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№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

1 019 ヨ 読みたい絵本 momo編集部著
マイルスタッフ発行
インプレス発売

2 033 キ
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
人物編

デイヴィッド・S．キダー
ノア・D．オッペンハイム著
パリジェン聖絵訳

文響社

3 069 ヨ YA 学芸員になるには 横山　佐紀著 ぺりかん社

4 159 バ 70歳のたしなみ 坂東　眞理子著 小学館

5 210 ア くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井　宏子著 東京堂出版

6 210 バ 幕末　秘蔵古写真 日本カメラ博物館監修 山川出版社

7 281 オ ざんねんな武将たち 大友　宗哉著 辰巳出版

8 288 イ 皇后雅子　妃から后への三十年 石井　勤著 講談社

9 288 ク 美智子さま　その勁き声 工藤　美代子著 毎日新聞出版

10 288 シ 1 郷土 島津家家臣団系図集　上巻 野田　幸敬編著 南方新社

11 288 シ 2 郷土 島津家家臣団系図集　下巻 野田　幸敬編著 南方新社

12 291 ト 郷土 十島村誌　追録版
十島村誌追録版編集
委員会編集

十島村

13 302 イ 池上彰の世界の見方　東南アジア　ASEANの国々 池上　彰著 小学館

14 316 イ これって個人情報なの？意外と知らない実務の疑問
稲葉　一人
阿部　晋也共著

税務研究会出版局

15 327 ア あなたも明日は裁判員！？
飯　考行
裁判員ラウンジ編著

日本評論社

16 336 サ
数字で話せ　文系人間がAI時代を生き抜くための
「伝える技術」

斎藤　広達著 PHP研究所

17 338 シ 仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の教科書 白井　さゆり著 小学館

18 366 シ 3 仕事に行ってきます　３　オフィスで事務の仕事 埼玉福祉会出版部

19 366 シ 4 仕事に行ってきます　４　いちごを育てる仕事 埼玉福祉会出版部

20 366 シ 5 仕事に行ってきます　５　カフェの仕事 埼玉福祉会出版部

21 367 コ 新書
定年前後「これだけ」やればいい　人生後半40年に
差がつく習慣

郡山　史郎著 青春出版社

22 369 シ
障害のある子が将来にわたって受けられるサービス
のすべて

渡部　伸監修 自由国民社

23 371 フ
子ども問題の本棚から　子ども理解の名著25冊を読
み解く

深谷　昌志著 黎明書房

24 372 ヨ
ヒマラヤに学校をつくる　カネなしコネなしの僕と、見捨て
られた子どもたちの挑戦

吉岡　大祐著 旬報社

25 375 ハ 教科書から消える！？偉人たち 初田　景都著 辰巳出版

26 376 キ
イラスト版子どもの感情力をアップする本　自己肯定
感を高める気持ちマネジメント50

木村　愛子編著
渡辺　弥生監修

合同出版

27 376 マ 家事 0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家　まきこ著
学研教育みらい発行
学研プラス発売

28 404 ミ
東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答え
る本

三澤　信也著 彩図社

29 470 フ ヘンな名前の植物　ヘクソカズラは本当にくさいのか 藤井　義晴著 化学同人

30 475 オ じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石　善隆著 ナツメ社

31 486 ク くらべてわかる甲虫1062種　識別ポイントで見分ける
町田　龍一郎監修
阿部　浩志文・写真ほ
か４名

山と溪谷社

32 488 イ 図解巣箱のつくり方かけ方 飯田　知彦著 創森社

33 493 コ 家事
国立国際医療研究センター病院の一生役立つ糖尿
病レシピ410

大杉　満監修
大越　郷子料理

西東社

34 498 コ 家事 コピーして使えるシニアの漢字楽楽トレーニング 脳トレーニング研究会編 黎明書房

35 498 ユ 認知症予防は絵手紙で！　頭がさえる26のポイント 結城　俊也著 郵研社

36 507 モ
ドローンハンドブック　ゼロからはじめて安全にとば
せるまで

森　健司著 玄光社

37 519 チ 地球環境辞典　第4版 丹下　博文編 中央経済社

38 520 ケ 建築用語図鑑　日本篇
中山　繁信共著
越井　隆イラスト

オーム社

39 538 マ トコトンやさしい宇宙ロケットの本　第3版 的川　泰宣著 日刊工業新聞社

40 590 イ
一生ついてまわる家事のキホンが身につく本　13歳
からの自活術

大人の常識研究会編著 大和出版

41 596 エ 1 江上栄子さんの家庭の健康料理教えます　上巻 すこやか食生活協会

42 596 エ 2 江上栄子さんの家庭の健康料理教えます　下巻 すこやか食生活協会

令和元年６月登録本（一般向き）



2/2

№ 分類
図書
記号

巻冊
コー
ナー

書名（本の題名） 著者 出版社

令和元年６月登録本（一般向き）

43 596 オ おいしいおはなし　子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室著 グラフィック社

44 596 シ 家事 野菜保存のアイデア帖 島本　美由紀著 パイインターナショナル

45 626 チ 超図解野菜の生育診断＆回復ワザ　プロが教える 『やさい畑』菜園クラブ編 家の光協会

46 674 ア
はじめるデザイン　知識、センス、経験なしでもプロ
の考え方＆テクニックが身に付く

浅野　桜著 技術評論社

47 724 カ 掛軸　表装上達レッスン 藤井　弘之監修 メイツ出版

48 774 ニ ゼロから分かる！図解歌舞伎入門 新居　典子著 世界文化社

49 780 ヤ
子どもとスポーツのイイ関係　「苦手・嫌い」が「得意・
好き」に変わるコーチングの極意

山田　ゆかり著 大月書店

50 785 オ
大人の水泳　きれいなフォームでゆったり健康的に
泳ぐ！

笹原　辰夫監修 日本文芸社

51 787 ニ
釣りの結び完璧BOOK　イトを結ぶ指の動きがひと
目で丸わかり！

西野　弘章著 山と溪谷社

52 911 ウチ 愛と別れ　夫婦短歌
内田　康夫
早坂　真紀著

短歌研究社

53 911 チョ 超シルバー川柳　90歳以上のご長寿だけの傑作選！
みやぎシルバーネット編
河出書房新社編集部編

河出書房新社

54 921 トウ 唐詩和訓　ひらがなで読む名詩100 横山　悠太編著 大修館書店

55 953 コロ 三つ編み
レティシア・コロンバニ著

齋藤　可津子訳
早川書房

56 F イヌ 心音 乾　ルカ著 光文社

57 F シノ 文庫 揚げ雲雀 篠　綾子著 小学館

58 F ショ アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也著 集英社

59 F シン おまえの罪を自白しろ 真保　裕一著 文藝春秋

60 F ツカ バシレウス　呂不韋伝 塚本　青史著 NHK出版

61 F テラ 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな著 ポプラ社

62 F ニキ ていん島の記 仁木　英之著 講談社

63 F ニシ 新書 上野-会津百五十年後の密約 西村　京太郎著 文藝春秋

64 F フジ 淀川八景 藤野　恵美著 文藝春秋

65 F ミカ 同潤会代官山アパートメント 三上　延著 新潮社


