
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002.7

007.3
007.6
007.1 ｻｲ 4
007.6 ｵｵ
007.6 ﾓﾘ
019 ﾂﾉ
Z 070.2 ｻﾄ
070.4 ﾋｷ

（哲学・思想）
115.3 ﾐｷ
118 ﾄﾔ
135.5 ｶﾜ
141.2 ｽﾍ
141.2 ﾋﾗ
141.5 ｼﾗ
146.8 ﾀｶ

146.8 ﾐｷ

159 ｼﾔ
161.3

（歴史・紀行）
204 ｲﾄ
210 ｵｵ
210.3 ﾀｹ
210.4 ｷｸ
213
290.7
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291

羽毛田　睦土 できるExcel 2021 インプレス
斎藤　康毅 ゼロから作るDeep Learning　4

伊藤　賀一 歴史と地理の新しい教養365 幻冬舎
大塚　ひかり くそじじいとくそばばあの日本史 ポプラ社
武光　誠 古代史入門事典 東京堂出版
菊池　紳一 源家滅亡 山川出版社

オライリー・ジャパン

【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 4月 26日号　No.1

○ 一般書 ○

日本能率協会マネジ
メントセンター 毎日がもっと輝くみんなの手帳術 日本能率協会マネジ

メントセンター

経済協力開発機構 デジタル環境の子どもたち 明石書店

大林　ひろこ 疲れないパソコン仕事大全 技術評論社
森谷　和弘 データサイエンス100本ノック ソシム
津野　海太郎 かれが最後に書いた本 新潮社
佐藤　千矢子 オッサンの壁 講談社
エリオット・ヒギンズ ベリングキャット 筑摩書房

三木　那由他 グライス理性の哲学 勁草書房
戸谷　洋志 スマートな悪 講談社
川崎　唯史 メルロ=ポンティの倫理学 ナカニシヤ出版
チャールズ・スペンス センスハック 草思社
平田　聡 時間はなぜあるのか? ミネルヴァ書房
白木　湊 東大ケーススタディ研究会伝説の「論理思考」講座 東洋経済新報社

高橋　聡美 大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 法研
みき　いちたろう プロカウンセラーが教える他人の言葉をスルーする技術 フォレスト出版

釈　徹宗 生きベタさん 講談社
櫻井　義秀 現代社会を宗教文化で読み解く ミネルヴァ書房

吉村　武彦 東国と信越 KADOKAWA
岡本　耕平 論文から学ぶ地域調査 ナカニシヤ出版

おでかけ日本遺産 京阪神エルマガジン社

るるぶせとうち島旅しまなみ海道　[2022] JTBパブリッシング

るるぶこどもとあそぼ!関西　[2022-2] JTBパブリッシング

るるぶ滋賀びわ湖　'23 JTBパブリッシング

るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場　'23 JTBパブリッシング

るるぶ金沢能登加賀温泉郷　'23 JTBパブリッシング

るるぶ信州　'23 JTBパブリッシング

るるぶ浜松浜名湖三河　'23 JTBパブリッシング

るるぶ東京　'23 JTBパブリッシング

るるぶ仙台松島宮城　'23 JTBパブリッシング

るるぶ知床阿寒釧路湿原網走　[2022] JTBパブリッシング

るるぶ十勝帯広ガーデン街道　[2022] JTBパブリッシング

るるぶ札幌　'23 JTBパブリッシング

まっぷる　香川　'23 昭文社
まっぷる　信州　'23 昭文社
まっぷる　東京　'23 昭文社
まっぷる　東北　'23 昭文社

あさみん 商店街さんぽ 学芸出版社
関西・名古屋から行くオートキャンプ場ガイド　2022 実業之日本社

<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】

（社会科学）
302.2
304 ｱﾏ
304 ﾀｹ
304 ﾜﾀ
312.3
312.9 ﾀﾅ
316.4 ｼﾔ
316.8 ｷﾑ
317.2 ﾊｾ
318.6 ﾀﾊ
Z 319.1 ｶﾜ
319.8

320.7

324.1
327
327.9 ﾊﾗ
329.2
Z 329.5 ﾌｾ

（経済）
332.1 ｳｴ
332.2 ｵﾘ

333.8

334.3

334.4 ｹﾜ

334.4 ﾐﾉ

336.1 ﾅｶ

336.4 ﾏｴ
336.4 ﾐﾔ
336.9 ｵｵ
338 ﾉｻ
338.1 ﾌｼ

361.4 ﾌﾙ

361.6
361.8 ﾏﾚ
367.4 ｱﾚ
367.4 ﾑﾗ

367.7 ﾊﾀ

368.6 ﾌﾗ

（教育・文化）
372.1 ｽｴ
374.4 ｸﾛ
375 ﾋﾛ
375.1 ﾔﾏ
376.1 ｸﾛ
Z 377.6 ﾔﾏ
379.9 ﾀｹ
383.8 ｲﾏ
388.3 ｻﾂ
388.8 ｵﾆ
404 ﾓﾄ

リチャード・サッグ 妖精伝説 原書房
アリス・オニール ことわざ・格言・箴言 創元社
元村　有希子 科学のトリセツ 毎日新聞出版

箕曲　在弘 新大久保に生きる人びとの生活史 明石書店

廣瀬　志保 高校生のための「探究」学習図鑑 学事出版
山本　崇雄 「学びのミライ地図」の描き方 学陽書房

仲手川　啓 Pマーク・ISMSを取ろうと思ったら読む本 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

前田　鎌利 社内プレゼンの資料作成術 ダイヤモンド社
宮武　貴美 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 日本実業出版社

大村　大次郎 あなたの収入が3割増える給与のカラクリ ビジネス社
野崎　浩成 教養としての「金融&ファイナンス」大全 日本実業出版社

フジテレビCSR・SDGs
推進プロジェクト SDGsの教科書 誠文堂新光社

毎日新聞取材班 世界少子化考 毎日新聞出版

ビゼイ・ゲワリ 厨房で見る夢 Sophia University
Press上智大学出版

赤松　美和子 台湾を知るための72章 明石書店

武田　邦彦 「新型コロナ」「EV・脱炭素」「SDGs」の大ウソ ビジネス社
雨宮　処凛 祝祭の陰で2020-2021 岩波書店

和田　秀樹 頭のよさとは何か プレジデント社
森井　裕一 ヨーロッパの政治経済・入門 有斐閣
田中　孝幸 13歳からの地政学 東洋経済新報社

ジーン・シャープ 非暴力を実践するために 彩流社
金　耿昊 積み重なる差別と貧困 法政大学出版局

長谷川　榮一 首相官邸の2800日 新潮社
田畑　昇悟 「集落の教科書」のつくり方 農山漁村文化協会

河原　仁志 沖縄50年の憂鬱 光文社
太田　昌克 核兵器について、本音で話そう 新潮社
ロー・ライブラリアン研
究会 法情報の調べ方入門 日本図書館協会

寺澤　正孝 印鑑の基礎知識 きんざい
市川　正人 現代の裁判 有斐閣
原口　侑子 世界裁判放浪記 コトニ社
柳原　正治 国際法からみた領土と日本 東京大学出版会

布施　祐仁 自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実 集英社

植草　一秀 日本経済の黒い霧 ビジネス社
トーマス・オーリック 中国経済の謎 ダイヤモンド社

藤川　里絵 世界一楽しい!会社四季報の読み方 SBクリエイティブ

古田　博司 日本人なら知っておきたい中国人の「嫌韓」韓国人の「反中」 ビジネス社

田村　慶子 変容するアジアの家族 明石書店
ダグラス・マレー 大衆の狂気 徳間書店
アリソン・アレクシー 離婚の文化人類学 みすず書房
村尾　泰弘 Q&A離婚・再婚家族と子どもを知るための基礎知識 明石書店

畠中　雅子
息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当
ですか?

時事通信出版局

ジュリー・K.ブラウン ジェフリー・エプスタイン億万長者の顔をした怪物 ハーパーコリンズ・
ジャパン

末冨　芳 一斉休校 明石書店
黒井　信隆 まるごと日本の踊り小学校運動会BOOK いかだ社

竹内　和雄 こどもスマホルール 時事通信出版局

今村　規子 史料でみる和菓子とくらし 淡交社

黒川　伊保子 保育のトリセツ メイト
山里　絹子 「米留組」と沖縄 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（自然科学）
Z 420.2 ﾄﾐ
440 ﾛﾌ
440.1 ﾀｶ

451.8 ﾏﾂ

453.2
Z 460.2 ｽｷ
480 ﾛｻ
481.1 ｼﾔ
487.9 ﾀﾊ

（医学）
491.3 ｽｶ
492.5

492.9 ﾖﾝ

Z 493.4 ﾀｹ
493.6
493.7
493.7
493.8
496
498.5 ｲｼ

498.5 ｽﾃ

498.6 ﾓﾘ 21-2

498.8

（技術）
507.2

510.9 ｱﾍ

521.8

523.1 ｶｲ

526.3 ﾀﾅ

537.1 2

538.3 ｻｶ
543.5 ﾋｷ
546.5 ｶﾜ
547.4 ｻﾄ
559 ﾖｺ
582.3
588.3 ﾂｼ
589.2

（家政）
593.8 ﾐｻ

594.2 ｶﾜ

595.4

596 ｲｽ

596 ｶﾐ
596 ｽｽ

【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

2022年 4月 26日号　No.2

冨島　佑允 物理学の野望 光文社
アヴィ・ローブ オウムアムアは地球人を見たか? 早川書房

よん 1年目から「できるナース」といわれる看護技術ノート SBクリエイティブ

高水　裕一 宇宙の秘密を解き明かす24のスゴい数式 幻冬舎

松尾　博文 みんなで考える脱炭素社会 日経BP日本経済新聞
出版本部

原口　強 津波詳細地図にみる東日本大震災の10年 古今書院
杉　晴夫 日本の生命科学はなぜ周回遅れとなったのか 光文社
ベン・ロザリー Hidden Planet 化学同人
ビル・シャット あなたの知らない心臓の話 原書房
田原　義太慶 大蛇全書 グラフィック社

菅沼　安嬉子 私が教えた慶應女子高の保健授業 世界文化ブックス

風間　直樹 ルポ・収容所列島 東洋経済新報社

宮崎　良文 木材セラピー 創元社

竹原　徹郎 肝臓のはなし 中央公論新社
竹内　靖博 ウルトラ図解骨粗鬆症 法研

浦上　克哉 すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本 徳間書店
本田　まりこ 帯状疱疹治療大全 講談社
杉田　美由紀 「目」のトリセツ 主婦の友社
石本　哲郎 もっと!神やせ7日間ダイエット KADOKAWA
ショーン・スティーブン
ソン EAT ダイヤモンド社

森　達也 定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会　2021年後半 論創社

荒木　葉子 働く女性のヘルスケアガイド 金剛出版

茶園　成樹 デザイン保護法 勁草書房

阿部　守 最新土木業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 秀和システム

おぐし　篤 ざんねんなお城図鑑 イカロス出版

甲斐　みのり 歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ エクスナレッジ

田中　直人 心を癒やす環境デザイン 彰国社

きちんと知りたい!自動車メカニズムの基礎知識　続 日刊工業新聞社

榊　純一 中国の航空エンジン開発史 並木書房
アダム・ヒギンボタム チェルノブイリ 白水社
川辺　謙一 図でわかる電車入門 交通新聞社
佐藤　航陽 世界2.0 幻冬舎
横井　勝彦 国際武器移転の社会経済史 日本経済評論社

田中　亘 できるWord 2021 インプレス
辻中　俊樹 米を洗う 幻冬舎
蘆田　裕史 ファッションスタディーズ フィルムアート社

みさまる フリースタイル着物コーデBOOK KADOKAWA

川畑　杏奈 annasのおいしい刺繡CAFE&SWEETS 河出書房新社

GARDEN 大人のヘアスタイリングの教科書 主婦の友社

いづい　さちこ 9つの調味料&スパイスがあなたの料理を変える 誠文堂新光社

上島　亜紀 これがほんとの献立のきほん 成美堂出版
スズキ　エミ 季節を味わう手仕事レシピ 主婦の友社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ﾑｻ

596 ﾘﾕ
596.33 ﾂﾂ
596.37 ﾊﾏ

596.65 ｲﾊ

596.65 ﾜｶ
596.7 ｺﾊ
597.5 ﾓﾘ
597.9 ﾐﾅ
599

（産業）
626.9 ｺﾄ

627.8 ﾄﾄ

629.7

645
X 645.6 ｲｼ

666.7 ﾌｶ

686.5 ﾊｼ
Z 699.6 ｻｲ

（芸術・美術）
709 ﾐﾔ
721.8 ﾌｼ

726.1

726.1 ｱﾏ
726.1 ﾅｲ

727

Z 740.4 ｺﾊ
751.1 ﾏﾂ
751.3 ｶﾉ

751.9

762.3 ﾍﾐ
Z 767.8 ｶﾜ
769.9
Z 778 ｲﾅ
778.4 ｽｽ

（スポーツ・諸芸）
780.3 22
780.7 ｻﾜ
Z 783.7 ﾀｶ

796

（言語）
801 2
814.7 ｻｲ

（文学）
910.2
901.2 ﾎｸ
910.2 ﾖｼ
911.1 ﾋｶ
911.3 ﾅﾂ
911.5 ﾌｸ

齋藤　孝 大人の語彙力「時事教養」大全 KADOKAWA

太田　克史 編集者宇山日出臣追悼文集 星海社
クリストファー・ボグラー 作家の旅 フィルムアート社

夏井　いつき 夏井いつき、俳句を旅する 悟空出版
福田　拓也 DEATHか裸 コトニ社

プロの講師が教えるマンガの描き方 つちや書店

尼子　騒兵衛 尼子騒兵衛作品集 玄光社

川上　郁雄 移動とことば　2 くろしお出版

内藤　理恵子 新しい教養としてのポップカルチャー 日本実業出版社
グラフィックデザイン・
ブックガイド編集委員
会

グラフィックデザイン・ブックガイド グラフィック社

小林　紀晴 写真はわからない 光文社
松山　龍雄 現代陶芸家の肖像 阿部出版
加納　亜美子 あたらしい洋食器の教科書 翔泳社

宮澤　光 人生を豊かにしたい人のための世界遺産 マイナビ出版
藤田　誠 浮世絵が語る江戸の女たちの暮らし グラフィック社

リュウジ 至高のレンジ飯 KADOKAWA
堤　人美 挽き肉料理 グラフィック社
濱田　美里 干し野菜百科 河出書房新社

茨木　くみ子 ふとらないクリームのお菓子 エムディエヌコーポ
レーション

若山　曜子 いちごのお菓子 マイナビ出版

武蔵　裕子 食べて元気になる55歳からのoneチンおかず 主婦と生活社

小林　キユウ キャンプで淹れるおいしい珈琲 誠文堂新光社
森の家 スキマをうめる収納ルール KADOKAWA
みな しない掃除 KADOKAWA
HoiClue 12か月が楽しい!子どもの季節あそび 朝日新聞出版

古藤　俊二 無農薬でつくりたい!はじめてのプランター菜園 食べもの通信社

轟　元気 水草QA100 エムピージェー

斉藤よし江さんのバラとグリーンと心地よい暮らし ブティック社

新村　毅 動物福祉学 昭和堂
石黒　由紀子 犬のしっぽ、猫のひげ 幻冬舎

深川　沙央里 2男3女のシンママ社長、水産女子の先駆けとなる PHPエディターズ・グ
ループ

橋本　正三 駅舎国鉄時代1980's イカロス出版
斉加　尚代 何が記者を殺すのか 集英社

レジンで作る色彩美のアクセサリー ブティック社
フジコ・ヘミング 永遠の今 CCCメディアハウス

川上　雄三 財津和夫 集英社
音楽の友 バレエ音楽がわかる本 音楽之友社
稲田　豊史 映画を早送りで観る人たち 光文社
鈴木　佑介 映像制作モダンベーシック教本 玄光社

大修館書店編集部 観るまえに読む大修館スポーツルール　2022 大修館書店
澤木　一貴 長寿の体幹トレーニング 大和書房
高津　臣吾 一軍監督の仕事 光文社

羽生　善治 将棋のひみつ メイツユニバーサルコ
ンテンツ

吉丸　雄哉 忍者とは何か KADOKAWA
東　直子 短歌の時間 春陽堂書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

912.6 ｴﾝ
913.2
923.7 ﾊｵ
929.1 ｲ
929.1 ｲ

933.7 ｱﾝ

933.7 ｳﾂ
933.7 ﾀｲ
933.7 ﾊﾜ
933.7 ﾘﾄ
949.6 ｳｴ
963 ﾋｸ
963 ﾌﾚ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｱﾝ
F ｵｷ 2
F ｵﾂ
F ｶｽ 5-8
F ｼｵ
F ｼｶ
F ｼﾖ
F ｼﾝ
F ｾﾄ 23
F ﾂｷ
F ﾂｼ
F ﾊｾ
F ﾌｶ
F ﾌｼ
F ﾌｼ
F ﾐﾅ

（小説 文庫）
X F ｱｶ

X F ｲｶ 4

X F ｲﾀ
X F ｳｴ
X F ｶﾏ 6
X F ｶﾗ
X F ｶﾜ
X F ｶﾜ
X F ｻｶ 32
X F ｻｸ
X F ｻﾄ
X F ｼﾉ
X F ﾀｶ
X F ﾄﾈ 8
X F ﾅｶ
X F ﾅｶ
X F ﾆﾚ
X F ﾊﾏ
X F ﾊﾔ
X F ﾌｼ
X F ﾐｳ
X F ﾐﾖ

香月　美夜 本好きの下剋上　第5部[8] TOブックス

安生　正 不屈の達磨 角川春樹事務所

沖田　臥竜 ムショぼけ　2 サイゾー
乙一 さよならに反する現象 KADOKAWA

遠藤　周作 善人たち 新潮社
小野寺　優 ラノベ古事記 KADOKAWA
郝　景芳 流浪蒼穹 早川書房
イ　グミ そこに私が行ってもいいですか? 里山社
イ　ギョンヘ ある日、僕が死にました KADOKAWA
チャーリー・ジェーン・
アンダーズ 永遠の真夜中の都市 東京創元社
P.G.ウッドハウス ブランディングズ城のスカラベ騒動 論創社
アン・タイラー この道の先に、いつもの赤毛 早川書房
リチャード・パワーズ 黄金虫変奏曲 みすず書房
カイリー・リード もうやってらんない 早川書房
タリアイ・ヴェーソス 氷の城 国書刊行会
リカルド・ピグリア 燃やされた現ナマ 水声社
ロドリゴ・フレサン ケンジントン公園 白水社

あさの　あつこ 彼女が知らない隣人たち KADOKAWA

潮谷　験 エンドロール 講談社
志駕　晃 たとえ世界を敵に回しても KADOKAWA
翔田　寛 油絵は謎をささやく KADOKAWA
新川　帆立 剣持麗子のワンナイト推理 宝島社
瀬戸内　寂聴 瀬戸内寂聴全集　23 新潮社
月村　了衛 脱北航路 幻冬舎
辻堂　ゆめ 二重らせんのスイッチ 祥伝社
馳　星周 月の王 KADOKAWA
深緑　野分 スタッフロール 文藝春秋
藤野　千夜 団地のふたり U-NEXT
藤原　緋沙子 菜の花の道 KADOKAWA
南　杏子 アルツ村 講談社

赤川　次郎 いもうと 新潮社

五十嵐　雄策
ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので一日三回
照れさせたい　4

KADOKAWA

伊多波　碧 みぞれ雨 光文社
上田　秀人 退き口 徳間書店
鎌池　和馬 創約とある魔術の禁書目録　6 KADOKAWA
烏丸　尚奇 呪いと殺しは飯のタネ 宝島社
川端　康成 山の音 新潮社
川端　康成 少年 新潮社
坂岡　真 鬼役　32 光文社
桜木　紫乃 緋の河 新潮社
佐藤　青南 噓つきは殺人鬼の始まり 宝島社
篠田　節子 肖像彫刻家 新潮社
高樹　のぶ子 格闘 新潮社
トネ・コーケン スーパーカブ　8 KADOKAWA
中山　七里 死にゆく者の祈り 新潮社
中山　祐次郎 やめるな外科医 幻冬舎
楡　周平 鉄の楽園 新潮社
濱　嘉之 群狼の海域 文藝春秋
早見　俊 放浪大名水野勝成 新潮社
藤井　邦夫 雨宿り 文藝春秋
三浦　綾子 嵐吹く時も 新潮社
三好　昌子 幽玄の絵師 新潮社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ﾔﾏ

（日本のエッセイ）
E ｲﾂ
E ｶﾒ
E ｾﾄ
E ﾀｼ
E ﾃﾗ
E ﾐﾅ

（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 660
K F

（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 025.1 22-1

R 025.1 22-2

R 059 22
R 080

R 281

R 283

R 499 22

R 703.1

R 816

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（哲学）
14 4

（歴史）
28
29

（社会）
31 ｾ 3
33 ｲ
36 2
37 1
37 2
37 3
37 4
37 5
37 ｲ
38

（生物・からだ）
40 1
45 1
45 2
45 3
45 4
45 5
45 6

武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　3 ポプラ社
武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　4 ポプラ社
武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　5 ポプラ社
武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　6 ポプラ社

こどもくらぶ 理系の職場　1 同友館
武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　1 ポプラ社
武田　康男 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　2 ポプラ社

☆ 児童書 ☆

伊藤　美奈子 新・心が元気になる本　4 あかね書房

定延　由紀 世界の人物大年表 創元社
この都道府県が第一号! 汐文社

田尻　久子 橙が実るまで スイッチ・パブリッシング

寺田　寅彦 寺田寅彦随筆集 平凡社

亀山　郁夫 人生百年の教養 講談社
瀬戸内　寂聴 遺す言葉 祥伝社

山本　一力 端午のとうふ 朝日新聞出版

五木　寛之 折れない言葉 毎日新聞出版

南　伸坊 あっという間 春陽堂書店

和田　雅昭 スマート水産業入門 緑書房
上田　岳弘 引力の欠落 KADOKAWA

日外アソシエーツ株式
会社 BOOK PAGE　2022-1 日外アソシエーツ

日外アソシエーツ株式
会社 BOOK PAGE　2022-2 日外アソシエーツ

読売年鑑　2022年版 読売新聞東京本社

見坊　豪紀 大きな活字の三省堂国語辞典 三省堂
日外アソシエーツ株式
会社 日本の女性たち 日外アソシエーツ

日外アソシエーツ株式
会社 西洋人物レファレンス事典　スポーツ篇 日外アソシエーツ

薬事ハンドブック　2022 じほう
日外アソシエーツ株式
会社 子どもの本 日外アソシエーツ

共同通信社 記者ハンドブック 共同通信社

汐文社
稲葉　茂勝 これならわかる!SDGsのターゲット169徹底解説 ポプラ社
佐伯　潤 もしものときにそなえよう!命を守る防災　2 汐文社
大杉　豊 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　1 ポプラ社

関橋　眞理 止めたい!人種差別　3

大杉　豊 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　2 ポプラ社
大杉　豊 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　3 ポプラ社
大杉　豊 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　4 ポプラ社
大杉　豊 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話　5 ポプラ社
井上　林子 未来のハッピースクール計画! 講談社
農文協 昔の道具で郷土ごはん 農山漁村文化協会
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（技術）
50
51 ｸ

（芸術・しゅみ）
78 1

79

（ことば）
80
81 ｻ

81 ｻ

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｺ
91 ｺ
91 ｻ
91 ｻ
91 ﾊ 3
91 ﾋ
91 ﾑ
91 ﾑ
91 ﾔ
91 ﾚ

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｲ
PN ｵ
PN ｵ
PN ｷ
PN ｸ
PN ｽ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾄ
PN ﾖ
PNC 3
PNC 3
PNC 5
PNC ﾊ

（外国のえほん）
PG ﾊ
PG ﾘ
PG ﾛ
PGC 3

（紙しばい）
S ﾅ
S ﾔ

齋藤　孝 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑 日本能率協会マネジ
メントセンター

八百板　洋子 いのちの水 福音館書店

小池　康郎 エネルギーって何だろう? PHP研究所
アンナ・クレイボーン リサイクル・プラネット 評論社

ベースボール・マガジ
ン社 新スポーツスーパースター伝　1 ベースボール・マガジ

ン社

ペンギン飛行機製作所 ぺんたと小春のめんどいかくれんぼ サンマーク出版

齋藤　ひろみ 6カ国語のわくわく絵ずかん　アジア編 ほるぷ出版
笹原　宏之 漢字ハカセ,研究者になる 岩波書店

いとう　みく あっちもこっちもこの世はもれなく PHP研究所
小島　なお 短歌部、ただいま部員募集中! 岩波書店
小平　侑子 ひゅるるの仕事さがし 文芸社
斉藤　洋 学校のおばけずかん ハイ! 講談社
斉藤　洋 まちのおばけずかん 講談社
早見　和真 かなしきデブ猫ちゃん　[3] 愛媛新聞社
廣嶋　玲子 ふしぎな図書館と魔王グライモン 講談社
村上　しいこ げたばこかいぎ PHP研究所
村上　しいこ フルーツふれんずイガグリくん あかね書房
やえがし　なおこ トントンとリッキのかいぞくせん 講談社
令丈　ヒロ子 病院図書館の青と空 講談社

いりやま　さとし パンダのんびりたいそう 講談社
飯野　和好 スサノオとオオナムチ パイインターナショナル

おおにし　わか ビーズのおともだち ニジノ絵本屋
尾澤　美祝 まどべのねこ 文芸社
きみの　ももか ピンクのボタン 文芸社
くすのき　しげのり おとうさんのぼり 学研プラス
鈴木　のりたけ ぼくのねこ PHP研究所
武田　美穂 ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 童心社
たなか　しん いいいろふうせんや 早川書房
とよた　かずひこ ないしょないしょのももんちゃん 童心社
ヨシタケ　シンスケ かみはこんなにくちゃくちゃだけど 白泉社

内田　麟太郎 ともだちおっとっと 童心社

長倉　洋海 お祭りが大好きパヤベくん アリス館
遠見　才希子 あかちゃんがうまれるまで 童心社
羽尻　利門 神社のえほん あすなろ書房

リウ　スーユエン きょうりゅうバスでとしょかんへ 世界文化ブックス

ティエリー・ロブレヒト ぬいぐるみきゅうじょたい 岩崎書店
ピーター・シス ニッキーとヴィエラ BL出版

遠見　才希子 おとなになるっていうこと 童心社

長野　ヒデ子 おせんべやけた! 童心社
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