
平成31年1月31日　№93　浦幌町立図書館新着図書情報　（12・1月受入分） ＜一般書＞

書　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

AI vs.教科書が読めない子どもたち 　 　新井 紀子∥著 　東洋経済新報社      007.1   /ｱ

ヤンキーや引きこもりと創ったIT企業が年商7億 　 　青野 豪淑∥著 　朝日新聞出版      007.3   /ｱ

Webでつながる 　 　土方 嘉徳∥著 　サイエンス社      007.3   /ﾋ

図書館概論 　 　塩見 昇∥編著 　日本図書館協会      010     /ｼ

日本目録規則 　
　日本図書館協会
　　　目録委員会∥編 　日本図書館協会      014.3   /ﾆ

子ども文庫の100年 　 　高橋 樹一郎∥[著] 　みすず書房      016.2   /ﾀ

大丈夫。人間だからいろいろあって 　 　香山 リカ∥著 　新日本出版社      146.8   /ｶ

　関 暁夫∥著
　ヴォイス出版
　　　　　　　事業部      147.3   /ｾ

本物の思考力 　 　出口 治明∥著 　小学館      159     /ﾃﾞ

オウム真理教元幹部の手記 　 　富田 隆∥著 　青林堂      169.1   /ﾄ

聖書 　 　 　日本聖書協会      193     /ｾ

逆説の日本史 　24 　井沢 元彦∥著 　小学館      210.0   /ｲ

絵図にみる幕末の北辺防備 　 　戸祭 由美夫∥著 　古今書院      210.5   /ﾄ

絵はがきで楽しむ歴史散歩 　 　富田 昭次∥著 　青弓社      210.6   /ﾄ

古文書が伝える北海道の仰天秘話51 　 　合田 一道∥著 　寿郎社      211     /ｺﾞ

地図でみるアイヌの歴史 　 　平山 裕人∥著 　明石書店      211     /ﾋ

北海道150年の写真記録 　 　米倉 正裕∥著 　フォト・パブリッシング      211     /ﾖ

ほっかいどう先人探訪 　
　読売新聞北海道
　　　支社編集部∥編 　柏艪舎      281.1   /ﾎ

ブラタモリ 　15
　NHK「ブラタモリ」
　　　　制作班∥監修 　KADOKAWA      291.0   /ﾌﾞ

ブラタモリ 　16
　NHK「ブラタモリ」
　　　　制作班∥監修 　KADOKAWA      291.0   /ﾌﾞ

北海道ツーリングWalker 　 　 　KADOKAWA      291.1   /ﾎ

りくらす 　vol.3 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行      291.1   /ﾘ

池上彰の「どうしてこうなった?」 　 　池上 彰∥著 　文藝春秋      304     /ｲ

こころ揺らす 　 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      316.8   /ｺ

知ってはいけない 　2 　矢部 宏治∥著 　講談社      319.1   /ﾔ

AIと憲法 　 　山本 龍彦∥編著
　日本経済新聞
　　　　　　　出版社      323.0   /ﾔ

RPAのはじめかた 　 　カワサキ タカシ∥著 　技術評論社      336.5   /ｶ

交通事故事件対応のための保険の基本と実務 　 　大塚 英明∥編著 　学陽書房      339.9   /ｺ

税務署員だけのヒミツの節税術 　 　大村 大次郎∥著 　ビジネス社      345.3   /ｵ

18歳から考えるワークルール 　 　道幸 哲也∥編 　法律文化社      366.1   /ｼﾞ

子連れ婚のお悩み解消法 　 　新川 てるえ∥著 　さくら舎      367.3   /ｼ

LGBTと家族のコトバ 　 　LGBTER∥著 　双葉社      367.9   /ｴ

サカナとヤクザ 　 　鈴木 智彦∥著 　小学館      368.5   /ｽ

地面師 　 　森 功∥著 　講談社      368.6   /ﾓ

Mr.都市伝説関暁夫のファーストコンタクト バシャール対談
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学校に行きたくない君へ 　
　全国不登校新聞社
　　　　　　　　　　∥編 　ポプラ社      371.4   /ｶﾞ

「学びの公共空間」としての公民館 　 　佐藤 一子∥著 　岩波書店      379.2   /ｻ

パパのための娘トリセツ 　 　小野寺 敦子∥監修 　講談社      379.9   /ﾊﾟ

大人の礼服とマナー 　 　 　文響社      385.9   /ｵ

奉納百景 　 　小嶋 独観∥著 　駒草出版      387     /ｺ

自然観察のポイント 　 　桜谷 保之∥著 　文一総合出版      460.7   /ｻ

十二支(えと)のことわざ事典 　 　加藤 迪男∥編
　日本地域社会
　　　　　　　研究所      480.4   /ｴ

タコの心身問題 　
　ピーター　ゴドフリー
　　　　　=スミス∥[著] 　みすず書房      484.7   /ｺﾞ

ほぼ命がけサメ図鑑 　 　沼口 麻子∥[著] 　講談社      487.5   /ﾇ

運転を続けるための認知症予防 　 　浦上 克哉∥著
　JAF
　　　メディアワークス      493.7   /ｳ

自分で治す!頻尿・尿もれ 　 　関口 由紀∥著 　洋泉社      495.4   /ｾ

乳がんのことがよくわかる本 　 　山内 英子∥監修 　講談社      495.4   /ﾆ

日本人の9割がやっている残念な健康習慣 　
　ホームライフ取材班
　　　　　　　　　　∥編 　青春出版社      498.3   /ﾆ

病気を防ぐ!改善する!「食べ方」事典 　
　「きょうの健康」番組
　　　　　制作班∥編 　主婦と生活社      498.5   /ﾋﾞ

「中国製造2025」の衝撃 　 　遠藤 誉∥著
　PHPエディターズ
　　　　　　・グループ      509.1   /ｴ

わかる!使える!油圧入門 　 　渋谷 文昭∥著 　日刊工業新聞社      534.5   /ｼ

日本を動かした50の乗り物 　 　若林 宣∥著 　原書房      536.0   /ﾜ

MONOQLOカーグッズ大全 　 　 　晋遊舎      537     /ﾓ

ゴーン・ショック! 　 　渡邉 哲也∥著 　徳間書店      537.0   /ﾜ

自動車整備が一番わかる 　 　松平 智敬∥著 　技術評論社      537.7   /ﾏ

オートバイの洗車・メンテナンス入門 　 　
　スタジオタック
　　　　クリエイティブ      537.9   /ｵ

国産車50年の歩み 　 　 　ネコ・パブリッシング      537.9   /ｺ

ソロツーリング成功BOOK 　 　 　枻出版社      537.9   /ｿ

バイク困ったときのお助けマニュアル 　 　 　枻出版社      537.9   /ﾊﾞ

ホンダスーパーカブコンプリートブック 　 　 　学研プラス      537.9   /ﾎ

マイカーfor Beginners 　 　 　晋遊舎      537.9   /ﾏ

名車で振り返る昭和と平成 　 　 　内外出版社      537.9   /ﾒ

アメブロ基本&便利技 　 　リンクアップ∥著 　技術評論社      547.4   /ｱ

シニアよ、インターネットでつながろう! 　 　牧 壮∥著
　カナリア
　コミュニケーションズ      547.4   /ﾏ

還暦着物日記 　 　群 ようこ∥著 　文藝春秋      593.8   /ﾑ

和布で楽しむ季節のお飾りとこもの 　 　 　ブティック社      594     /ﾜ

キャンドル・カービングの教科書 　 　影山 真希子∥著 　誠文堂新光社      594.9   /ｶ

ワイヤーで編む小さなアクセサリーの物語 　 　きむら ななえ∥著
　文化学園文化
　　　　　　　出版局      594.9   /ｷ

小さなダイエットの習慣 　
　スティーヴン　ガイズ
　　　　　　　　　　∥著 　ダイヤモンド社      595.6   /ｶﾞ

　佐久間 健一∥著 　サンマーク出版      595.6   /ｻ

ノブオのこつまみ 　 　ノブオ∥著 　主婦の友社      596     /ﾉ

自炊力 　 　白央 篤司∥著 　光文社      596     /ﾊ

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット究極の部分やせ
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めんつゆレシピ 　 　みない きぬこ∥[著] 　枻出版社      596     /ﾐ

やせるパスタ31皿 　 　スギ アカツキ∥著 　日本実業出版社      596.3   /ｽ

1日でつくれるおせち 　 　みない きぬこ∥[著] 　主婦の友社      596.4   /ﾐ

あまくないからおいしいお菓子 　 　坂田 阿希子∥著 　家の光協会      596.6   /ｻ

　なぎまゆ∥著 　KADOKAWA      597.5   /ﾅ

怖くない・痛くない・つらくない無痛分娩 　 　林 聡∥著
　PHPエディターズ
　　　　　　・グループ      598.2   /ﾊ

最新!赤ちゃんの病気新百科 　
　横田 俊一郎
　　　　　　　　∥総監

　ベネッセ
　　　コーポレーション      598.3   /ｻ

種子法廃止と北海道の食と農 　 　荒谷 明子∥著 　寿郎社      615.2   /ｼ

ツウになる!チーズの教本 　 　佐野 嘉彦∥著 　秀和システム      648.1   /ｻ

撃て!そして狙え! 　 　木村 勇市∥著 　北海道新聞社      673.7   /ｷ

運転をあきらめないシニアの本音と新・対策 　 　岩越 和紀∥著
　JAF
　　　メディアワークス      681.3   /ｲ

事故車は語る 　 　川上 明∥著
　講談社
　　　　エディトリアル      681.3   /ｶ

　鈴木 清明∥著 　大和出版      681.3   /ｽ

日本交通史 　 　児玉 幸多∥編 　吉川弘文館      682.1   /ﾆ

誰かに教えたくなる道路のはなし 　 　浅井 建爾∥著 　SBクリエイティブ      685.2   /ｱ

郵便の歴史 　 　井上 卓朗∥共著 　鳴美      693.2   /ｲ

ゴーマニズム宣言2nd Season 　1 　小林 よしのり∥著 　扶桑社      726.1   /ｺ

日本の漫画本300年 　 　清水 勲∥著 　ミネルヴァ書房      726.1   /ｼ

ゴールデンカムイ 　6 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　7 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　8 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　9 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　12 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　13 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　14 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

ゴールデンカムイ 　15 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

沢村さん家(ち)のそろそろごはんですヨ 　 　益田 ミリ∥著 　文藝春秋      726.1   /ﾏ

Jewelry Ice 　 　浦島 久∥著
　十勝毎日新聞社
　　　　　　　∥発行      748     /ｳ

　岸本 日出雄∥著

ボドニ  Secne
　　北海道編集
　　　事業部∥発行      748     /ｷ

北に生きる猫 　 　土肥 美帆∥著 　河出書房新社      748     /ﾄﾞ

フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 　 　フジコ　ヘミング∥著 　暮しの手帖社      762.3   /ﾍ

欅坂46&けやき坂46Memories of Rebellion 　 　 　オークラ出版      767.8   /ｹ

寝ても醒めてもタカラヅカ!! 　 　牧 彩子∥著 　平凡社      775.4   /ﾏ

韓国テレビドラマコレクション 　2019 　キネマ旬報社∥編 　キネマ旬報社      778.8   /ｶ

貴乃花「角界追放劇」の全真相 　 　鵜飼 克郎∥著 　宝島社      788.1   /ﾀ

全身全霊 　 　日馬富士 公平∥著
　ベースボール
　　　　　・マガジン社      788.1   /ﾊ

「ちゃんとしなきゃ!」をやめたら二度と散らからない部屋になりました

加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル

JEWELRY ICE  MIRACLE BEACH  氷が創る奇跡の海岸
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これで差がつく!勝つ剣道上達のコツ55 　 　右田 重昭∥監修 　メイツ出版      789.3   /ｺ

大人のための言い換え力 　 　石黒 圭∥著 　NHK出版      809.2   /ｲ

古文単語キャラ図鑑 　 　岡本 梨奈∥著 　新星出版社      814.6   /ｵ

天国と、とてつもない暇 　 　最果 タヒ∥著 　小学館      911.5   /ｻ

幸せについて 　 　谷川 俊太郎∥著 　ナナロク社      911.5   /ﾀ

またここか 　 　坂元 裕二∥著 　リトルモア      912.6   /ｻ

脚本家坂元裕二 　 　坂元 裕二∥[著] 　ギャンビット      912.7   /ｻ

早朝始発の殺風景 　 　青崎 有吾∥著 　集英社      913.6   /ｱ

跳ぶ男 　 　青山 文平∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

鼠、恋路の闇を照らす 　 　赤川 次郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

幽霊解放区 　 　赤川 次郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

オーパーツ死を招く至宝 　 　蒼井 碧∥著 　宝島社      913.6   /ｱ

獣医さんのお仕事in異世界 　12 　蒼空 チョコ∥[著] 　アルファポリス      913.6   /ｱ

草々不一 　 　朝井 まかて∥著 　講談社      913.6   /ｱ

平場の月 　 　朝倉 かすみ∥著 　光文社      913.6   /ｱ

未来職安 　 　柞刈 湯葉∥著 　双葉社      913.6   /ｲ

ダンシング・マザー 　 　内田 春菊∥著 　文藝春秋      913.6   /ｳ

麒麟児 　 　冲方 丁∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｳ

それでも空は青い 　 　荻原 浩∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｵ

この地上において私たちを満足させるもの 　 　乙川 優三郎∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

有村家のその日まで 　 　尾崎 英子∥著 　光文社      913.6   /ｵ

介護士K 　 　久坂部 羊∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｸ

エースの遺言 　 　久和間 拓∥著 　双葉社      913.6   /ｸ

怪物の木こり 　 　倉井 眉介∥著 　宝島社      913.6   /ｸ

キンモクセイ 　 　今野 敏∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｺ

光まで5分 　 　桜木 紫乃∥著 　光文社      913.6   /ｻ

雨上がり月霞む夜 　 　西條 奈加∥著 　中央公論新社      913.6   /ｻ

悲願花 　 　下村 敦史∥著 　小学館      913.6   /ｼ

戯れの魔王 　 　篠原 勝之∥著 　文藝春秋      913.6   /ｼ

テレビ探偵 　 　小路 幸也∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｼ

あなたの愛人の名前は 　 　島本 理生∥著 　集英社      913.6   /ｼ

小説機動戦士ガンダムNT 　
　福井 晴敏
　　　　　　∥ストーリー 　KADOKAWA      913.6   /ﾀ

神のダイスを見上げて 　 　知念 実希人∥著 　光文社      913.6   /ﾁ

静おばあちゃんと要介護探偵 　 　中山 七里∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾅ

カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 　 　長野 まゆみ∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾅ

そこにいるのに 　 　似鳥 鶏∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾆ

平戸から来た男 　 　西村 京太郎∥[著] 　徳間書店      913.6   /ﾆ
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十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 　 　西村 京太郎∥著 　実業之日本社      913.6   /ﾆ

知覧と指宿枕崎線の間 　 　西村 京太郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾆ

羅針盤は壊れても 　 　西村 賢太∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

花折 　 　花村 萬月∥著 　集英社      913.6   /ﾊ

常設展示室 　 　原田 マハ∥[著] 　新潮社      913.6   /ﾊ

ゴールデン街コーリング 　 　馳 星周∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾊ

つくもがみ笑います 　 　畠中 恵∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾊ

夜汐 　 　東山 彰良∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾋ

フランス座 　 　ビートたけし∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾋﾞ

芙蓉の干城(たて) 　 　松井 今朝子∥著 　集英社      913.6   /ﾏ

108 　 　松尾 スズキ∥著 　講談社      913.6   /ﾏ

昨日がなければ明日もない 　 　宮部 みゆき∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾐ

水曜日の手紙 　 　森沢 明夫∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾓ

本と鍵の季節 　 　米澤 穂信∥著 　集英社      913.6   /ﾖ

いい女、ふだんブッ散らかしており 　 　阿川 佐和子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｱ

駄目な世代 　 　酒井 順子∥著 　KADOKAWA      914.6   /ｻ

立ち直る力 　 　辻 仁成∥著 　光文社      914.6   /ﾂ

近現代アイヌ文学史論 　近代編 　須田 茂∥著 　寿郎社      929.2   /ｽ

世界の終わりの天文台 　
　リリー　ブルックス
　　　　=ダルトン∥[著] 　東京創元社      933.7   /ﾌﾞ

父と僕の終わらない歌 　
　サイモン
　　　マクダーモット∥著

　ハーパーコリンズ
　　　　　　・ジャパン      936     /ﾏ

怖い橋の物語 　 　中野 京子∥著 　河出書房新社 B   204     /ﾅ

教科書では教えてくれないゆかいな日本語 　 　今野 真二∥著 　河出書房新社 B   810.4   /ｺ

銀杏散る 　 　井川 香四郎∥著 　光文社 B   913.6   /ｲ

三分の理 　 　井川 香四郎∥著 　光文社 B   913.6   /ｲ

ソードアート・オンライン 　21 　川原 礫∥[著] 　KADOKAWA B   913.6   /ｶ

スマホを落としただけなのに 　 　志駕 晃∥著 　宝島社 B   913.6   /ｼ

この世にたやすい仕事はない 　 　津村 記久子∥著 　新潮社 B   913.6   /ﾂ

氷点 　続上 　三浦 綾子∥[著] 　KADOKAWA B   913.6   /ﾐ

氷点 　続下 　三浦 綾子∥[著] 　KADOKAWA B   913.6   /ﾐ

現代用語の基礎知識 　2019 　自由国民社∥編集 　自由国民社 R   031     /ｹﾞ

北海道民具事典Ⅰ 　
　北海道民具事典
　　　編集委員会∥編 　北海道新聞社 R   383.9   /ﾎ

日本の海岸植物図鑑 　 　中西 弘樹∥著 　トンボ出版 R   471.7   /ﾅ

日本のチョウ 　
　日本チョウ類保全
　　　　　　　協会∥編 　誠文堂新光社 R   486.8   /ﾆ

我が青春の街角へ  帯広  昭和ノスタルジー 　
　ぶらんとマガジン社
　　　　　　　　　∥編著

　ぶらんとマガジン社
　　　　　　　∥発行 U   211.3   /ﾌﾞ

northern style スロウ 　vol.57 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行 U   291.1   /ｽ

世界に一軒だけのパン屋 　 　野地 秩嘉∥著 　小学館 U   588.3   /ﾉ
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由美ちゃん、ワイン造るの? 　 　田辺 由美∥著 　飛鳥出版 U   588.5   /ﾀ

北の焙煎人  northern style スロウ×自家焙煎珈琲　 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行 U   619.8   /ｷ

平成31年1月31日　№93　浦幌町立図書館新着図書情報　（12・1月受入分） ＜児童書＞

書　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

あなただけの人生をどう生きるか 　 　渡辺 和子∥著 　筑摩書房      198     /ﾜ

わくわく!探検れきはく日本の歴史 　4
　国立歴史民俗
　　　　　　博物館∥編 　吉川弘文館      210     /ﾜ

お仕事ナビ 　18
　お仕事ナビ編集室
　　　　　　　　　∥[編] 　理論社      366     /ｵ

こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 　 　渡邉 正樹∥監修 　三省堂      369     /ｺ

<超・多国籍学校>は今日もにぎやか! 　 　菊池 聡∥著 　岩波書店      376     /ｷ

小学生になったら図鑑 　 　長谷川 康男∥監修 　ポプラ社      376     /ｼ

アイヌ文化の大研究 　 　中川 裕∥監修 　PHP研究所      382     /ｱ

数学と恋に落ちて
　方程式を
　　　極める篇

　ダニカ　マッケラー
　　　　　　　　　∥[著] 　岩波書店      410     /ﾏ

数学と恋に落ちて
　未知数に
　　　親しむ篇

　ダニカ　マッケラー
　　　　　　　　　∥[著] 　岩波書店      410     /ﾏ

めんそーれ!化学 　 　盛口 満∥著 　岩波書店      430     /ﾓ

日本の恐竜大研究 　 　冨田 幸光∥監修 　PHP研究所      457     /ﾆ

NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック
　驚きのはなれ
　　　　　ワザ編

　NHK「ダーウィンが
来た!」番組スタッフ∥編 　NHK出版      480     /ｴ

NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック
　子育ての
　　　　ふしぎ編

　NHK「ダーウィンが
来た!」番組スタッフ∥編 　NHK出版      480     /ｴ

ブラックないきもの図鑑 　 　今泉 忠明∥監修 　朝日新聞出版      480     /ﾌﾞ

わけあって絶滅しました。 　 　丸山 貴史∥著 　ダイヤモンド社      482     /ﾏ

トミカじどうしゃ大図鑑 　 　タカラトミー∥監修 　永岡書店      507     /ﾄ

のりもの2000プラス 　
　小賀野 実
　　　　　∥監修　写真 　ポプラ社      536     /ﾉ

世界のスーパーカー図鑑 　 　
　スタジオタック
　　　　クリエイティブ      537     /ｾ

ルビィのぼうけん 　 　リンダ　リウカス∥作 　翔泳社      547     /ﾘ

保存食の大研究 　 　中居 惠子∥著 　PHP研究所      588     /ﾅ

金栗四三 　 　大谷 じろう∥まんが 　小学館      782     /ｶ

ラグビーが教えてくれること 　 　村上 晃一∥著 　あかね書房      783     /ﾑ

カーリング女子 　 　田中 充∥編 　汐文社      784     /ｶ

じゃんけん必勝法 　 　稲葉 茂勝∥著 　今人舎      798     /ｲ

　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス      908     /ｺﾞ

　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス      908     /ｺﾞ

5分後に意外な結末ex　―バラ色の、トゲのある人生―

5分後に意外な結末ex　―チョコレート色のビターエンド―
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らくだい記者と白雪のドレス 　 　あんびる やすこ∥著 　岩崎書店      913     /ｱ

落語ねこ 　 　赤羽 じゅんこ∥作 　文溪堂      913     /ｱ

砂に書いた名前 　 　赤川 次郎∥著 　汐文社      913     /ｱ

風と行く者 　 　上橋 菜穂子∥作 　偕成社      913     /ｳ

ぼくとニケ 　 　片川 優子∥著 　講談社      913     /ｶ

スケッチブック 　 　ちば るりこ∥作 　学研プラス      913     /ﾁ

おしりたんてい やみよにきえるきょじん 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾄ

おとのさま、ほいくしさんになる 　 　中川 ひろたか∥作 　佼成出版社      913     /ﾅ

かいけつゾロリロボット大さくせん 　 　原 ゆたか∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾊ

宇宙の男たち 　 　星 新一∥作 　理論社      913     /ﾎ

図工室の日曜日 　 　村上 しいこ∥作 　講談社      913     /ﾑ

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 　 　J.K.ローリング∥著 　静山社      932     /ﾛ

古代ローマ黄金のワシ 　
　メアリー　ポープ
　　　　オズボーン∥著 　KADOKAWA      933     /ｵ

シュガー・ラッシュ:オンライン 　
　スーザン　フランシス
　　　　　　　　　　∥作 　偕成社      933     /ｼ

ゆかいなゆうびんやさん 　
　ジャネット
　　　  アルバーグ∥作 　文化出版局      E        /ｱ

ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス 　
　ジャネット
　　　  アルバーグ∥作 　文化出版局      E        /ｱ

お正月がやってくる 　 　秋山 とも子∥作　絵 　ポプラ社      E        /ｱ

ゆきのよるに 　 　いもと ようこ∥文　絵 　金の星社      E        /ｲ

仮面ライダージオウ ギリギリちょうバトルずかん 　 　 　講談社      E        /ｶ

ぜったいにさわっちゃダメ? 　 　ビル　コッター∥さく 　サンクチュアリ出版      E        /ｺ

おばけのケーキ屋さん 　 　SAKAE∥絵　文 　マイクロマガジン社      E        /ｻ

いちごちゃん 　 　さとう めぐみ∥作　絵 　PHP研究所      E        /ｻ

シュガー・ラッシュ:オンライン 　 　講談社∥編 　講談社      E        /ｼ

ジュラシック・ワールドさがして!みつけて! 　 　 　小学館      E        /ｼﾞ

たぬきのおもち 　 　せな けいこ∥作　絵 　金の星社      E        /ｾ

北加伊道 　
　関屋 敏隆
　　　∥文　型染版画 　ポプラ社      E        /ｾ

まめまきできるかな 　 　すとう あさえ∥ぶん 　ほるぷ出版      E        /ﾀ

おほしさま 　
　たちもと みちこ
　　　　　　　　∥さく　え 　教育画劇      E        /ﾀ

ゆきあそび 　
　たちもと みちこ
　　　　　　　　∥さく　え 　教育画劇      E        /ﾀ

おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      E        /ﾄ

ぼく、仮面ライダーになる! 　ジオウ編 　のぶみ∥さく 　講談社      E        /ﾉ

冒険!発見!大迷路魔法の王国 　 　原 裕朗∥作　絵 　ポプラ社      E        /ﾎﾞ

ミニオンズ雪の日だ～いすき! 　
　ブランドン
　　T.シュナイダー∥著 　小学館      E        /ﾐ

かんぺきなこども 　
　ミカエル
　　　　エスコフィエ∥作 　ポプラ社      E        /ﾓ

ジヘーショーのバナやん 　 　成沢 真介∥文 　少年写真新聞社      E        /ﾓ

ムーミントロールと氷のおまつり 　
　トーベ　ヤンソン
　　　　　　∥原作　絵 　徳間書店      E        /ﾔ
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