
№ 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 ク 仕事で役立つ！PDF完全マニュアル 桑名　由美著 秀和システム

2 007 ハ
いちばんやさしいExcelピボットテーブルの教本
人気講師が教えるデータ集計が一瞬で終わる方法

羽毛田　睦土著 インプレス

3 019 ア まなの本棚 芦田　愛菜著 小学館

4 033 キ 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365　現代編
デイヴィッド・S．キダー
ノア・D．オッペンハイム著

小林　朋則訳
文響社

5 141 イ もの忘れと記憶の科学
五日市　哲雄著
田中　冨久子監修

日刊工業新聞社

6 159 サ 新書
人生は「2周目」からがおもしろい
50歳から始める“知的向上感”の育て方

齋藤　孝著 青春出版社

7 159 ス 同窓会に行けない症候群 鈴木　信行著 日経BP

8 210 ズ 図説歴史散歩事典　新版 佐藤　信編 山川出版社

9 213 エ 江戸 日本カメラ博物館監修 山川出版社

10 233 イ 一冊でわかるイギリス史 小林　照夫監修 河出書房新社

11 289 サ 37 郷土 敬天愛人　第37号
西郷南洲顕彰会専門
委員会編

西郷南洲顕彰会

12 290 チ 地理×文化×雑学で今が見える世界の国々
かみゆ歴史編集部編
朝日新聞出版編著

朝日新聞出版

13 290 リ 旅行にいこう！
藤澤　和子ほか３名企
画・編集・制作

樹村房

14 292 ル 19 旅 るるぶベトナム　ホーチミン・ハノイ・ダナン　〔２０１９〕 JTBパブリッシング

15 361 ス プレゼンテーション実践トレーニング

杉田　祐一
谷田　昭吾著
杉原　桂
橋本　ゆか監修
野呂　幾久子編

ナカニシヤ出版

16 365 ア
「空き家」に困ったら最初に読む本
実家の相続。急な転勤。長期入院…

牧野　寿和監修 河出書房新社

17 366 イ 吃音と就職　先輩から学ぶ上手に働くコツ 飯村　大智著 学苑社

18 368 ア
ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本
危険回避のワザ39

ALSOK監修
主婦の友社編

主婦の友社

19 368 コ
時が止まった部屋
遺品整理人がミニチュアで伝える孤独死のはなし

小島　美羽ミニチュア制作・文 原書房

20 369 サ 家事 1，2分でできる！シニアにウケる爆笑体操44 斎藤　道雄著 黎明書房

21 369 シ どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香著
小学館クリエイティブ発行

小学館発売

22 369 ヒ
平井信行の気象・防災情報の見方と使い方
子どもの命を守る判断力を育てるために

平井　信行著 第一法規

23 369 ム たばこは悪者か？　ど～する？受動喫煙対策 村中　洋介著 信山社

24 369 ヤ 災害に強いまちづくりは互近助の力　隣人と仲良くする勇気 山村　武彦著 ぎょうせい

25 370 ア AIに負けない子どもを育てる　21st　Century　Children 新井　紀子著 東洋経済新報社

26 375 イ
いつの間に？！ココまで変わった学校の教科書
昭和～平成～令和で驚くほど書き換えられていた

コンデックス情報研究所編著 成美堂出版

27 376 ノ 農業高校へ行こう！ 全国農業高等学校長協会監修 家の光協会

28 378 コ
子どもが発達障害といわれたら
幼児期から大人になるまでのQ＆A70

中田　洋二郎監修
猿渡　知子
楯　雅博編

中央法規出版

29 378 ゴ 特別と支援と教育 郷右近　歩著 ナカニシヤ出版

30 385 キ 世界お産　生まれやすい国ニッポンへ！ きくち　さかえ文・写真 二見書房

31 414 タ 美しい幾何学 谷　克彦著 技術評論社

32 440 エ エイリアン　科学者たちが語る地球外生命
ジム・アル＝カリーリ編
斉藤　隆央訳

紀伊國屋書店

33 448 イ 地図帳の深読み 今尾　恵介著 帝国書院

34 484 コ 2F 子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前
東海大学海洋学部
海洋科学博物館監修
加古川　利彦絵

マイルスタッフ発行
インプレス発売

35 486 ア
あなたは嫌いかもしれないけど、とってもおもしろい蚊の話
日本の蚊34種類図鑑付き

三條場　千寿
比嘉　由紀子
沢辺　京子著

山と溪谷社

36 492 イ
命を守る、救える！応急手当〈イラスト図解〉事典
ケガ事故急病災害時に！

横田　裕行監修
「きょうの健康」番組制作班

主婦と生活社ライフ・プラ
ス編集部編

主婦と生活社

37 492 フ 体が整うツボの解剖図鑑 福辻　鋭記著 エクスナレッジ

令和元年10月登録本（一般向き）
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38 496 ヒ 聞こえているのに聞き取れないAPD聴覚情報処理障害がラクになる本 平野　浩二著 あさ出版

39 498 イ YA 臨床工学技士になるには 岩間　靖典著 ぺりかん社

40 527 カ
賢く建てるお金のかけ方・おさえ方
工事とお金の流れがわかる「家づくりカレンダー」付き！

エクスナレッジ

41 531 ハ わかる！使える！ねじ入門　〈基礎知識〉〈段取り〉〈実作業〉 橋村　真治著 日刊工業新聞社

42 546 ア トコトンやさしい電車の本 青田　孝著 日刊工業新聞社

43 590 ク 28 暮らしのおへそ　Vol．28　　習慣には、明日を変える力がある 主婦と生活社

44 594 モ 家事
物語のある動物の刺繍
26の図案と、布小物の仕立て方つき

Chicchi著 日本ヴォーグ社

45 626 ノ 農家が教える野菜の発芽・育苗コツと裏ワザ 農文協編 農山漁村文化協会

46 648 ワ まるごとわかるタマゴ読本 渡邊　乾二著 農山漁村文化協会

47 673 カ カスハラ　モンスター化する「お客様」たち
NHK「クローズアップ現
代＋」取材班編著

文藝春秋

48 675 ニ
日本の消費者は何を考えているのか？
二極化時代のマーケティング
３年に一度の生活者１万人アンケートからわかる日本人の価値

野村総合研究所
松下　東子　他２名著

東洋経済新報社

49 686 マ 60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本　典久著
天夢人発行
山と渓谷社発売

50 723 ハ 原田マハの印象派物語 原田　マハ著 新潮社

51 726 ブ エセルとアーネスト　ふたりの物語
レイモンド・ブリッグズ作

きたがわ　しずえ訳
バベルプレス

52 754 ク
くすだま折りの花小物
同じパーツをつないで作る暮らしを彩るくすだま折りのインテリ

久保　満里子著 ブティック社

53 775 フ
すっごくもりあがる児童劇シナリオ
学芸会・発表会・行事・部活に使える！

福田　哲男著 学陽書房

54 783 ラ ラグビーのルール　改訂新版　観戦＆プレーで役に立つ！
日本ラグビーフット
ボール協会監修

実業之日本社

55 786 ハ はじめてのテント山行　登る＆泊まる徹底サポートBOOK 栗山　祐哉監修 メイツ出版

56 789 セ 戦国忍びの作法 山田　雄司監修 G．B．

57 791 チ 茶道具のかたづけ方の基本 入江　宗敬監修 淡交社

58 810 メ はじめてのかんじ
Let's　Exploｒne　KANJI　A　Picture　Tour　of　Japanese　Characters

ブレット・メイヤー著 Jリサーチ出版

59 813 ダ 大辞林　第4版
松村　明
三省堂編修所編

三省堂

60 813 ミ 基本 見やすいカタカナ新語辞典　第3版 三省堂編修所編 三省堂

61 829 タ タイ語 JTBパブリッシング

62 914 セト 命あれば 瀬戸内　寂聴著 新潮社

63 916 フナ 愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった 舟越　美夏著 河出書房新社

64 918 カザ 197 郷土 火山地帯　第197号 立石　富生編 火山地帯社

65 973 パス 最後の手紙
アントニエッタ・パストーレ著

関口　英子
横山　千里訳

亜紀書房

66 F アサ 飛雲のごとく あさの　あつこ著 文藝春秋

67 F アサ 落花狼藉 朝井　まかて著 双葉社

68 F カワ 熱源 川越　宗一著 文藝春秋

69 F キノ 戦国十二刻　始まりのとき 木下　昌輝著 光文社

70 F ヒラ マチネの終わりに 平野　啓一郎著 毎日新聞出版

71 599 コ 家事
ココだけおさえればOK！育児
0～3才の“知りたいこと”まとめ

渡辺　とよ子監修 主婦の友社

72 F マヤ 1 トリガー　上 真山　仁著 KADOKAWA

73 F マヤ 2 トリガー　下 真山　仁著 KADOKAWA

74 F マリ 三匹の子豚 真梨　幸子著 講談社

75 F ミナ 落日 湊　かなえ著 角川春樹事務所


