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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

1 007 マ
IT用語図鑑　ビジネスで使える厳選キーワード256
文系でも、新入社員でも、どんな人でも役立つ！

増井　敏克著 翔泳社

2 021 チ 著作権法のしくみ　ネット時代の基礎知識！
デイリー法学選書編修
委員会編

三省堂

3 028 ク 歴史を変えた100冊の本
スコット・クリスチャンソン
コリン・ソルター著
藤村　奈緒美訳

エクスナレッジ

4 049 モ 「モノの単位」大事典　知ってるだけで一目置かれる！ ホームライフ取材班編 青春出版社

5 140 キ 心と付き合うための心理学 木下　まゆみ著 北樹出版

6 140 ニ 「かわいい」のちから　実験で探るその心理 入戸野　宏著 化学同人

7 141 カ
ハーバード・スタンフォード流「自分で考える力」が身に
つくへんな問題

狩野　みき著 SBクリエイティブ

8 159 オ
「やめられる人」と「やめられない人」の習慣　「軸なし」
の不甲斐ない私を変えた行動イノベーションメソッド

大平　信孝著 明日香出版社

9 159 サ 大人だからこそ忘れないでほしい45のこと 齋藤　孝著 ワニブックス

10 159 ハ はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞著
ヨシタケ　シンスケイラスト

新潮社

11 180 ヤ なる仏教する仏教　猫でもわかる仏の教え 矢玉　四郎文と絵 エクスナレッジ

12 253 セ
一冊でわかるアメリカ史
世界と日本がわかる国ぐにの歴史

関　眞興著 河出書房新社

13 289 ヤ 2 郷土 命、かぎりあり　想い、限りなく（二） 山内　タミ子著 山内　タミ子

14 290 ビ 世界の秘密都市　ビジュアルストーリー
ジュリアン・ビークロフト著

大島　聡子訳
日経ナショナルジオグラフィック社発行

PHP研究所発売

15 291 ヒ 19 旅 日帰り温泉　〔2019〕　九州 昭文社

16 291 ヤ 旅
さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう！準備から旅
の注意点まで、知って安心の親切マニュアル

山崎　まゆみ著 河出書房新社

17 291 ル 20 旅 るるぶ熊本阿蘇天草　’２０ JTBパブリッシング

18 318 カ
持続可能な地域のつくり方　未来を育む「人と経済の
生態系」のデザイン　実践地方創生×ＳＤＧｓ

筧　裕介著 英治出版

19 330 オ 親子で学ぶお金と経済の図鑑
子どものための「お金
と経済」プロジェクト著

技術評論社

20 334 ム 日本の異国　在日外国人の知られざる日常 室橋　裕和著 晶文社

21 337 イ 日本史に学ぶマネーの論理 飯田　泰之著 PHPエディターズ・グループ

22 366 ナ 移民解禁　受け入れ成功企業に学ぶ外国人材活用の鉄則 永井　隆著 毎日新聞出版

23 366 ナ 副業で稼ぐ！と決めたら読む本 中山　マコト著 日本実業出版社

24 367 カ YA
大人になる前に知る命のこと
心と体の変化・思春期・自分らしく生きる

加納　尚美編著 ぺりかん社

25 368 カ
間接護身入門
本当に大事なものを護りたい人が知っておくべきこと

葛西　眞彦著 日貿出版社

26 369 コ 家事 高齢者のためのおやつレクリエーション
鈴木　恵監修
検見﨑　聡美料理

成美堂出版

27 369 サ 家事 椅子に座ってできるシニアの1，2分間筋トレ体操55 斎藤　道雄著 黎明書房

28 371 オ
思春期を生きる
高校生、迷っていい、悩んでいい、不安でいい

小野　善郎著 福村出版

29 378 カ
障がいのある子を育てるのが楽になる本
お母さんの不安と悩みが解消

川岸　恵子著 現代書林

30 385 ミ 身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出のすべて　最新版 小関　勝紀監修 学研プラス

31 386 コ 子どもに伝えたい年中行事・記念日　新訂版 萌文書林編集部編 萌文書林

32 410 サ この数学，いったいいつ使うことになるの？
Hal　Saunders著
森　園子他2人訳

共立出版

33 457 ツ 恐竜・古生物ビフォーアフター
土屋　健著
群馬県立自然史博物館監修

ツク之助絵
イースト・プレス

34 467 ダ 若い読者のための『種の起源』　入門生物学
チャールズ・ダーウィン著

レベッカ・ステフォフ編著

鳥貝　真生訳
あすなろ書房

35 472 ニ 47都道府県・花風景百科
西田　正憲編著
上杉　哲郎ほか著

丸善出版

36 488 ミ 文庫 人生を変えてくれたペンギン　海辺で君を見つけた日
トム・ミッチェル著
矢沢　聖子訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

37 492 イ 本来のからだにリセットする人体力学
井本　邦昭
松下　るな著

大和書房

38 493 ウ
うんトレ
誰にも言えないうんこのトラブル「スッキリ解消！」ブック

神山　剛一医療監修 方丈社

令和元年７月登録本（一般向き）
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令和元年７月登録本（一般向き）

39 493 モ
子どもと親のためのワクチン読本　最新改訂版
知っておきたい予防接種

母里　啓子著 双葉社

40 494 オ 人を襲うハチ　4482件の事例からの報告
小川原　辰雄著
栗田　貞多男生態写真

山と溪谷社

41 498 ミ
本当は怖い！こんな「長持ち食品」　レトルト、冷凍、総
菜、加工食品、輸入品、調味料…ここだけはチェック！

南　清貴著 三笠書房

42 527 ワ 小さな家を建てる。　豊かな住まいをつくる60のヒント 若原　一貴著 エクスナレッジ

43 548 ニ 超ロボット化社会　ロボットだらけの未来を賢く生きる 新山　龍馬著 日刊工業新聞社

44 589 ナ 60歳からのおしゃれのコツ 中山　庸子著 海竜社

45 596 エ 農家ごはんと旬野菜レシピ　エダモンが畑からお届 枝元　なほみ著 家の光協会

46 596 ホ 家事 いつも家にある調味料で食べ飽きないおかず 本田　明子著 NHK出版

47 615 ニ
草取りにワザあり！
庭・畑・空き地、場所に応じて楽しく雑草管理

西尾　剛著 誠文堂新光社

48 616 サ
だれでもできる小さい田んぼでイネつくり
緑肥とソバ粕で100㎡60kg

笹村　出著 農山漁村文化協会

49 625 サ 家事
里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理
おいしいレシピ368

西東社編集部編 西東社

50 626 ビ 病害虫に効く自然農薬　植物や食品からつくる農家の知恵 学研プラス

51 645 イ いちばんよくわかる！ウサギの飼い方・暮らし方 町田　修監修 成美堂出版

52 659 ミ 牙　アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦　英之著 小学館

53 666 ム 水産 ブリ類の科学 虫明　敬一編著 朝倉書店

54 683 モ 海上物流を支える若者たち　内航海運と船員のいまを知る 森　隆行著 海文堂出版

55 720 ア 絵を見る技術　名画の構造を読み解く 秋田　麻早子著 朝日出版社

56 723 ク 熊谷守一いのちを見つめて 熊谷　守一著 青幻舎

57 780 ハ スポ飯　世界で戦うアスリートを目ざす子どもたちに 橋本　玲子著 ベースボール・マガジン社

58 787 ヨ
よくわかる海ルアーの選びかた
はじめての釣りに最適！

ケイエス企画発行
主婦の友社発売

59 788 シ
知れば知るほど行司・呼出し・床山
大相撲の、裏方の見方が変わる！

「相撲」編集部編著 ベースボール・マガジン社

60 830 バ 新書 英語の処方箋　「日本人英語」を変える100のコツ
ジェームス・M．バーダマン著

安藤　文人訳
筑摩書房

61 857 フ フランス語 JTBパブリッシング

62 911 キミ 3 きみまろ「夫婦川柳」傑作選　３ 綾小路　きみまろ編 小学館

63 916 オカ 2 ペコロスの母に会いに行く　続 岡野　雄一著 西日本新聞社

64 921 キソ
基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方
読解のルールと味わうコツ４５

鷲野　正明監修 メイツ出版

65 946 シュ
「欠陥だらけの子ども」と言われて
出生前診断と愛情の選択

サンドラ・シュルツ著
山本　知佳子訳

岩波書店

66 F アキ マチのお気楽料理教室 秋川　滝美著 講談社

67 F アサ 鬼を待つ あさの　あつこ著 光文社

68 F アマ もののふの国 天野　純希著 中央公論新社

69 F エク 彼女たちの場合は 江國　香織著 集英社

70 F オオ 3 あずかりやさん　〔３〕　彼女の青い鳥 大山　淳子著 ポプラ社

71 F オカ 2 文庫 道然寺さんの双子探偵　〔２〕　揺れる少年 岡崎　琢磨著 朝日新聞出版

72 F オノ ライフ 小野寺　史宜著 ポプラ社

73 F カシ 2 文庫 京都下鴨なぞとき写真帖　２　葵祭の車争い 柏井　壽著 PHP研究所

74 F カネ アタラクシア 金原　ひとみ著 集英社

75 F カワ 百花 川村　元気著 文藝春秋

76 F キノ 金剛の塔 木下　昌輝著 徳間書店

77 F サノ ぼくの鳥あげる
佐野　洋子作
広瀬　弦絵

幻戯書房

78 F タニ めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵著 KADOKAWA

79 F ナカ 笑え、シャイロック 中山　七里著 KADOKAWA

80 F ナシ 椿宿の辺りに 梨木　香歩著 朝日新聞出版

81 F
ハ
ム 暁天の星 葉室　麟著 PHP研究所

82 F ハラ 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ著 文藝春秋

83 F マリ 初恋さがし 真梨　幸子著 新潮社

84 F モロ 旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子著 光文社

85 F ヤク 蒼色の大地 薬丸　岳著 中央公論新社


