑑　2021 小峰書店

暮しの手帖社
曽野　綾子 ひとりなら、それでいいじゃない。 ポプラ社

植村　美洋 白河藩 現代書館

群　ようこ 小福ときどき災難 集英社

☆ 児童書 ☆

こどもくらぶ 未来につながるまなびば 子ども大学　3 フレーベル館

今村　昌弘 ネメシス　1 講談社
麻見　和史 茨の墓標 KADOKAWA
浅葉　なつ 神様の御用人　10 KADOKAWA

アレクサンドラ・ダ
ヴィッド=ネール ケサル王物語 岩波書店
H.G.エーヴェルス ウパニシャドの修行 早川書房

宇江佐　真理 いのちを守る KADOKAWA

佐々木　裕一 再興への道 KADOKAWA
高田　在子 はなの味ごよみ　[8] KADOKAWA
竹村　優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。　9 KADOKAWA

五十嵐　貴久 リフレイン 幻冬舎
冲方　丁 マルドゥック・アノニマス　6 早川書房
太田　紫織 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[17] KADOKAWA

宮澤　伊織 裏世界ピクニック　6 早川書房
森　真沙子 しぐれ迷い橋 二見書房

山崎　ナオコーラ むしろ、考える家事 KADOKAWA

内藤　了 DOUBT KADOKAWA
藤井　邦夫 無惨なり 光文社
松岡　圭祐 高校事変　10 KADOKAWA

木皿　泉 木皿食堂　4 双葉社
小林　信彦 とりあえず、本音を申せば 文藝春秋

爪　切男 働きアリに花束を 扶桑社
西村　賢太 一私小説書きの日乗　堅忍の章 本の雑誌社

佐藤　雅彦 ベンチの足

あかね書房
宝槻　泰伸 10歳から考える「好き」を強みにする生き方 えほんの杜
和田　孫博 未来への授業 新星出版社

ワン・ステップ きょうはなんの日?クイズ 金の星社

晶文社学校案内編集部 大学受験案内　2022年度用 晶文社
日本遺伝学会 遺伝単 エヌ・ティー・エス

落合　教幸 江戸川乱歩大事典 勉誠出版(発売)

瀧　靖之 小学生のずかん 講談社
ドーリング・キンダス
リー社 クイズでわかる世界まるごと大百科 世界文化社

斉藤　洋 ワンちゃんパンちゃん論語日記
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（社会）
30 21
32 4
33
36
36
36
36
36 2
36 3
37 1
37 2
37 3

（生物・からだ）
40
45 ｶ
48 ｱ

（技術）
50 11
58 3
59 ﾃ

（芸術・しゅみ）
70
72 ｽ
75 ｸ 4
75 ﾖ

（ことば）
81 3
81 ﾅ

（日本のよみもの）
91 ｺ
91 ﾀ
91 ﾄ 33
91 ﾌ
91 ﾐ
91 ﾑ
91 ﾓ
91 ﾖ
91 ﾚ

（外国のよみもの）
93 ｼ 3
93 ﾊ 12
93 ﾛ

94 ｹ

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

大月書店
吉田　未希子 ギュギュっとまるごと!牛乳パック工作大集合 いかだ社

ななもり　さちこ だじゃれことわじゃ 理論社

たかどの　ほうこ わたし、パリにいったの のら書店
豊田　巧 電車で行こう!　[33] 集英社

桃戸　ハル

WILLこども知育研究所 おいしい!ふしぎ!理科実験スイーツ 金の星社

関　和之 お金が動かす世界 旺文社
徳田　克己 福祉用具の図鑑 金の星社
国崎　信江 防災学習ガイドもしものときにそなえよう津波 金の星社

朝日小学生新聞 調べる学習子ども年鑑　2021 岩崎書店
笹本　潤 人権と自然をまもる法ときまり　4 大月書店

池上　彰 池上彰と考える災害とメディア　3 文溪堂
細川　貂々 発達障害のおはなし　1 平凡社
細川　貂々 発達障害のおはなし　2 平凡社

国崎　信江 防災学習ガイドもしものときにそなえよう噴火・豪雪 金の星社
藤田　晃之 しごとのふしぎなぜ?どうして? 高橋書店
舩木　伸江 命をつなぐ防災　2 偕成社

細川　貂々 発達障害のおはなし　3 平凡社

鎌田　浩毅 地震はなぜ起きる? 岩波書店
有沢　重雄 だれのうんち? 偕成社

神野　紗希 俳句部、はじめました 岩波書店

和の技術を知る会 子どもに伝えたい和の技術　11 文溪堂
木本　晴美 はじめてのファッション　3 汐文社
寺西　恵里子 手作りって楽しい!はじめての手芸 布でつくる 汐文社

鳥居　志帆 図工が楽しくなる 旺文社

伝わる表現研究会 伝わる表現を選ぼう　3 汐文社

鈴木　愛一郎 かこさとし あかね書房
熊谷　博人 日本の伝統文様をさがそう　4

5分後に意外な結末Q 学研プラス
横沢　彰 対決!卓球部 新日本出版社
令丈　ヒロ子 クルミ先生とまちがえたくないわたし ポプラ社

藤白　圭 スマホに届いた怖い話 河出書房新社
緑川　聖司 図書室の怪談 ポプラ社
村上　しいこ 一年生なんだもん 学研プラス

ヨハン・ヴォルフガン
グ・フォン・ゲーテ 魔法つかいの弟子 理論社

あきやま　ただし へんしんどうぶつえん 金の星社
アン　マサコ どすこいすしずもう くるまえびぞうのひみつ 講談社

ケイリー・ジョージ クローバーと魔法動物　3 童心社
ポーラ・ハリソン 王女さまのお手紙つき　12 学研プラス
ヒュー・ロフティング ドクター・ドリトル アフリカへゆく ポプラ社

かけひ　さとこ パンダぱん 教育画劇
かこ　さとし うさぎのパンやさんのいちにち 復刊ドットコム
北村　裕花 フートンのおふとん BL出版

あきの　もみじ みーみとひーひ 学研プラス
石山　さやか しんゆうだけどだいきらい 岩崎書店
うしろ　よしあき あかちゃんですよ はいどうぞ アリス館
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｷ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾏ
PN ﾐ
PN ﾓ
PN ﾓ
PN ﾚ
PNC 4
PNC 4
PNC 5
PNC 7
PNC 7

（外国のえほん）
PG ｴ
PG ｶ
PG ﾍ
PG ﾓ

PG ﾔ

松田　もとこ おまけのじかんだね 文研出版
MICAO たいくつなにちようび 理論社
もとした　いづみ まってました 講談社

木島　始 かえるのごほうび 福音館書店
谷川　俊太郎 うそ 主婦の友社
長澤　星 ぼくかめた WAVE出版

池田　あきこ ダヤンと森であそぼう 出版ワークス
すとう　あさえ こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく ほるぷ出版
みなみ　じゅんこ たんぽぽたんぽぽ アリス館

もぎ　あきこ はやくちレストラン 金の星社
令丈　ヒロ子 ポケットはん 講談社
升井　純子 さくららら アリス館

アンドレア・ベイティー ちいさなこえがみらいをかえる! 絵本塾出版
エヴァ・モンタナーリ ドガさんをおいかけて 文化学園文化出版局

エミリー・メルゴー・ヤ
コブセン よるくまシュッカ 百万年書房

結城　昌子 これが鳥獣戯画でござる 小学館

トム・エリヤン くまちゃんがちいさくなっちゃった 光村教育図書
エリック・カール ありえない! 偕成社
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