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【総記】
007.3 トコトンやさしいIoTの本（山崎 弘郎） 383.8 ちゃぶ台の昭和（小泉 和子）
007.6 Excel時短はじめました!（清水 久三子） 383.9 イラストでわかりやすい昔の道具百科
031.5 ギネス世界記録2019 （岩井 宏實）

（クレイグ　グレンディ） 385.6 これからの「葬儀」の話をしよう
（瀧野 隆浩）

【哲学】
147 凡人の怪談（工藤 美代子） 【自然科学】
159.7 50歳すぎたら、「まあ、いいか」 404 科学の迷信

「それがどうした」「人それぞれ」 404 図解身近な科学（涌井 貞美）
でいこう（弘兼 憲史） 440.4 忙しすぎる人のための宇宙講座

181.4 地獄と極楽 （ニール　ドグラース　タイソン）
198.2 “ふがいない自分”と生きる 渡辺和子 451.7 虹の図鑑（武田 康男）

（渡辺 和子） 460 図説ホントにすごい!生き物の図鑑

【歴史】 （医学・薬学）
210.0 日本人なら知っておきたい日本 490.1 「死ぬとき幸福な人」に共通する

（武光 誠） 7つのこと（小澤 竹俊）
210.5 教科書には書かれていない江戸時代 490.9 さわれば分かる腹診入門（平地 治美）

（山本 博文） 493.1 ｱﾙｺｰﾙ依存症から抜け出す本（樋口 進）
289.1 世界の食文化を変えた安藤百福 495.1 50歳からの婦人科（松峯 寿美）
290.1 今こそ学ぼう地理の基本 497.9 人は口から死んでいく（安藤 正之）

（長谷川 直子） 497.9 水道水フロリデーション（田浦 勝彦）
291.0 いまいちばん美しい日本の絶景 498.2 わたしで最後にして（藤井 克徳）

（MdN編集部） 498.3 ピンピンコロリの新常識（星 旦二）

【社会科学】 【技術】
302.2 済州島を知るための55章（梁 聖宗） 547.4 図解いちばんやさしく丁寧に書いた
304 まだ日本人が気づかない日本と世界 ネットワークの本（岡田 庄司）

の大問題（ケント　ギルバート）
330 今さら聞けないお金の超基本 （家政学・生活科学）

（坂本 綾子） 590 おとな時間を重ねる（後藤 由紀子）
335 マイペースで働く!自宅でひとり 590 いつもごきげんな“わたし”

起業仕事図鑑（滝岡 幸子） でいたい!（Emi）
342.1 この国は95%の確率で破綻する!! 594 フェルトのおままごと（寺西 恵里子）

（浅井 隆） 596 ソース・たれ・ドレッシング
366.2 55歳からのリアル仕事ガイド （伊藤 茜）

（松本 すみ子） 597.9 1本で家じゅうすっきり!
367.3 毒親サバイバル（菊池 真理子） 魔法のパストリーゼ
367.7 何がめでたい!日本人の老後（山崎 宏） 597.9 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書
367.7 ひとりサイズで、気ままに暮らす

（阿部 絢子） 【産業】
369.2 車いすに乗せたまま階段を昇降 626.9 西村和雄ぐうたら農法（西村 和雄）

できる介護技術（早坂 好史） 627.7 ときめく薔薇図鑑（元木 はるみ）
379.9 男の子をやる気にさせる勉強法 645.7 猫ニャッ記（佐久間 薫）

（小室 尚子） 659 狩猟生活VOL.4(2018)
382.1 ニホンオオカミの最後（遠藤 公男） 673.3 メルカリの達人!（泉澤 義明）
382.1 よくわかる!江戸時代の暮らし 686.2 たのしい路線図（井上 マサキ）

（福田 智弘）
382.1 日本という不思議の国へ（赤坂 憲雄）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】
702.1 はじめての日本美術史（山本 陽子） （随筆）
721.8 広重決定版（太田記念美術館） * 914.6 となりの脳世界（村田 沙耶香）
726.1 しずくちゃん31（ぎぼ りつこ） 914.6 吉本ばななが友だちの悩みについて
726.6 絵本をつくりたい人へ（土井 章史） こたえる（吉本 ばなな）
726.6 スヌーピーともだちって、こういう 914.6 絵本のこと話そうか（松田 素子）

こと（チャールズ　M.シュルツ） 916 親の介護、10年め日記。
778.2 ナトセンおすすめYA映画館 （堀田 あきお）

（名取 弘文）
778.7 ディズニー映画の世界を旅する （外国文学）
783.4 ロシアW杯総論（木村 浩嗣） 933.7 七人のイヴ3
786.1 誰でもはじめられるボルダリング （ニール　スティーヴンスン）

（尾川 とも子） 953.7 ルーム・オブ・ワンダー
（ジュリアン　サンドレル）

【文学】
911.1 牧水の恋（俵 万智） 【地域資料（郷土資料）】

H024.0 奇跡の本屋をつくりたい（久住 邦晴）
（読物） H316.8 先住民アイヌはどんな歴史を

* F その先の道に消える（中村 文則） 歩んできたか（坂田 美奈子）
* F バロルの晩餐会（夢枕 獏） H456.9 揺れ動く大地（木村 学）

F 今夜はひとりぼっちかい? H726.1 ゴールデンカムイ12～15（野田サトル）
（高橋 源一郎）

F 一度だけ（益田 ミリ）
* F 天子蒙塵第4巻（浅田 次郎）
* F 湖底の城9巻（宮城谷 昌光）
* F 夏を取り戻す（岡崎 琢磨）
* F ある男（平野 啓一郎）
* F 草原のコック・オー・ヴァン

（柴田 よしき）
* F 銀河食堂の夜（さだ まさし）
* F 龍華記（澤田 瞳子）
* F 黄金の代償（福田 和代）
* F ことことこーこ（阿川 佐和子）
* F 下町ロケット[4]（池井戸 潤）
* F 宴の前（堂場 瞬一）
* F 少女たちは夜歩く（宇佐美 まこと）
* F 一緒にお墓に入ろう（江上 剛）
* F ベルリンは晴れているか（深緑 野分）

F 出版禁止（長江 俊和）
F 許されようとは思いません（芦沢 央）

* F はしからはしまで（梶 よう子）
* F ひとつむぎの手（知念 実希人）
* F 絵里奈の消滅（香納 諒一）
* F TEN（楡 周平）
* F 到達不能極（斉藤 詠一）
* F 雛口依子の最低な落下とやけくそ

キャノンボール（呉 勝浩）
* F PIT特殊心理捜査班・水無月玲

（五十嵐 貴久）
* F 緑のなかで（椰月 美智子）
* F アンドロメダの猫（朱川 湊人）



【おはなし】

（日本のおはなし）
* 913 ぼくらの一歩30人31脚（いとう みく）
* 913 アチチの小鬼（岡田 淳）

（海外のおはなし）
* 949 リスのたんじょうび

（トーン　テレヘン）

【えほん】
* E どうぶつどんどん（たしろ ちさと）
* E おいも!（石津 ちひろ）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


