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【総記】 【産業】
015 子どもはハテナでぐんぐん育つ 649 それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよう!

(調べ学習研究会「調之森」) (日本獣医学会)
681.3 高齢ドライバーの安全心理学(松浦 常夫)

【哲学】
141.6 人前で「あがらない人」と「あがる人」の習慣 【芸術・スポーツ】

(鳥谷 朝代) 726.5 カナヘイのイラスト描きかた帳(カナヘイ)
146.8 母の呪縛から解放される方法 736 じゃがいもデ版画(山室 眞二)

(タツコ　マーティン) 780.1 スポーツ選手のための食事400レシピ(石川 三知)
786.3 スノーキャンプ・マニュアル

【歴史】 (ボーイスカウト日本連盟)
290.9 地球の歩き方 C13( シドニー＆メルボルン) 796 将棋に学ぶ(安次嶺 隆幸)
290.9 地球の歩き方 D06(成都　九寨溝　麗江) 798 サム・ロイドの「考える」パズル(サム　ロイド)

【社会科学】 【言語】
302.2 バングラデシュを知るための66章(大橋 正明) 816.6 文字が大きくて見やすい短くてもきちんと
316.8 学校では教えてくれない差別と排除の話 伝わる手紙・はがき・一筆箋(川崎 キヌ子)

（安田 浩一)
336.4 図解でわかる!伝わるプレゼン(藤原 毅芳) 【文学】
369.2 DVD BOOK認知症の人とともに(沖田 裕子) （読物）
371.4 不登校から脱け出した家族が見つけた幸せの * F おもかげ(浅田 次郎)

物語(菜花 俊) * F セブンズ!(五十嵐 貴久)
374.9 食育クイズ&ワークシート集(藤井 美代子) * F 奔流恐るるにたらず(逢坂 剛)
375.1 あの学校が生まれ変わった驚きの授業 * F 秀吉の活(木下 昌輝)

(木原 雅子) * F カネと共に去りぬ(久坂部 羊)
* F 決戦!賤ケ岳(木下 昌輝)

【自然科学】 * F 異形のものたち(小池 真理子)
446 月のきほん(白尾 元理) * F インフルエンス(近藤 史恵)
451.8 不都合な真実 2(アル　ゴア) * F 道標(今野 敏)

* F 火定(澤田 瞳子)
（医学・薬学） * F 駐在日記(小路 幸也)
493.1 泊原発とがん(斉藤 武一) * F 白磁海岸(高樹 のぶ子)
493.1 イラストでわかる高齢者のからだと病気 * F 荒海を渡る鉄の舟(鳥羽 亮)

(杉山 孝博) * F 逃亡刑事(中山 七里)
493.1 私らしく死にたい(国際長寿センター日本) * F ウズタマ(額賀 澪)
495 あなたも知らない女のカラダ(船曳 美也子) * F 女の子のことばかり考えていたら、1年が

経っていた。(東山 彰良)
【技術】
547.4 はじめての今さら聞けないインスタグラム入門 （随筆）

(吉岡 豊) * 914.6 太陽と乙女(森見 登美彦)
548.3 トコトンやさしいロボットの本(日本ﾛﾎﾞｯﾄ工業会)

（ルポルタージュ）
（家政学・生活科学） 916 聖奈の絵はコトバ(杉本 香苗)
591 銀行・保険会社では教えてくれない一生役立つ

お金の知識(塚原 哲) （外国文学）
593.3 まっすぐ縫うだけで、ほめられ服 933.7 スティール・キス(ジェフリー　ディーヴァー)

(新星出版社編集部)
593.5 服を整理すれば、部屋の8割は片付く 【地域資料（郷土資料）】

(河井 真奈) H291.1 決定版北海道の温泉まるごとガイド 2018-19
596.2 藤井恵さんの体にいい和食ごはん(藤井 恵) (小野寺 淳子)
596 腹ペコ騒動記(岡崎 大五) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている [13]
596 組み合わせ自由自在作りおきおかず374 (太田 紫織)

(食のスタジオ) HF 弁当屋さんのおもてなし [2](喜多 みどり)
597.9 落ちない汚れをラクに落とす掃除術(茂木 和哉) HF 光の犬(松家 仁之)
598.2 35才からの妊娠・出産・育児(郡山 智)
598.2 赤ちゃんと暮らす(本多 さおり) 【参考図書】
598.2 娘が妊娠したら親が読む本(竹内 正人) R645.9 小動物の飼い方図鑑(河野 朝城)
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【ぜんぱん】 【えほん】
019 小学校では学べない一生役立つ読書術(齋藤 孝) E おかしのくにさがそ!(イトウ ユカ)

E おかしのくにさがそ!ゆうえんち(イトウ ユカ)
【しゃかい】 E いろのかけらのしま(イ ミョンエ)
302 イスラームってなに? シリーズ2(長沢 栄治) * E なずずこのっぺ?(カーソン　エリス)

E 今、世界はあぶないのか? [1](ハナネ　カイ)
【りか】 E 今、世界はあぶないのか? [2](ハナネ　カイ)
404 もしも地球がひとつのリンゴだったら E さがそ!おとぎのくに(かろくこうぼう)

(デビッド　J.スミス) E ながいながい骨の旅(松田 素子)
493 きちんと知ろう!アレルギー 1(坂上 博) E よるだけパンダ(大塚 健太)
493 きちんと知ろう!アレルギー 2(坂上 博) E ノラネコぐんだんアイスのくに(工藤 ノリコ)
493 きちんと知ろう!アレルギー 3(坂上 博) E ひげじまん(こしだ ミカ)

E 質問絵本(五味 太郎)
【さんぎょう】 E なぞなぞはじまるよ(おおなり 修司)
610 カレーライスを一から作る(前田 亜紀) * E とのさまサンタ(長野 ヒデ子)

E いすにすわってたべなさい。(平田 昌広)
【げいじゅつ・スポーツ】 E ママはしらないの?(ふくだ いわお)

* 726 ゆめはまんが家!(小林 深雪) * E しずかにあみものさせとくれー!
(ベラ　ブロスゴル)

【ことば】 * E さあ、なげますよ(角野 栄子)
815 数え方のえほん(高野 紀子) E こぐまちゃんとどうぶつえん(森 比左志)

【おはなし】
（日本のおはなし）

* 913 絵物語古事記(富安 陽子)
* 913 オリンピックのおばけずかん(斉藤 洋)
* 913 まほろ姫とにじ色の水晶玉(なかがわ ちひろ)

913 クリスマスクッキングふしぎなクッキーガール 
12月のおはなし(梨屋 アリエ)

913 なみきビブリオバトル・ストーリー(赤羽 じゅんこ)
913 ドキドキ新学期 4月のおはなし(はやみね かおる)
913 たったひとつの君との約束 [4](みずの まい)

* 913 保健室の日曜日 なぞなぞピクニックへ
いきたいかぁ!(村上 しいこ)

913 ミラクルうまいさんと夏 8月のおはなし
(令丈 ヒロ子)

916 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり
(日野原 重明)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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