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【総記】 【自然科学】
010.2 すてきな司書の図書館めぐり（高野 一枝） 407 つくってあそぼう!（吉井 潤）
019.5 絵本BOOK END2018 431.1 宮沢賢治の元素図鑑（桜井 弘）

（絵本学会機関誌編集委員会） 452.9 瀬戸内海流域の水環境-里水-
【哲学】 （小野寺 真一）

140.4 図解身近にあふれる「心理学」が 471.9 世界史を大きく動かした植物
3時間でわかる本（内藤 誼人） （稲垣 栄洋）

159 生き残るための、独学。（千田 琢哉） 480.4 カラス先生のはじめてのいきもの観察
159.6 女性の「定年後」（香山 リカ） （松原 始）
159.7 ハッピーシニアの参考書（河村 都） 480.7 無脊椎水族館（宮田 珠己）
160 知っておきたい、世界の宗教。 486 昆虫のすごい世界（丸山 宗利）

（ペン編集部） 489.5 おめでとう!シャンシャン（高氏 貴博）

（医学・薬学）
【歴史】 493.0 日記を書くと血圧が下がる（最上 悠）

210.5 幕末・維新～並列100年日本史& 494.5 がん宣告「される前に!」「されたら!」
世界史年表（山本 博文） まず読む本（吉川 敏一）

210.5 江戸城と大奥 497.7 ドクター朝田の間違いだらけの
289.3 人生は、いくつになっても素晴らしい 子どもの歯みがき（朝田 芳信）

（ダフネ　セルフ） 497.9 舌を鍛えると長生きできる!
290 ｴﾋﾟｿｰﾄﾞで読む世界の国243　2018▷2019 （平野 浩彦）

（ｴﾋﾟｿｰﾄﾞで読む世界の国編集委員会）

【技術】
【社会科学】 501.6 エネルギーと環境問題の疑問55

302.2 ｲｽﾗｴﾙを知るための62章（立山 良司） （刑部 真弘）
304 ほどほどのすすめ（池田 清彦） 519 今、心配されている環境問題は、実は心配
319.1 感情的になる前に知らないと恥ずかしい 配いらないという本当の話（武田 邦彦）

中国・韓国・北朝鮮Q&A（富坂 聰） 523 世界の建築家解剖図鑑（大井 隆弘）
327.6 雪ぐ人（佐々木 健一） 547.3 ﾄｺﾄﾝやさしいﾌﾟﾘﾝﾄ配線板の本
361.5 IKIGAI（茂木 健一郎） （高木 清）
364.3 届け出だけでもらえるお金

（井戸 美枝） （家政学・生活科学）
367.1 池上彰が「結婚」「お金」「仕事」に 590 あした死んでもいい身辺整理

ついての疑問に答えます!（TBSテレビ） （ごんおばちゃま）
367.2 百年の女（酒井 順子） 591 52歳からのお金のリアル（泉 正人）
367.3 ぜんりゃくパパへ（講談社） 593.3 赤ちゃんに作ってあげたいｽﾀｲとﾌﾞﾙﾏ
367.3 いろいろあっても幸せな夫婦になる方法 596 お年寄りのためのひとり分料理

（STORY編集部） （佐伯 知美）
369.2 身近な人に介護が必要になったときの 598.3 その症状、すぐ病院に行くべき?

手続きのすべて（鈩 裕和） 行く必要なし?（山中 克郎）
371.4 いじめで死なせない（岸田 雪子） 599.0 ママにはなれないパパ（鈴木 おさむ）
378.2 手話の歴史　上・下（ﾊｰﾗﾝ　ﾚｲﾝ）
382.1 浮世絵師たちが描いた明治の風俗
384.5 学年誌が伝えた子ども文化史 【産業】

昭和50～64年編 645.6 60歳からも犬や猫と幸せにくらす本
（犬と猫とシニアのくらしを考える会）

699.6 「徹子の部屋」の花しごと
（石橋 恵三子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】 （随筆）
702.1 もういちど訪ねる日本の美　上・下 914.6 話しベタですが…（浅田 次郎）

（小林 忠） 914.6 ベスト・エッセイ2018
726.1 手塚マンガで憲法九条を読む （日本文藝家協会）

（手塚 治虫） 914.6 女も好きなことをして死ねばいい
748 絵本のなかを旅するようなかわいい （曽野 綾子）

世界の村（MdN編集部） 916 元気になるシカ!2（藤河 るり）
778.7 トトロの生まれたところ（宮崎 駿） 916 「欣ちゃん」と世界の子供たち
780.7 ジュニアスポーツコーチに知って （中井 サチ子）

おいてほしいこと（大橋 恵）

（外国文学）
【言語】 933.7 七人のイヴ1

801.7 翻訳地獄へようこそ（宮脇 孝雄） （ニール　スティーヴンスン）
810.4 今どきの日本語（遠藤 織枝）

【地域資料（郷土資料）】
【文学】 H291.1 北海道

910.2 村上春樹の100曲（栗原 裕一郎） HF がいなもん 松浦武四郎一代
（河治 和香）

（読物）
* F 風に恋う（額賀 澪）
* F 無限の玄/風下の朱（古谷田 奈月）
* F 彼女の恐喝（藤田 宜永）
* F ブルーハワイ（青山 七恵）
* F 赤い風（梶 よう子）
* F 燃える波（村山 由佳）
* F 地に滾る（あさの あつこ）

F 人間に向いてない（黒澤 いづみ）
F アルコール依存症の妻と共に生きる

（鈴木 康介）
F 北条早雲[5]（富樫 倫太郎）



【ぜんぱん】 【おはなし】
007 人工知能と友だちになれる? 911 こどもあそびうた（谷川 俊太郎）

（新井 紀子）

（日本のおはなし）
【れきし】 * 913 サブキャラたちの日本昔話（斉藤 洋）

222 世界の歴史アドベンチャー 中国の秘宝 * 913 こうえんのおばけずかん（斉藤 洋）
（ゴムドリco.） * 913 十年屋（廣嶋 玲子）

225 世界の歴史アドベンチャー ｲﾝﾄﾞの秘宝 913 ハーブ魔女とふしぎなかぎ
（ゴムドリco.） （あんびる やすこ）

289 リンカン（迎 夏生） 913 たったひとつの君との約束[5]
（みずの まい）

913 たったひとつの君との約束[6]
【りか】 （みずの まい）

407 親子でできるおいしい料理実験
（ジョディ　ウィーラー　トッペン）

458 生きものとつながる石ころ探検 （海外のおはなし）
（盛口 満） * 933 泥（ルイス　サッカー）

933 あたしが乗った列車は進む
（ポール　モーシャー）

【こうぎょう】
507 発明対決11（ゴムドリco.）
507 発明対決12（ゴムドリco.） 【えほん】

* E ふしぎなしっぽのねこカティンカ
（ジュディス　カー）

【げいじゅつ】 * E みえるとかみえないとか
720 小学生のための「世界の名画」が （ヨシタケ シンスケ）

わかる本（レブン） E 実物大!世界のどうぶつ絵本
726 5億年後に意外な結末（菅原 そうた） （ソフィー　ヘン）
778 アンパンマン大図鑑プラス[1] E ねことねずみ（いもと ようこ）

（やなせ たかし） E 私はどこで生きていけばいいの?
778 アンパンマン大図鑑プラス[2] （ローズマリー　マカーニー）

（やなせ たかし） E いいからいいから5（長谷川 義史）
784 小平奈緒（甲斐 毅彦） E ありがとう（いもと ようこ）
789 嘉納治五郎（真田 久）

【ことば】
816 読書感想文書き方ドリル2018

（大竹 稽）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


