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1 158 ア ともだちってどんなひと？
赤木　かん子著
濱口　瑛士絵

埼玉福祉会出版部

2 385 イ いまどきの納骨堂　変わりゆく供養とお墓のカタチ 井上　理津子著 小学館

3 596 ス 家事ばぁばの100年レシピ　母から私に。そして若い人へおくる 鈴木　登紀子著 文化学園文化出版局

4 615 ヨ 要素障害診断事典　新版
清水　武
JA全農肥料農薬部著

農山漁村文化協会

5 914 ツチ 文庫そしてだれも信じなくなった 土屋　賢二著 文藝春秋

6 F サノ 佐野洋子の動物ものがたり
佐野　洋子著
広瀬　弦絵

小学館

7 324 カ
今日から役立つ民法　スッキリわかる！　要点を丁寧に図
解！

鎌野　邦樹著 ナツメ社

8 493 オ
脳科学者の母が、認知症になる　記憶を失うと、その人は
“その人”でなくなるのか？

恩蔵　絢子著 河出書房新社

9 F キョ 文庫京都迷宮小路　傑作ミステリーアンソロジー 浅田　次郎　ほか著 朝日新聞出版

10 146 ネ 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本　裕幸著 大和書房

11 203 グ 戦争の世界史大図鑑　コンパクト版

R．G．グラント編著
樺山　絋一日本語版総監修

マーリングアームズ株式会社訳

エス・プロジェクト日本語版編集

河出書房新社

12 304 ゲ ゲラーさん、ニッポンに物申す ロバート・ゲラー著 東京堂出版

13 361 ユ ＹＡ 10代からの社会学図鑑

クリス・ユール
クリストファー・ソープ著

ミーガン・トッド監修
田中　真知訳

三省堂

14 369 シ 寄付をしてみよう、と思ったら読む本
渋澤　健
鵜尾　雅隆著

日本経済新聞出版社

15 464 ド
どうして心臓は動き続けるの？　生命をささえるタンパク質
のなぞにせまる

大阪大学蛋白質研究
所編

化学同人

16 495 イ Q＆Aでよくわかる「子宮体がん」 市川　喜仁著 講談社

17 499 イ YA 医薬品業界で働く 池田　亜希子著 ぺりかん社

18 519 ミ
知らずに食べていませんか？ネオニコチノイド　増補改訂
版

水野　玲子編著
ダイオキシン・環境ホルモ
ン対策国民会議監修

高文研

19 537 オ オートバイの洗車・メンテナンス入門　最新版
スタジオタッククリエイ
ティブ

20 588 ト
ツウになる！焼酎の教本　焼酎・泡盛好きとの会話が盛り
上がる！

友田　晶子著 秀和システム

21 648 サ
ツウになる！チーズの教本　チーズ好きとの会話が盛り上
がる！

佐野　嘉彦著
チーズプロフェッショナル
協会監修

秀和システム

22 673 ワ
イラストで見る接客の基本とコツ　カフェ・レストラン…テー
ブルサービスの教科書

渡邊　忠司著
山崎　真理子絵

学研プラス

23 915 ハム 曙光を旅する 葉室　麟著 朝日新聞出版

24 F アキ 田沼スポーツ包丁部！ 秋川　滝美著 幻冬舎

25 F アケ 会社を綴る人 朱野　帰子著 双葉社

26 F アサ 草々不一 朝井　まかて著 講談社

27 F サイ 雨上がり月霞む夜 西條　奈加著 中央公論新社

28 F ハラ 常設展示室 原田　マハ著 新潮社

29 007 ジ 人工知能　その到達点と未来
中島　秀之
丸山　宏編著
浅田　稔他著

小学館

30 302 ム
THE　LAST　GIRL　イスラム国に囚われ、闘い続ける女性
の物語

ナディア・ムラド
ジェナ・クラジェスキ著
吉井　智津訳

東洋館出版社

31 336 カ
最新決算書の基本と分析がよ～くわかる本　企業の成績
表の見るべきポイントを知る！

金井　正義著 秀和システム

32 336 ニ YA 税理士になるには　改訂版 西山　恭博著 ぺりかん社

33 385 オ 大人の礼服とマナー 文響社

34 495 ダ
男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー　「精
子・卵子の老化」を超えて

齊藤　英和
杉森　裕樹編

大修館書店

35 625 ミ 果樹栽培実つきがよくなる「コツ」の科学 三輪　正幸著 講談社

36 F アカ 鼠、恋路の闇を照らす 赤川　次郎著 KADOKAWA

37 F オギ それでも空は青い 荻原　浩著 KADOKAWA

38 F オノ 1 ひと　１ 小野寺　史宜著 大活字文化普及協会

39 F オノ 2 ひと　２ 小野寺　史宜著 大活字文化普及協会

40 F クサ 介護士K 久坂部　羊著 KADOKAWA

41 F タチ ゆえに、警官は見護（みつめ）る 日明　恩著 双葉社

42 F ナカ 静おばあちゃんと要介護探偵 中山　七里著 文藝春秋

43 F ヒガ 夜汐 東山　彰良著 KADOKAWA
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44 F ミヤ 昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき著 文藝春秋

45 007 サ トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻　佳壽美著 日刊工業新聞社

46 210 ヒ YA
信長もビックリ！？科学でツッコむ日本の歴史　だから教
科書にのらなかった

平林　純著 集英社

47 541 ア
電気回路が一番わかる　直流と交流の違いから複素数ま
で理解できる

有馬　良知著 技術評論社

48 210 ニ 新書 日本史の新常識
文藝春秋編
出口　治明
片山　一道著

文藝春秋

49 498 キ 物忘れ・認知症を撃退！脳がよみがえるきくち体操 菊池　和子著 宝島社

50 911 ヤマ 俳句づくりに役立つ！旧かな入門 山西　雅子著 NHK出版

51 914 オガ 針と糸 小川　糸著 毎日新聞出版

52 914 ウチ 新書 男の不作法 内館　牧子著 幻冬舎

53 914 ウチ 新書女の不作法 内館　牧子著 幻冬舎

54 159 ナ なぜあの人は感じがいいのか。 中谷　彰宏著 学研プラス

55 175 ル 19 旅 るるぶお伊勢まいり　2019 JTBパブリッシング

56 288 テ 天皇〈125代〉の歴史　特別保存版　写真と図解でわかる！
山本　博文監修
かゆみ歴史編集部編

西東社

57 291 ル 20 旅 るるぶ宮崎高千穂　’２０　日南えびの霧島 JTBパブリッシング

58 291 ル 20 旅 るるぶ屋久島奄美種子島　’２０ JTBパブリッシング

59 324 カ 家族を「争族」から守った遺言書30文例 相続診断協会編 日本法令

60 361 ス
「超」入門空気の研究　日本人の思考と行動を支配する27の見
えない圧力

鈴木　博毅著 ダイヤモンド社

61 369 コ 介護はケアマネで9割決まる！ 小林　光恵著
育鵬社発行
扶桑社発売

62 369 レ 19-1 家事
レクリエ　2019-1・2月　高齢者介護をサポートするレクリ
エーション情報誌　自立支援のための認知機能を高める

世界文化社

63 376 タ
たっぷり！年中行事シアター　毎月の誕生会・季節の行事
に☆

ひかりのくに編集部編 ひかりのくに

64 491 ホ 生命科学の未来　がん免疫治療と獲得免疫 本庶　佑著 藤原書店

65 596 シ 家事白崎裕子の料理とおやつ　うかたま連載5年分！ 白崎　裕子著 農山漁村文化協会

66 645 ネ 猫と一緒に生き残る防災BOOK　決定版 猫びより編集部編 日東書院本社

67 933 ウェ あしながおじさん
ジーン・ウェブスター作
谷川　俊太郎訳
安野　光雅絵

朝日出版社

68 933 クリ 1 大統領失踪　上

ビル・クリントン
ジェイムズ・バタースン著

越前　敏弥
久野　郁子訳

早川書房

69 933 クリ 2 大統領失踪　下

ビル・クリントン
ジェイムズ・バタースン著

越前　敏弥
久野　郁子訳

早川書房

70 F カシ 海近旅館 柏井　壽著 小学館

71 F コン キンモクセイ 今野　敏著 朝日新聞出版

72 F シノ 青山に在り 篠　綾子著 KADOKAWA

73 F ナス ばけばけ 那須　正幹著 ポプラ社

74 002 タ 新書 手帳と日本人　私たちはいつから予定を管理してきたか 舘神　龍彦著 NHK出版

75 378 ド
どもる子どもとの対話　ナラティヴ・アプローチがひきだす
物語る力

伊藤　伸二編著
国重　浩一編著

金子書房

76 481 セ 世界で一番美しいかくれんぼ
アンナ・レヴィン文
西本　かおる訳

小学館

77 493 サ 新書 認知症の人の心の中はどうなっているのか？ 佐藤　眞一著 光文社

78 498 ビ
病気を防ぐ！改善する！「食べ方」事典　正しく上手に栄
養をとる最新情報＆102レシピ

「きょうの健康」番組制作班編

主婦と生活社ライフ・プ
ラス編集部編

主婦と生活社

79 537 ナ
スーパーカブは、なぜ売れる　世界で一億台！驚異のベ
ストセラー

中部　博著
集英社インターナショナル発行

集英社発売

80 538 ピ
宇宙飛行士に聞いてみた！　世界一リアルな宇宙の暮ら
しQ＆A

ティム・ピーク著
柳川　孝二監修

日本文芸社

81 610 ア 誰も農業を知らない　プロ農家だからわかる日本農業の 有坪　民雄著 原書房

82 617 シ 知っておいしいハーブ事典 伊嶋　まどか監修 実業之日本社

83 681 イ
運転をあきらめないシニアの本音と新・対策　運転時認知
障害のチェックリストを読み解く

岩越　和紀著 JAFメディアワークス

84 902 エヌ NHKラジオ深夜便絶望名言
頭木　弘樹著
NHK〈ラジオ深夜便〉制
作班著

飛鳥新社

85 914 トヤ 忘れるが勝ち！　前向きに生きるためのヒント 外山　滋比古著 春陽堂書店
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86 F アサ 平場の月 朝倉　かすみ著 光文社

87 F イズ 髪結百花 泉　ゆたか著 KADOKAWA

88 F イズ 外科室
泉　鏡花著
ホノジロトヲジ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

89 F タマ おとぎカンパニー 田丸　雅智著 光文社

90 F ナガ ほどなく、お別れです 長月　天音著 小学館

91 F ナツ 夢十夜
夏目　漱石著
しきみ絵

立東舎発行
リットーミュージック発売

92 F ビト フランス座 ビートたけし著 文藝春秋


