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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 サ
五感を探るオノマトペ
「ふわふわ」と「もふもふ」の違いは数値化できる

坂本　真樹著
鈴木　宏昭コーディネーター

共立出版

2 014 ト 図書館のための簡単な本の修理 高岡　容子原案・監修 少年写真新聞社

3 130 ヤ 語源から哲学がわかる事典 山口　裕之著 日本実業出版社

4 145 キ 世界一不思議な錯視アート 北岡　明佳著 カンゼン

5 158 ヤ 正義の教室　善く生きるための哲学入門 飲茶著 ダイヤモンド社

6 159 イ 心。　人生を意のままにする力 稲盛　和夫著 サンマーク出版

7 159 キ 「今、ここ」にある幸福 岸見　一郎著 清流出版

8 170 カ 神さまに選ばれた動物図鑑 神宮館

9 172 ヤ 漢字で読み解く日本の神様 山口　謠司著 CCCメディアハウス

10 209 モ 「戦争と平和」の世界史　日本人が学ぶべきリアリズム 茂木　誠著 TAC株式会社出版事業部

11 210 オ 事典日本の年号 小倉　慈司著 吉川弘文館

12 210 コ 知られざる弥生ライフ
え？弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか！？

譽田　亜紀子著
大阪府立弥生文化博物館監修

スソ　アキコイラスト
誠文堂新光社

13 210 ブ 「文藝春秋」にみる平成史
半藤　一利監修
文藝春秋編

文藝春秋

14 289 サ 郷土 「西郷隆盛」を子どもにどう教えるか 山元　研二著 高文研

15 289 シ 新書 渋沢栄一　「日本近代資本主義の父」の生涯 今井　博昭著 幻冬舎

16 291 ル 19 旅 るるぶ徳島鳴門祖谷渓　〔2019〕 JTBパブリッシング

17 291 ル 20 旅 るるぶ岐阜　’２０　飛騨高山　白川郷 JTBパブリッシング

18 291 ル 20 旅 るるぶ九州ベスト　’２０ JTBパブリッシング

19 291 ル 20 旅 るるぶ名古屋　’　２０ JTBパブリッシング

20 302 イ ロシアを知る。
池上　彰
佐藤　優著

東京堂出版

21 320 エ YA
僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる
13歳からの法学入門

遠藤　研一郎著 大和書房

22 335 サ 声に出して読む渋沢栄一「論語と算盤」 齋藤　孝著 悟空出版

23 335 ム 新書 SDGs入門
村上　芽
渡辺　珠子著

日本経済新聞出版社

24 336 カ
上司が萎縮しないパワハラ対策
パワハラ新法への上手な対応

加藤　貴之著 日本法令

25 336 サ 仕事ごっこ　その“あたりまえ”、いまどき必要ですか？ 沢渡　あまね著 技術評論社

26 338 イ YA 証券・保険業界で働く 生島　典子著 ぺりかん社

27 338 オ フィンテック 大平　公一郎著 創元社

28 338 ム
世界で一番カンタンな投資とお金の話
生涯投資家vs生涯漫画家

村上　世彰
西原　理恵子著

文藝春秋

29 361 シ
顔で話せ！相づちで話せ！質問で話せ！
こじらせない対人関係術

庄司　麻由里著
時事通信出版局発行
時事通信社発売

30 367 ブ ウーマン・イン・バトル　自由・平等・シスターフッド！
マルタ・ブレーン文
イェニー・ヨルダル絵
枇谷　玲子訳

合同出版

31 369 ア 家事
「うんこ」が無理なく出る介護
その介護は人を大切にしていますか？

浅野　洋藏著
磯田　次雄監修

法研

32 369 ア 家事 安全な介護に役立つよくわかる拘縮ケア

佐々木　静枝
宮澤　貴之
添田　英二
白石　哲也監修

池田書店

33 369 オ
高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本
第2版　親の介護に限界を感じる前に！

太田　差惠子著 翔泳社

34 369 オ 対人援助の現場で使える質問する技術便利帖 大谷　佳子著 翔泳社

35 369 レ 19-7 家事
レクリエ　2019-7・8月
機能向上のための上肢の可動域が広がるレク
高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌

世界文化社

36 370 マ 学校の面白いを歩いてみた。　公立だってどんどん変わる 前屋　毅著 エッセンシャル出版社

37 378 コ
これでわかる学習障がい
早期発見・支援でLDは改善できる！

小池　敏英
奥住　秀之監修

成美堂出版

38 379 イ
3歳からできるお片づけ習慣
魔法の声かけで子どもが自分で動きだす！

伊東　裕美著 日本実業出版社

39 379 オ
非認知能力を育てるあそびのレシピ
0歳～5歳児のあと伸びする力を高める

大豆生田　啓友
大豆生田　千夏著

講談社

令和元年８月登録本（一般向き）
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40 379 ミ
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
この小さな知恵が、生き抜く力を育てます

三浦　康司著 青春出版社

41 383 セ
世界の民族衣装図鑑
約500点の写真で見る衣服の歴史と文化

文化学園服飾博物館編著 ラトルズ

42 463 デ 皮膚はすごい　生き物たちの驚くべき進化 傳田　光洋著 岩波書店

43 481 キ 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典
木村　悦子執筆
今泉　忠明監修

ベレ出版

44 487 イ 水産
魚類分類学のすすめ
あなたも新種を見つけてみませんか？

今村　央著 海文堂出版

45 493 オ
僕らはそれに抵抗できない
「依存症ビジネス」のつくられかた

アダム・オルター著
上原　裕美子訳

ダイヤモンド社

46 493 ヒ 熟年期障害 平澤　精一著 アスコム

47 494 ガ 家事 がん再発予防の食事＆生活術　改訂新版
野口　節子監修
家庭栄養研究会編

食べもの通信社発行
合同出版発売

48 494 キ
強皮症のすべてがわかる本　改訂新版
発症から検査、治療、サポート体制まで

尹　浩信
竹原　和彦
佐藤　伸一
桑名　正隆編著

保健同人社

49 496 ガ
眼科医がすすめる目の不調を感じたら毎日食べたい料理
春夏秋冬の61レシピ

平松　類監修 KADOKAWA

50 498 コ 文庫 大人の図形ドリル　1日10分脳の筋トレ！ 児玉　光雄著 光文社

51 518 ヤ
トイレがつくるユニバーサルなまち
自治体の「トイレ政策」を考える

山本　耕平著 イマジン出版

52 519 エ プラスチック汚染とは何か 枝廣　淳子著 岩波書店

53 519 プ プラスチック・フリー生活　今すぐできる小さな革命
シャンタル・プラモンドン
ジェイ・シンハ著
服部　雄一郎訳

NHK出版

54 537 オ
きちんと知りたい！バイクメンテとチューニングの実用知識
176点の図とイラストで整備・調整・交換の「なぜ？」がわかる！

小川　直紀著 日刊工業新聞社

55 590 ク 暮らしのもやもやを、整える 主婦と生活社

56 591 オ 荻原博子の貯まる家計 荻原　博子著 毎日新聞出版

57 592 ヤ これ一冊ではじめる！日曜大工　最新版 山田　芳照著 ナツメ社

58 593 ハ 家事
はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣
子どものゆかたと甚平も

日本ヴォーグ社

59 596 エ 家事
遠藤香代子の漬けおき入門
漬けるだけで、いつもの食卓に魔法がかかる

枻出版社

60 597 サ
ナチュラルクリーニングの最強レシピ
“つけ置きでやめ家事”がキーワード

佐光　紀子著 扶桑社

61 597 モ
ナチュラルおそうじ大全
何の汚れ？わかれば家中ピカピカ

本橋　ひろえ著 主婦の友社

62 599 シ 家事
食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食
改訂版　卵・牛乳・小麦など“はじめのひと口”完全ガイド

伊藤　浩明
上田　玲子監修
主婦の友社編

主婦の友社

63 626 ヤ
国産・イタリア野菜のすすめ
育てて楽しい！！食べて元気！！

山下　ようこ著 誠文堂新光社

64 626 ヤ 八百屋とかんがえるオーガニック warmerwarmer著 KTC中央出版

65 645 タ
正しく知っておきたいハムスターの健康と病気
幸せサポートBOOK

山口　俊介
山口　樹美監修
中西　比呂子医療監修

メイツ出版

66 653 ニ 日本有用樹木誌　第2版　カラー版
伊東　隆夫
佐野　雄三ほか３名著

海青社

67 661 ハ 最後の砦　漁業取締りの流儀 橋本　高明著 文芸社

68 666 ツ ウナギの科学 塚本　勝巳編著 朝倉書店

69 673 コ
スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本
キャッシュレス時代の中小店の指南書

小宮　紳一著 秀和システム

70 673 サ 遺体と火葬のほんとうの話 佐藤　信顕著 二見書房

71 673 ワ パートさんにも読ませたいはじめての「衛生管理」 渡邉　常和著 商業界

72 726 コ 30 まんが あさひなぐ こざき　亜衣著 小学館

73 746 ア カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤　幸司著 インプレス

74 756 ナ 古美術手帖　はじめての骨董 ナカムラ　クニオ著 玄光社

75 774 カ 歌舞伎名演目　舞踊 松竹株式会社監修 美術出版社

76 783 シ
少年サッカーケガ防止マニュアル
体づくりで差がつく50のコツ

金子　憲一監修 メイツ出版
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77 784 ハ はじめてのスケートボード　連続写真でみるみる上達！ H．L．N．A監修 成美堂出版

78 796 ハ 羽生善治の攻めの教科書 羽生　善治著 河出書房新社

79 798 ク
eスポーツのすべてがわかる本
プロゲーマー、業界のしくみからお金の話まで

黒川　文雄著 日本実業出版社

80 810 ク 新書 ことばのトリセツ 黒川　伊保子著 集英社インターナショナル

81 816 サ
わかる！伝わる！文章力　実践力養成
小論文・レポート虎の巻

佐藤　佳弘著 武蔵野大学出版会

82 816 フ 親子の対話ですいすい書ける！はじめての読書感想 藤田　利江著 子どもの未来社

83 829 イ インドネシア語 JTBパブリッシング

84 910 ワタ 江戸っ子漱石先生からの手紙　一〇〇年後のきみへ 渡邉　文幸著 理論社

85 911 ズセ 新書 図説地図とあらすじでわかる！万葉集　新版 坂本　勝監修 青春出版社

86 914 イツ 好運の条件　生き抜くヒント！ 五木　寛之著 埼玉福祉会

87 914 ムレ じじばばのるつぼ 群　ようこ著 新潮社

88 943 シラ 刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ著

酒寄　進一訳
東京創元社

89 949 ヨナ 世界を救う100歳老人
ヨナス・ヨナソン著
中村　久里子訳

西村書店

90 957 ラロ 文庫 箴言集
ラ・ロシュフコー著
武藤　剛史訳

講談社

91 F アカ 24 YA 三姉妹探偵団　三姉妹、さびしい入江の歌 赤川　次郎著 講談社

92 F アカ 25 YA 三姉妹探偵団　２５　三姉妹、恋と罪の峡谷 赤川　次郎著 講談社

93 F アサ 1 待ってる　上　橘屋草子 あさの　あつこ著 埼玉福祉会

94 F アサ 2 待ってる　下　橘屋草子 あさの　あつこ著 埼玉福祉会

95 F イケ ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤著 ダイヤモンド社

96 F イサ クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎著 NHK出版

97 F イト 家康謀殺 伊東　潤著 KADOKAWA

98 F イヌ コイコワレ 乾　ルカ著 中央公論新社

99 F イマ むらさきのスカートの女 今村　夏子著 朝日新聞出版

100 F オオ 渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島　真寿美著 文藝春秋

101 F カキ 嫁をやめる日 垣谷　美雨著 中央公論新社

102 F カキ 文庫 結婚相手は抽選で 垣谷　美雨著 双葉社

103 F カジ とむらい屋颯太 梶　よう子著 徳間書店

104 F カタ 島津四神伝　戦国屈強兄弟の九州統一軍記 片山　洋一著 朝日新聞出版

105 F カノ いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子著 幻冬舎

106 F カミ ガラスの城壁 神永　学著 文藝春秋

107 F カワ 夏物語 川上　未映子著 文藝春秋

108 F キウ 化物蝋燭 木内　昇著 朝日新聞出版

109 F クボ いるいないみらい 窪　美澄著 KADOKAWA

110 F コノ 将軍家康の女影武者 近衛　龍春著 新潮社

111 F コン 炎天夢 今野　敏著 角川春樹事務所

112 F サイ 亥子ころころ 西條　奈加著 講談社

113 F サカ へぼ侍 坂上　泉　著 文藝春秋

114 F サワ 月人壮士（おとこ） 澤田　瞳子著 中央公論新社

115 F シゲ 旧友再会 重松　清著 講談社

116 F シバ 待ち遠しい 柴崎　友香著 毎日新聞出版

117 F ナガ 119 長岡　弘樹著 文藝春秋

118 F ヒガ ハッピーアワーは終わらない　かがやき荘西荻探偵局 東川　篤哉著 新潮社

119 F ヒガ 希望の糸 東野　圭吾著 講談社

120 F フル 百の夜は跳ねて 古市　憲寿著 新潮社

121 F ホン 文庫 感染遊戯 誉田　哲也著 光文社

122 F マツ 決戦！広島城　天下大乱の火種を消すべし 松永　弘高著 朝日新聞出版

123 F ミチ いけない 道尾　秀介著 文藝春秋

124 F モリ カザアナ 森　絵都著 朝日新聞出版


