
書　　　　　　　名 編 著 者 名 発行元 発行年 請求記号

ベストセラー全史　現代篇 澤村修治/著 筑摩書房 2019 023ｻﾜ

ベストセラー全史　近代篇 澤村修治/著 筑摩書房 2019 023ｻﾜ

恐い旅　異界探訪記 松原タニシ/著 二見書房 2019 147ﾏﾂ

最高の働き方　理想の人生は「脱サラ」の先に
ある

金川顕教/著 総合法令出版 2019 159.4ｶﾅ

金川流人財募集要項　求められる人になる45の
条件

金川顕教/著 秀和システム 2019 159.4ｶﾅ

事典日本の年号 小倉慈司/著 吉川弘文館 2019
210.023ｵ
ｸ

詳説日本史研究 佐藤信/編 山川出版社 2017 210.1ｼﾖ

サムライたちの辞世の句 初田景都/著 辰巳出版 2019 281ﾊﾂ

北海道冨山家の歴史 佐藤卓也/著 佐藤卓也 2019 H288.3ｻﾄ

これからを生きる君へ 天野篤/著 毎日新聞出版 2019 289ｱﾏ

マイ・ストーリー
ミシェル・オバ
マ/著

集英社 2019 289ｵﾊ

輪島聞声の生涯 日本女子教育の先駆者 米村美奈/著
淑徳大学長谷川仏
教文化研究所

2019 H289ﾖﾈ

北海道すてきな旅CAFE　森カフェ&海カフェ
北のcafe編集室
/著

メイツ出版 2019 H291.1ｷﾀ

常勝の経営道 上笹貫政行/著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019 335.13ｶﾐ

現代語訳 論語と算盤 渋沢栄一/著 筑摩書房 2010 335.13ｼﾌ

警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110
日本経済新聞出
版社/編

日本経済新聞出版
社

2019 369.3ｹｲ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
ブレイディみか
こ/著

新潮社 2019 376.3ﾌﾚ

アイヌのごはん　自然の恵み 藤村久和/監修 デーリィマン社 2019
H383.811
ｱｲ

恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ 小林快次/著 新潮社 2019 457.87ｺﾊ

2019年10月の新しい本

４　　自然科学

２　　歴史・地理

３　　社会科学

1　　哲学・思想

０　　総　　　記
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老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡トメ/著 幻冬舎 2019
491.358ｶ
ﾐ

患者中心の医療
モイラ・スチュ
ワート/著

診断と治療社 2002 492ｽﾁ

エビデンスに基づいた患者中心の医療面接
ロバート・C.ス
ミス/著

診断と治療社 2003 492ｽﾐ

自分で血圧を下げる!究極の降圧ワザ50　血圧
の常識のウソ・ホント

渡辺尚彦/著 洋泉社 2019 493.25ﾜﾀ

水引細工のアクセサリー　改訂版 mizuhikimie/著 ブティック社 2019 594.9ﾐｽ

世界一美味しい手抜きごはん　最速!やる気のい
らない100レシピ

はらぺこグリズ
リー/著

KADOKAWA 2019 596ﾊﾗ

これから始める人のための銃猟の教科書 東雲輝之/著 秀和システム 2019 659ｼﾉ

60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本典久/著 天夢人 2019 686.5ﾏﾂ

かこさとしの世界 林綾野/編集 平凡社 2019 726.6ｶｺ

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 2019 798.5ｸﾛ

英単語の語源図鑑　　続　　辞書より面白くて
役に立つ

清水建二/著 かんき出版 2019 832ｼﾐ

文豪たちの悪口本
彩図社文芸部/
編

彩図社 2019 910.26ﾌﾝ

井上陽水英訳詞集
ロバート キャン
ベル/著

講談社 2019 911.66ｷﾔ

日本文学全集05　源氏物語　中
池澤夏樹/個人
編集

河出書房新社 2018 913.36ﾆﾎ

猫と偶然 春日武彦/著 作品社 2019 914.6ｶｽ

命あれば 瀬戸内寂聴/著 新潮社 2019 914.6ｾﾄ

アウシュヴィッツのタトゥー係
ヘザー・モリス
/著

双葉社 2019 933ﾓﾘ

逢瀬 横浜に咲いた絶世の花魁喜遊 石井希尚/著 徳間書店 2019 Fｲｼ

絶望スクール　池袋ウエストゲートパーク　15 石田衣良/著 文藝春秋 2019 Fｲｼ

八本目の槍 今村翔吾/著 新潮社 2019 Fｲﾏ

楽園の真下 荻原浩/著 文藝春秋 2019 Fｵｷ

罪の轍 奥田英朗/著 新潮社 2019 Fｵｸ

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学

５　　工　　　業

６　　産　　　業

8　　言　　　語
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祝祭と予感 恩田陸/著 幻冬舎 2019 Fｵﾝ

某 川上弘美/著 幻冬舎 2019 Fｶﾜ

土に贖う 河崎秋子/著 集英社 2019 Fｶﾜ

熱源 川越宗一/著 文藝春秋 2019 Fｶﾜ

チンギス紀 五 絶影 北方謙三/著 集英社 2019 Fｷﾀ

ヒールをぬいでラーメンを 栗山圭介/著 角川春樹事務所 2019 Fｸﾘ

任俠浴場 今野敏/著 中央公論新社 2019 Fｺﾝ

妻の終活 坂井希久子/著 祥伝社 2019 Fｻｶ

絶声 下村敦史/著 集英社 2019 Fｼﾓ

オートリバース 高崎卓馬/著 中央公論新社 2019 Fﾀｶ

流浪の月 凪良ゆう/著 東京創元社 2019 Fﾅｷ

罪と祈り 貫井徳郎/著 実業之日本社 2019 Fﾇｸ

猫をおくる 野中柊/著 新潮社 2019 Fﾉﾅ

おいしい家族
ふくだももこ/
著

集英社 2019 Fﾌｸ

星屑のアルゴリズム 本間豊/著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019 Fﾎﾝ

コウサツ　刑事課・桔梗里見の囮捜査 前川裕/著 KADOKAWA 2019 Fﾏｴ

連続テレビ小説　スカーレット　上
水田静子/ノベ
ライズ

ブックマン社 2019 Fﾐｽ

落日 湊かなえ/著 角川春樹事務所 2019 Fﾐﾅ

また明日 群ようこ/著 幻冬舎 2019 Fﾑﾚ

雨に消えた向日葵 吉川英梨/著 幻冬舎 2019 Fﾖｼ

Iの悲劇 米澤穂信/著 文藝春秋 2019 Fﾖﾈ

ルビィのぼうけん　こんにちは!プログラミング
リンダ・リウカ
ス/作

翔泳社 2016 J007ﾘｳ

ネルソン・マンデラ　人種差別と戦い、勝利を
手にした南アフリカの父

新井淳也/まん
が

小学館 2019 J289ﾏﾝ

雷のひみつ こめ助/まんが 学研プラス 2019 J451ｺﾒ

ダーウィンの「種の起源」　はじめての進化論
サビーナ・ラデ
ヴァ/作・絵

岩波書店 2019 J467ﾗﾃ

クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀/著 旬報社 2018 J519ﾎｻ

J　　児 童 書
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おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川さよ/作 朝日学生新聞社 2019 J913ｵｶ

エレベーターのふしぎなボタン 加藤直子/作 ポプラ社 2018 J913ｶﾄ

徳治郎とボク 花形みつる/著 理論社 2019 J913ﾊﾅ

マレスケの虹 森川成美/著 小峰書店 2018 J913ﾓﾘ

スペース合宿へようこそ 山田亜友美/作 文研出版 2018 J913ﾔﾏ

南西の風やや強く 吉野万理子/著 あすなろ書房 2018 J913ﾖｼ

モノ・ジョーンズとからくり本屋
シルヴィア・ビ
ショップ/作

フレーベル館 2019 J933ﾋｼ

子犬たちのあした　ロンドン大空襲
ミーガン・リク
ス/作

徳間書店 2019 J933ﾘｸ

へんしんバス
あきやまただし
/作・絵

金の星社 2019 Eｱｷ

くもとそらのえほん
五十嵐美和子/
作・絵

ＰＨＰ研究所 2019 Eｲｶ

キツネのはじめてのふゆ
リチャード・
ジョーンズ/絵

鈴木出版 2018 Eｼﾖ

アンパンマンともぐりん
やなせたかし/
作・絵

フレーベル館 2019 Eﾔﾅ

たてる
ブライアン・ラ
ブロック/え

福音館書店 2019 Eﾗﾌ

わたしはだあれ?
わたなべさとこ
/絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 Eﾜﾀ

E　　絵　　　本
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