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世界一不思議な錯視アート 北岡　明佳／著 カンゼン 2019.6 145.5 ｷﾀｵ 青少

どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井　光太／著 日本実業出版社 2019.6 159.5 ｲｼｲ 青少

イラスト図解社会人として必要な世界の宗教のことが３時間
でざっと学べる

池上　彰／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6 160 ｲｹｶ 青少

絶景神社 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2019.7 175.9 ｾﾂｹ 青少

インスタ映えする戦国時代 スエヒロ／著 大和書房 2019.6 210.4 ｽｴﾋ 青少

青春１８きっぷで行こう １９～’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019.7 291 ｾｲｼ 青少

君たちが忘れてはいけないこと 佐藤　優／著 新潮社 2019.5 304 ｻﾄｳ 青少

１４歳からの政治入門 池上　彰／著 マガジンハウス 2019.6 310 ｲｹｶ 青少

世界人権宣言 シェーヌ出版社／編 創元社 2018.12 316.1 ｾｶｲ 青少

国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校ＥＹＥ／編 中央経済社 2019.7 317.3 ｺﾂｶ 青少

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤　研一郎／著 大和書房 2019.6 321 ｴﾝﾄ 青少

１０歳までに身につけたい子どもが一生困らないお金のルー
ル

三浦　康司／著 青春出版社 2019.7 337 ﾐｳﾗ 青少

日本文化ビジュアル解体新書 山本　素子／著 ＳＢクリエイティブ 2019.6 361.5 ﾔﾏﾓ 青少

どうなってるんだろう？子どもの法律 ＰＡＲＴ２ 山下　敏雅／編著 高文研 2019.6 367.6 ﾔﾏｼ-2 青少

民間人のための戦場行動マニュアル Ｓ＆Ｔ　ＯＵＴＣＯＭＥＳ／著 誠文堂新光社 2019.6 369.3 ｴｽｱ 青少

大人になる前に知る命のこと 加納　尚美／編著 ぺりかん社 2019.5 371.4 ｶﾉｳ 青少

探究活動・課題研究のために 佐藤　理絵／監修 日外アソシエーツ 2019.6 375.1 ﾀﾝｷ 青少

獣医学部 斉藤　智／著 ぺりかん社 2019.6 376.8 ﾀｲｶ 青少
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学びリンク 2019.2 376.8 ﾂｳｼ 青少

この数学，いったいいつ使うことになるの？ Ｈａｌ　Ｓａｕｎｄｅｒｓ／著 共立出版 2019.5 410 ｻﾝﾀ 青少

イラスト＆図解知識ゼロでも楽しく読める！物理のしくみ 川村　康文／監修 西東社 2019.7 420 ｲﾗｽ 青少

苦手な化学を克服する魔法の本 大宮　理／著 ＰＨＰ研究所 2019.6 430 ｵｵﾐ 青少

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村　悦子／執筆 ベレ出版 2019.6 467.3 ｷﾑﾗ 青少

植物の生きる「しくみ」にまつわる６６題 田中　修／著 ＳＢクリエイティブ 2019.6 471.3 ﾀﾅｶ 青少

もっと知りたい動物園と水族館 小宮　輝之／著 メディアパル 2019.7 480.7 ｺﾐﾔ 青少

トリセツ・カラダ 海堂　尊／著 宝島社 2019.7 491.1 ｶｲﾄ 青少

大学生の健康ナビ ２０１９ 山本　眞由美／監修 岐阜新聞社 2019.4 498 ﾀｲｶ 青少

テクノロジー見るだけノート 山形　浩生／監修 宝島社 2019.6 504 ﾃｸﾉ 青少

平成女子校制服クロニクル 森　伸之／著 河出書房新社 2019.4 589.2 ﾓﾘ 青少

かんたんかわいいたのしいケーキポップス 桔梗　有香子／著 日東書院本社 2019.6 596.6 ｷｷﾖ 青少

はじめてでもおいしくできる！おうちおやつ 森崎　繭香／著 文化学園文化出版局 2019.6 596.6 ﾓﾘｻ 青少

盛りかわ・いいＢＯＯＫ ＳｕｇａｒＰｌｕｓ／監修 ゴマブックス 2019.3 743.4 ﾓﾘｶ 青少

プロフェッショナル１３人が語るわたしの声優道 井上　和彦／〔ほか〕著 河出書房新社 2019.5 778.7 ｲﾉｳ 青少

声優道 声優グランプリ編集部／編 主婦の友インフォス 2019.3 778.7 ｾｲﾕ 青少

声優という生き方 中尾　隆聖／〔著〕 イースト・プレス 2019.5 778.7 ﾅｶｵ 青少

平成最後のアニメ論 町口　哲生／著 ポプラ社 2019.2 778.7 ﾏﾁｸ 青少

部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル のりんご☆／監修 メイツ出版 2019.5 799 ﾌｶﾂ 青少

先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 佐藤　友樹／監修 ナツメ社 2019.7 814.4 ｾﾝｼ 青少
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「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語 荒川　久美子／著 白水社 2019.6 857.8 ｱﾗｶ 青少

運命の恋 池上　永一／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6 913.6 ｲｹｶ 青少

ＨＥＬＬＯ　ＷＯＲＬＤ 野﨑　まど／著 集英社 2019.6 913.6 ﾉｻｷ 青少

高校サッカーボーイズＵ－１７ はらだ　みずき／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6 913.6 ﾊﾗﾀ-7 青少

１１０番のホームズ１１９番のワトソン 平田　駒／著 文藝春秋 2019.5 913.6 ﾋﾗﾀ 青少

いまさら翼といわれても 米澤　穂信／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6 913.6 ﾖﾈｻ 青少

草を結びて環（たま）を銜えん ケン・リュウ／著 早川書房 2019.6 933 ﾘﾕｳ 青少

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング／〔著〕 新潮社 2019.7 933 ﾛﾌﾃ 青少
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