
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 人文知のカレイドスコープ 富山大学人文学部/編 桂書房

2 007.1 AIは人間の仕事を奪うのか? 松本健太郎/著 池田憲弘/編
シーアンドアール研究
所

3 007.1 チューリングの考えるキカイ 阿部彩芽/共著 笠井琢美/共著 技術評論社

4 007.1 人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇 三宅陽一郎/著 ビー・エヌ・エヌ新社

5 007.3 UXリサーチの道具箱 樽本徹也/著 オーム社

6 007.3 アルゴリズムが「私」を決める ジョン・チェニー=リッポルド/著 高
取芳彦/訳 日経BP社

7 007.3 ネットトラブルの法律相談Q&A 神奈川県弁護士会IT法研究会/編 法学書院

8 007.3 情報法入門 小向太郎/著 NTT出版

9 007.3 新事業企画・起業のための実践ブロックチェーン・ビジネス
ブロックチェーンハブ/著 増田一之/
監修

日本能率協会マネジメ
ントセンター

10 007.3 脱!スマホのトラブル 佐藤佳弘/著 武蔵野大学出版会

11 007.5 Googleサービスがぜんぶわかる本  洋泉社

12 007.6 1時間でわかるSEO対策 遠藤聡/著 技術評論社

13 007.6 48歳からのタブレット入門 リブロワークス/著 インプレス

14 007.6 Atomic Design 五藤佑典/著 技術評論社

15 007.6 C言語による標準アルゴリズム事典 奥村晴彦/著 技術評論社

16 007.6 Excelからはじめるビッグデータ分析 針原森夫/著 マイナビ出版

17 007.6 HeartCore導入・構築ガイド 神野純孝/著 志賀正臣/著 インプレス

18 007.6 iCloudスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

19 007.6 IoT時代のビッグデータビジネス革命 岡村久和/監修 インプレス

20 007.6 ITエンジニアになる!チャレンジLinux 高橋隆雄/著 秀和システム

21 007.6 Photoshop & Illustratorデザインテクニック大全 楠田諭史/著 トントンタン/著 SBクリエイティブ

22 007.6 はじめてのHTML+CSS 大藤幹/著 秀和システム

23 007.6 ブロックチェーン技術の教科書 佐藤雅史/著 長谷川佳祐/著
シーアンドアール研究
所

24 007.6 やさしいPython 高橋麻奈/著 SBクリエイティブ

25 007.6 効率化オタクが実践する光速パソコン仕事術 ヨス/著 KADOKAWA

26 007.6 大学生の情報リテラシー 2018年版 富山大学情報処理部会情報処理テキ
ストワーキンググループ/著 富山大学出版会

27 010 公共図書館の役割と蔵書、出版文化維持のために 2017 日本書籍出版協会図書館委員会/著・
編

日本書籍出版協会図書
館委員会

28 013.1 司書のお仕事 大橋崇行/著 小曽川真貴/監修 勉誠出版

29 019.0 あしたへ。 文字・活字文化推進機構10年史制作
部会/制作編集

文字・活字文化推進機
構

30 019.9 みちのきち私の一冊 國學院大學みちのきちプロジェクト/
編 弘文堂
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 019.9 三人よれば楽しい読書 井上ひさし/著 松山巖/著 西田書店

32 020.2 書物の文化史 加藤好郎/編 木島史雄/編 丸善出版

33 021.2 はじめての著作権法 池村聡/著 日本経済新聞出版社

34 021.3 成功するWebライターの仕事術 ランサーズ株式会社/監修 日本実業出版社

35 021.4 やさしいデザインの教科書 瀧上園枝/著
エムディエヌコーポ
レーション

36 023.8 空気の検閲  （光文社新書） 辻田真佐憲/著 光文社

37 024 カバー、おかけしますか? 2 中西晴代/編 出版ニュース社

38 024.0 幸福書房の四十年ピカピカの本屋でなくちゃ! 岩楯幸雄/著 左右社

39 024.1 出版状況クロニクル 5 小田光雄/著 論創社

40 041 さよなら未来 若林恵/著 岩波書店

41 041 高校生と考える希望のための教科書
桐光学園中学校・高等学校/編 桐光
学園中学校・高等学校/編

左右社

42 041 西部邁発言 1 西部邁/著 論創社

43 051.3 ゲンロン 1(2015December) 東浩紀/編 ゲンロン

44 051.3 ゲンロン 2(2016April) 東浩紀/編 ゲンロン

45 069.0 北朝鮮の博物館 張慶姫/著 池貞姫/訳 同成社

46 070.1 NPOメディアが切り開くジャーナリズム 立岩陽一郎/著 新聞通信調査会

47 070.2 「愛国」という名の亡国論 窪田順生/著 さくら舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 116 哲学の奇妙な書棚 Roy Sorensen/著 川辺治之/訳 共立出版

2 130.2 若い読者のための哲学史 ナイジェル・ウォーバートン/著 月
沢李歌子/訳 すばる舎

3 141.5 集中力はいらない  （SB新書） 森博嗣/著 SBクリエイティブ

4 145.1 その苦しみはあなたのものでない 大嶋信頼/著 青山ライフ出版

5 146.1 フェレンツィの時代 森茂起/著 人文書院

6 146.1 赤の書 C.G.ユング/著 創元社

7 146.8 いい人病 玉川真里/著 大和書房

8 150 倫理学 村上恭一/著 鶴岡健/著 法政大学通信教育部

9 152.2 男の婚活は会話が8割 植草美幸/著 青春出版社

10 158 友情の哲学 藤野寛/著 作品社

11 159 「失敗」を「お金」に変える技術 稲村徹也/著 きずな出版

12 159 5秒ルール 千田琢哉/著 徳間書店

13 159 Wait,What? ジェイムズ・E.ライアン/著 新井ひ
ろみ/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

14 159 極上の孤独  （幻冬舎新書） 下重暁子/著 幻冬舎

15 159 孤独の磨き方 植西聰/著 毎日新聞出版

16 159 人を「その一瞬」で見抜く方法 臼井由妃/著 さくら舎

17 159 人生を変える断捨離 やましたひでこ/著 ダイヤモンド社

18 159 図解マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣 古川武士/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

19 159.4 どこでも誰とでも働ける 尾原和啓/著 ダイヤモンド社

20 159.4 最高の毎日を手に入れる人生の10か条 ジョン・ゴードン/著 久保陽子/訳 日本実業出版社

21 159.4 成果につながる!仕事と時間の「仕組み術」 野呂エイシロウ/著 明日香出版社

22 159.4 入社3年目の心得 堀田孝治/著 総合法令出版

23 159.7 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 続 （文春新書） 池田理代子/著 平田オリザ/著 文藝春秋

24 159.8 名言の真実 出口汪/監修 小学館

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 160 一神教とは何か  （平凡社新書） 小原克博/著 平凡社

26 160.4 宗教と暴力 池上彰/著 佐藤優/著 KADOKAWA

27 164 はじまりが見える世界の神話 植朗子/編著 阿部海太/絵 創元社

28 175.8 大人の伊勢神宮  ワニブックス

29 182.1 「無常先進国」ニッポン 平野純/著 楽工社

30 186.9 御朱印アートブック 2 菊池洋明/編著 PHP研究所

31 188.5 釈伝空海 上 西宮紘/著 藤原書店

32 188.5 釈伝空海 下 西宮紘/著 藤原書店

33 188.7 生きて死ぬ力 石上智康/著 中央公論新社

34 188.8 六〇歳から「生まれ変わる」禅の作法 枡野俊明/著 毎日新聞出版

35 191.9 バルト自伝  （新教新書） カール・バルト/著 佐藤敏夫/編訳 新教出版社

36 198.2 かくれキリシタン 後藤真樹/著 新潮社

37 198.3 北欧から来た宣教師 大谷渡/著 東方出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 海洋考古学入門 木村淳/編著 小野林太郎/編著 東海大学出版部

2 209 教養のグローバル・ヒストリー 北村厚/著 ミネルヴァ書房

3 209 誰も教えてくれない真実の世界史講義 中世編 倉山満/著 PHP研究所

4 209.5 進歩 ヨハン・ノルベリ/著 山形浩生/訳 晶文社

5 210.2 元号  （文春新書） 所功/著 久禮旦雄/著 文藝春秋

6 210.2 磐座百選 池田清隆/著 出窓社

7 211 いま学ぶアイヌ民族の歴史 加藤博文/編 若園雄志郎/編 山川出版社

8 212.5 縄文文化が日本人の未来を拓く 小林達雄/著 徳間書店

9 213 干支一運60年の天皇紀 林順治/著 えにし書房

10 213 戦国江戸湾の海賊 真鍋淳哉/著 戎光祥出版

11 213 入門歴史時代の考古学 近江俊秀/著 同成社

12 214.8 戦国日本と大航海時代  （中公新書） 平川新/著 中央公論新社

13 214.8 天下分け目の関ケ原の合戦はなかった 乃至政彦/著 高橋陽介/著 河出書房新社

14 215 近世の巨大地震 矢田俊文/著 吉川弘文館

15 215 日本人が知らされてこなかった「江戸」(SB新書) 原田伊織/著 SBクリエイティブ

16 215.8 政府に尋問の筋これあり 鈴木荘一/著 毎日ワンズ

17 215.8 龍馬暗殺 桐野作人/著 吉川弘文館

18 216 歴史と戦争  （幻冬舎新書） 半藤一利/著 幻冬舎

19 216 歴史の余白  （文春新書） 浅見雅男/著 文藝春秋

20 217 1937年の日本人 山崎雅弘/著 朝日新聞出版

21 217.6 1970年代の思い出アルバム 下巻 坂上正一/著
フォト・パブリッシン
グ

22 217.6 戦争経済大国 斎藤貴男/著 河出書房新社

23 219.3 五日市憲法  （岩波新書 新赤版） 新井勝紘/著 岩波書店

24 219.3 不便ですてきな江戸の町 永井義男/著 柏書房

25 219.6 京(みやこ)のまちなみ史 丸山俊明/著 昭和堂

26 219.9 海の王国・琉球 上里隆史/著 ボーダーインク

27 222.0 古写真・絵葉書で旅する東アジア150年 村松弘一/編 貴志俊彦/編 勉誠出版

28 233 英国公文書の世界史  （中公新書ラクレ） 小林恭子/著 中央公論新社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 233.0 図説英国メイドの日常 村上リコ/著 河出書房新社

30 233.9 アイルランド革命1913-23 小関隆/著 岩波書店

31 234.6 図説ハプスブルク帝国 加藤雅彦/著 河出書房新社

32 236 バスク地方の歴史 マヌエル・モンテロ/著 萩尾生/訳 明石書店

33 236.0 マニラ・ガレオン貿易 宮田絵津子/著 慶應義塾大学出版会

34 253.0 「戦争責任」はどこにあるのか
チャールズ・A.ビーアド/著 開米潤/
訳

藤原書店

35 253.0 図説呪われたアメリカの歴史 キーロン・コノリー/著 内田智穂子/
訳 原書房

36 253.6 花殺し月の殺人 デイヴィッド・グラン/著 倉田真木/
訳 早川書房

37 281.0 上品の壁 佐高信/著 七つ森書館

38 281.0 日本人だけが知らない世界から尊敬される日本人  （SB新書） ケント・ギルバート/著 SBクリエイティブ

39 281.0 忘れてはならない日本の偉人たち 渡部昇一/著 致知出版社

40 281.0 幕末・明治偉人たちの「定年後」 河合敦/著 WAVE出版

41 288.3 古写真で見る幕末維新と徳川一族  （角川新書） 永井博/著 KADOKAWA

42 288.3 徳川一族大全  廣済堂出版

43 288.4 後醍醐天皇  （岩波新書 新赤版） 兵藤裕己/著 岩波書店

44 288.4 皇位継承  （文春新書） 高橋紘/著 所功/著 文藝春秋

45 288.4 天皇の旅と寄り道  （ベスト新書） 竹内正浩/著 ベストセラーズ

46 288.9 世界の国旗と国章大図鑑 苅安望/編著 平凡社

47 289.1 あらすじで読む「信長公記」 黒田基樹/監修 三才ブックス

48 289.1 伊能忠敬 星埜由尚/監修 平凡社

49 289.1 一冊まるごと渡部昇一  致知出版社

50 289.1 回想の中谷宇吉郎 北國新聞社出版局/編 北國新聞社

51 289.1 熊楠と猫 南方熊楠/編 杉山和也/編 共和国

52 289.1 決断のとき  （集英社新書） 小泉純一郎/著 常井健一/取材・構成 集英社

53 289.1 村山龍平 早房長治/著 ミネルヴァ書房

54 289.1 柳宗悦・「無対辞」の思想 松竹洸哉/著 弦書房

55 289.3 ゴッドファーザーの血 マリオ・ルチアーノ/著 双葉社

56 289.3 ピーター・ティール トーマス・ラッポルト/著 赤坂桃子/
訳 飛鳥新社

57 289.3 マンシュタイン元帥自伝
エーリヒ・フォン・マンシュタイン/
著 大木毅/訳 作品社

58 289.3 移民の町サンパウロの子どもたち ドラウジオ・ヴァレーラ/著 伊藤秋
仁/監訳 行路社

59 290.9 テキトーだって旅に出られる! 蔵前仁一/著 産業編集センター

60 290.9 できるだけがんばらないひとりたび 田村美葉/著 KADOKAWA

61 290.9 わたしの地球の歩き方 安尾洋子/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

62 290.9 世界一周、ひとり旅 田中三恵子/著 文芸社

63 290.9 地球の歩き方 A26 チェコ/ポーランド/スロヴァキア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

64 290.9 地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

65 290.9 地球の歩き方 D33 マカオ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

66 290.9 旅がグンと楽になる7つの極意 下川裕治/著 産業編集センター

67 291.0 1泊2日で憧れを叶える!サク旅 はあちゅう/著 SDP

68 291.0 サイハテ交通をゆく  イカロス出版

69 291.1 ドライブ北海道ベスト 19  昭文社

70 291.1 知床・阿寒 19  昭文社

71 291.3 「六本木」には木が6本あったのか?  （朝日新書） 谷川彰英/著 朝日新聞出版

72 291.3 とっておき!低山トラベル 大内征/文と写真 二見書房

73 291.3 銀座をつくるひと。  平凡社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 291.3 小笠原のすべて 中村風詩人/著 JTBパブリッシング

75 291.3 東京近郊スペクタクルさんぽ 宮田珠己/著 新潮社

76 291.3 幕末横浜オランダ商人見聞録
C.T.アッセンデルフト・デ・コーニ
ング/著 東郷えりか/訳

河出書房新社

77 291.4 ニッポンを解剖する!金沢能登図鑑  JTBパブリッシング

78 291.5 飛驒高山 林上/編著 風媒社

79 291.5 名古屋・瀬戸・三河 [2018]  JTBパブリッシング

80 291.6 ちずたび 京都 滋賀 北摂 京都を走る自転車BOOK 環境市民京都自転車BOOK制作プロ
ジェクトチーム/編著 西日本出版社

81 291.6 るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道 19  JTBパブリッシング

82 291.7 松江・出雲 石見銀山 19  昭文社

83 291.9 るるぶ熊本阿蘇天草 19  JTBパブリッシング

84 292.2 るるぶ台北 19  JTBパブリッシング

85 292.4 るるぶバリ島 19  JTBパブリッシング

86 293.4 ドイツdeワーキングホリデー 星野恵子とワーホリ仲間たち/著 イカロス出版

87 293.4 るるぶドイツ ロマンチック街道 [2018]  JTBパブリッシング

88 293.4 中東欧の文化遺産への招待 四方田雅史/編著 加藤裕治/編著 青弓社

89 293.8 おとぎの国をめぐる旅バルト三国へ 渋谷智子/著 イカロス出版

90 293.8 かわいいロシアのA to Z 井岡美保/著 青幻舎

91 293.8 わたしの北欧案内ストックホルムとヘルシンキ おさだゆかり/著 筑摩書房

92 295.3 NYのクリエイティブ地区ブルックリンへ 安部かすみ/著 イカロス出版

93 297.5 るるぶタヒチ・フィジー [2018]  JTBパブリッシング

94 297.6 撮りたくなるハワイ 近藤純夫/著 亜紀書房

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1
犠牲者120万人祖国を中国に奪われたチベット人が語る侵略に気づいていな
い日本人 ペマ・ギャルポ/著 ハート出版

2 302.2 アラブ革命の展望を考える
ジルベール・アシュカル/著 寺本勉/
訳 柘植書房新社

3 302.2 ウズベキスタンを知るための60章 帯谷知可/編著 明石書店

4 302.2 シリア戦場からの声 桜木武史/著
アルファベータブック
ス

5 302.2 テレビに映らない北朝鮮  （平凡社新書） 鴨下ひろみ/著 平凡社

6 302.2 韓国 延恩株/著 論創社

7 302.3 プーチンのユートピア ピーター・ポマランツェフ/著 池田
年穂/訳

慶應義塾大学出版会

8 304 こんなこと書いたら日本中を敵に回す本 辛坊治郎/著 光文社

9 304 スマート・ジャパンへの提言
ジェレミー・リフキン/著 NHK出版/
編

NHK出版

10 304 ニュースの深き欲望  （朝日新書） 森達也/著 朝日新聞出版

11 304 池上彰の未来を拓く君たちへ 池上彰/著 日本経済新聞出版社

12 304 分断した世界 高城剛/著 集英社

13 304 保守の遺言  （平凡社新書） 西部邁/著 平凡社

14 309.2 アメリカのユートピア フレドリック・ジェイムソン/ほか著
スラヴォイ・ジジェク/編 書肆心水

15 309.3 そろそろ左派は<経済>を語ろう ブレイディみかこ/著 松尾匡/著 亜紀書房

16 311.7 ポピュリズム カス・ミュデ/著 クリストバル・ロ
ビラ・カルトワッセル/著 白水社

17 312.1 恩讐と迷走の日本政治 青山和弘/著 文藝春秋

18 312.1 私物化される国家  （角川新書） 中野晃一/著 KADOKAWA

19 312.1 不思議の国会・政界用語ノート 秋山訓子/著 さくら舎

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 312.3 さまよう民主主義 スティーヴ・リチャーズ/著 高崎拓
哉/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

21 312.3 ヨーロッパ・デモクラシー 宮島喬/編 木畑洋一/編 岩波書店

22 312.3 風刺画で読み解くイギリス宰相列伝 ケネス・ベイカー/著 松村昌家/訳 ミネルヴァ書房

23 312.5 アメリカ政治入門 西山隆行/著 東京大学出版会

24 312.5 トランプ大統領はどんな人? 中林美恵子/著 幻冬舎

25 318 住みたいまちランキングの罠  （光文社新書） 大原瞠/著 光文社

26 319.1 日露近代史  （講談社現代新書） 麻田雅文/著 講談社

27 319.3 プーチン 木村汎/著 藤原書店

28 319.3 戦火の欧州・中東関係史 福富満久/著 東洋経済新報社

29 320.9 重要判例解説 平成29年度  有斐閣

30 320.9 新・判例ハンドブック 債権法2 潮見佳男/編著 山野目章夫/編著 日本評論社

31 322.9 ドイツ法入門 村上淳一/著 守矢健一/著 有斐閣

32 323.0 比較の眼でみる憲法 村田尚紀/著 北大路書房

33 323.1 9条誕生 塩田純/著 岩波書店

34 323.1 自衛隊と憲法 木村草太/著 晶文社

35 324.2 最新土地・建物の法律と手続き 松岡慶子/監修 三修社

36 324.4 債権法民法大改正 土井利国/著 竹内書店新社

37 324.4 民法改正で企業実務はこう変わる 難波孝一/監修 小田大輔/編著 第一法規

38 324.5 民法改正対応契約書作成のポイント 若林茂雄/編著 鈴木正人/編著 商事法務

39 324.6 有利に解決!離婚調停 飯野たから/著 梅田幸子/監修 自由国民社

40 324.6 離婚とお金・子どものQ&A 中山善太郎/著 谷川献吾/著 法学書院

41 324.8 相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方 小林直人/共著 伊藤崇/共著 ビジネス教育出版社

42 324.8 民事信託を活用するための基本と応用 石脇俊司/著 成田一正/監修 大蔵財務協会

43 325.2 株主総会の準備実務・想定問答 平成30年
日比谷パーク法律事務所/編 三菱UFJ
信託銀行(株)法人コンサルティング 中央経済社

44 325.4 保険法概説 潘阿憲/著 中央経済社

45 326.1 刑法総論 大谷實/著 成文堂

46 326.2 刑法各論 大谷實/著 成文堂

47 326.2 黙秘の壁 藤井誠二/著 潮出版社

48 327.1 行政書士法コンメンタール 兼子仁/著 北樹出版

49 327.2
すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと書
式サンプル50 松岡慶子/監修 三修社

50 327.2 自分でできる少額訴訟ハンドブック 田中賢規/著 裁判ウォッチング市民
の会/監修

日本加除出版

51 327.2 図解による民事訴訟のしくみ 神田将/著 生活と法律研究所/編集 自由国民社

52 327.6 ポピュリズムと司法の役割 斎藤文男/著 花伝社

53 329.5 国際平和協力入門 上杉勇司/編著 藤重博美/編著 ミネルヴァ書房

54 332.0 デジタル資本主義 森健/著 日戸浩之/著 東洋経済新報社

55 332.0 入門資本主義経済  （平凡社新書） 伊藤誠/著 平凡社

56 332.0 欲望の資本主義 2
丸山俊一/著 NHK「欲望の資本主義」
制作班/著 東洋経済新報社

57 332.1 「デフレ論」の誤謬 神津多可思/著 日本経済新聞出版社

58 332.1 21世紀の長期停滞論  (平凡社新書) 福田慎一/著 平凡社

59 332.1 アベノミクスが変えた日本経済  (ちくま新書) 野口旭/著 筑摩書房

60 335.1 松下幸之助さんに学びたい道標 片岡誠二/著 文芸社

61 335.2 ビジネス大変身! 藤吉雅春/著 文藝春秋

62 335.3 強い地元企業をつくる 近藤清人/著 学芸出版社

63 335.4 ゴールドマン・サックスM&A戦記 服部暢達/著 日経BP社

64 335.6 協同組合のコモン・センス 中川雄一郎/著 日本経済評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 335.8 公益法人・一般法人の運営・会計・税務実践ガイド 岡部正義/著 清文社

66 336 自分らしく働くための会社人の常識 齊藤紀夫/著 論創社

67 336 実践事業継続マネジメント
東京海上日動リスクコンサルティン
グ(株)/編

同文舘出版

68 336.1 AIに振り回される社長したたかに使う社長 長尾一洋/著 日経BP社

69 336.1 ブルー・オーシャン・シフト
W.チャン・キム/著 レネ・モボル
ニュ/著

ダイヤモンド社

70 336.2 なぜ、あなたの「働き方改革」は続かないのか? 中山義人/著 日経BP社

71 336.2 世界で一番やさしい会議の教科書 実践編 榊巻亮/著 日経BP社

72 336.3 イラストでパッとわかるチームリーダー1年目の仕事のルール PHPエディターズ・グループ/著
PHPエディターズ・グ
ループ

73 336.3 私のリーダー論 宮内義彦/著 日経BP社

74 336.3 社内諸規程作成・見直しマニュアル 岩崎仁弥/著 TMI総合法律事務所/監
修 日本法令

75 336.3 人事屋が本音で語る管理職に伝えたい47の言葉 鈴木秀明/著
LUFTメディアコミュニ
ケーション

76 336.4 「人事・労務」の実務がまるごとわかる本 望月建吾/著 水野浩志/著 日本実業出版社

77 336.4 SNSをめぐるトラブルと労務管理
高井・岡芹法律事務所/編 大村剛史
/[ほか]著

民事法研究会

78 336.4 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと 平成30年度版 北村庄吾/著 日本実業出版社

79 336.4 一生使える「電話のマナー」 尾形圭子/著 大和出版

80 336.4 課題ごとに解決!健康経営マニュアル 亀田高志/著 日本法令

81 336.4 諸手当管理の教科書 労務行政研究所/編 労務行政

82 336.4 人が集まる職場人が逃げる職場 渡部卓/著
クロスメディア・パブ
リッシング

83 336.4 電話応対はこわくない! 松本昌子/監修 池田書店

84 336.4 話し下手のための雑談力 沢渡あまね/著 幻冬舎

85 336.9 はじめての税務調査スマート対応 矢野幸博/著 大蔵財務協会

86 336.9 交際費課税のポイントと重要事例Q&A 西巻茂/著 税務研究会出版局

87 338.9 韓国ビジネス53の成功ルール 徐丞範/著 合同フォレスト

88 345.3 会社の解散・清算の法人税務 植松香一/著 大蔵財務協会

89 345.3 法人税入門の入門 平成30年版 辻敢/共著 齊藤幸司/共著 税務研究会出版局

90 345.5 税務署もうなずく相続税の税務調査対応テクニック チェスター/編 中央経済社

91 345.5 相続税・贈与税入門の入門 平成30年改訂版 辻敢/共著 齊藤幸司/共著 税務研究会出版局

92 361.4 ローカルメディアの仕事術 影山裕樹/編著 幅允孝/著 学芸出版社

93 361.4 人の気持ちがわかるリーダーになるための教室 大岸良恵/著 プレジデント社

94 364 社会保障便利事典 平成30年版 週刊社会保障編集部/編 法研

95 364.0 社会保障砂上の安心網 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

96 364.3 社会保険・労働保険の事務百科 平成30年4月改訂 社会・労働保険実務研究会/編 清文社

97 364.3 社会保険の考え方 西村健一郎/著 朝生万里子/著 ミネルヴァ書房

98 364.3 図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2018-2019年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

99 364.4 2018年度決定版改正介護保険のポイントがひと目でわかる本 田中元/著 ぱる出版

100 364.4 新しい介護保険のしくみ 長谷憲明/著 瀬谷出版

101 364.5 新労災保険実務問答 労働調査会出版局/編 労働調査会

102 364.6 図解わかる年金 2018-2019年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

103 364.6 年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本 三宅明彦/著 深澤理香/著 法学書院

104 365.3 マンション管理のトラブル解決Q&A 犬塚浩/共著 永盛雅子/共著 ぎょうせい

105 365.3 建替えor耐震補強?倒壊させてたまるか 富山義則/著 本多伸行/解説 河出書房新社

106 366.1 図解わかる労働基準法 2018-2019年版 荘司芳樹/著 新星出版社

107 366.2 「AIで仕事がなくなる」論のウソ 海老原嗣生/著 イースト・プレス

108 366.2
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が会社の人間関係で困らないた
めの本

對馬陽一郎/著 安尾真美/著 翔泳社

109 366.2 精神障害者雇用のABC 山口創生/編 星和書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 366.2 専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達障害者「雇用」 木津谷岳/著 小学館

111 366.2 第44回技能五輪国際大会  中央職業能力開発協会

112 366.2 発達障害と仕事
発達障害者の自立・就労を支援する
会/編 宮尾益知/編集協力

河出書房新社

113 366.4 よくわかる未払い残業代請求のキホン 友弘克幸/著 労働調査会

114 366.5 労使関係と職場の課題 戎野淑子/著
日本生産性本部生産性
労働情報センター

115 366.7 介護と仕事をじょうずに両立させる本 飯野三紀子/著 方丈社

116 367.2 「女性活躍」に翻弄される人びと  (光文社新書) 奥田祥子/著 光文社

117 367.2 ルポ東大女子  (幻冬舎新書) おおたとしまさ/著 幻冬舎

118 367.3 イクメンじゃない「父親の子育て」 巽真理子/著 晃洋書房

119 369.2 看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島すがも/著 東邦出版

120 369.3 災害と安全の情報 村山徹/著 晃洋書房

121 373.4 今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。  (ポプラ新書) 本山勝寛/著 ポプラ社

122 375.1 1日5分小学校全員が話したくなる!聞きたくなる!トークトレーニング60 溝越勇太/著 東洋館出版社

123 375.1 最強のノート指導 丸岡慎弥/著 学陽書房

124 375.1 笑育
松竹芸能事業開発室「笑育」プロ
ジェクト/著 井藤元/監修 毎日新聞出版

125 375.3 道徳授業でそのまま使える!日本の偉人伝3分話 中嶋郁雄/著 学陽書房

126 376.1 あそびから学びが生まれる動的環境デザイン 大豆生田啓友/編著 学研教育みらい

127 376.1 砂・泥あそび雨の日あそび水あそびプールあそびアイデア101 阿部直美/著 浅野ななみ/著 学研プラス

128 376.1 保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中李衣/著 かもがわ出版

129 376.3 少年の主張全国大会報告書 第39回(2017) 国立青少年教育振興機構/編
国立青少年教育振興機
構

130 376.4 県立!再チャレンジ高校  (講談社現代新書) 黒川祥子/著 講談社

131 376.8 工学部 漆原次郎/著 ぺりかん社

132 376.8 高認があるじゃん! 2018〜2019年版  学びリンク

133 377.2 なぜオックスフォードが世界一の大学なのか コリン・ジョイス/著 菅しおり/訳 三賢社

134 377.3 高専教育の発見 矢野眞和/編 濱中義隆/編 岩波書店

135 378 ちょっとしたスペースで発達障がい児の脳と感覚を育てるかんたん運動 森嶋勉/著 太田篤志/監修 合同出版

136 378 ふれあいペアレントプログラム 尾崎康子/著 ミネルヴァ書房

137 378 気になる子の「できる」を増やすポジティブ支援 幼児編 前田卿子/著 エンパワメント研究所

138 378 知ってラクになる!発達障害の悩みにこたえる本 鈴木慶太/著 飯島さなえ/著 大和書房

139 378 発達障害のある子のケース別サポート実例事典 月森久江/著 上野一彦/監修 ナツメ社

140 378 発達障害の子の子育て相談 2  本の種出版

141 378.8 発達障がい児の感覚を目覚めさせる運動発達アプローチ 森嶋勉/著 合同出版

142 379.0 「学びの縁」によるコミュニティの創造 三浦清一郎/著 日本地域社会研究所

143 379.2 公民館で学ぶ 5 長澤成次/編著 国土社

144 379.9 学校教育がガラッと変わるから、親が知るべき今から始める子どもの学び 山口たく/著 風鳴舎

145 379.9 私は6歳までに子どもをこう育てました 佐藤亮子/著 中央公論新社

146 379.9 変わる入試に強くなる小3までに伸ばしたい「作文力」 樋口裕一/著 白藍塾/著 青春出版社

147 382.2 交渉の民族誌 堀田あゆみ/著 勉誠出版

148 383.1 子どもの着物大全 似内惠子/著 誠文堂新光社

149 383.8 寿司サムライが行く! 小川洋利/著 キーステージ21

150 383.8 日本の洋食 青木ゆり子/著 ミネルヴァ書房

151 385.6 お墓、どうしますか? 米澤結/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

152 385.6 葬式格差  (幻冬舎新書) 島田裕巳/著 幻冬舎

153 385.9 小さな暮らしのおすそわけ ミスミノリコ/著 主婦と生活社

154 385.9 世界中に愛される日本のおもてなし 安達和子/著 みらいパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

155 386.1 一度は観たい日本の祭り  昭文社

156 386.8 文化財/文化遺産としての民俗芸能 俵木悟/著 勉誠出版

157 387 カミサマをたずねて 根深誠/著 中央公論新社

158 388.9 いっしょにうたいまひょ 三上啓子/編 ふしはらのじこ/絵 かもがわ出版

159 388.9 フランスの歌いつがれる子ども歌 石澤小枝子/著 高岡厚子/著 大阪大学出版会

160 391.3 検証防空法 水島朝穂/著 大前治/著 法律文化社

161 391.3 戦略の未来 コリン・グレイ/著 奥山真司/訳 勁草書房

162 391.6 情報戦と女性スパイ 上田篤盛/著 並木書房

163 395.3 軍港都市史研究 5  清文堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.9 南極観測60年 新聞通信調査会/編 共同通信社/編 新聞通信調査会

2 404 科学と宗教 金子務/監修 日本科学協会/編 中央公論新社

3 404 知の果てへの旅 マーカス・デュ・ソートイ/著 冨永
星/訳 新潮社

4 407 理系のための「実戦英語力」習得法  (ブルーバックス) 志村史夫/著 講談社

5 410 Coq/SSReflect/MathCompによる定理証明 萩原学/共著 アフェルト・レナルド/
共著 森北出版

6 410 本当は面白い数学の話  (サイエンス・アイ新書) 岡部恒治/著 本丸諒/著 SBクリエイティブ

7 410.4 数学ガール 結城浩/著 SBクリエイティブ

8 410.4 数学を使わない数学の講義 小室直樹/著 ワック

9 410.7 定理のつくりかた 竹山美宏/著 森北出版

10 410.9 離散数学「ものを分ける理論」  (ブルーバックス) 徳田雄洋/著 講談社

11 413.5 リーマン教授にインタビューする 小山信也/著 青土社

12 417 Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 馬場真哉/著 翔泳社

13 427.5 エックス線物語 馬場祐治/著 本の泉社

14 435 分子は旅をする 岩村秀/著 吉田隆/著 エヌ・ティー・エス

15 440.1 天文学者が、宇宙人を本気で探してます! 鳴沢真也/著 洋泉社

16 442 星空がもっと好きになる 駒井仁南子/著 誠文堂新光社

17 450 世界がわかる地理学入門  (ちくま新書) 水野一晴/著 筑摩書房

18 451.0 世界でいちばん素敵な雲の教室 荒木健太郎/著 三才ブックス

19 454.9 日本列島5億年史 高木秀雄/監修 洋泉社

20 456 地層のきほん 目代邦康/著 笹岡美穂/著 誠文堂新光社

21 457 化石が語る生命の歴史 [1]～[3]巻
ドナルド・R.プロセロ/著 江口あと
か/訳

築地書館

22 457.8 大人の恐竜図鑑  (ちくま新書) 北村雄一/著 筑摩書房

23 460.2 生物学はいかに創られたか 柴井博四郎/著 今井孝夫/画 信濃毎日新聞社(制作)

24 460.4 創発の生命学 佐藤直樹/著 青土社

25 460.7 目からウロコの自然観察  (中公新書) 唐沢孝一/著 中央公論新社

26 464.2 カラー図解分子レベルで見た体のはたらき  (ブルーバックス) 平山令明/著 講談社

27 469.2 絶滅の人類史  (NHK出版新書) 更科功/著 NHK出版

28 469.4 江戸の骨は語る 篠田謙一/著 岩波書店

29 470.3 散歩で見かける草花・雑草図鑑 鈴木庸夫/写真 高橋冬/解説 創英社

30 471.3 植物のたくらみ 香りと色の植物学 有村源一郎/著 西原昌宏/著 ベレ出版

31 474.9 日本の地衣類 山本好和/著 三恵社

32 480.9 動物保護入門 浅川千尋/著 有馬めぐむ/著 世界思想社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 481.3 動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話 ジュールズ・ハワード/著 中山宥/訳 フィルムアート社

34 481.7 動物の心  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

35 486 絶滅危惧の地味な虫たち  (ちくま新書) 小松貴/著 筑摩書房

36 486.0 昆虫学者はやめられない 小松貴/著 新潮社

37 486.1 昆虫の脳をつくる 神崎亮平/編著 朝倉書店

38 486.6 ナミテントウ虫の観察日記 木村滋/著
ミヤオビパブリッシン
グ

39 487.7 タツノオトシゴ図鑑 サラ・ローリー/著 曽我部篤/訳 丸善出版

40 488.4 小笠原が救った鳥 有川美紀子/著 緑風出版

41 488.7 クマタカの四季 坪川正己/著 文芸社

42 488.9 カラスの文化史 カンダス・サビッジ/著 松原始/監修 エクスナレッジ

43 488.9 にっぽんのカラス 松原始/監修・著 宮本桂/写真 カンゼン

44 488.9 雪の妖精シマエナガ 嶋田忠/著 銀河出版

45 489.4 25グラムの幸せ
マッシモ・ヴァケッタ/著 アント
ネッラ・トマゼッリ/著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

46 489.5 人狩り熊 米田一彦/著 つり人社

47 489.9 山極寿一×鎌田浩毅ゴリラと学ぶ 山極寿一/著 鎌田浩毅/著 ミネルヴァ書房

48 490.1 子どもを持つ親が病気になった時に読む本 ポーラ・ラウフ/著 アンナ・ミュリ
エル/著 創元社

49 490.7 医学部  (文春新書) 鳥集徹/著 文藝春秋

50 491.3 「次の一手」はどう決まるか 中谷裕教/著 伊藤毅志/著 勁草書房

51 491.3 シャーデンフロイデ  (幻冬舎新書) 中野信子/著 幻冬舎

52 491.3 もうひとつの脳  (ブルーバックス) R.ダグラス・フィールズ/著 小西史
朗/監訳 講談社

53 491.6 日本のムラージュ 石原あえか/著 大西成明/写真 青弓社

54 491.6 日本人の遺伝子  (角川新書) 一石英一郎/著 KADOKAWA

55 492.5 疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 竹井仁/著 誠文堂新光社

56 492.7 コリと痛みの地図帳 石垣英俊/著 池田書店

57 493.1 差がつく70歳からの病気 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

58 493.1 水俣から 水俣フォーラム/編 石牟礼道子/[ほ
か]述 岩波書店

59 493.1 水俣へ 水俣フォーラム/編 石牟礼道子/[ほ
か]述 岩波書店

60 493.1 内臓脂肪を最速で落とす  (幻冬舎新書) 奥田昌子/著 幻冬舎

61 493.2 脂質異常症がよくわかる本 寺本民生/監修 講談社

62 493.3 誤嚥性肺炎は10秒の「のどトレ」でくいとめる 浦長瀬昌宏/著 PHP研究所

63 493.3 薬に頼らずぜんそく・セキが止まるすごい方法 川井太郎/著 わかさ出版

64 493.4 小腸を強くすれば病気にならない 江田証/著 インプレス

65 493.6 腰痛がきえるWストレッチ 野口早苗/著 飛鳥新社

66 493.7 「毒親」の正体  (新潮新書) 水島広子/著 新潮社

67 493.7 「片頭痛」からの卒業  (講談社現代新書) 坂井文彦/著 講談社

68 493.7 <電気ショック>の時代
エドワード・ショーター/著 デイ
ヴィッド・ヒーリー/著

みすず書房

69 493.7 アルツハイマー病の謎
マーガレット・ロック/著 坂川雅子/
訳 名古屋大学出版会

70 493.7 ユマニチュードを語る イヴ・ジネスト/編著 ロゼット・マ
レスコッティ/編著 日本評論社

71 493.7 窃盗症 竹村道夫/編集 吉岡隆/編集 中央法規出版

72 493.7 多飲症・水中毒 川上 宏人/編 松浦好徳/編 医学書院

73 493.7 認知症の人を理解したいと思ったとき読む本 内門大丈/監修 大和出版

74 493.7 認知症を堂々と生きる 宮本礼子/著 武田純子/著 中央公論新社

75 493.7 発達障害と結婚  (イースト新書) 吉濱ツトム/著 イースト・プレス

76 493.7 発達障害の人のための上手に「人付き合い」ができるようになる本 吉濱ツトム/著 実務教育出版

77 493.7 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班/著 集英社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 498.5 七訂食品成分表 2018本表編 香川明夫/監修 女子栄養大学出版部

79 493.9 すべてわかるこどものてんかん 皆川公夫/監修・執筆 日本てんかん
協会/編 クリエイツかもがわ

80 493.9 虐待が脳を変える 友田明美/著 藤澤玲子/著 新曜社

81 493.9 子どもができて考えた、ワクチンと命のこと。 ユーラ・ビス/著 矢野真千子/訳 柏書房

82 493.9 反ワクチン運動の真実
ポール・オフィット/著 ナカイサヤ
カ/訳

地人書館

83 494.8 皮膚・肌の悩みは「原因療法」で治せます 菊池新/著 さくら舎

84 494.9 おかずレパートリー腎臓病 菅野義彦/病態監修 榎本眞理/栄養指
導 女子栄養大学出版部

85 496.3 「一生よく見える目」を手に入れる白内障手術 市川一夫/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

86 496.3 白内障のひみつ 赤星隆幸/著 朝日出版社

87 498 医療人類学を学ぶための60冊 澤野美智子/編著 明石書店

88 498 在宅医の告白 米田浩基/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

89 498 死を生きた人びと 小堀鷗一郎/著 みすず書房

90 498 身体活動学入門 木村朗/著 三共出版

91 498.0 いま地域医療で何が起きているのか 横山壽一/著 池尾正/著 旬報社

92 498.0 オランダ発ポジティヴヘルス シャボットあかね/著 日本評論社

93 498.1 メディカルサービス法人をめぐる法務と税務 佐々木克典/著 清文社

94 498.1 患者トラブルを解決する「技術」 続 尾内康彦/著 日経BP社

95 498.1 診療放射線技師になるには 笹田久美子/著 ぺりかん社

96 498.3 100歳まで元気に歩く!正しい歩き方  洋泉社

97 498.3 HEAD STRONGシリコンバレー式頭がよくなる全技術 デイヴ・アスプリー/著 栗原百代/訳 ダイヤモンド社

98 498.3 ブレインフィットネスバイブル 高山雅行/著 杉浦理砂/著 幻冬舎

99 498.3 ゆるスクワットの教科書 小山勝弘/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

100 498.3 医者が実践した成功する脳のつくりかた 星野泰三/著 青月社

101 498.3 最強の健康法 病気にならない最先端科学編 ムーギー・キム/著 SBクリエイティブ

102 498.3 最強の健康法 ベスト・パフォーマンス編 ムーギー・キム/著 SBクリエイティブ

103 498.3 生涯現役美容ヨガダイエット 吉羽咲貢好/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

104 498.3 超疲労回復 ZERO GYM/著 松尾伊津香/著
クロスメディア・パブ
リッシング

105 498.5 お酢で!スーッと美やせレシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

106 498.5 カロリーダウンのコツ早わかり 女子栄養大学出版部/編 女子栄養大学出版部

107 498.5 キッチンには3本のオイルがあればいい 大塚真里/著 文藝春秋

108 498.5 自律神経を整える「医者の自分ごはん」超実践版 池谷敏郎/著 講談社ビーシー

109 498.5 若杉ばあちゃんのよもぎの力 若杉友子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

110 498.5 東北大学日本食プロジェクト研究室の簡単いきいきレシピ 都築毅/監修 検見崎聡美/料理 世界文化社

111 498.5 日本の食材図鑑 レジア/編 新星出版社

112 498.5 薬に頼らず病気に克つ最強の食事術 高浜はま子/著 酵素医療取材班/編 コスモ21

113 498.8 ストレスチェック時代の職場の「新型うつ」対策 中野美奈/著 下山晴彦/監修 ミネルヴァ書房

114 498.8 究極のモチベーション 見波利幸/著 清流出版

115 498.9 法医学事件簿  (中公新書ラクレ) 上野正彦/著 中央公論新社

116 499.3 創薬科学入門 佐藤健太郎/著 オーム社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 自然エネルギーのソーシャルデザイン 大内秀明/共編著 吉野博/共編著 鹿島出版会

2 501.6 人類が手に入れた地球のエネルギー 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 501.6 福島核電事故を経たエネルギー転換 ペーター・ヘニッケ/著 パウル・
J.J.ヴェルフェンス/著 新評論

4 504 100年後の世界 鈴木貴之/著 化学同人

5 504 教養としてのテクノロジー  (NHK出版新書) 伊藤穣一/著 アンドレー・ウール/著 NHK出版

6 509.6 QCサークル活動運営の基本と工夫 山田佳明/編著 須加尾政一/著 日科技連出版社

7 509.6 経営ツールとしてのISO活用Q&A
大阪府中小企業診断協会ISO研究会/
著

同友館

8 510.9 建設産業の若者を定着させる働き方改革の理論と実践 手島伸夫/著 広津栄三郎/著
建設産業マネジメント
研究会

9 511.7 最新図解基礎からわかるコンクリート 水村俊幸/著 速水洋志/著 ナツメ社

10 515.1 橋梁デザインの実際 鈴木圭/著 コロナ社

11 515.8 これでよいのか!インフラ専門技術者 高木千太郎/著 ぎょうせい

12 517.7 ダムの歩き方 萩原雅紀/監修 『地球の歩き方』編
集室編集室/編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

13 518.8 「空間」を「場所」に変えるまち育て 北原啓司/著 萌文社

14 518.8 アーバンデザイン講座 前田英寿/著 遠藤新/著 彰国社

15 519.0 現場とつながる学者人生 石田紀郎/著 藤原書店

16 519.1 新・よくわかるISO環境法 鈴木敏央/著 ダイヤモンド社

17 520.4 フラジャイル・コンセプト 青木淳/著 NTT出版

18 520.4 伊東豊雄|21世紀の建築をめざして 伊東豊雄/著 エクスナレッジ

19 520.4 名建築は体験が9割 ロバート・マッカーター/著 百合田
香織/訳 エクスナレッジ

20 520.9 建築家のためのウェブ発信講義 後藤連平/著 学芸出版社

21 523.1 プレモダン建築巡礼 磯達雄/文 宮沢洋/イラスト 日経BP社

22 523.3 ヨーロッパの美しい城  
パイインターナショナ
ル

23 523.3 北欧流「ふつう」暮らしからよみとく環境デザイン 北欧環境デザイン研究会/編 彰国社

24 524.9 耐火木造<計画・設計・施工>マニュアル 佐藤考一/著 小見康夫/著 エクスナレッジ

25 524.9 耐震木造技術の近現代史 西澤英和/著 学芸出版社

26 525 曳家が語る家の傾きを直す「沈下修正」ホントの話 岡本直也/著 主婦と生活社

27 525.1 場所原論 2 隈研吾/執筆 市ケ谷出版社

28 527 いい住まいは「間取り」と「素材」で決まる 窪寺伸浩/著 あさ出版

29 527 ともにつくるDIYワークショップ 河野直/編著 河野桃子/編著 ユウブックス

30 527 小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる 野池政宏/著 学芸出版社

31 527 人生を変える住まいと健康のリノベーション 甲斐徹郎/著 星旦二/著 新建新聞社

32 527.1 住宅デザインの実際 黒澤和隆/編著 共立出版

33 527.1 住宅設計のプロが必ず身につける建築のスケール感 中山繁信/共著 傳田剛史/共著 オーム社

34 534.6 バルブの選定とトラブル対策 小岩井隆/著 日刊工業新聞社

35 537.0 ドライバーズシート豊田章男の日々 宮本隆彦/編著 中日新聞社

36 537.5 きちんと知りたい!自動車サスペンションの基礎知識 飯嶋洋治/著 日刊工業新聞社

37 537.9 バイク困ったときのお助けマニュアル  枻出版社

38 538.0 航空機を後世に遺す 横山晋太郎/著 グランプリ出版

39 538.9 「きぼう」のつくりかた 長谷川義幸/著 地人書館

40 538.9 宇宙ビジネスの衝撃 大貫美鈴/著 ダイヤモンド社

41 538.9 宇宙ビジネス第三の波 齊田興哉/著 日刊工業新聞社

42 538.9 火星で生きる
スティーブン・ペトラネック/著 石
塚政行/訳

朝日出版社

43 547.3 iTunesスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

44 547.4 IoTエンジニア養成読本 設計編 片山暁雄/[ほか]著 技術評論社

45 547.4 スラスラわかるネットワーク&TCP/IPのきほん リブロワークス/著 SBクリエイティブ

46 548.2 みんなのIoT 柴田淳/著 SBクリエイティブ

47 548.3 実践ロボットプログラミング 藤吉弘亘/著 藤井隆司/著 近代科学社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 548.3 図解でわかるシーケンス制御の基本 望月傳/著 技術評論社

49 548.3 二足歩行ロボット自作ガイド 二足歩行ロボット協会/編 オーム社

50 564.0 鉄鋼業界大研究 一柳朋紀/著 産学社

51 576.5 石けんだけで肌はきれいになる 井出順子/著 ベストセラーズ

52 576.7 日本のレトロコスメ 日本のレトロコスメ研究会/編 グラフィック社

53 579.9 生物模倣 アミーナ・カーン/著 松浦俊輔/訳 作品社

54 586.1 アパレル素材の基本 鈴木美和子/著 軽部幸恵/著 繊研新聞社

55 588.0 ISO 22000：2018食品安全マネジメントシステム徹底解説 小川洋/著 技報堂出版

56 588.1 日本の砂糖近世史 荒尾美代/著 八坂書房

57 589.2 お金をかけずにシックなおしゃれ 小林直子/著 KADOKAWA

58 589.2 服を捨てたらおしゃれがこんなに「カンタン」に! 山際恵美子/著 大和書房

59 589.7 懐かしの電子ゲーム大博覧会 山崎功/著 主婦の友インフォス

60 589.7 文具と雑貨づくりの教科書 日経デザイン/編 日経BP社

61 590 50点家事 サチ/著 ワニブックス

62 590 手間を省く家事、かける家事  宝島社

63 590 信州四季暮らし 横山タカ子/著 地球丸

64 590 明日の私を助ける家事貯金 河内智美/著 KADOKAWA

65 591 パパ1年目のお金の教科書  (ちくま新書) 岩瀬大輔/著 筑摩書房

66 591 荻原博子のグレート老後 荻原博子/著 毎日新聞出版

67 592.7 はじめてのアイアン家具づくり  
スタジオタッククリエ
イティブ

68 593.3 タオルでつくりたいもの かわいきみ子/著 地球丸

69 593.3 ミセスのスタイルブック 2018初夏号  文化学園文化出版局

70 593.7 藍で染めるカンタン絞り染め 3  
スタジオタッククリエ
イティブ

71 593.8 きものの基本 全日本きもの振興会/編 ハースト婦人画報社

72 594 いちばんわかりやすいハンドメイドアクセサリーの基礎BOOK 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

73 594 犬の手作り服&グッズSIZE16 ミカ/著 ユカ/著 主婦の友社

74 594 手帳をもっと楽しく!DIY BOOK MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

75 594 和布のやさしい小物 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

76 594.2 がなはようこの四季の刺し子花ふきん がなはようこ/著 日本ヴォーグ社

77 594.2 しあわせのリボン刺しゅう 井上ちぐさ/著 日東書院本社

78 594.2 刺しゅうのステッチと基本 アトリエFil/著 ブティック社

79 594.2 刺し子を楽しむこもの  ブティック社

80 594.2 小さな草花でいろどるリボン刺繡&小物たち poritorie/著 日本文芸社

81 594.2 大人の花刺繡 蓬萊和歌子/著 日本ヴォーグ社

82 594.2 樋口愉美子の刺繡時間 樋口愉美子/著 文化学園文化出版局

83 594.3 filigneのタティング 伊禮千晶/著 日本ヴォーグ社

84 594.3 SUMMER knit bag 主婦と生活社/編 主婦と生活社

85 594.3 エコアンダリヤのかごバッグ 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

86 594.3 カンタンかぎ針編み毎日使いのかわいいポーチ30  アップルミンツ

87 594.3 キュートなあみぐるみアニマルズ ほしみつき/著 ブティック社

88 594.3 ニャンドゥティのアクセサリー 岩谷みえエレナ/著 誠文堂新光社

89 594.3 はじめてのニードルタティング 佐東玲/著 日本文芸社

90 594.3 洗えるマニラヘンプヤーンで編むバッグ&ポーチ 越膳夕香/著 アップルミンツ

91 594.3 野の花コサージュ Chi・Chi/著 河出書房新社

92 594.6 かぎ針ひとつでやさしく編めるビーズで楽しむオヤのアクセサリー C・R・K design/著 高橋書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 594.7 すぐれものバッグ  日本ヴォーグ社

94 594.7 どんでん返しのバッグ roll/著 日本ヴォーグ社

95 594.7 手仕事のあるこだわりのバッグ  ブティック社

96 594.7 帆布のバッグベーシックスタイル20  日本ヴォーグ社

97 594.7 便利で素敵なポシェット&ななめがけbag  ブティック社

98 594.7 麻ひもと天然素材で編むかごバッグと帽子  日本ヴォーグ社

99 594.8 ハーバリウムづくりの教科書 平山りえ/著 世界文化社

100 594.8 ハーバリウムでつくるおしゃれな雑貨とインテリア errer/著
パイインターナショナ
ル

101 594.8 華と刻ハーバリウム設計図アレンジメントテクニックブック KIYOU KAWASHIMA/著
エムディエヌコーポ
レーション

102 594.8 煌めくハーバリウム ハーバリウム普及推進委員会/著 日本文芸社

103 594.9 やさしいキルトのある暮らし 南久美子/著 グラフィック社

104 595 どんな敏感肌でも美肌になれる!オフスキンケア かずのすけ/著 KADOKAWA

105 595.4 Brilliantジェルネイルbrand master  日本文芸社

106 596 Kotoさんのかしこい作りおき Koto/著 学研プラス

107 596 SPOON 坂田阿希子/著 グラフィック社

108 596 うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず おいしい家庭おかずの会/編 家の光協会

109 596 ここまでできる!まな板いらずの絶品レシピ 金丸絵里加/著 家の光協会

110 596 一生使える。包丁の基本 主婦の友社/編 主婦の友社

111 596 香ばしくて、しましまのグリルパン料理! 山田英季/著 エイアンドエフ

112 596 今ある食材で作る毎日おかず  女子栄養大学出版部

113 596 作りおきのやせるレシピかんたん!201 新星出版社編集部/編 新星出版社

114 596 料理研究家がうちでやっているラクして楽しむ台所術 林幸子/著 サンマーク出版

115 596.2 焼物・あしらい便利帳 森本泰宏/著 柴田書店

116 596.2 斉藤辰夫のいちばんかんたんな和食 斉藤辰夫/著 NHK出版

117 596.2 発酵で料理する オフィスSNOW/編著 旭屋出版

118 596.3 かんたん!ヘルシー!魚の缶詰レシピ キッチンさかな/著 河出書房新社

119 596.3 グルテンフリーなベジつまみ 上原まり子/著 グラフィック社

120 596.3 シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ 飛田和緒/著 NHK出版

121 596.3 香り野菜が好き! 堤人美/著 家の光協会

122 596.3 農家が教える梅づくし 農文協/編 農山漁村文化協会

123 596.3 野菜と栄養たっぷりな具だくさんの主役サラダ200 エダジュン/著 誠文堂新光社

124 596.4 お昼が一番楽しみになるお弁当 つむぎや/著 すばる舎

125 596.4 スープジャーでお弁当 星野奈々子/著 枻出版社

126 596.6 おうちでつくるイギリス菓子 安田真理子/著 ソーテック社

127 596.6 カオリーヌ菓子店のチーズケーキ かのうかおり/著 主婦と生活社

128 596.6 グラス・スイーツ・バリエーション 山内敦生/著 誠文堂新光社

129 596.6 ジェラート教本 根岸清/著 旭屋出版

130 596.6 やせるおやつ 木下あおい/著 日本インナービュー
ティーダイエット協会/監修 ワニブックス

131 596.6 わたしのフランス菓子A to Z 若山曜子/レシピ・文 産業編集センター

132 596.6 菓子工房ルスルスが教えるくわしくてていねいなお菓子の本 新田あゆ子/著 柴田書店

133 596.6 誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書 発酵編 堀田誠/著 河出書房新社

134 596.6 日本の有平糖 石川久行/著 グラフィック社

135 596.7 日本茶の事典  
スタジオタッククリエ
イティブ

136 597 部屋を飾ろう。  主婦の友社

137 597.5 本日晴天お片づけ 伊藤まさこ/著 筑摩書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

138 599 0歳児とのあそびかた大全 汐見稔幸/監修 栗生ゑゐこ/絵 大泉書店

139 599 赤ちゃんの未来をよりよくする育て方 菅原道仁/著 すばる舎リンケージ

140 599.0 こどもスケッチ おーなり由子/文と絵 白泉社

141 599.0 にじいろ子育て 本田秀夫/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 ビッグデータで選ぶ地域を支える企業 帝国データバンク/編著 日経BP社

2 601.1 プレイス・ブランディング 電通abic project/編 若林宏保/著 有斐閣

3 606.9 「太陽の塔」岡本太郎と7人の男(サムライ)たち 平野暁臣/著 青春出版社

4 606.9 「太陽の塔」新発見!  (青春新書INTELLIGENCE) 平野暁臣/著 青春出版社

5 606.9 初めての出展から受注まで中小企業の展示会マニュアル 照井清一/著 鎌倉庄司/著 同友館

6 609 新しい1キログラムの測り方  (ブルーバックス) 臼田孝/著 講談社

7 611.7 自然を楽しんで稼ぐ小さな農業
マルクス・ボクナー/著 シドラ房子/
訳

築地書館

8 615 最新農業技術作物 vol.10 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

9 615.2 新・種苗読本 日本種苗協会/編 日本種苗協会

10 616.2 全国お米のこだわり銘柄事典 日本食糧新聞社/編 日本食糧新聞社

11 625.8 育てて楽しむキウイフルーツ 栽培・利用加工 村上覚/著 末澤克彦/著 創森社

12 626 身近な野菜の奇妙な話  (サイエンス・アイ新書) 森昭彦/著 SBクリエイティブ

13 626.9 コンパニオンプランツの野菜づくり 木嶋利男/著 家の光協会

14 626.9 はじめてのボックス水耕栽培 岡部勝美/著 講談社

15 626.9 プランターで寄せ植え野菜 竹内孝功/監修 学研プラス

16 626.9 まんがでまるわかり野菜とハーブのコンテナ菜園 英賀千尋/著 ブティック社

17 627 上手に育てるきれいに咲かせる草花と花木  ブティック社

18 627.5 雪割草を楽しむ 日本雪割草協会/監修 栃の葉書房

19 627.7 アジサイ 川原田邦彦/著 NHK出版

20 627.7 サボテン全書 パワポン・スパナンタナーノン/著
飯島健太郎/監修 グラフィック社

21 627.7 シニアのためのバラ栽培 高木絢子/著 NHK出版

22 627.7 つるバラ 後藤みどり/著 NHK出版

23 627.7 実用庭木図鑑  ブティック社

24 627.8 サツキの手入れ&育て方  栃の葉書房

25 627.8 育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木浩之/写真 戸津健治/文 コスミック出版

26 627.8 群境介のミニ盆栽サツキ 群境介/著 農山漁村文化協会

27 629 庭 231  建築資料研究社

28 629.7 一年中センスよく美しい小さな庭づくり 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

29 645.6 イヌの老いじたく  (サイエンス・アイ新書) 臼杵新/著 SBクリエイティブ

30 645.7 猫にGPSをつけてみた 高橋のら/著 雷鳥社

31 645.7 猫のための家庭の医学 野澤延行/著 山と溪谷社

32 645.7 野良猫の拾い方 東京キャットガーディアン/監修 大泉書店

33 645.9 ハムスターがおしえるハムの本音 今泉忠明/監修 栞子/イラスト 朝日新聞出版

34 648.2 食肉製品の知識 鈴木普/原著 幸書房

35 661.1 漁業権とはなにか 熊本一規/著 日本評論社

36 664.6 ニシンの歴史 キャシー・ハント/著 龍和子/訳 原書房

37 666.7 ウーパールーパー・イモリ・サンショウウオの仲間 佐々木浩之/著 誠文堂新光社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 666.9 メダカ品種図鑑  ピーシーズ

39 670.9 1冊でおさえる英文・和文契約実務の基本 寺村淳/著 中央経済社

40 673 8割のお客様をリピーターに変える「すごいお店」の秘密 高井洋子/著 KADOKAWA

41 673 サービスデータ解析入門 椿美智子/著 オーム社

42 673.3 SFA・CRM 早川圭一/著
クロスメディア・パブ
リッシング

43 673.3 アマゾンのすごいルール 佐藤将之/著 宝島社

44 673.9 キャバレー、ダンスホール20世紀の夜 今井晶子/著 奥川純一/著 グラフィック社

45 673.9 不動産鑑定士の仕事図鑑 日本不動産鑑定士協会連合会広報委
員会/編 中央経済社

46 673.9 民泊のすべて 石井くるみ/編著 大成出版社

47 673.9 民泊の手続き・届出がわかる本 串田誠一/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

48 674.3 ロゴでブランディング
センドポインツ・パブリッシング/編
[尾原美保/訳]

グラフィック社

49 674.3 名刺&小型カードのデザイン センドポインツ・パブリッシング/編
[石田亜矢子/訳] グラフィック社

50 674.5 あたらしい「路上」のつくり方 影山裕樹/編著 武川寛幸/[ほか]著 DU BOOKS

51 674.7 1枚で情報を伝えるデザイン パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

52 674.7 セットで展開するポスターとチラシのデザイン  ビー・エヌ・エヌ新社

53 675 伝統の技を世界で売る方法 西堀耕太郎/著 学芸出版社

54 675.4 物流が一番わかる 齋藤正宏/著 技術評論社

55 681.3 高齢ドライバー  (文春新書) 所正文/著 小長谷陽子/著 文藝春秋

56 683.5 基礎から学ぶクルーズビジネス 池田良穂/著 海文堂出版

57 683.9 港の日本史  (祥伝社新書) 吉田秀樹/著 歴史とみなと研究会/著 祥伝社

58 686.2 JRは生き残れるのか 梅原淳/著 洋泉社

59 686.2 ウェルシュ・ハイランド鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

60 686.2 ダージリン・ヒマラヤン鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

61 689.2 シルクロードの農村観光
リシャラテ・アビリム/著 加藤公夫/
著 連合出版

62 689.2 日本人は知らない中国セレブ消費 袁静/著 日本経済新聞出版社

63 689.5 ディズニーの待ち時間を劇的に減らす方法 みっこ/著 ベストセラーズ

64 689.5 ニッポンおみやげ139景 豊嶋操/著 KTC中央出版

65 689.5 東京ディズニーリゾート完全ガイド 2018-2019  講談社

66 699.6 2時間ドラマ40年の軌跡 大野茂/著 東京ニュース通信社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.2 韓国の民衆美術(ミンジュン・アート) 古川美佳/著 岩波書店

2 702.3 レオナルド・ダ・ヴィンチの「解剖手稿A」 マーティン・クレイトン/著 ロン・
フィロ/著 グラフィック社

3 708.7 華ひらく皇室文化 小松大秀/監修 青幻舎

4 709.1 国宝の解剖図鑑 佐藤晃子/著 エクスナレッジ

5 709.1 文化芸術基本法の成立と文化政策 河村建夫/編著 伊藤信太郎/編著 水曜社

6 712.1 近代日本彫刻史 田中修二/著 国書刊行会

7 718 仏像 望月信成/著 佐和隆研/著 NHK出版

8 719.0 百年の《泉》 平芳幸浩/編 京都国立近代美術館/編 LIXIL出版

9 721.3 日本の水墨画 3  河出書房新社

10 721.9 もっと知りたい横山大観 古田亮/監修・著 鶴見香織/著 東京美術

11 723.1 Delight of the Earth 陣内一土/著 芸術新聞社

12 723.1 藤田嗣治手紙の森へ  (集英社新書) 林洋子/著 集英社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 724.4 いつもの暮らしにペイントをプラス  シロクマ社

14 724.4 古屋加江子のトールペイント 古屋加江子/著 日本ヴォーグ社

15 724.4 身近なモチーフで始める水彩画 堀川理万子/著 誠文堂新光社

16 724.4 水彩画混色ハンドブック 若松倫夫/著 日貿出版社

17 724.4 淡彩で描く街角スケッチ 服部久美子/著 日貿出版社

18 724.4 透明水彩レシピ 3 日本透明水彩会/編 日貿出版社

19 725.5 自分の色鉛筆画を描こう! オガワヒロシ/著 玄光社

20 726.1 マンガの「超」リアリズム 紙屋高雪/著 花伝社

21 726.1 解体・破砕・破壊
ジェイズパブリッシング/著 グラ
フィック社編集部/編

グラフィック社

22 726.1 少女マンガジェンダー表象論 押山美知子/著
アルファベータブック
ス

23 726.1 本格ミステリ漫画ゼミ 福井健太/著 東京創元社

24 726.5 STYLE 綿谷寛/著 小学館

25 726.5 いきものとイラスト 坂崎千春/著 ビー・エヌ・エヌ新社

26 726.5 デジタルイラストの「エフェクト」描き方事典 スタジオ・ハードデラックス/著 SBクリエイティブ

27 726.5 孤独をたのしむ本 田村セツコ/著 興陽館

28 726.5 水彩色鉛筆とペンで描く大人のお絵描き上達レッスン かわいみな/著 ソシム

29 726.5 成田亨画集 [1] 成田亨/著 復刊ドットコム

30 726.5 東京店構え マテウシュ・ウルバノヴィチ/著 サ
イドランチ/編

エムディエヌコーポ
レーション

31 726.6 ムナーリの機械 ブルーノ・ムナーリ/著 中山エツコ/
訳 河出書房新社

32 726.6 絵を読み解く絵本入門 藤本朝巳/編著 生田美秋/編著 ミネルヴァ書房

33 726.9 12か月のねこ切り絵 高木亮/著 誠文堂新光社

34 727.0 デザイナーが未来に残したい私の3カ条 水野学/[ほか]述 玄光社

35 727.6 レイモン・サヴィニャック自伝 レイモン・サヴィニャック/著 谷川
かおる/訳 小学館

36 727.8 タイポグラフィ・ベイシック 高田雄吉/著
パイインターナショナ
ル

37 727.8 実例付きフォント字典 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

38 728 枕草子を書く 岡田崇花/著 日本習字普及協会

39 728.4 新・字形と筆順 宮澤正明/編 光村図書出版

40 740.2 フォトジャーナリストの視点 林典子/著 雷鳥社

41 748 美しい世界の廃墟 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

42 750.2 手仕事のはなし 阿部了/写真 阿部直美/文 河出書房新社

43 751.3 フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア  国書刊行会

44 751.4 はじめての粘土アート 2 牛嶋君子/著 芸術新聞社

45 751.4 樹脂粘土で作るミニチュアフードのアクセサリー すまいる*工房 ぴん/著 河出書房新社

46 753.8 リバティプリントデザイン図鑑 酒井惠美/著 グラフィック社

47 754.6 はじめての籐編み 齊藤美子/著 日本ヴォーグ社

48 754.6 白樺みたいなTimb.テープで作る洗えるバスケットとこもの 古木明美/著 河出書房新社

49 754.6 野山の素材でかごを編む 谷川栄子/著 講談社

50 754.9 1年中楽しめる花の折り紙 山口真/著 日本ヴォーグ社

51 754.9 エコクラフトで編む暮らしのかごとバッグ 荒関まゆみ/著 朝日新聞出版

52 754.9 今森光彦の里山の切り絵 今森光彦/切り絵・文 世界文化社

53 755.3 ブランド・ジュエリー30の物語 山口遼/著 東京美術

54 756.6 日本刀が語る歴史と文化 宮崎政久/著 雄山閣

55 756.8 西洋骨董鑑定の教科書 ジュディス・ミラー/著 岡部昌幸/日
本語版監修

パイインターナショナ
ル

56 757 デザインとヴィジュアル・コミュニケーション ブルーノ・ムナーリ/著 萱野有美/訳 みすず書房

57 757 もうひとつのデザイン ナガオカケンメイ/著 D&DEPARTMENT PROJECT
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 757.0 オリンピックと万博  (ちくま新書) 暮沢剛巳/著 筑摩書房

59 759 とっておきの知育おもちゃ 寺西恵里子/著 ブティック社

60 760.4 エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン 田中雄二/著 DU BOOKS

61 761.5 コード理論大全 清水響/著 リットーミュージック

62 762.1 團伊玖磨 團紀彦/監修 原伸夫/著 ヤマハミュージックEH

63 762.3 ベートーヴェンの生涯 青木やよひ/著 平凡社

64 762.5 バーンスタインの生涯 上 ハンフリー・バートン/著 棚橋志行/
訳 青土社

65 762.5 バーンスタインの生涯 下 ハンフリー・バートン/著 棚橋志行/
訳 青土社

66 763.2 気になる子へのピアノレッスン 福田りえ/著 音楽之友社

67 763.5 プロの現場の機材メインテナンス 石原行雄/著 小倉よしお/監修 リットーミュージック

68 763.5 やさしいウクレレソロ入門  ヤマハミュージックEH

69 763.6 部活で吹奏楽ホルン上達BOOK 須山芳博/監修 佐藤博/監修協力 メイツ出版

70 764.7 君のいない世界 I.N.A./著 ヤマハミュージックEH

71 767.4 合唱のための実践練習書 混声合唱編 古橋富士雄/著 武田雅博/著 ヤマハミュージックEH

72 767.4 合唱のための実践練習書 女声・男声合唱編 古橋富士雄/著 武田雅博/著 ヤマハミュージックEH

73 767.8 アニソン・ゲーム音楽作り20年の軌跡 上松範康/著 主婦の友インフォス

74 767.8 オッペケペー節と明治  (文春新書) 永嶺重敏/著 文藝春秋

75 767.8 ジブラの日本語ラップメソッド Zeebra/著 大野俊也/編 文響社

76 767.8 ジャズを詠む akiko/著 DU BOOKS

77 767.8 フォークソングの東京・聖地巡礼1968-1985 金澤信幸/著 講談社

78 767.8 運命の歌のジグソーパズル 加藤登紀子/著 朝日新聞出版

79 767.8 時は待ってくれない 小田和正/著 PHP研究所

80 768.1 阿弗利加から旅して来た日本の楽器たち 及川尊雄/著 及川鳴り物博物館

81 768.6 やさしい箏入門 野澤佐保子/編著 ドレミ楽譜出版社

82 769.9 バレエ語辞典 富永明子/著 森菜穂美/監修 誠文堂新光社

83 771 部活でスキルアップ!演劇上達バイブル 杉山純じ/監修 メイツ出版

84 771.7 声優  (岩波新書 新赤版) 森川智之/著 岩波書店

85 772.1 「かたり」の日本思想 出岡宏/著 KADOKAWA

86 773 能鑑賞二百六十一番  (淡交新書) 金子直樹/著 淡交社

87 774.2 歌舞伎座の快人 松島奈巳/著 淡交社

88 774.2 十代目松本幸四郎への軌跡 鈴木英一/著 演劇出版社

89 778.2 私が愛した映画たち  (集英社新書) 吉永小百合/著 立花珠樹/取材・構成 集英社

90 779.1 本日の高座 橘蓮二/著 講談社

91 779.1 落語家魂! 柳家権太楼/著 長井好弘/編 中央公論新社

92 779.9 トレバー・ノア 生まれたことが犯罪!? トレバー・ノア/著 齋藤慎子/訳 英治出版

93 780 超一流論 平田竹男/著 桑田真澄/[ほか]述 双葉社

94 780.1 フィギュアスケートとジェンダー 後藤太輔/著 現代書館

95 780.2 不合理だらけの日本スポーツ界 河田剛/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

96 782 ランニングの成功法則 木村誠/著 主婦の友社

97 783.4 東欧サッカークロニクル 長束恭行/著 カンゼン

98 783.5 テニス教本 日本プロテニス協会/監修 スマッ
シュ/責任編集

日本スポーツ企画出版
社

99 783.5 極みのソフトテニス繁魂・基礎アカデミー 時安繁/著
ベースボール・マガジ
ン社

100 783.6 DVDでわかる!部活で大活躍!卓球最強のコツ50 平亮太/監修 メイツ出版

101 783.7 野球における体力トレーニングの基礎理論 中垣征一郎/著
ベースボール・マガジ
ン社

102 783.8 ゴルフのやってはいけない! 安藤秀/著 ベストセラーズ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

103 783.8 脳をだまして今より120%飛ばすゴルフ新理論 高橋夏樹/著 松本裕之/著 東邦出版

104 784.6 夢を生きる 羽生結弦/著 中央公論新社

105 785.2 水泳 日大豊山式4泳法強化法 竹村知洋/著
ベースボール・マガジ
ン社

106 786.1 山でお泊まり手帳 仲川希良/著 枻出版社

107 786.1 日本の岩場 上巻 菊地敏之/編著 白山書房

108 787.1 水ぎわの珍プレー 村上康成/作 講談社

109 787.1 日本のフライフィッシング史 若杉隆/編 つり人社

110 788.3 ボクシング日和 角田光代/著 角川春樹事務所

111 788.5 血統と系統と伝統。 増田知之/著 東邦出版

112 791.5 茶と漆のかたち 福島修/著 淡交社

113 793 くらしが華やぐ花コーディネート 向坂留美子/著 六耀社

114 795 囲碁AI「Zen」の布石構想 竹清勇/著 マイナビ出版

115 795 一局の基本 歴代名人編 高尾紳路/監修 池田書店

116 795 石には方向がある 韓鐵均/著 洪敏和/訳 東京創元社

117 796 対中飛車 角道不突き左美濃 都成竜馬/著 マイナビ出版

118 796 大山VS中原全局集 大山康晴/著 中原誠/著 日本将棋連盟

119 796 徹底解明!横歩取りの最重要テーマ 八代弥/著 マイナビ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 ねみみにみみず 東江一紀/著 越前敏弥/編 作品社

2 804 物語を忘れた外国語 黒田龍之助/著 新潮社

3 809.2 はじめの1分で信頼を勝ち取る声と話し方 テレビ朝日アスク/著 学研プラス

4 809.2 人前で輝く!話し方 五戸美樹/著 自由国民社

5 809.2 相手にきちんと伝えて成功する声の出し方 楠瀬誠志郎/著 主婦の友社

6 809.6 日本人の知らない会議の鉄則 ピョートル・フェリクス・グジバチ/
著 ダイヤモンド社

7 810.4 ことばと遊び、言葉を学ぶ 柳瀬尚紀/著 河出書房新社

8 816.5 採用される作文・レポート・論文の書き方 井出一雄/編著 東洋館出版社

9 830.7 どうすれば日本人は英語を話せるようになるのか!? アンドリュー・ロビンス/著 IBCパブリッシング

10 830.7 ビリからはじめる英語術 行正り香/著 新泉社

11 830.7 同時通訳者のカバンの中 関谷英里子/著 祥伝社

12 835.6 イメージで比べてわかる前置詞使い分けBOOK すずきひろし/著 ミツイ直子/著 ベレ出版

13 837.8 ニュースで英語雑談!
藤井正嗣/監修 ナサニエル・ター
ナー/著

秀和システム

14 837.8 日本人の9割が知らない英語の常識181  (ちくま新書)
キャサリン・A.クラフト/著 里中哲
彦/編訳 筑摩書房

15 840 スタート!ドイツ語A1 岡村りら/著 矢羽々崇/著 白水社

16 857.8 ひとりで学べるフランス語会話 西村亜子/著 高橋書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.0 文学という出来事
テリー・イーグルトン/著 大橋洋一/
訳

平凡社

2 901.3 工学的ストーリー創作入門 ラリー・ブルックス/著 シカ・マッ
ケンジー/訳 フィルムアート社

3 901.3 創作者のためのファンタジー世界事典 幻想世界探究倶楽部/編 学研プラス

800 語学 

900 文学 

- 19 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

4 901.3 文芸翻訳教室 越前敏弥/著 研究社

5 910.2 あの人とあの本の話 瀧井朝世/著 小学館

6 910.2 間違う力  (角川新書) 高野秀行/著 KADOKAWA

7 910.2 吉田満 戦艦大和学徒兵の五十六年 渡辺浩平/著 白水社

8 910.2 山本周五郎  河出書房新社

9 910.2 司馬さん、みつけました。 山野博史/著 和泉書院

10 910.2 常世の花 石牟礼道子 若松英輔/著 亜紀書房

11 910.2 新美南吉と花木たち 安城南吉倶楽部/編著 風媒社

12 910.2 文壇出世物語 新秋出版社文芸部/編 幻戯書房

13 910.2 忘れられたベストセラー作家 小谷野敦/著 イースト・プレス

14 910.2 漱石の家計簿 山本芳明/著 教育評論社

15 910.2 漱石文学全注釈 7  若草書房

16 911.1 『赤光』入門 斎藤茂吉/著 秋葉四郎/編・註 飯塚書店

17 911.1 やさしい小倉百人一首の鑑賞 伊藤晃/著 文芸社

18 911.1 建礼門院右京大夫集
建礼門院右京大夫/著 糸賀きみ江/校
注 新潮社

19 911.1 短歌と俳句の五十番勝負 穂村弘/著 堀本裕樹/著 新潮社

20 911.1 中澤系歌集 中澤系/著 皓星社

21 911.1 鉄の蜜蜂 岡井隆/著 角川文化振興財団

22 911.1 和歌文学大系 62 久保田淳/監修 明治書院

23 911.3 どれがほんと? 高柳克弘/著 慶應義塾大学出版会

24 911.3 ランドセル俳人からの「卒業」 小林凛/著 ブックマン社

25 911.3 水丸さんのゴーシチゴ 安西水丸/著 ぴあ

26 911.4 楽しく上達できる川柳入門表現のコツ50 杉山昌善/監修 メイツ出版

27 911.5 こんにちは 谷川俊太郎/著 ナナロク社

28 911.5 銀河の子どもたち 堀切利高/編著 堀切リエ/編著 子どもの未来社

29 912.6 バルパライソの長い坂をくだる話 神里雄大/著 白水社

30 913.2 神話のなかのヒメたち 産経新聞取材班/著 産経新聞出版

31 913.3
図説あらすじと地図で面白いほどわかる!源氏物語  (青春新書
INTELLIGENCE) 竹内正彦/監修 青春出版社

32 914.6 100歳の100の知恵 吉沢久子/著 中央公論新社

33 914.6 いずれの日にか国に帰らん 安野光雅/著 山川出版社

34 914.6 いろいろあった人へ 伊集院静/著 講談社

35 914.6 違和感 太田光/著 扶桑社

36 914.6 一日の苦労は、その日だけで十分です
三浦綾子/著 三浦綾子記念文学館/監
修

小学館

37 914.6 帰る家もなく 与那原恵/著 ボーダーインク

38 914.6 魂の秘境から 石牟礼道子/著 朝日新聞出版

39 914.6 信じ合う支え合う 三浦綾子/著 三浦光世/著 北海道新聞社

40 914.6 神様のいる街 吉田篤弘/著 夏葉社

41 914.6 人と会う力 岡崎武志/著 新講社

42 914.6 逃げる力  (PHP新書) 百田尚樹/著 PHP研究所

43 914.6 曇天記 堀江敏幸/著 都市出版

44 914.6 明日への一歩 津村節子/著 河出書房新社

45 915.6 日本名城紀行 2 更科源蔵/著 三浦朱門/著 小学館

46 915.6 耶馬溪紀行 田山花袋/著 小杉未醒/画 図書出版のぶ工房

47 916 出世ができずに「うつ」になった中年ビジネスマンへ 寺島はじめ/著 ラグーナ出版

48 916 脳は回復する  (新潮新書) 鈴木大介/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 918.6 ロミイの代辯 寺山修司/著 堀江秀史/編 幻戯書房

50 918.6 宮沢賢治コレクション 10 宮沢賢治/著 筑摩書房

51 918.6 小松左京全集完全版 49 小松左京/著 城西国際大学出版会

52 924.7 人生の味わい方、打ち明けよう 蔡瀾/著 新井一二三/訳 KADOKAWA

53 929.1 跳べない蛙 金柱聖/著 双葉社

54 930.2 現代イギリス小説の「今」 河内恵子/編著 彩流社

55 933.6 シャーロック・ホームズの古典事件帖 アーサー・コナン・ドイル/著 北原
尚彦/編 論創社

56 933.6 夢のウラド フィオナ・マクラウド/著 ウィリア
ム・シャープ/著 国書刊行会

57 933.7 トウモロコシの種蒔き S.アンダーソン/著 後藤健治/訳 柏艪舎

58 933.7 パディントンベアの世界 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

59 933.7 ハリー・ポッターと魔法の歴史
ブルームズベリー社/編 松岡佑子/日
本語版監修

静山社

60 933.7 パレーズ・エンド 第2巻 フォード・マドックス・フォード/著
高津昌宏/訳 論創社

61 933.7 ムッシュウ・ジョンケルの事件簿
メルヴィル・デイヴィスン・ポース
ト/著 熊木信太郎/訳

論創社

62 933.7 影の子 デイヴィッド・ヤング/著 北野寿美
枝/訳 早川書房

63 933.7 幸運なんてわたしはいらない ジェシカ・ノール/著 箸本すみれ/訳 TAC株式会社出版事業部

64 933.7 殺意 ジム・トンプスン/著 田村義進/訳 文遊社

65 933.7 日の名残り カズオ・イシグロ/著 土屋政雄/訳 早川書房

66 934.7 トレイルズ「道」と歩くことの哲学 ロバート・ムーア/著 岩崎晋也/訳 エイアンドエフ

67 936 #生きていく理由 マット・ヘイグ/著 那波かおり/訳 早川書房

68 936 4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン/著 デビー・
ボーンスタイン・ホリンスタート/著 NHK出版

69 936 オレンジ・イズ・ニュー・ブラック パイパー・カーマン/著 村井理子/訳 駒草出版

70 936 ホロコーストを生き抜く イレーナ・パウエル/著 河合秀和/訳 彩流社

71 949.3 きげんのいいリス トーン・テレヘン/著 長山さき/訳 新潮社

72 950.2 アルペイオスの流れ ロジェ・カイヨワ/著 金井裕/訳 法政大学出版局

73 950.2 ルパンの世界 ジャック・ドゥルワール/著 大友徳
明/訳 水声社

74 951.6 『悪の華』を読む 安藤元雄/著 水声社

75 953.7 孤独のワイン イレーヌ・ネミロフスキー/著 芝盛
行/訳 未知谷

76 963 ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア/著 八重
樫克彦/訳 作品社

77 963 ラテンアメリカ傑作短編集 続 野々山真輝帆/編 彩流社

78 983 処刑への誘い ウラジーミル・ナボコフ/著 小西昌
隆/訳 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 水上博物館アケローンの夜 蒼月海里/著 幻冬舎

2 F 駒子さんは出世なんてしたくなかった 碧野圭/著 キノブックス

3 F 二人の推理は夢見がち 青柳碧人/著 光文社

4 F 天城越え殺人事件 梓林太郎/著 実業之日本社

5 F 雲の果 あさのあつこ/著 光文社

6 F にゃん! あさのあつこ/著 白泉社

7 F みなさんの爆弾 朝比奈あすか/著 中央公論新社

8 F 烏百花 蛍の章 阿部智里/著 文藝春秋

9 F 「伊豆文学賞」優秀作品集 第21回 伊豆文学フェスティバル実行委員会/
編 羽衣出版

10 F 赤銅(あかがね)の魔女 乾石智子/著 東京創元社

11 F その話は今日はやめておきましょう 井上荒野/著 毎日新聞出版

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 F 本懐 上田秀人/著 光文社

13 F 隠蔽人類 鳥飼否宇/著 光文社

14 F テュポーンの楽園 梅原克文/著 KADOKAWA

15 F 蕎麦、食べていけ! 江上剛/著 光文社

16 F 真夜中乙女戦争 F/著 KADOKAWA

17 F 消滅世界 上 大石英司/著 中央公論新社

18 F ギロチンハウス 大石直紀/著 小学館

19 F 爆身 大沢在昌/著 徳間書店

20 F カミちゃん、起きなさい!生きるんだよ。 大城貞俊/著 インパクト出版会

21 F 青春のジョーカー 奥田亜希子/著 集英社

22 F 新選組の料理人 門井慶喜/著 光文社

23 F 法廷弁論 加茂隆康/著 講談社

24 F 山猫クー 川口晴/著 河出書房新社

25 F 紅のアンデッド 川瀬七緒/著 講談社

26 F さざなみのよる 木皿泉/著 河出書房新社

27 F 宇喜多の楽土 木下昌輝/著 文藝春秋

28 F AIのある家族計画 黒野伸一/著 早川書房

29 F 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎/著 集英社

30 F くたばれ地下アイドル 小林早代子/著 新潮社

31 F ドロシイ殺し 小林泰三/著 東京創元社

32 F 梟の月 小松エメル/著 KADOKAWA

33 F わたしの本の空白は 近藤史恵/著 角川春樹事務所

34 F カットバック 今野敏/著 毎日新聞出版

35 F 無暁の鈴 西條奈加/著 光文社

36 F 若旦那のひざまくら 坂井希久子/著 双葉社

37 F 日の出 佐川光晴/著 集英社

38 F できそこないの世界でおれたちは 桜井鈴茂/著 双葉社

39 F 黙過 下村敦史/著 徳間書店

40 F ヘイ・ジュード 小路幸也/著 集英社

41 F ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽麻子/著 幻冬舎

42 F 工作艦間宮の戦争 谷甲州/著 早川書房

43 F 地球にちりばめられて 多和田葉子/著 講談社

44 F ペインレス 上 天童荒太/著 新潮社

45 F ペインレス 下 天童荒太/著 新潮社

46 F 砂の家 堂場瞬一/著 KADOKAWA

47 F ドラゴンスリーパー 長崎尚志/著 KADOKAWA

48 F Team383 中澤日菜子/著 新潮社

49 F 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山七里/著 宝島社

50 F 文学 2018 日本文藝家協会/編 講談社

51 F ストーブ列車殺人事件 西村京太郎/著 双葉社

52 F バルス 楡周平/著 講談社

53 F 5時過ぎランチ 羽田圭介/著 実業之日本社

54 F バビロンの階段 蜂須賀敬明/著 文藝春秋

55 F 夢の器 原民喜/著 天瀬裕康/編 彩流社

56 F 三千円の使いかた 原田ひ香/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 F 亀と蛇と虹の寓話 東賢次郎/著 柏艪舎

58 F 海を駆ける 深田晃司/著 文藝春秋

59 F 手を伸ばせ、そしてコマンドを入力しろ 藤田祥平/著 早川書房

60 F 男ふたりで12ケ月ごはん 椹野道流/著 ひたき/挿絵 プランタン出版

61 F キネマトグラフィカ 古内一絵/著 東京創元社

62 F 傍流の記者 本城雅人/著 新潮社

63 F あの夏、二人のルカ 誉田哲也/著 KADOKAWA

64 F オフィスハック 本兌有/著 杉ライカ/著 幻冬舎

65 F 瑕疵借り 松岡圭祐/著 講談社

66 F 向こう側の、ヨーコ 真梨幸子/著 光文社

67 F 碧と花電車の街 麻宮ゆり子/著 双葉社

68 F 酪農家静子 間山三郎/著 筑波書房

69 F 歪んだレンズ 宮城啓/著 KADOKAWA

70 F 首の鎖 宮西真冬/著 講談社

71 F ウェンディのあやまち 美輪和音/著 光文社

72 F ψの悲劇 森博嗣/著 講談社

73 F 葬偽屋に涙はいらない 森晶麿/著 河出書房新社

74 F つながりの蔵 椰月美智子/著 KADOKAWA

75 F 飛ぶ孔雀 山尾悠子/著 文藝春秋

76 F 廃園日和 行成薫/著 講談社

77 F 横溝正史ミステリ短篇コレクション 5 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

78 F 奪うは我なり 朝倉義景 吉川永青/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B686.0 鉄道エッセイコレクション 芦原伸/編 筑摩書房

2 B913.7 林家木久扇バカの天才まくら集 林家木久扇/著 竹書房

3 B914.6 河のほとりで 葉室麟/著 文藝春秋

4 B914.6 女盛りは心配盛り 内館牧子/著 幻冬舎

5 B914.6 怠惰の美徳 梅崎春生/著 荻原魚雷/編 中央公論新社

6 B914.6 卵を買いに 小川糸/著 幻冬舎

7 B932.7 報いられたもの/働き手 モーム/著 行方昭夫/訳 講談社

8 B933.7 15回目の昨日 クリスティン・テリル/著 田辺千幸/
訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

9 B933.7 アベルVSホイト トマス・ペリー/著 渡辺義久/訳 早川書房

10 B933.7 アンデスの黄金 上 ジェームズ・ロリンズ/著 遠藤宏昭/
訳 扶桑社

11 B933.7 アンデスの黄金 下 ジェームズ・ロリンズ/著 遠藤宏昭/
訳

扶桑社

12 B933.7 オンブレ エルモア・レナード/著 村上春樹/訳 新潮社

13 B933.7 コールド・コールド・グラウンド エイドリアン・マッキンティ/著 武
藤陽生/訳 早川書房

14 B933.7 サイレント・スクリーム
アンジェラ・マーソンズ/著 高山真
由美/訳

早川書房

15 B933.7 シェイプ・オブ・ウォーター ギレルモ・デル・トロ/著 ダニエ
ル・クラウス/著 竹書房

16 B933.7 パーソナル 上 リー・チャイルド/著 小林宏明/訳 講談社

17 B933.7 パーソナル 下 リー・チャイルド/著 小林宏明/訳 講談社

18 B933.7 マイロ・スレイドにうってつけの秘密
マシュー・ディックス/著 高山祥子/
訳

東京創元社

19 B933.7 マリーンワン ジェームス・W.ヒューストン/著 村
田薫/訳 小学館

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 B933.7 われらはレギオン 1 デニス・E.テイラー/著 金子浩/訳 早川書房

21 B933.7 ワン・プラス・ワン ジョジョ・モイーズ/著 最所篤子/訳 小学館

22 B933.7 或る家の秘密
スティーヴ・ロビンソン/著 高里ひ
ろ/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

23 B933.7 警視の哀歌 デボラ・クロンビー/著 西田佳子/
訳

講談社

24 B933.7 真実の魔術師
チャーリー・N.ホームバーグ/著 原
島文世/訳

早川書房

25 B933.7 生贄の木
キャロル・オコンネル/著 務台夏子/
訳

東京創元社

26 B933.7 善いミリー、悪いアニー アリ・ランド/著 国弘喜美代/訳 早川書房

27 B933.7 長く暗い魂のティータイム D.アダムス/著 安原和見/訳 河出書房新社

28 B933.7 無常の月 ラリイ・ニーヴン/著 小隅黎/訳 早川書房

29 B933.7 龍の騎手 エル・キャサリン・ホワイト/著 原
島文世/訳 東京創元社

30 B949.7 北海に消えた少女 ローネ・タイルス/著 一花洋介/訳 早川書房

31 B949.8 サンクトペテルブルクから来た指揮者 カミラ・グレーベ/著 ポール・レア
ンダ・エングストレーム/著 早川書房

32 B949.8 許されざる者
レイフ・GW.ペーション/著 久山葉子
/訳

東京創元社

33 B953.6 椿姫 デュマ・フィス/著 永田千奈/訳 光文社

34 B953.7 戦う操縦士 サン=テグジュペリ/著 鈴木雅生/訳 光文社

35 B959.9 悪女 マルク・パストル/著 白川貴子/訳 東京創元社

36 B962 娘たちの空返事 モラティン/作 佐竹謙一/訳 岩波書店

37 BF 高座のホームズ 愛川晶/著 中央公論新社

38 BF 誘拐犯はカラスが知っている 浅暮三文/著 新潮社

39 BF 緘殺のファイル 姉小路祐/著 講談社

40 BF 君のいない町が白く染まる 安倍雄太郎/著 小学館

41 BF 北の麦酒(ビール)ザムライ 池永陽/著 集英社

42 BF 永代橋の乱 稲葉稔/著 光文社

43 BF 雌雄の決 上田秀人/著 幻冬舎

44 BF 埋伏 上田秀人/著 KADOKAWA

45 BF 妾屋の四季 上田秀人/著 幻冬舎

46 BF ひとり白虎 植松三十里/著 集英社

47 BF マルドゥック・アノニマス 3 冲方丁/著 早川書房

48 BF 化学探偵Mr.キュリー 7 喜多喜久/著 中央公論新社

49 BF ゆら心霊相談所 九条菜月/著 中央公論新社

50 BF ゆら心霊相談所 2 九条菜月/著 中央公論新社

51 BF 決戦、武甲山 倉阪鬼一郎/著 講談社

52 BF 明星に歌え 関口尚/著 集英社

53 BF あきない世傳金と銀 5 高田郁/著 角川春樹事務所

54 BF 鯖猫長屋ふしぎ草紙 4 田牧大和/著 PHP研究所

55 BF 入り婿侍商い帖 3 千野隆司/著 KADOKAWA

56 BF 塩の道 千野隆司/著 双葉社

57 BF 紫の夢 千野隆司/著 双葉社

58 BF 神酒クリニックで乾杯を 知念実希人/著 KADOKAWA

59 BF 曉天の志 辻堂魁/著 祥伝社

60 BF 闇の叫び 堂場瞬一/著 文藝春秋

61 BF 蟷螂の男 鳥羽亮/著 文藝春秋

62 BF 剣客旗本春秋譚 鳥羽亮/著 実業之日本社

63 BF 闇姫変化 鳥羽亮/著 講談社

64 BF 結び布 中島要/著 角川春樹事務所

- 24 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

65 BF 最後の医者は雨上がりの空に君を願う 上 二宮敦人/著 TOブックス

66 BF 最後の医者は雨上がりの空に君を願う 下 二宮敦人/著 TOブックス

67 BF 誘拐症候群 貫井徳郎/著 双葉社

68 BF 本所おけら長屋 10 畠山健二/著 PHP研究所

69 BF プラネタリウムの外側 早瀬耕/著 早川書房

70 BF 僕は友達が少ない 7 平坂読/著 メディアファクトリー

71 BF 道連れ 藤井邦夫/著 双葉社

72 BF ローウェル骨董店の事件簿 [3] 椹野道流/著 KADOKAWA

73 BF R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 ACT2 古野まほろ/著 新潮社

74 BF お天気屋のお鈴さん 堀川アサコ/著 KADOKAWA

75 BF 黄砂の進撃 松岡圭祐/著 講談社

76 BF 女ともだち 村山由佳/著 坂井希久子/著 文藝春秋

77 BF カフェかもめ亭 村山早紀/著 ポプラ社

78 BF カフェかもめ亭 猫たちのいる時間 村山早紀/著 ポプラ社

79 BF 愛は味噌汁 山口恵以子/著 角川春樹事務所

80 BF 家族はつらいよ [1] 山田洋次/原案 平松恵美子/原案 講談社

81 BF 蒼龍 山本一力/著 文芸春秋

82 BF ウチのセンセーは、今日も失踪中 山本幸久/著 幻冬舎

83 BF 京極荘と百匹のうた猫 2 由似文/著 KADOKAWA

84 BF 吉祥寺よろず怪事(あやごと)請負処 [3] 結城光流/著 KADOKAWA

85 BF 髪結の亭主 1 和久田正明/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G419.1 夢中になる!江戸の数学 桜井進/著 エマ・フォード/訳 出版文化産業振興財団

2 G523.1 現代建築家列伝 五十嵐太郎/著 ディビッド・ノーブ
ル/訳

出版文化産業振興財団

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.3 情報メディア白書 2018 電通メディアイノベーションラボ/編 ダイヤモンド社

2 R019.3 読書世論調査 2018年版  毎日新聞東京本社

3 R023.1 出版指標年報 2018年版  
全国出版協会出版科学
研究所

4 R025.1 BOOK PAGE 2018-1 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

5 R025.1 BOOK PAGE 2018-2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

6 R069.0 日本全国歴史博物館事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

7 R191.0 新キリスト教組織神学事典 東京神学大学神学会/編 教文館

8 R281.0 人物レファレンス事典 古代・中世・近世編3<2007-2016>あ〜す 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

9 R281.0 人物レファレンス事典 古代・中世・近世編3<2007-2016>せ〜わ 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

10 R289.1 西郷隆盛事典 志村有弘/編 勉誠出版

11 R290.3 世界歴史地名大事典 第3巻 コートランド・キャンビー/著 デイ
ビッド・S.レンバーグ/著

柊風舎

12 R292.5 インド文化事典 インド文化事典編集委員会/編 丸善出版

13 R295.3 アメリカ文化事典 アメリカ学会/編 丸善出版

14 R329.0 国際条約集 2018年版 岩沢雄司/編集代表 有斐閣

G 外国語資料 

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 R335.0 日本の企業グループ 2018  東洋経済新報社

16 R349.2 地方財政白書 平成30年版 総務省/編 日経印刷

17 R364.7 雇用保険法関係法令集 2018年版 労務行政研究所/編 労務行政

18 R365 消費者六法 2018年版 甲斐道太郎/編集代表 松本恒雄/編集
代表 民事法研究会

19 R366.4 規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の実態 2018年版 労務行政研究所/編集 労務行政

20 R371.3 教育社会学事典 日本教育社会学会/編 丸善出版

21 R384.5 日本伝承遊び事典 東京おもちゃ美術館/編 黎明書房

22 R388.9 日本民謡事典 1 竹内勉/編著 朝倉書店

23 R388.9 日本民謡事典 2 竹内勉/編著 朝倉書店

24 R388.9 日本民謡事典 3 竹内勉/編著 朝倉書店

25 R450.3 図説地球科学の事典 鳥海光弘/編集 入舩徹男/編集 朝倉書店

26 R470.3 色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑 大地佳子/著 小池安比古/監修 ナツメ社

27 R498.5 食生活データ総合統計年報 2018  三冬社

28 R498.5 新食品成分表 2018 新食品成分表編集委員会/編 東京法令出版

29 R674.3 コマーシャル・フォト広告&CM年鑑 2018  玄光社

30 R689.0 観光の実態と志向 第36回(平成29年度版) 日本観光振興協会/編集 日本観光振興協会

31 R728.4 書体大百科字典 飯島太千雄/編 雄山閣

32 R769.0 舞踊年鑑 2017 舞踊公演アーカイヴ事業委員会/編 日本バレエ協会

33 R818.6 関西ことば辞典 増井金典/著 ミネルヴァ書房

34 R829.4 プログレッシブインドネシア語辞典 舟田京子/編集委員 高殿良博/編集委
員 小学館

35 R909.0 世界の児童文学登場人物索引 単行本篇2011-2013 DBジャパン/編集 DBジャパン

36 R910.2 文学賞受賞作品総覧 児童文学・絵本篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

37 R910.3 新聞連載小説総覧 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T019 射水市子どもの読書生活充実プラン 第3次 射水市教育委員会/編 射水市教育委員会

2 T202 とやま発掘だより 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

3 T232.1 富山城跡発掘調査報告書
富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター/編

富山市教育委員会

4 T232.1 富山城跡発掘調査報告書 第1分冊 北陸航測株式会社/編
富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

5 T232.1 富山城跡発掘調査報告書 第2分冊 北陸航測株式会社/編
富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

6 T288.4 行幸啓誌 富山県/編 富山県

7 T289.1 人生いろいろ 生駒晴俊/著 生駒晴俊

8 T314 富山県議会議会基本条例制定検討会議会議録 (その2) 富山県議会事務局議事課/編 富山県議会事務局

9 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成30年3月 富山市議会/編 富山市議会

10 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成30年3月 富山市議会/編 富山市議会

11 T318.3 富山市議会定例会議案 平成30年3月 富山市議会/編 富山市議会

12 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 平成29年12月 富山市議会/編 富山市議会

13 T330.5 富山県民経済計算報告書 平成27年度 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

14 T343 富山市の財務諸表(平成27年度決算) 富山市/編 富山市

15 T345 富山市ふるさと納税 2018 富山市財務部納税課/編 富山市財務部納税課

16 T350 富山県統計年鑑 平成28年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

17 T353 富山市勢要覧 2018 富山市/編 富山市

18 T354 射水市統計書 平成29年度版 射水市未来創造課/編 射水市

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 T365 富山市の家計調査の結果(家計収支編)概要について 平成29年平均 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

20 T369 10年のあゆみ 保内地区社会福祉協議会/編
保内地区社会福祉協議
会

21 T376 富山県幼稚園教育130年のあゆみ
富山県ひとづくり財団富山県教育記
念館/編

富山県ひとづくり財団
富山県教育記念館

22 T377.2 GEIBUN 9(平成29年度) 富山大学芸術文化学部卒展委員会/編 富山大学出版会

23 T380.2 民村 Vol.4 2017-2018 富山市民俗民芸村/編 富山市民俗民芸村

24 T380.5 富山の祭り 阿南透/編 藤本武/編 桂書房

25 T521 論集・富山城研究 富山城研究会/編 富山城研究会

26 T706 START☆みんなのミュージアム 2018 富山県美術館/編 富山県美術館

27 T706 県民芸術文化祭記録集 2017 富山県民芸術文化祭実行委員会/編
富山県民芸術文化祭実
行委員会

28 T708 ダブルリフレクション世界を見つめなおす瞬間 中西信洋/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

29 T748 万華鏡 298号  ふるさと開発研究所

30 T786 富山県の山 佐伯郁夫/著 佐伯克美/著 山と溪谷社

31 T905 藝文とやま 第46号(2018) 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

32 T911 午前 第6編 北日本歌壇の集い合同歌集編集委員
会/編 北日本歌壇の集い

33 T936 空からの
富山市民大学[文学へのいざない]講
座/編

富山市民大学[文学への
いざない]講座

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おはようパワー 新沢としひこ/脚本 武田美穂/絵 童心社

2 C かんぱーい! とよたかずひこ/脚本・絵 童心社

3 C ころんこっつんこ こがようこ/脚本 和歌山静子/絵 童心社

4 C チンパンジーのおんがくかい あべ弘士/脚本・絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかんぼっかん ザ・キャビンカンパニー/作 偕成社

2 E あのくもなあに? 富安陽子/ぶん 山村浩二/え 福音館書店

3 E アヤンダ ヴェロニク・タジョ/文 ベルトラ
ン・デュボワ/絵 風濤社

4 E いたいのいたいのとんでけ〜 谷口國博/文 高砂淳二/写真 世界文化社

5 E いっしょにおいでよ ホリー・M.マギー/文 パスカル・ル
メートル/絵 廣済堂あかつき

6 E いまからともだち
くすのきしげのり/さく たるいしま
こ/え 東洋館出版社

7 E うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこももみ/作 講談社

8 E うまはかける 内田麟太郎/文 山村浩二/絵 文溪堂

9 E うんどうかいがんばれよーいドンの日! ますだゆうこ/作 たちもとみちこ/絵 文溪堂

10 E おいぬさま 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

11 E おうち 中川ひろたか/作 岡本よしろう/絵 金の星社

12 E おかおみせて ほしぶどう/さく 福音館書店

13 E おさがり くすのきしげのり/さく 北村裕花/え 東洋館出版社

14 E おつかいありさん 関根榮一/詞 鈴木博子/構成・絵 ひさかたチャイルド

15 E おにいちゃんさんかんび くすのきしげのり/作 大島妙子/絵 光村教育図書

16 E おばきゃー! 藤本ともひこ/作・絵 世界文化社

17 E おふとんさんとハリーちゃん コンドウアキ/作 小学館

18 E かえるくんのおさんぽ きもとももこ/さく 福音館書店

E 絵本 

C かみしばい 

- 27 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

19 E からだをうごかすえほん のぶみ/さく 幻冬舎

20 E がんばるセイウチ 松橋利光/文写真 杉田比呂美/イラス
ト アリス館

21 E きつねうどんたぬきうどん 古内ヨシ/さく 大日本図書

22 E きのうをみつけたい! アリソン・ジェイ/作・絵 蜂飼耳/訳 徳間書店

23 E きみちゃんとふしぎねこ 藤原ヒロコ/さくえ ひさかたチャイルド

24 E クマと少年 あべ弘士/作 ブロンズ新社

25 E けろけろいけのひっこし 桐隆一/作・絵 学研教育みらい

26 E 心ってどこにあるのでしょう? こんのひとみ/作 いもとようこ/絵 金の星社

27 E コップってなんだっけ? 佐藤オオキ/著 ダイヤモンド社

28 E このほんをなめちゃダメ! イダン・ベン=バラク/文 ジュリア
ン・フロスト/絵 PHP研究所

29 E こわめっこしましょ tupera tupera/さく 絵本館

30 E サーカスくまさん エリザベス・イワノフスキー/作 ふ
しみみさを/訳 岩波書店

31 E JRにしにほんのれっしゃ  交通新聞社

32 E しろうさちゃんとおねえちゃんのかえりみち 田島かおり/作・絵 ポプラ社

33 E スタンとメイベル音楽隊
ジェイソン・チャップマン/作・絵
きたがわしずえ/訳 バベルプレス

34 E ずっと ケイト・クライス/文 M.サラ・クラ
イス/絵 WAVE出版

35 E スムート ミシェル・クエヴァス/文 シド
ニー・スミス/絵 BL出版

36 E せかいかえるかいぎ 近藤薫美子/作・絵 ポプラ社

37 E せかいでさいしょのポテトチップス アン・ルノー/文 フェリシタ・サラ/
絵 BL出版

38 E そらからふるものなんだっけ? 岩田明子/ぶん・え 大日本図書

39 E だれのいす? アナ・カン/文 クリストファー・
ウェイアント/絵 光村教育図書

40 E ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア・キーン/さく なかがわちひ
ろ/やく ほるぷ出版

41 E チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ/文 アンジェラ・ブ
ルックスバンク/絵 徳間書店

42 E ちびちっち
ステファニー・ブレイク/作 ふしみ
みさを/訳 あすなろ書房

43 E でんしゃにのるよひとりでのるよ 村せひでのぶ/さく 宮澤ナツ/え 交通新聞社

44 E とくべつないちにち かさいまり/作・絵 ひさかたチャイルド

45 E とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハーネット/作 松川真弓/
やく 評論社

46 E とびますよ 内田麟太郎/文 にしむらあつこ/絵 アリス館

47 E とらんぽりんぽーん ふくだじゅんこ/文・絵 大日本図書

48 E なくのかな 内田麟太郎/作 大島妙子/絵 童心社

49 E にゅうどうぐも 野坂勇作/さく 根本順吉/監修 福音館書店

50 E ねこでんしゃ 山口マオ/作 交通新聞社

51 E ねずみのペレスと歯のおはなし
アナ・クリスティーナ・エレロス/さ
く ビオレタ・ロピス/え

ロクリン社

52 E はしれはるのゆきうさぎ 手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版

53 E はたらくくるまのずかん 五十嵐美和子/著 白泉社

54 E バナナおいしくなーれ 矢野アケミ/さく 大日本図書

55 E 母ぐま子ぐま 椋鳩十/作 村上康成/絵 理論社

56 E ハルの日 渡辺眞子/文 どいかや/絵 復刊ドットコム

57 E はるは ジャニーナ・ドマンスカ/さく 谷川
俊太郎/やく 童話館出版

58 E パンダのあかちゃんおっとっと
まつもとさとみ/作 うしろよしあき/
文

KADOKAWA

59 E 火のカッパ うるしばらともよし/さく やまなか
ももこ/え 国土社

60 E 13800000000ねんきみのたび
坂井治/さく・え 斎藤俊介/イラスト
原案 光文社

61 E ふしぎなあおいふく サトシン/さく ドーリー/え ポプラ社

62 E フランクリンの空とぶ本やさん
ジェン・キャンベル/ぶん ケイ
ティ・ハーネット/え

BL出版

63 E ベタベタブンブンおおさわぎ 長新太/著 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 E へんてこロボ ミシェル・ロビンソン/文 セルジ
オ・ルッツィア/絵 光村教育図書

65 E ぼくとマリナちゃん くすのきしげのり/さく 稲葉卓也/え 東洋館出版社

66 E ぼくのきもちはね
コリ・ドーフェルド/作 石津ちひろ/
訳

光村教育図書

67 E ぼくはアイスクリーム博士 ピーター・シス/さく たなかあきこ/
やく 西村書店

68 E ホットケーキのおうさま 二宮由紀子/文 朝倉世界一/絵 WAVE出版

69 E 炎をきりさく風になって
フランシス・ポレッティ/作 クリス
ティーナ・イー/作

汐文社

70 E ほら、見てごらん 多羽田勝/ぶん・え
アイヌ文化振興・研究
推進機構

71 E まいごのねこ ダグ・カンツ/ぶん エイミー・シュ
ローズ/ぶん 岩崎書店

72 E まんまるだあれ いまもりみつひこ/文・切り絵 アリス館

73 E みんな、ワンダー R.J.パラシオ/作・絵 中井はるの/訳 アルファポリス

74 E みんなみんないないいないばあ
いまむらあしこ/文 さいとうたかお/
絵

あすなろ書房

75 E 村じゅうみんなで ヒラリー・ロダム・クリントン/文
マーラ・フレイジー/絵 徳間書店

76 E めがさめた! 苅田澄子/作 たちもとみちこ/絵 鈴木出版

77 E もりのたんじょうびパーティ エリザベス・イワノフスキー/作 ふ
しみみさを/訳 岩波書店

78 E やまのかいしゃ スズキコージ/さく かたやまけん/え 福音館書店

79 E ようかいしりとり おくはらゆめ/作 こぐま社

80 E よるのわがしやさん 穂高順也/文 青山友美/絵 文溪堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 コンピューターってどんなしくみ? 村井純/監修 佐藤雅明/監修 誠文堂新光社

2 K007 プログラミングでなにができる? 杉浦学/著 阿部和広/監修 誠文堂新光社

3 K007 ロボットは東大に入れるか 新井紀子/著 新曜社

4 K007 先生と子どもがいっしょに学べるはじめてのプログラミング 櫻木翔太/著 福田紘也/著 河出書房新社

5 K007 遊びながら楽しく学ぶ!小学生のScratchプログラミング
石戸奈々子/監修 ユーバープログラ
ミングスクール/著 ナツメ社

6 K017 シリーズ・変わる!学校図書館 1 門内輝行/監修 ミネルヴァ書房

7 K017 シリーズ・変わる!学校図書館 2 門内輝行/監修 ミネルヴァ書房

8 K017 シリーズ・変わる!学校図書館 3 門内輝行/監修・著 ミネルヴァ書房

9 K145 錯視の魔術
ジャンニ・A.サルコーネ/著 メア
リー=ジョー・ウェバー/著

教育画劇

10 K198 マザー・テレサ 望月正子/文 丹地陽子/絵 講談社

11 K210 わくわく!探検れきはく日本の歴史 5 国立歴史民俗博物館/編 吉川弘文館

12 K289 かならずお返事書くからね
ケイトリン・アリフィレンカ/著
マーティン・ギャンダ/著

PHP研究所

13 K289 こども西郷どん 齋藤孝/著 平井きわ/絵 草思社

14 K289 伊達政宗 浜野卓也/文 平沢下戸/絵 講談社

15 K289 平賀源内 榎本秋/文 野村愛奈美/画 あかね書房

16 K290 ジュニア地図帳(アトラス) こども世界の旅 高木実/構成・文 花沢真一郎/イラス
ト 平凡社

17 K291 ジュニア地図帳(アトラス) こども日本の旅
高木実/構成・文 花沢真一郎/イラス
ト

平凡社

18 K291 日本地理データ年鑑 2018 松田博康/監修 小峰書店

19 K302 Q&Aで知る中東・イスラーム 4  偕成社

20 K302 はじめての沖縄 岸政彦/著 新曜社

21 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 5 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

22 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 6 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

23 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 7 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

24 K318 社会科見学!みんなの市役所 2階 オフィス303/編 汐文社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 K319 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石学/監修 学研プラス

26 K319 報道ｶﾒﾗﾏﾝの課外授業 1～4巻 石川文洋/写真文 童心社

27 K334 ようこそ、難民! 今泉みね子/著 合同出版

28 K334 聞いてみました！日本にくらす外国人 1～5巻 佐藤郡衛/監修 ポプラ社

29 K338 よくわかる銀行 戸谷圭子/監修 PHP研究所

30 K366 キャリア教育に活きる！仕事ファイル 9～13巻 小峰書店編集部/編著 小峰書店

31 K366 職場体験完全ガイド 57～60巻  ポプラ社

32 K369 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田直巳/写真・文 農山漁村文化協会

33 K375 さがしてみよう！まちたんけん 1～5巻 森田和良/監修 山下真一/監修 ポプラ社

34 K375 みんなが元気になるたのしい!アクティブ・ラーニング 2 稲葉茂勝/著 長田徹/監修 フレーベル館

35 K378 手で読む心でさわるやさしい点字 3
日本点字委員会/監修 国土社編集部/
編集

国土社

36 K386 日本全国祭り図鑑 東日本編 芳賀日向/監修 フレーベル館

37 K402 世界を変えた50人の女性科学者たち
レイチェル・イグノトフスキー/著
野中モモ/訳

創元社

38 K404 ジュニア空想科学読本 13 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

39 K407 「なぜ?」と考え実験と観察で深くわかる!小学生の理科ノート 鼎/編著 朝日小学生新聞編集部/編著 朝日学生新聞社

40 K410 とことんやさしい算数使い方ナビ 1～3巻 「算数使いかたナビ」編集委員会/編 さ・え・ら書房

41 K410 リベラルアーツの学び  (岩波ジュニア新書) 芳沢光雄/著 岩波書店

42 K440 宇宙図鑑 藤井旭/著 ポプラ社

43 K443 四季の星座図鑑 藤井旭/著 ポプラ社

44 K443 星の神話・伝説図鑑 藤井旭/著 ポプラ社

45 K443 星空図鑑 藤井旭/著 ポプラ社

46 K448 みんなが知りたい!「地図のすべて」がわかる本 社会科地図研究会/著 メイツ出版

47 K450 なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田明代/文・構成 山口耕生/監修 講談社

48 K450 絶景ビジュアル図鑑
神奈川県立生命の星・地球博物館/監
修 学研プラス

49 K451 やさしく解説地球温暖化 3 保坂直紀/著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

50 K454 図解日本列島100万年史 1 山崎晴雄/監修 久保純子/監修 講談社

51 K454 図解日本列島100万年史 2 山崎晴雄/監修 久保純子/監修 講談社

52 K460 のぞいてびっくり！顕微鏡　身近な生きもの 忍足和彦/著 福原達人/監修 ポプラ社

53 K460 のぞいてびっくり！顕微鏡　水のなかの小さな生きもの 忍足和彦/著 河地正伸/監修 ポプラ社

54 K473 もりのほうせきねんきん 新井文彦/写真・文 ポプラ社

55 K481 うんこ図鑑 荒俣宏/監修 内山大助/イラスト 日本図書センター

56 K486 カブトムシ クワガタムシ
海野和男/監修・写真 高岡昌江/構
成・文

学研プラス

57 K486 虫のしわざ探偵団 新開孝/写真・文 少年写真新聞社

58 K510 イラスト図解：世界の巨大建造物 デビッド・マコーレイ/著 六耀社

59 K519 わたしたちの地球環境と天然資源 1 本間愼/監修 こどもくらぶ/編 新日本出版社

60 K521 城! 2巻 日本城郭協会/監修 フレーベル館

61 K536 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

62 K536 はたらく鉄道 1～3巻 鉄太郎/監修 こどもくらぶ/編 あすなろ書房

63 K596 かんたん!かわいい!材料3つからのスイーツレシピ 人気スイーツ 八木佳奈/著 金の星社

64 K596 かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ 2 寺西恵里子/作 汐文社

65 K616 イネの大百科 堀江武/編 農山漁村文化協会

66 K616 千年の田んぼ 石井里津子/著 旬報社

67 K664 クニマスは生きていた! 池田まき子/著 汐文社

68 K723 岡本太郎 平野暁臣/文 あかね書房

69 K750 コロコロ迷路 野出正和/著 いかだ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 K750 やさしい行事のこうさく 1～4 竹井史郎/作 小峰書店

71 K750 伝統工芸のきほん 4 伝統工芸のきほん編集室/編 理論社

72 K750 伝統工芸のきほん 5 伝統工芸のきほん編集室/編 理論社

73 K754 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮文明/著 ほるぷ出版

74 K778 いつかすべてが君の力になる 梶裕貴/著 河出書房新社

75 K778 円谷英二 田口成光/文 黒須高嶺/画 あかね書房

76 K780 オリンピック・パラリンピック全競技 1～6巻 日本オリンピック・アカデミー/監修 ポプラ社

77 K780 スポーツでひろげる国際理解 1 中西哲生/監修 文溪堂

78 K780 スポーツでひろげる国際理解 4 中西哲生/監修 文溪堂

79 K780 スポーツでひろげる国際理解 5 中西哲生/監修 文溪堂

80 K781 スクール鬼ごっこ めざせ!鬼ごっこ博士 鬼ごっこ協会/著 いかだ社

81 K781 スクール鬼ごっこ 鬼ごっこを楽しむ 鬼ごっこ協会/著 いかだ社

82 K782.3 99%の人が速くなる走り方  (ちくまプリマー新書) 平岩時雄/著 筑摩書房

83 K783 クリスティアーノ・ロナウド イアン・スプラッグ/著 新阜大吾/訳 KADOKAWA

84 K783 ネイマール ニック・カロウ/著 新阜大吾/訳 KADOKAWA

85 K783 プロが教える小学生のゴルフレベルアップのコツ 井上透/著 メイツ出版

86 K783 メッシ マイク・ペレス/著 新阜大吾/訳 KADOKAWA

87 K783 勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー バドミントン 名倉康弘/監修 金の星社

88 K784 羽生結弦 満薗文博/著 汐文社

89 K785 勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 水泳 竹村知洋/監修 金の星社

90 K785 小学生の水泳最強上達BOOK 森謙一郎/監修 メイツ出版

91 K801 スポーツやあそびでよく見る記号とマーク WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

92 K801 交通と公共施設でよく見る記号とマーク WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

93 K801 町でよく見る記号とマーク WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

94 K837 覚えておきたい基本英会話フレーズ130  (岩波ジュニア新書) 小池直己/著 岩波書店

95 K910 大伴家持と紀貫之 国土社編集部/編 国土社

96 K911 松尾芭蕉 坪内稔典/文 立花まこと/画 あかね書房

97 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 05 石崎洋司/作 藤田香/絵 講談社

98 K913 アイドル・ことまり! 3 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

99 K913 いじめられたお姫さま 寮美千子/文 上村恭子/絵 ロクリン社

100 K913 おばけのたからもの むらいかよ/著 ポプラ社

101 K913 お願い!フェアリー♥ 20 みずのまい/作 カタノトモコ/絵 ポプラ社

102 K913 ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部夏丸/作 高畠那生/絵 講談社

103 K913 さくらのカルテ 中澤晶子/作 ささめやゆき/絵 汐文社

104 K913 スターライト号でアドリア海へ 山下明生/作 高畠那生/絵 理論社

105 K913 ダンシング★ハイ 1～5巻 工藤純子/作 カスカベアキラ/絵 ポプラ社

106 K913 ちゃめひめさまとあやしいたから たかどのほうこ/作 佐竹美保/絵 あかね書房

107 K913 なきむし いまむらあしこ/作 にしざかひろみ/
絵 理論社

108 K913 ねがいごと 田丸雅智/著 廣嶋玲子/著 静山社

109 K913 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤ノリコ/著 白泉社

110 K913 のんちゃんとモンシロチョウ 西村友里/作 はせがわかこ/絵 PHP研究所

111 K913 ビワイチ! 横山充男/作 よこやまようへい/絵 文研出版

112 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 9 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

113 K913 ふつうやない!はなげばあちゃん 山田真奈未/さく・え 福音館書店

114 K913 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうまこうへい/作 石川えりこ/絵 佼成出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

115 K913 ぼくのドラゴン おのりえん/作 森環/絵 理論社

116 K913 まかせて!母ちゃん!! くすのきしげのり/作 小泉るみ子/絵 文溪堂

117 K913 マネキンさんがきた 村中李衣/作 武田美穂/絵 BL出版

118 K913 リーナのイケメンパパ 田沢五月/作 森川泉/絵 国土社

119 K913 ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店

120 K913 怪盗レッド 14 秋木真/作 しゅー/絵 KADOKAWA

121 K913 空飛ぶのらネコ探険隊 [5] 大原興三郎/作 こぐれけんじろう/絵 文溪堂

122 K913 菜の子ちゃんとキツネ力士 富安陽子/作 蒲原元/画 福音館書店

123 K913 四人のヤッコ 西内ミナミ/作 はたこうしろう/絵 鈴木出版

124 K913 消えた時間割 西村友里/作 大庭賢哉/絵 学研プラス

125 K913 真夜中のパン屋さん [5] 大沼紀子/著 ポプラ社

126 K913 真夜中のパン屋さん [6] 大沼紀子/著 ポプラ社

127 K913 戦国ベースボール [12]
りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵

集英社

128 K913 体育館の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

129 K913 波うちぎわのシアン 斉藤倫/著 まめふく/画 偕成社

130 K913 夢見る横顔 嘉成晴香/著 PHP研究所

131 K913 妖怪たぬきポンチキン雪わらしとのやくそく 山口理/作 細川貂々/絵 文溪堂

132 K933 ある子ども ロイス・ローリー/著 島津やよい/訳 新評論

133 K933 カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン/
著 久保陽子/訳 ほるぷ出版

134 K933 ジュディ・モードは宇宙人? メーガン・マクドナルド/作 ピー
ター・レイノルズ/絵 小峰書店

135 K933 ハリー・ポッター裏話 J.K.ローリング/作 L.フレイザー/作 静山社

136 K933 ホイホイとフムフム マージョリー・ワインマン・シャー
マット/文 バーバラ・クーニー/絵 ほるぷ出版

137 K933 弱小FCのきせき マイケル・モーパーゴ/著 マイケ
ル・フォアマン/絵 評論社

138 K943 水瓶座の少女アレーア 3
タニヤ・シュテーブナー/著 中村智
子/訳 学研プラス

139 K949 アンデルセンのおはなし ハンス・クリスチャン・アンデルセ
ン/著 スティーブン・コリン/英語訳 のら書店

140 K953 猫の楽園 エミール・ゾラ/作 平岡敦/訳 理論社

141 K983 三びきのクマ レフ・トルストイ/作 小宮山俊平/訳 理論社

142 K995 コヨーテ七人の巨人とたたかう 高野由里子/編訳 古沢たつお/絵 風濤社

143 KT290 富山県のひみつ 谷豊/漫画 富山県
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