
№ 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 オ 新書 いまさら聞けないITの常識 岡嶋　裕史著 日本経済新聞出版社

2 014 ト 2 図書の修理とらの巻　続
書物の歴史と保存修復
に関する研究会編
板倉　正子監修

澪標

3 017 ガ
蛾のおっさんと知る衝撃の学校図書館格差　公教育の
実状をのぞいてみませんか？

山本　みづほ編 郵研社

4 018 コ 公文書をアーカイブする　事実は記録されている
小川　千代子
菅　真城
大西　愛編著

大阪大学出版会

5 019 ツ 最後の読書 津野　海太郎著 新潮社

6 019 ノ そっとページをめくる　読むことと考えること 野矢　茂樹著 岩波書店

7 140 ヒ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑
黒木　俊秀日本語版監修
小野　良平訳

創元社

8 146 タ
「助けて」が言えない　SOSを出さない人に支援者は何
ができるか

松本　俊彦編 日本評論社

9 222 オ 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本　隆司著 東洋経済新報社

10 222 サ 三国志への招待 三国志の会編 山川出版社

11 281 ハ サムライたちの辞世の句
初田　景都
大友　宗哉著

辰巳出版

12 288 モ 47都道府県・名字百科 森岡　浩著 丸善出版

13 291 サ 19 旅 佐賀　〔2019〕　唐津・呼子・有田・伊万里 昭文社

14 291 マ 英語で紹介する日本　見る・知る・遊ぶ 松本　美江著 ナツメ社

15 291 ヨ 九州の島めぐり　58の空と海 吉村　靖徳著 海鳥社

16 295 ル 19 旅 るるぶアメリカ西海岸　〔2019〕 　 JTBパブリッシング

17 317 マ YA 消防官になるには 益田　美樹著 ぺりかん社

18 336 カ たった13字ですべてを伝える 上岡　正明著 総合法令出版

19 345 オ
消費税を払う奴はバカ！　サラリーマンと事業者のた
めの逃税スキーム

大村　大次郎著 ビジネス社

20 367 オ
老いる前の整理はじめます！　暮らしと「物」のリアル
フォトブック

コンシューマーズ京都監修
西山　尚幸
川口　啓子　ほか２名編著

クリエイツかもがわ

21 367 ニ
2000万円もってないオレたちはどう生きるか　60歳から
のリアル

岡　久
日本ライフシフト研究会著

自由国民社

22 367 ハ
はじめよう！SOGIハラのない学校・職場づくり　性の多
様性に関するいじめ・ハラスメントをなくすために

「なくそう！SOGIハラ」
実行委員会編

大月書店

23 367 モ 新書 ビンボーでも楽しい定年後 森永　卓郎著 中央公論新社

24 367 ヤ
ドキュメントひとりが要介護になるとき。　単身老後に
「在宅」は大丈夫ですか！？

山口　道宏編著 現代書館

25 369 イ
災害時でもおいしく食べたい！簡単「みそ汁」＆「スー
プ」レシピ　もしもごはん　2

今泉　マユ子著 清流出版

26 369 シ シニアのための防災手帖 三平　洵監修 産業編集センター

27 369 シ 障害者総合支援法のしくみ　たいせつな家族を守る！
デイリー法学選書編修
委員会編

三省堂

28 371 ナ
死ぬんじゃねーぞ！！　いじめられている君はゼッタイ
悪くない

中川　翔子著 文藝春秋

29 373 ヤ 隠れ教育費　公立小中学校でかかるお金を徹底検証
柳澤　靖明
福嶋　尚子著

太郎次郎社エディタス

30 378 キ 吃音の合理的配慮 菊池　良和著 学苑社

31 404 サ ことばにできない宇宙のふしぎ
エラ・フランシス・サン
ダース著/イラスト
前田　まゆみ訳

創元社

32 451 タ 今の空から天気を予想できる本 武田　康男著 緑書房

33 490 ミ 僕は偽薬を売ることにした 水口　直樹著 国書刊行会

34 491 ナ
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか　体温
の科学から学ぶ猛暑のサバイバル術

永島　計著 化学同人

35 493 シ シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ！ 宗圓　聰監修 NHK出版

36 493 ト
トラウマのことがわかる本　生きづらさを軽くするために
できること

白川　美也子監修 講談社

37 493 ナ なかなか治らない難治性のうつ病を治す本　イラスト版 田島　治監修 講談社

38 493 ニ
認知症の親を介護している人の心を守る本　疲れたと
き、心が折れそうなときのケース別対処法

西村　知香監修 大和出版

39 493 ハ 80歳現役医師が教える！つまずかないカラダの動かし方 林　泰史監修 日東書院本社

40 498 ミ 200のポーズがわかるYOGA図鑑 三和　由香利著 高橋書店

令和元年９月登録本（一般向き）
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41 498 ロ
老筋トレ　毎日の不便を「喜び」に変える筋力アップの
方法

枝光　聖人監修 法研

42 537 ニ 日本の乗用車図鑑　永久保存版　1907-1974 自動車史料保存委員会編 三樹書房

43 550 ヤ 水産 海事一般がわかる本　改訂版 山崎　祐介著 成山堂書店

44 588 カ 食品工場のしくみ　最新版 河岸　宏和著 同文館出版

45 589 ハ HOW　TO　KICKS　REPAIR　スニーカーリペアブック
CUSTOMIZE　KICKS
MAGAZINE編集部編・著

グラフィック社

46 593 シ 家事
シニア世代のゆったりワンピース　今大人が着たい、お
洒落で着心地の良いワンピース

ブティック社

47 594 ア 家事
編み物のかんたんなサイズ調整と製図と割り出しの基
礎　増補改訂版

日本ヴォーグ社

48 595 オ 家事
大人のあか抜けひとつ結び　「ただ結ぶだけ」でおしゃ
れに見える

GARDEN監修
主婦の友社編

主婦の友社

49 596 ク 家事 ここからはじめる発酵食　不調知らずの体になる 栗生　隆子著 家の光協会

50 596 シ
すし語辞典　寿司にまつわる言葉をイラストと豆知識で
シャリッと読み解く

新庄　綾子著
藤原　昌高監修

誠文堂新光社

51 596 ヨ 家事
手順3つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん　元
気のもと「たんぱく質」を無理なくとれる

横山　タカ子料理
高田　和子監修

主婦の友社

52 597 サ 幸せを呼ぶキッチンの片づけ術
さらだ　たまこ著
岡本　典子絵

スタンダーズ・プレス発行
スタンダーズ発売

53 597 ヤ これならできる！DIYでリフォーム＆メンテナンス 山田　芳照著 ナツメ社

54 645 フ
いつでもどこでもデキる犬に育てるテクニック　誘惑に負
けない集中力とやる気を手に入れるには、1日10分あれ

デニス・フェンツイ著
Anna Kawashima訳

誠文堂新光社

55 666 オ 水産 カキ・ホタテガイの科学 尾定　誠編著 朝倉書店

56 681 ズ 図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ
高齢者安全運転支援
研究会監修

講談社

57 686 ハ 女性のための鉄道旅行入門 蜂谷　あす美著
天夢人発行
山と渓谷社発売

58 726 ス あかちゃんはおかあさんとこうしておはなししています スギヤマ　カナヨ著 赤ちゃんとママ社

59 726 ヤ まんが 大家さんと僕　これから 矢部　太郎著 新潮社

60 728 ア いのちいっぱい　新装版 相田　みつを著 ダイヤモンド社

61 754 コ 世界チャンピオンの紙飛行機ブック
John　M．Collins著
久保田　晃弘監訳
金井　哲夫訳

オライリー・ジャパン発行
オーム社発売

62 772 ヤ まあまあふうふう。 八千草　薫著 主婦と生活社

63 781 ア 最高のラジオ体操　一生動けるカラダをつくる！ 青山　敏彦著 朝日新聞出版

64 795 イ 囲碁打ち方の教科書　わかりやすい盤上解説！ 高尾　紳路監修 池田書店

65 804 ホ 本にまつわる世界のことば
温　又柔
斎藤　真理子
中村　菜穂　ほか４名

創元社

66 817 カ
「やさしい日本語」で観光客を迎えよう　インバウンドの
新しい風

加藤　好崇編著 大修館書店

67 849 ホ
北欧4か国旅行会話　フィンランド語・スウェーデン語・
ノルウェー語・デンマーク語

森　百合子監修
三省堂編修所編

三省堂

68 877 イ イタリア語 JTBパブリッシング

69 902 ズカ 図鑑世界の文学者
ピーター・ヒューム監修
齋藤　孝日本語版監修

東京書籍

70 910 トヨ 日本SF誕生　空想と科学の作家たち 豊田　有恒著 勉誠出版

71 911 ナツ 文庫 子規365日 夏井　いつき著 朝日新聞出版

72 914 サカ センス・オブ・シェイム　恥の感覚 酒井　順子著 文藝春秋

73 916 ナン なんにもなかった　戦中・戦後の暮しの記録　拾遺集戦後編 暮しの手帖社

74 923 ライ 黄
雷　鈞著
稲村　文吾訳

文藝春秋

75 F アカ 明日死んだ男 赤川　次郎著 集英社

76 F アガ ことことこーこ 阿川　佐和子著 KADOKAWA

77 F アサ 烈風ただなか あさの　あつこ著 KADOKAWA

78 F オノ 2 営繕かるかや怪異譚　その２ 小野　不由美著 KADOKAWA

79 F カイ 氷獄 海堂　尊著 KADOKAWA

80 F キタ 5 チンギス紀　５　絶影 北方　謙三著 集英社

81 F クサ 老父よ、帰れ 久坂部　羊著 朝日新聞出版

82 F サカ 愛と追憶の泥濘 坂井　希久子著 幻冬舎

83 F サワ ファミリーランド 澤村　伊智著 早川書房
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84 F シン 文庫 小説天気の子 新海　誠著 KADOKAWA

85 F セナ 小説ブラック・ジャック
瀬名　秀明著
手塚　治虫原作

誠文堂新光社

86 F セン 戦国の教科書
天野　純希

今村　翔吾ほか４名著
國　善己解説・ブックガイド

講談社

87 F タカ 4 文庫 はなの味ごよみ　〔４〕　夢見酒　書き下ろし長篇時代小説 高田　在子著 KADOKAWA

88 F タカ 我らが少女A 高村　薫著 毎日新聞出版

89 F ハタ てんげんつう 畠中　恵著 新潮社

90 F
ハ
ヤ 店長がバカすぎて 早見　和真著 角川春樹事務所

91 F ヒガ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉著 祥伝社

92 F ヒャ 夏の騎士 百田　尚樹著 新潮社

93 F ミヤ さよならの儀式　8　Science　Fiction　Stories 宮部　みゆき著 河出書房新社

94 F ミヤ 手のひらの楽園 宮木　あや子著 新潮社

95 F ヤマ 7 ジョン・マン　７　邂逅編 山本　一力著 講談社

96 F ユズ マジカルグランマ 柚木　麻子著 朝日新聞出版


