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巻冊
コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 002 ド 文庫 ドーナツを穴だけ残して食べる方法
大阪大学ショセキカプ
ロジェクト編

日本経済新聞出版社

2 017 タ ひらめきアイデアノート　学校図書館 竹内　純子著 少年写真新聞社

3 019 ミ 人生おたすけ処方本　副作用あります！？ 三宅　香帆著 幻冬舎

4 021 ヒ ひと目でわかるレイアウトの基本。　デザイン技法図鑑
大里　浩二監修
MｄN編集部編

エムディエヌコーポレー
ション発行
インプレス発売

5 130 コ 哲学の解剖図鑑　「知」の歴史がマルわかり 小須田　健著 エクスナレッジ

6 152 ヘ 北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする？

アンネッテ・ヘアツォーク著

カトリーネ・クランテ
ラスムス・ブラインホイ
イラスト
枇谷　玲子訳

晶文社

7 210 オ 100年前から見た21世紀の日本　大正人からのメッセージ 大倉　幸宏著 新評論

8 290 コ 旅
クルーズ旅行術ガイドブックに載らない達人のコツ50
知っていればもっと楽しめる

小磯　紀子著 メイツ出版

9 290 ブ 世界をおどらせた地図　欲望と蛮勇が生んだ冒険の物語
エドワード・ブルック＝
ヒッチング著
関谷　冬華訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社発行
日経ＢＰマーケティング発売

10 291 ジ 19 旅
じてんしゃと泊まる宿　2019～2020　〈厳選〉サイクリスト
にやさしい宿＆サイクリングコースガイド

ガイドワークス

11 291 ル 20 旅 るるぶ北陸金沢　　’２０　富山　福井 JTBパブリッシング

12 291 ル 20 旅 るるぶ愛媛　’２０　道後温泉松山しまなみ海道 JTBパブリッシング

13 291 ル 20 旅 るるぶ福井　’２０　越前　若狭　恐竜博物館 JTBパブリッシング

14 312 ホ 永田町政治の興亡　権力闘争の舞台裏 星　浩著 朝日新聞出版

15 318 オ
スーパー公務員直伝！糸島発！公務員のマーケティン
グ力　特産品の売上を1年半で6倍にした手法がわかる！

岡　祐輔著
田中　仲治画

学陽書房

16 336 サ 図解でハッキリわかる労働時間、休日・休暇の実務　最新版 佐藤　広一著 日本実業出版社

17 336 シ
思考法図鑑　ひらめきを生む問題解決・アイデア発想の
アプローチ60

アンド著 翔泳社

18 336 ハ
先輩がやさしく教えるセキュリティの知識と実務　この1冊
があればすぐに対策できる！

橋本　和則著 翔泳社

19 337 カ 紙幣の日本史 加来　耕三著 KADOKAWA

20 364 ヒ 人口減少社会のデザイン 広井　良典著 東洋経済新報社

21 364 ロ
みんなにお金を配ったら　ベーシックインカムは世界でど
う議論されているか？

アニー・ローリー著
上原　裕美子訳

みすず書房

22 367 ス 現場で役立つ！ハラスメントを許さない現場力と組織力 鈴木　瑞穂著 日本経済新聞出版社

23 367 ワ
夫婦のミゾが埋まらない　産後にすれ違う男女を変える
パートナーシップ学

渡辺　大地著
青柳　ちかイラスト・漫画

KADOKAWA

24 368 イ 本当の貧困の話をしよう　未来を変える方程式 石井　光太著 文藝春秋

25 369 ジ 2 自衛隊防災BOOK　２　MORE　129　TECHNIQUES マガジンハウス編集 マガジンハウス

26 369 タ 介護の現場と業界のしくみ　これ一冊でわかる！ 高山　善文著 ナツメ社

27 371 ト 登校しぶり・不登校の子に親ができること　イラスト版 下島　かほる監修 講談社

28 372 イ 新書 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか 岩竹　美加子著 新潮社

29 378 シ
スマホをおいて、ぼくをハグして！　〈発達障害〉気持ちが
伝わる“かわいがる”子育て

司馬　理英子著 主婦の友社

30 379 ク 新書 麹町中学校の型破り校長　非常識な教え　生きる力を育む！ 工藤　勇一著 SBクリエイティブ

31 386 セ 世界の祭りと衣装 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル

32 399 オ 孫子とのおしゃべり
越智　直正
小原　秀紀著

光文社

33 404 リ
理科の謎、きちんと説明できますか？　文系もすっきり納
得の20話

左巻　健男監修 PHP研究所

34 450 シ 宮沢賢治の地学実習 柴山　元彦著 創元社

35 451 グ グレタたったひとりのストライキ
マレーナ・エルンマン他３
名著

羽根　由他１名訳
海と月社

36 474 サ きのこの教科書　観察と種同定の入門 佐久間　大輔著 山と溪谷社

37 480 マ
その道のプロに聞く生きもののワォ！　知ってそうで知ら
ない豆知識

松橋　利光著 大和書房

38 485 ナ クモのイト 中田　兼介著 ミシマ社

39 487 ト 日本のカメ・トカゲ・ヘビ　増補改訂　写真検索
富田　京一解説
松橋　利光写真

山と溪谷社

令和元年11月登録本（一般向き）
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40 487 ニ 日本の淡水魚　増補改訂　写真検索

細谷　和海編・監修
山内　りゅう写真
藤田　朝彦
武内　啓明
川瀬　成吾解説

山と溪谷社

41 491 シ
シリーズ人体　遺伝子　健康長寿、容姿、才能まで秘密を
解明！

NHKスペシャル「人体」
取材班著

講談社

42 491 ナ 命の食事　新版　大切な人をがんから守るため今できる 南雲　吉則著 主婦の友社

43 493 イ 家事
胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250　一部摘
出・全摘出の方も

木下　敬弘
千歳　はるか監修

学研プラス

44 493 ノ 脳卒中の再発を防ぐ本　イラスト版 平野　照之監修 講談社

45 494 ダ 家事
大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ200　手術後
すぐから、普通の食事まで

塩澤　学
藤井　理恵薫監修

学研プラス

46 494 ナ 足・腰・ひざの痛みが消えるゆるかかと歩き
中島　武志著
佐々木　政幸監修

あさ出版

47 496 ヒ
子どもの目を良くする親、悪くする親　目で将来苦労させ
ないために知っておくべきこと

平松　類
蒲山　順吉共著

時事通信出版局

48 498 タ
10歳若くなる声トレ・のどトレ・歌トレ　70歳でも遅くない。
声を鍛えて健康寿命を伸ばす本

玉澤　明人著
萩野　仁志監修

法研

49 498 マ 子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も手間もかからない 幕内　秀夫著 ブックマン社

50 499 シ 医者はジェネリックを飲まない 志賀　貢著 幻冬舎

51 521 カ 戦国の山城を極める　厳選22城
加藤　理文
中井　均著

学研プラス

52 531 ミ トコトンやさしい機械力学の本 三好　孝典著 日刊工業新聞社

53 534 セ トコトンやさしい真空技術の本 関口　敦著 日刊工業新聞社

54 546 イ
きちんと知りたい！電気自動車メカニズムの基礎知識
166点の図とイラストでEVのしくみの「なぜ？」がわかる！

飯塚　昭三著 日刊工業新聞社

55 571 タ
わかる！使える！乾燥入門　〈基礎知識〉〈準備・段取り〉
〈実務作業〉

立元　雄治
中村　正秋著

日刊工業新聞社

56 589 タ 今ある服でおしゃれに見せる「軸色」の法則 谷口　美佳著 主婦の友社

57 594 チ 家事
糸ボタンの本　糸を巻いて作る小さくて愛らしい手作りボ
タンの世界

ちくちくちどり著 グラフィック社

58 595 ビ 美髪力！　1日10秒で「キレイ」な私 美香監修 双葉社

59 595 マ 家事 5秒体覚醒ダイエット　あなたの筋肉、9割が眠っています！ 松井　薫著 西東社

60 596 イ 家事 親に届ける宅配ごはん　買い物不便も栄養不足も解決！ 岩崎　啓子著 女子栄養大学出版部

61 596 エ 家事 毎日食べたい！お粥ごはん エダジュン著
パルコエンタテインメン
ト事業部

62 596 セ 家事 賢い冷蔵庫　ラクするためのおいしい下ごしらえ 瀬尾　幸子著 NHK出版

63 598 マ 家事
マンガでわかる赤ちゃんが病気のときあわてない本　保
存版　もうネット情報に迷わない！

あらい　ぴろよマンガ
主婦の友社編

主婦の友社

64 598 マ 家事
やさしく知る産前・産後ケア　産婦人科医が教える、ママ
と赤ちゃん　こころとからだ

松峯　寿美著 高橋書店

65 599 サ 家事
365日マネするだけ離乳食　離乳食はこの1冊でまるごと
解決！　１日１ページ見たままマネするだけ！

手作り離乳食　by　ninaru
レシピ監修
中村　美穂監修

KADOKAWA

66 599 タ 家事
子どもと食べたい強いからだを作る！おいしいおかず　重
ねて煮るだけ　０～５歳

田島　恵著 世界文化社

67 599 マ 家事
マンガでわかる寝かしつけがラクになる本　赤ちゃんとマ
マにやさしい　1000円でスッキリわかる！

あらい　ぴろよマンガ
主婦の友社編

主婦の友社

68 599 ユ 家事 魔法のねんねタッチ　夜泣き・かんしゃくがおさまる！ 夕部　智廣著 秀和システム

69 619 ニ
ニッポンの地紅茶《完全ガイド》　ニッポン全国450種類以
上の人気商品を紹介！

藤原　一輝監修 枻出版社

70 648 カ
ミルク進化論　なぜ人は、これほどミルクを愛するのか？
126のレシピ掲載

マーク・カーランスキー著

高山　祥子訳
パンローリング

71 687 ア
日本のローカル航空　地方を結ぶエアコミューターの魅力
のすべて

秋本　俊二著 河出書房新社

72 721 オ いちからわかる円山応挙 岡田　秀之著 新潮社

73 724 オ ことばのヒント絵手紙365日　新装版 大森　節子著 日貿出版社

74 725 ミ
写真みたいな絵が描ける色鉛筆画　初心者からでもス
テップアップでここまで表現

三上　詩絵著 日本文芸社

75 726 オ 1 まんが 明日はいい日だ　上　立志青雲編
小川　たけし漫画
前田　和男脚本

道出版
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76 726 オ 2 まんが 明日はいい日だ　下　立志青雲編
小川　たけし漫画
前田　和男脚本

道出版

77 726 コ 31 まんが あさひなぐ　31 こざき　亜衣著 小学館

78 726 ハ 1 まんが 生命だけは平等だ　上　医療一揆編
花岡　一漫画
前田　和男脚本

道出版

79 726 ハ 2 まんが 生命だけは平等だ　下　医療一揆編
花岡　一漫画
前田　和男脚本

道出版

80 726 ビ 1F あのひと
マイケル・デュドク・
ドゥ・ヴィット構成・絵
谷川　俊太郎詩

スタジオジブリ発行
徳間書店発売

81 779 ハ 新書 言い訳　関東芸人はなぜM-1で勝てないのか
塙　宣之著
中村　計聞き手

集英社

82 780 イ
いちばんわかりやすいテーピング　しくみがわかり正確に
巻ける！

花岡　美智子監修 成美堂出版

83 786 ロ ロープワーク
水野　隆信監修
阿部　亮樹イラスト

山と溪谷社

84 910 ハン 最後の一文　名作の終わり方の謎を解く 半沢　幹一著 笠間書院

85 911 セカ 世界でいちばん素敵な百人一首の教室 吉海　直人監修 三才ブックス

86 914 イジ 9 新書 大人の流儀　９　ひとりで生きる 伊集院　静著 講談社

87 916 ヨシ 親の介護をしないとダメですか？ 吉田　潮著 ベストセラーズ

88 933 モリ アウシュヴィッツのタトゥー係
ヘザー・モリス著
金原　瑞人
笹山　裕子訳

双葉社

89 F アサ アスリーツ あさの　あつこ著 中央公論新社

90 F イシ 絶望スクール 石田　衣良著 文藝春秋

91 F イヌ 明日の僕に風が吹く 乾　ルカ著 KADOKAWA

92 F ウエ 流葉断の太刀 上田　秀人著 徳間書店

93 F エガ 1 二人のカリスマ　上　スーパーマーケット編 江上　剛著 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

94 F エガ 2 二人のカリスマ　下　コンビニエンスストア編 江上　剛著 日経BP発行
日経BPマーケティング発売

95 F オン 祝祭と予感 恩田　陸著 幻冬舎

96 F カジ 菊花の仇討ち 梶　よう子著 文藝春秋

97 F カド 定価のない本 門井　慶喜著 東京創元社

98 F サカ 妻の終活 坂井　希久子著 祥伝社

99 F サガ 昭和40年男　オリンポスの家族 佐川　光晴著
ホーム社発行
集英社発売

100 F サワ 名残の花 澤田　瞳子著 新潮社

101 F ショ あの日に帰りたい　駐在日記 小路　幸也著 中央公論新社

102 F ショ 夏服を着た恋人たち 小路　幸也著 祥伝社

103 F テン 巡礼の家 天童　荒太著 文藝春秋

104 F ナカ 泣くな研修医 中山　祐次郎著 幻冬舎

105 F マタ 人間 又吉　直樹著 毎日新聞出版

106 F ミズ きみの正義は　社労士のヒナコ 水生　大海著 文藝春秋

107 F ムレ また明日 群　ようこ著 幻冬舎

108 F ヨシ アンジュと頭獅王 吉田　修一著 小学館

109 F ヨシ 逃亡小説集 吉田　修一著 KADOKAWA

110 F ヨネ Iの悲劇 米澤　穂信著 文藝春秋


