
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 マテリアル・セオリーズ 北野圭介/編 人文書院

2 002.7 UX・情報設計から学ぶ計画づくりの道しるべ ピーター・モービル/著 高崎拓哉/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

3 007.1 AIで私の仕事はなくなりますか?  （講談社+α新書） 田原総一朗/著 講談社

4 007.1 現場で使える!PyTorch開発入門 杜世橋/著 翔泳社

5 007.1 人工知能はなぜ椅子に座れないのか 松田雄馬/著 新潮社

6 007.3 IT法務の法律と実践ビジネス書式 梅原ゆかり/監修 三修社

7 007.3 機械カニバリズム 久保明教/著 講談社

8 007.3 プラットフォーム・レボリューション ジェフリー・G.パーカー/著 ダイヤモンド社

9 007.3 テクノロジー・ファースト 福原智/著 眞人堂

10 007.3 全産業「デジタル化」時代の日本創生戦略 藤原洋/著 PHP研究所

11 007.3 サイバーセキュリティと仮想通貨が日本を救う 松田学/著 創藝社

12 007.3 サイバー空間を支配する者 持永大/著 村野正泰/著 日本経済新聞出版社

13 007.3 トコトンやさしいIoTの本 山崎弘郎/著 日刊工業新聞社

14 007.3 LINEがぜんぶわかる本  洋泉社

15 007.5 プロの検索テクニック 原田智子/編著 情報科学技術協会/監
修 樹村房

16 007.6 HTML5+CSS3の新しい教科書 赤間公太郎/共著 原一宣。/共著
エムディエヌコーポ
レーション

17 007.6 SQLの絵本 アンク/著 翔泳社

18 007.6 OSSライセンスの教科書 上田理/著 岩井久美子/監修 技術評論社

19 007.6 やってみようテキストマイニング 牛澤賢二/著 朝倉書店

20 007.6 Ruby逆引きハンドブック 卜部昌平/著 金子雄一郎/著
シーアンドアール研究
所

21 007.6 新ほめられデザイン事典写真レタッチ・加工 永楽雅也/著 高橋としゆき/著 翔泳社

22 007.6 テスト駆動Python Brian Okken/著 安井力/監修 翔泳社

23 007.6 セキュリティのためのログ分析入門 折原慎吾/著 鐘本楊/著 技術評論社

24 007.6 内部構造から学ぶPostgreSQL設計・運用計画の鉄則 勝俣智成/著 佐伯昌樹/著 技術評論社

25 007.6 Amazon Alexa開発ガイド 加藤勝也/著 木村堯海/著 翔泳社

26 007.6 コンピュータ、どうやってつくったんですか? 川添愛/著 東京書籍

27 007.6 今すぐ使えるかんたんGmail入門 技術評論社編集部/著 技術評論社

28 007.6 基礎Ruby on Rails 黒田努/共著 佐藤和人/共著 インプレス

29 007.6 はじめてのGmail入門 桑名由美/著 秀和システム

30 007.6 ITエンジニアになる!チャレンジDocker仮想化環境構築入門 小島一也/著 秀和システム

31 007.6 できるExcel & PowerPoint 2016 小舘由典/著 井上香緒里/著 インプレス

32 007.6 システム開発のための見積りのすべてがわかる本 佐藤大輔/著 畑中貴之/著 翔泳社

33 007.6 Excel時短はじめました!
清水久三子/著 できるシリーズ編集
部/著 インプレス

34 007.6 Android/iOSクロス開発フレームワークFlutter入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

35 007.6 Node.js超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

36 007.6 スマートスピーカーアプリ開発入門 高馬宏典/著 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 007.6 「プログラミングができる子」の育て方 竹内薫/著 日本実業出版社

38 007.6 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 寺田学/著 辻真吾/著 翔泳社

39 007.6 NetCommons3 永原篤/著 新井紀子/監修 近代科学社

40 007.6 世界一わかりやすいPhotoshop逆引き事典 ピクセルハウス/著 技術評論社

41 007.6 世界一わかりやすいIllustrator逆引き事典 保坂庸介/著 技術評論社

42 007.6 いちばんやさしい60代からのAndroidスマホ 増田由紀/著 日経BP社

43 007.6 大きな字でわかりやすいWindows 10インターネット入門 松下孝太郎/著 技術評論社

44 007.6 Bootstrap4フロントエンド開発の教科書 宮本麻矢/著 朝平文彦/著 技術評論社

45 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!タブレット超入門 森嶋良子/著 技術評論社

46 007.6 Docker/Kubernetes実践コンテナ開発入門 山田明憲/著 技術評論社

47 007.6 これからはじめるWebデザインの本 ロクナナワークショップ/著 技術評論社

48 011.2 図書館と法 鑓水三千男/著 日本図書館協会

49 015.8 おぼえること 松岡享子/著 東京子ども図書館

50 017 「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック 解説編 堀川照代/編著 悠光堂

51 019 見る読書  （ベスト新書） 榊原英資/著 ベストセラーズ

52 019.0 書店人のはんせい 人見廣史/著 新評論

53 019.0 投壜通信 山本貴光/著 本の雑誌社

54 019.5 小さな幸せをひとつひとつ数える 末盛千枝子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

55 020.4 本の虫の本 林哲夫/著 能邨陽子/著 創元社

56 020.5 書物學 13  勉誠出版

57 021.4 LATEX2e辞典 吉永徹美/著 翔泳社

58 023.1 知の創生と編集者の冒険 植田康夫/著 出版メディアパル

59 024.0 奇跡の本屋をつくりたい 久住邦晴/著 ミシマ社

60 024.1 日本の小さな本屋さん 和氣正幸/著 エクスナレッジ

61 024.1 全国旅をしてでも行きたい街の本屋さん  G.B.

62 024.8 文藝春秋作家原稿流出始末記 青木正美/著 本の雑誌社

63 031.5 ギネス世界記録 2019
クレイグ・グレンディ/編 [大木哲/
ほか訳]

角川アスキー総合研究
所

64 049 時事漫才 爆笑問題/著 太田出版

65 070.1 家庭通信社と戦後五〇年史 関根由子/著 論創社

66 070.1 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ 畑仲哲雄/著 勁草書房

67 070.2 日経電子版の読みかた 鈴木款/著 プレジデント社

68 071 ジャパンタイムズ社説集 2018年上半期 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

69 080 周作人読書雑記 4 周作人/著 中島長文/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 哲学で子どもの思考力が伸び、心が成長する 小川仁志/著 子どもの未来応援団/企
画・編集 ジアース教育新社

2 104 世界の独在論的存在構造 永井均/著 春秋社

3 116 論理的思考ドリル 盛田珠実/著 東邦出版

4 121.5 江戸の読書会 前田勉/著 平凡社

5 121.6 維新と敗戦 先崎彰容/著 晶文社

6 121.6 日本人を肯定する 田中英道/著 勉誠出版

7 131.2 プラトン ソクラテスの弁明 岸見一郎/著 KADOKAWA

8 140.2 ヴィゴツキー評伝 広瀬信雄/著 明石書店

9 140.4 When 完璧なタイミングを科学する ダニエル・ピンク/著 勝間和代/監訳 講談社

10 141.1 自分の強みを見つけよう 有賀三夏/著  

11 141.5 確率思考 アニー・デューク/著 長尾莉紗/訳 日経BP社

12 141.5 アイデアのスイッチ! 中沢剛/著 ダイヤモンド社

13 141.6 感情とはそもそも何なのか 乾敏郎/著 ミネルヴァ書房

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 141.6 不安を自信に変える授業
クリステン・ウルマー/著 高崎拓哉/
訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

15 141.6 恐怖を知らない人たち
アビゲイル・マーシュ/著 江戸伸禎/
訳 KADOKAWA

16 146.2 逆境に生きる子たち メグ・ジェイ/著 北川知子/訳 早川書房

17 146.8 カウンセリングテクニック入門 岩壁茂/編著 金剛出版

18 146.8 スルースキル 大嶋信頼/著 ワニブックス

19 146.8 子どものアートセラピー実践ガイド アネット・ショア/著 高橋依子/監訳 金剛出版

20 146.8 はじめての描画療法 杉浦京子/編 金丸隆太/編 新曜社

21 146.8 描画療法入門 高橋依子/編 牧瀬英幹/編 誠信書房

22 146.8 場面緘黙の子どもの治療マニュアル
R.リンジー・バーグマン/著 園山繁
樹/監訳 二瓶社

23 146.8 心理療法の実践 C.G.ユング/著 横山博/監訳 みすず書房

24 159 とっても大きな会社のトップを務めた「相談役」の相談室 上田準二/著 日経BP社

25 159 昨日よりちょっとうまくいく「一日一生」の教え 植西聰/著 祥伝社

26 159 人生が劇的に好転するグチ癖リセット術 植西聰/著 大和書房

27 159 成長が「速い人」「遅い人」 荻阪哲雄/著 日本経済新聞出版社

28 159 「本当」を見抜く眼力 川北義則/著 海竜社

29 159 人生を変える80対20の法則 リチャード・コッチ/著 仁平和夫/訳 CCCメディアハウス

30 159 逆算手帳の習慣 コボリジュンコ/著 ダイヤモンド社

31 159 最強の経験学習 デイヴィッド・コルブ/著 ケイ・
ピーターソン/著 辰巳出版

32 159 「先延ばし」する人ほどうまくいく
アンドリュー・サンテラ/著 矢沢聖
子/訳 原書房

33 159 ネット副業最初の一歩の踏み出し方 須崎雄介/著 秀和システム

34 159 倒れない計画術 メンタリストDaiGo/著 河出書房新社

35 159 前科者経営者 高山敦/著 プレジデント社

36 159 「言葉」の置きぐすり 寺田スガキ/著 東邦出版

37 159 ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 幡野広志/著
PHPエディターズ・グ
ループ

38 159 空気は読むものではない。吐いて吸うもの 藤原東演/著 あさ出版

39 159 人間関係で「うまくやる人」と「つらい人」の習慣 宮松大輔/著 あがり症克服協会/監修 明日香出版社

40 159 これからの未来を生きる君たちへ 茂木健一郎/著
PHPエディターズ・グ
ループ

41 159 できるようになる! 柳沢大高/著 ぱる出版

42 159 やらないこと戦略
ドナルド・ロース/著 露久保由美子/
訳 CCCメディアハウス

43 159.4 無言力 上野真司/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

44 159.4 会社人生、五十路の壁  （PHP新書） 江上剛/著 PHP研究所

45 159.4 誰についていくべきか? 加藤秀視/著 すばる舎

46 159.4 最強のライフハック100 小山龍介/著 SBクリエイティブ

47 159.4 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介/著 マガジンハウス

48 159.4 自分らしく働くパラレルキャリアのつくり方 三原菜央/著 秀和システム

49 159.6 いつでも「最良」を選べる人になる 杉浦莉起/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

50 159.7 50代からのちょっとエゴな生き方 井上裕之/著 フォレスト出版

51 159.7 50歳からの時間の使いかた 弘兼憲史/著 興陽館

52 162.1 日本宗教史のキーワード 大谷栄一/編著 菊地暁/編著 慶應義塾大学出版会

53 162.1 旅する美 白洲信哉/著 目の眼

54 164.1 アマテラスの二つの墓 戸矢学/著 河出書房新社

55 181.0 初期仏教  （岩波新書 新赤版） 馬場紀寿/著 岩波書店

56 183.2 自由な心で生きる 加藤朝胤/監修 ひらたせつこ/文 リベラル社

57 185.9 寺と仏像手帳 土門拳/著 藤森武/監修 東京書籍

58 186.9 愛知札所めぐり御朱印を求めて歩く巡礼ルートガイド 東海まち歩き再発見隊/著 メイツ出版

59 187.6 「定年後」はお寺が居場所  （集英社新書） 星野哲/著 集英社

60 188.5 花寺和尚の苦を樂に生きる! 友松祐也/著 佼成出版社

61 188.7 現代語唯信鈔文意 親鸞仏教センター/訳・解説 朝日新聞出版

62 188.7 親鸞への接近 四方田犬彦/著 工作舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 188.8 しあわせはいつもそばに 武山廣道/監修 ひらたせつこ/文 リベラル社

64 188.8 食べる禅 谷内良徹/監修 三才ブックス

65 188.8 道元 正法眼蔵 ひろさちや/著 NHK出版

66 188.9 創価学会 田原総一朗/著 毎日新聞出版

67 190.4 異端の時代  （岩波新書 新赤版） 森本あんり/著 岩波書店

68 192.2 十字架の道を辿る スハ・ラッサム/著 浜島敏/訳 キリスト新聞社

69 193.6 ヨハネ福音書入門 R.カイザー/著 前川裕/訳 教文館

70 196.5 子どもの賛美歌ものがたり 大塚野百合/著 教文館

71 198.2 “ふがいない自分”と生きる 渡辺和子
渡辺和子/述 NHK Eテレ「こころの時
代〜宗教・人生〜」制作班/編 金の星社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 陸と海 カール・シュミット/著 中山元/訳 日経BP社

2 204 懐かしい未来 谷口正次/著 東洋経済新報社

3 204 ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ/著 柴田裕
之/訳 河出書房新社

4 209 文字と組織の世界史 鈴木董/著 山川出版社

5 209 戦争と外交の世界史 出口治明/著 かんき出版

6 209 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎圭一/著 SBクリエイティブ

7 209.6 神と金と革命がつくった世界史 竹下節子/著 中央公論新社

8 210.4 日本史の論点  （中公新書） 中公新書編集部/編 中央公論新社

9 210.4 天皇はなぜ紙幣に描かれないのか 三上喜孝/著 小学館

10 211.9 戦乱と民衆  （講談社現代新書） 磯田道史/著 倉本一宏/著 講談社

11 212.5 ハマる縄文!? 山岡信貴/編著 徳間書店

12 213 地図と地形で読む古事記  洋泉社

13 213.3 飛鳥・藤原の宮都を語る 相原嘉之/著 吉川弘文館

14 214.2 吾妻鏡の方法 五味文彦/著 吉川弘文館

15 215 刀の明治維新 尾脇秀和/著 吉川弘文館

16 215 絵でみる江戸の町とくらし図鑑 商店と養生編 善養寺ススム/文・絵 江戸人文研究
会/編 廣済堂出版

17 215 実は科学的!?江戸時代の生活百景 西田知己/著 東京堂出版

18 215 教科書には書かれていない江戸時代 山本博文/著 東京書籍

19 215.2 細川忠利 稲葉継陽/著 吉川弘文館

20 215.8 江戸無血開城の深層 磯田道史/著 NHK「英雄たちの選択」
制作班/著 NHK出版

21 215.8 幕末維新の真実  廣済堂出版

22 216.1 江戸東京の明治維新  （岩波新書 新赤版） 横山百合子/著 岩波書店

23 217 昭和史講義 軍人篇 （ちくま新書） 筒井清忠/編 筑摩書房

24 219.4 越前・若狭の戦国
福井県郷土誌懇談会/編 松浦義則/ほ
か著 岩田書院

25 219.5 飛驒中世城郭図面集 佐伯哲也/著 桂書房

26 221.2 巨人の箱庭 荒巻正行/著 駒草出版

27 222.0 中国歴史読本 中国社会科学院歴史研究所「簡明中
国歴史読本」編纂グループ/編 科学出版社東京

28 227 「中東」の世界史 臼杵陽/著 作品社

29 230.4 テンプル騎士団  （集英社新書） 佐藤賢一/著 集英社

30 230.5 ルターはヒトラーの先駆者だったか 宮田光雄/著 新教出版社

31 234.0 ヒトラーのモデルはアメリカだった ジェイムズ・Q.ウィットマン/著 西
川美樹/訳 みすず書房

32 237.0 エドガルド・モルターラ誘拐事件 デヴィッド・I.カーツァー/著 漆原
敦子/訳 早川書房

33 238.0 ロシア革命 和田春樹/著 作品社

34 280.4 史上最悪の破局を迎えた13の恋の物語 ジェニファー・ライト/著 二木かお
る/訳 原書房

35 280.8 悪の歴史 東アジア編下南・東南アジア編  清水書院

36 281.6 なにわ大坂をつくった100人 古代〜15世紀篇 関西・大阪21世紀協会/編著 澪標

37 288.3 徳川一族500年史  洋泉社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 289.1 菅江真澄が見た日本 石井正己/編 三弥井書店

39 289.1 横田喜三郎 片桐庸夫/著 藤原書店

40 289.1 山岡鉄舟 小島英記/著 日本経済新聞出版社

41 289.1 信長君主論 関厚夫/著 さくら舎

42 289.1 教養派知識人の運命 竹内洋/著 筑摩書房

43 289.1 私の美術漫歩 若林覚/著 生活の友社

44 289.1 信長公記  （中公新書） 和田裕弘/著 中央公論新社

45 289.1 世界の食文化を変えた安藤百福  洋泉社

46 289.2 最後の馬賊 楊海英/著 講談社

47 289.3 マリー・アントワネットの暗号 エヴリン・ファー/著 ダコスタ吉村
花子/訳 河出書房新社

48 289.3 カール・マルクス入門 的場昭弘/著 作品社

49 290.1 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子/編 山川出版社

50 290.1 風景論 港千尋/著 中央公論新社

51 290.9 地球の歩き方 D24　ミャンマー（ビルマ） 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

52 290.9 地球の歩き方 D38　ソウル 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

53 290.9 朝の光とともに、世界を巡る旅がはじまる 吉村和敏/写真・文
フォトセレクトブック
ス

54 291.0 いまいちばん美しい日本の絶景 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

55 291.0 離島ひとり旅 大畠順子/著 辰巳出版

56 291.0 日本の古道を歩く  平凡社

57 291.0 廃城をゆく 6  イカロス出版

58 291.2 東北  （ブルーガイド）  実業之日本社

59 291.3 極楽!丘歩き30 清野明/著 天夢人

60 291.3 秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ  '18〜'19  成美堂出版

61 291.3 詳細地図で歩きたい町東京 2019  JTBパブリッシング

62 291.3 超詳細!東京さんぽ地図  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

63 291.3 るるぶ東京ベスト100  JTBパブリッシング

64 291.3 るるぶ箱根熱海湯河原小田原 2018  JTBパブリッシング

65 291.3 るるぶ横浜鎌倉  '19  JTBパブリッシング

66 291.4 金沢  （ことりっぷ）  昭文社

67 291.4 るるぶ北陸金沢  '19  JTBパブリッシング

68 291.5 地図で楽しむすごい静岡 都道府県研究会/著 洋泉社

69 291.5 上高地・乗鞍・高山  （ブルーガイド）  実業之日本社

70 291.6 トップ通訳ガイドが伝える京都案内の極意 杉原利朗/著 淡交社

71 291.6 京都の「違和感」 杉本幸雄/著 淡交社

72 291.6 京都・奈良・鎌倉を歩いて旅する古都ハイキングBOOK  枻出版社

73 291.6 京阪神発おいしい道の駅ドライブ  （まっぷるマガジン）  昭文社

74 291.6 るるぶ京都奈良社寺めぐり  JTBパブリッシング

75 291.7 どこにでも神様 野村進/著 新潮社

76 291.9 猫島ありのまま 熊本日日新聞社/編著 熊本日日新聞社

77 291.9 おいしい道の駅ドライブ  （まっぷるマガジン）  昭文社

78 292.1 ソウル  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

79 292.1 るるぶソウル  '19  JTBパブリッシング

80 292.3 ミャンマーからラオスへ 桑野淳一/著 彩流社

81 293.3 ロンドン・イギリス  （まっぷるマガジン）  昭文社

82 293.5 ソロタビパリ  JTBパブリッシング

83 293.7 イタリア世界遺産と歴史の旅 武村陽子/著 彩図社

84 293.7 イタリア  （ブルーガイドわがまま歩き）  実業之日本社

85 293.7 イタリア五都市  （ブルーガイドわがまま歩き）  実業之日本社

86 293.8 アイスランド紀行ふたたび 小林理子/著 彩流社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

87 297.6 24H Hawaii guide 横井直子/著 朝日新聞出版

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 外国人記者が見た平成日本 ヤン・デンマン/著 ベストセラーズ

2 302.2 済州島を知るための55章 梁聖宗/編著 金良淑/編著 明石書店

3 302.5 スピリチュアル国家アメリカ 稲垣伸一/著 河出書房新社

4 302.5 トリニダード・トバゴ 鈴木美香/著 論創社

5 302.5 地図で見るアメリカハンドブック クリスティアン・モンテス/著 パス
カル・ネデレク/著 原書房

6 304 天声人語 2018年1月-6月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

7 304 検閲という空気 アライヒロユキ/著 社会評論社

8 304 2040年の日本 平野まつじ/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

9 304 国境ある経済の復活 藤井厳喜/著 徳間書店

10 307 社会科学系論文の書き方 明石芳彦/著 ミネルヴァ書房

11 309.3 共産党宣言 カール・マルクス/著 的場昭弘/訳・
著 作品社

12 310.4 政策至上主義  （新潮新書） 石破茂/著 新潮社

13 310.4 小泉進次郎 日本の未来をつくる言葉  （扶桑社新書） 鈴木款/著 扶桑社

14 311 民意のはかり方 吉田徹/編 岩本裕/著 法律文化社

15 311.7 #リパブリック キャス・サンスティーン/著 伊達尚
美/訳 勁草書房

16 311.7 ポピュリズムの本質 谷口将紀/編著 水島治郎/編著 中央公論新社

17 312.1 森友・国有地払下げ不正の構造 小川敏夫/著 緑風出版

18 312.1 平成風雲録 御厨貴/著 文藝春秋

19 313.6 現代世界の陛下たち 水島治郎/編著 君塚直隆/編著 ミネルヴァ書房

20 316.5 アレント『革命について』を読む 牧野雅彦/著 法政大学出版局

21 317.1 行政学の基礎 風間規男/編著 岡本三彦/著 一藝社

22 317.6 監視社会と公文書管理 三宅弘/著 花伝社

23 317.7 災害救助 竹内吉平/著 警防実務研究会/監修 近代消防社

24 317.7 消防官になる本 2019-2020  イカロス出版

25 317.9 より高き忠誠 ジェームズ・コミー/著 藤田美菜子/
訳 光文社

26 318 市民自治の育て方 草郷孝好/編著 関西大学出版部

27 318.2 地方自治制度の歴史 竹下譲/著 イマジン出版

28 318.2 <暮らしやすさ>の都市戦略 保坂展人/著 岩波書店

29 318.6 商工観光課のシゴト 商工観光研究会/編著 ぎょうせい

30 318.6 地方創生のための構造改革
八田達夫/共編 NIRA総合研究開発機
構/共編 時事通信出版局

31 319.0 戦後国際関係史 モーリス・ヴァイス/著 細谷雄一/監
訳 慶應義塾大学出版会

32 319 高校チュータイ外交官のイチからわかる!国際情勢 島根玲子/著 扶桑社

33 319.3 ロシアと中国反米の戦略  （ちくま新書） 廣瀬陽子/著 筑摩書房

34 319.5 裏口からの参戦 上・下 チャールズ・カラン・タンシル/著
渡辺惣樹/訳 草思社

35 319.5 検証米秘密指定報告書「ケーススタディ沖縄返還」 西山太吉/監修 土江真樹子/訳 岩波書店

36 319.5 アメリカとヨーロッパ  (中公新書) 渡邊啓貴/著 中央公論新社

37 319.8 高校生平和大使にノーベル賞を
「高校生平和大使にノーベル賞を」
刊行委員会/編 長崎新聞社

38 321 先生!バナナはおやつに含まれますか? 中野友貴/著 第一法規

39 322.1 徳政令  (講談社現代新書) 早島大祐/著 講談社

40 323.0 AIと憲法 山本龍彦/編著 市川芳治/[ほか著] 日本経済新聞出版社

41 323.1 マッカーサーと幣原総理 大越哲仁/著 大学教育出版

42 323.1 憲法ガール 2 大島義則/著 法律文化社

43 324.1 人生のリスクを未然に防ぐ意思能力鑑定 圓井順子/著 ザ・ブック

44 324.7 女性のための相続の手続きがきちんとわかるハンドブック 杉本祐子/文 岡崎正毅/監修 主婦の友社

45 324.7 最新一番よくわかる遺産相続と諸手続き 野田裕美/著 西東社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 324.7 法務と税務のプロのための改正相続法徹底ガイド 松嶋隆弘/編著 ぎょうせい

47 324.8 ひとり戸籍の幼児問題とマイノリティの人権に関する研究 稲垣陽子/著 公人の友社

48 327.1 司法書士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 大越一毅/著 秀和システム

49 327.6 虚偽自白を読み解く  (岩波新書 新赤版) 浜田寿美男/著 岩波書店

50 329.3 国際機構論入門 山田哲也/著 東京大学出版会

51 329.5 検証自衛隊・南スーダンPKO 半田滋/著 岩波書店

52 329.5 国連の金融制裁 吉村祥子/編著 東信堂

53 330 今さら聞けないお金の超基本 坂本綾子/著 泉美智子/監修 朝日新聞出版

54 330.4 ポップな経済学
ルチアーノ・カノーヴァ/著 高沢亜
砂代/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

55 330.6 経営者のための商工会・商工会議所150%トコトン活用術 大田一喜/著 同文舘出版

56 331 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山克秀/著 KADOKAWA

57 331 現代経済学  (中公新書) 瀧澤弘和/著 中央公論新社

58 331 行動経済学 ミシェル・バデリー/著 土方奈美/訳 早川書房

59 331.7 「新自由主義」の妖怪 稲葉振一郎/著 亜紀書房

60 331.8 貧困の経済学　上・下
マーティン・ラヴァリオン/著 柳原
透/監訳 日本評論社

61 332.1 日本型資本主義  (中公新書) 寺西重郎/著 中央公論新社

62 333.6 世界経済の潮流 2018年1 内閣府政策統括官(経済財政分析担
当)/編集 日経印刷

63 333.6 世界経済入門  (講談社現代新書) 野口悠紀雄/著 講談社

64 333.8 青年海外協力隊は何をもたらしたか 岡部恭宜/編著 ミネルヴァ書房

65 334.4 家(チベ)の歴史を書く 朴沙羅/著 筑摩書房

66 334.4 難民支援 松原好次/著 内藤裕子/著 春風社

67 335 “社風”の正体 植村修一/著 日本経済新聞出版社

68 335 事業創造 島田直樹/著 WAVE出版

69 335 マイペースで働く!自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡幸子/著 同文舘出版

70 335.1 常在戦場 金川千尋/著 宝島社

71 335.1 間違いだらけのコンプライアンス経営 蒲俊郎/著 イースト・プレス

72 335.1 インテル中興の祖アンディ・グローブの世界 加茂純/著 大谷和利/著 同文舘出版

73 335.1 女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス/編著
カナリアコミュニケー
ションズ

74 335.1 創造と変革の技法 堀義人/著 東洋経済新報社

75 335.3 御社の「売り」を見つけなさい! 小出宗昭/著 ダイヤモンド社

76 335.3 会社を後継者にうまく引き継ぐたった一つの方法 高橋恭介/著 アスコム

77 335.3 入門図解最新中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

78 335.4 最新コーポレートガバナンスの基本と実践がよ〜くわかる本 清水三七雄/著 秀和システム

79 335.4 取締役の心得 柳楽仁史/著 総合法令出版

80 335.4 オーナーのための自社株承継完全バイブル 野尻剛/著 すばる舎リンケージ

81 335.4 オーナー経営はなぜ強いのか? 藤田勉/著 幸田博人/著 中央経済社

82 335.5 起業家精神と多国籍企業の歴史 ジェフリー・ジョーンズ/著 坂本恒
夫/監訳 中央経済社

83 336 負けグセ社員たちを「戦う集団」に変えるたった1つの方法 田村潤/著 PHP研究所

84 336 チームで最高の結果を出す目標管理 中村壽伸/著 あさ出版

85 336 世界でいちばん働きがいのある会社
マイケル C.ブッシュ/著 GPTW調査
チーム/著 日経BP社

86 336 孫社長の締め切りをすべて守った最速!「プロマネ」仕事術 三木雄信/著 PHP研究所

87 336.1 実務で使える戦略の教科書 今枝昌宏/著 日本経済新聞出版社

88 336.1 一流ビジネススクールで教えるデジタル・シフト戦略
ジョージ・ウェスターマン/著 ディ
ディエ・ボネ/著 ダイヤモンド社

89 336.1 プロコンサルタントの最強エクセル術 内山力/著 PHP研究所

90 336.1 新たなる覇者の条件 尾崎弘之/著 日経BP社

91 336.1 経営のためのデータマネジメント入門 喜田昌樹/編著 日本情報システム・
ユーザー協会/編 中央経済社

92 336.1 外資系コンサルタントが実践している戦略50 グローバルビジネスバレー/編著 総合法令出版

93 336.1 機会損失 清水勝彦/著 東洋経済新報社

94 336.1 イノベーションの教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 336.1 データ取引契約の基本と書式 長谷川俊明/編著 荒木洋介/著 中央経済社

96 336.1 経営コンサルタントの一生使えるExcelグラフ術 藤岡壮志/著 関口大介/著 秀和システム

97 336.1 レッドチーム・イノベーション
ブライス・G.ホフマン/著 濱野大道/
訳 早川書房

98 336.1 知っておきたいこれからの情報・技術・金融 松田純一/著 安曇出版

99 336.1 デジタルの未来 ユルゲン・メフェルト/著 野中賢治/
著

日本経済新聞出版社

100 336.1 企業における個人情報・プライバシー情報の利活用と管理 渡邊涼介/著 青林書院

101 336.2 ビジネスフレームワーク図鑑 アンド/著 翔泳社

102 336.2 バックキャスト思考 石田秀輝/著 古川柳蔵/著 ワニ・プラス

103 336.2 世界一速い問題解決 寺下薫/著 SBクリエイティブ

104 336.3 世界最高のチーム ピョートル・フェリクス・グジバチ/
著 朝日新聞出版

105 336.3 部下を元気にする、上司の話し方 桑野麻衣/著
クロスメディア・パブ
リッシング

106 336.3 プレイングマネジャー「残業ゼロ」の仕事術 小室淑恵/著 ダイヤモンド社

107 336.3 パーパス・マネジメント 丹羽真理/著
クロスメディア・パブ
リッシング

108 336.3 10倍リーダーシップ・プログラム
タル・ベン・シャハー/著 アンガ
ス・リッジウェイ/著 ワニブックス

109 336.4 これならできる中小企業のメンタルヘルス・ガイドブック 秋山剛/編著 大野裕/編著 金剛出版

110 336.4 中小企業必見!テレワーク導入・実践ガイド 今泉千明/共著 中島康之/共著 第一法規

111 336.4 思いどおりに人を動かす超一流のすごい説明 太田龍樹/著 ナツメ社

112 336.4 役割能力要件表のつくり方事例集 河合克彦/著 鴨川正次/著
日本生産性本部生産性
労働情報センター

113 336.4 新しい労働時間管理 導入と運用の実務 社労士業務戦略集団SK9/著 日本実業出版社

114 336.4 世界一やさしいIndeedの教科書 高山奨史/著 新倉竜也/著
クロスメディア・パブ
リッシング

115 336.4 労働時間・残業代 裁判所の判断がスグわかる本 中野公義/著 日本法令

116 336.4 相手のキャラを見きわめて15秒で伝える! 羽田徹/著 ダイヤモンド社

117 336.4 残業の9割はいらない  (光文社新書) 本間浩輔/著 光文社

118 336.4 図解決定版コーチングの「基本」が身につく本 本間正人/著 学研プラス

119 336.4 NETFLIXの最強人事戦略 パティ・マッコード/著 櫻井祐子/訳 光文社

120 336.4 最高の働きがいの創り方 三村真宗/著 技術評論社

121 336.4 フランスの悪魔に学んだ3秒仕事術 本谷浩一郎/著 幻冬舎

122 336.4 誰も知らない!20代の動かし方 若山雄太/著 きずな出版

123 336.8 これならわかる決算書キホン50! 2019年版 木村直人/著 中央経済社

124 336.8 図解でわかる経営分析いちばん最初に読む本 久保豊子/監修 アニモ出版

125 336.8 ここだけ読めば決算書はわかる! 2019年版 佐々木理恵/著 新星出版社

126 336.8 企業に何十億ドルものバリュエーションが付く理由
アスワス・ダモダラン/著 長尾慎太
郎/監修 パンローリング

127 336.8 決算書はここだけ読もう 2019年版 矢島雅己/著 弘文堂

128 336.8 原価計算ガイダンス 柳田仁/編著 荒井義則/[ほか]著 中央経済社

129 336.8 決算書の前期比較術 山岡信一郎/著 清文社

130 336.9 税務調査官の視点からつかむ印紙税の実務と対策 佐藤明弘/著 第一法規

131 336.9 成功する事業承継Q&A150 坪多晶子/著 清文社

132 336.9 図解・業務別会社の税金実務必携 平成30年版 溝端浩人/編著 妙中茂樹/編著 清文社

133 337.2 撰銭とビタ一文の戦国史 高木久史/著 平凡社

134 338 銀行デジタル革命 木内登英/著 東洋経済新報社

135 338 仮想通貨はどうなるか 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

136 338 いま君に伝えたいお金の話 村上世彰/著 幻冬舎

137 338.1 日本人のためのお金の増やし方大全
ロバート・G.アレン/著 稲村徹也/監
訳 フォレスト出版

138 338.3 金融正常化へのジレンマ 岩田一政/編著 左三川郁子/編著 日本経済新聞出版社

139 338.7 住宅ローン借り方・返し方得なのはどっち? 平井美穂/著 河出書房新社

140 338.8 はじめての「投資信託」入門 竹川美奈子/著 宗誠二郎/イラスト ダイヤモンド社

141 339 プロが“身内だけ”にこっそり教える最強の保険選び 都倉健太/著 新星出版社

142 339.2 最新保険業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 高橋洋子/著 秀和システム

143 345.1 税から読みとく歴史・社会と日本の将来 栗原克文/著 金融財政事情研究会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

144 345.3 よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド 石井敏彦/著 大蔵財務協会

145 345.3 教養としての「所得税法」入門 木山泰嗣/著 日本実業出版社

146 345.5 Q&A115新時代の生前贈与と税務 平成30年改訂版 坪多晶子/著 ぎょうせい

147 345.5 図解わかる相続・相続税 藤井和哉/監修 新星出版社

148 349.3 自治体財政の知恵袋 小西砂千夫/著 ぎょうせい

149 349.3 自治体財務の12か月 松木茂弘/著 学陽書房

150 361 オフショア化する世界 ジョン・アーリ/著 須藤廣/監訳 明石書店

151 361.0 反転と残余 奥村隆/著 弘文堂

152 361.4 話し方で損する人得する人 五百田達成/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

153 361.4 「断れなくて損している」を簡単になくせる本 大嶋信頼/著 宝島社

154 361.4 現実はいつも対話から生まれる ケネス・J.ガーゲン/著 メアリー・
ガーゲン/著

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

155 361.4 結局どうすればいい感じに雑談できるようになるんですか? 川島達史/著 サンマーク出版

156 361.4 みんなひとみしり 佐藤智子/著 主婦の友インフォス

157 361.4 コミュニケーションの強化書
篠崎晃一/監修 くまごろう&アソシエ
イツ/著 主婦の友社

158 361.4 「混血」と「日本人」 下地ローレンス吉孝/著 青土社

159 361.4 マス・コミュニケーション単純化の論理 前田益尚/著 晃洋書房

160 364 ちょっと気になる政策思想 権丈善一/著 勁草書房

161 364.3 労働・社会保険の手続マニュアル 川端重夫/共著 上出和子/共著 日本法令

162 364.6 社長、あなたの年金、大損してますよ! 奥野文夫/著 WAVE出版

163 364.6 もらえる年金が本当にわかる本 18〜'19年版 下山智恵子/著 甲斐美帆/著 成美堂出版

164 365.3 新築がお好きですか? 砂原庸介/著 ミネルヴァ書房

165 365.3 マンション暮らしの騒音問題 日本建築学会/編 技報堂出版

166 365.3 世界の空き家対策 米山秀隆/編著 小林正典/著 学芸出版社

167 366.1 過重労働・ハラスメント訴訟
森・濱田松本法律事務所/編 荒井太
一/著 中央経済社

168 366.1 いちばんわかりやすい労働判例集 労務行政研究所/編 労務行政

169 366.2 発達障害の人の「私たちの就活」 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

170 366.2 女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈/著 光文社

171 366.2 20代の転職成功者は何から始めたのか? 20代の転職相談所/著
クロスメディア・パブ
リッシング

172 366.2 55歳からのリアル仕事ガイド 松本すみ子/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

173 366.3 女性労働に関する基礎的研究 脇坂明/著 日本評論社

174 366.3 パワハラをなくす教科書 和田隆/著 方丈社

175 366.4 「同一労働同一賃金」はやわかり 北岡大介/著 日本経済新聞出版社

176 366.6 日本労働組合論事始 小松隆二/著 論創社

177 366.6 壁を壊す 中村圭介/著 連合総合生活開発研究
所/編 教育文化協会

178 367.1 女性の権利宣言 シェーヌ出版社/編 遠藤ゆかり/訳 創元社

179 367.2 女たちの精神史 伊藤由希子/著 春秋社

180 367.7 ちょこっとずぼら老後は楽しい! 保坂隆/著 海竜社

181 367.9 地図とデータで見る性の世界ハンドブック
ナディーヌ・カッタン/著 ステファ
ヌ・ルロワ/著 原書房

182 368.4 人身売買と貧困の女性化 島崎裕子/著 明石書店

183 368.4 沖縄アンダーグラウンド 藤井誠二/著 講談社

184 368.5 日本のドン 血と弾丸の抗争 大下英治/著 さくら舎

185 368.6 万引き依存症 斉藤章佳/著 イースト・プレス

186 369.0 福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 川村匡由/著 中央法規出版

187 369 玩具福祉の理論と実践
玩具福祉学会「玩具福祉の理論と実
践」編集委員会/編集 萌文書林

188 369.1 こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 飯塚慶子/著 中央経済社

189 369.1 福祉・介護の資格と仕事 梅方久仁子/著 技術評論社

190 369.1 対人援助の作法 竹田伸也/編著 中央法規出版

191 369.1 医療連携 鶴本和香/著 中央法規出版

192 369.2 家族のためのユマニチュード イヴ・ジネスト/著 ロゼット・マレ
スコッティ/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

193 369.2 ダウン症をめぐる政治
キーロン・スミス/著 臼井陽一郎/監
訳 明石書店

194 369.2 「生活保護法」から「生活保障法」へ 生活保護問題対策全国会議/編 明石書店

195 369.2 介護再編 武内和久/著 藤田英明/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

196 369.2 認知症のケアマネジメント 長谷川洋/著 石川進/著 中央法規出版

197 369.2 入院・介護「はじめて」ガイド 服部万里子/監修 黒田尚子/監修 主婦の友社

198 369.2 車いすに乗せたまま階段を昇降できる介護技術 早坂好史/著 文芸社

199 369.2 障害者と笑い 塙幸枝/著 新曜社

200 369.2 親の介護でパニックになる前に読む本 結城康博/著 講談社

201 369.2 障害のある子の「親なきあと」 渡部伸/著 主婦の友社

202 369.3 希望 アン=マリー・ジョーデンス/著 加藤
めぐみ/訳 明石書店

203 369.3 危機対応学 東大社研/編 玄田有史/編 勁草書房

204 369.3 災害リスクの心理学 Robert Meyer/著 Howard
Kunreuther/著 丸善出版

205 369.4 隠れ保育料を考える 田中智子/編著 丸山啓史/編著 かもがわ出版

206 369.4 荒れる子と向き合う 中南勲/著 晃洋書房

207 369.4 子どもNPO白書 第2号(2018) 日本子どもNPOセンター/編 エイデル研究所

208 371.4 いじめを生む教室  (PHP新書) 荻上チキ/著 PHP研究所

209 371.4 不登校の子どもに親ができること C.A.カーニー/著 今井必生/訳 創元社

210 372 諸外国の教育動向 2017年度版 文部科学省生涯学習政策局/編 明石書店

211 372.1 読み書きは人の生き方をどう変えた? 川村肇/著 清水書院

212 372.3 英国パブリック・スクールへようこそ! 石井理恵子/著 新紀元社

213 373.1 無償教育と国際人権規約 三輪定宣/著 新日本出版社

214 374 裁判例で学ぶ学校のリスクマネジメントハンドブック 坂田仰/著 時事通信出版局

215 374.6 PTA応援マニュアル
濱田博文/監修 日本PTA全国協議会/
著 ジアース教育新社

216 374.9 シックスクール問題と対策 加藤やすこ/著 緑風出版

217 375.3 地域の教育資源を生かしたふるさと教育 中島美恵子/著 国土社

218 375.6 高等学校と商業教育 番場博之/編著 森脇一郎/編著 八千代出版

219 375.8 小学校明日からできる!読書活動アイデア事典 塩谷京子/編著 小谷田照代/著 明治図書出版

220 375.8 英語リスニング指導ハンドブック 鈴木寿一/編著 門田修平/編著 大修館書店

221 375.9 世界の教科書に見る昔話 石井正己/編 三弥井書店

222 376.1 モンテッソーリ流「才能がぐんぐん伸びる男の子」の育て方 神成美輝/著 百枝義雄/監修 日本実業出版社

223 376.1 保育で使える合奏楽譜ベストセレクション 佐藤千賀子/編著 ひかりのくに

224 376.1 保育の変革期を乗り切る園長の仕事術 田澤里喜/編著 若月芳浩/編著 中央法規出版

225 376.1 HAPPYハロウィン ポット編集部/編 チャイルド本社

226 376.1 特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 松井剛太/著 中央法規出版

227 376.4 名門高校100 猪熊建夫/著 河出書房新社

228 378 発達が気になる子どもの療育・発達支援入門 市川奈緒子/編著 岡本仁美/編著 金子書房

229 378 公認心理師のための発達障害入門 黒田美保/著 金子書房

230 378 発達障害と言われても子どもたちは伸びる 高木方子/著 清風堂書店

231 378 私学流特別支援教育 高橋あつ子/編著 水口洋/[ほか]著 学事出版

232 378 限界を超える子どもたち アナット・バニエル/著 伊藤夏子/訳 太郎次郎社エディタス

233 378 支援が困難な事例に向き合う発達臨床 別府悦子/編著 香野毅/編著 ミネルヴァ書房

234 379.9 ストレングス・スイッチ リー・ウォーターズ/著 江口泰子/訳 光文社

235 379.9 小学生の学力は「ノート」で伸びる! 親野智可等/著 すばる舎

236 379.9 男の子をやる気にさせる勉強法 小室尚子/著 祥伝社

237 379.9 「自己肯定感」を高める子育て ダニエル・J.シーゲル/著 ティナ・
ペイン・ブライソン/著 大和書房

238 379.9 『賢い子』は図鑑で育てる 瀧靖之/著 講談社

239 379.9 スマホに負けない子育てのススメ 諸富祥彦/著 主婦の友社

240 379.9 大人の育て方 ジュリー・リスコット・ヘイムス/著
多賀谷正子/訳 パンローリング

241 382.1 ニホンオオカミの最後 遠藤公男/著 山と溪谷社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

242 382.1 よくわかる!江戸時代の暮らし 福田智弘/著 辰巳出版

243 383.1 モードの誘惑 山田登世子/著 藤原書店

244 383.3 図説指輪の文化史 浜本隆志/著 河出書房新社

245 383.8 <食べる>ということ 神田外語大学/編 神田外語大学出版局

246 383.8 食と文化の世界地図  (名古屋外大新書) 佐原秋生/著 大岩昌子/著
名古屋外国語大学出版
会

247 383.8 肉食の社会史 中澤克昭/著 山川出版社

248 383.9 イラストでわかりやすい昔の道具百科 岩井宏實/文 中林啓治/イラスト 河出書房新社

249 386.1 ニッポン離島の祭り 箭内博行/写真・文 グラフィック社

250 386.8 グアム・チャモロダンスの挑戦 中山京子/著 明石書店

251 387 京都お守りめぐり 神宮館編集部/編著 神宮館

252 387 いきものをとむらう歴史 依田賢太郎/著 社会評論社

253 388.1 山怪 3 田中康弘/著 山と溪谷社

254 389 フェティッシュとは何か ウィリアム・ピーツ/著 杉本隆司/訳 以文社

255 389.0 身体・歴史・人類学 3 渡辺公三/著 言叢社

256 391.2 太平洋戦争大全 陸上戦編 平塚柾緒/編 太平洋戦争研究会/著 ビジネス社

257 392.1 自衛隊イラク日報 防衛省/原文 志葉玲/監修 柏書房

258 392.5 DARPA秘史 シャロン・ワインバーガー/著 千葉
敏生/訳 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 図解身近な科学 涌井貞美/著 KADOKAWA

2 404 科学の迷信  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3 410 数学テクノロジー入門 岡田勘三/著 近代科学社

4 410 高校の数学Ⅰ・Aが1冊でしっかりわかる本 小杉拓也/著 かんき出版

5 410 数学オリンピック 2014〜2018 数学オリンピック財団/監修 日本評論社

6 410 伝説の入試良問 永野裕之/著 大和書房

7 410 数学センスが身につく本
アルフレッド・S.ポザマンティエ
/[ほか著] 宮本寿代/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

8 410.4 数学力で国力が決まる 藤原洋/著 日本評論社

9 410.7 親子で学べてよくわかる小学校6年間の算数 陰山英男/監修 リベラル社/編集 リベラル社

10 410.7 数学パズル大図鑑　1・2 イワン・モスコビッチ/著 東田大志/
監訳 化学同人

11 413.5 つかえる特殊関数入門 半揚稔雄/著 日本評論社

12 413.5 高校生からわかる複素解析 涌井良幸/著 ベレ出版

13 413.6 今日から使える微分方程式  (ブルーバックス) 飽本一裕/著 講談社

14 414.1 解いて楽しむ初等幾何 春日龍郎/著 日本評論社

15 417 ビジネスマンが一歩先をめざすベイズ統計学 朝野煕彦/編著 土田尚弘/著 朝倉書店

16 417 Rで学ぶマルチレベルモデル 入門編 尾崎幸謙/編著 川端一光/編著 朝倉書店

17 417.1 サイコロから学ぶ確率論 小林道正/著 裳華房

18 417.1 確率は迷う Prakash Gorroochurn/著 野間口謙太
郎/訳 共立出版

19 421.2 タイムトラベル ジェイムズ・グリック/著 夏目大/訳 柏書房

20 427 ベクトルからはじめる電磁気学 坂本文人/著 オーム社

21 431.1 元素検定 2 桜井弘/編著 化学同人

22 440.4 忙しすぎる人のための宇宙講座
ニール・ドグラース・タイソン/著
渡部潤一/監修 早川書房

23 443.9 現代物理学が描く宇宙論 真貝寿明/著 共立出版

24 451 異常気象と気象ビジネス 可児滋/著 日本評論社

25 451.7 虹の図鑑 武田康男/文・写真 緑書房

26 452.2 太平洋その深層で起こっていること  (ブルーバックス) 蒲生俊敬/著 講談社

27 453.9 衛星画像で読み解く日本の温泉82 福田重雄/著 日本評論社

28 454.6 黄砂の越境マネジメント 深尾葉子/著 大阪大学出版会

29 455.1 フォッサマグナ  (ブルーバックス) 藤岡換太郎/著 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 456.9 揺れ動く大地 木村学/共著 宮坂省吾/共著 北海道新聞社

31 459 鉱物のテラリウム・レシピ さとうかよこ/著 玄光社

32 460 「生命多元性原理」入門 太田邦史/著 講談社

33 460 図説ホントにすごい!生き物の図鑑 千崎達也/文・絵 秀和システム

34 460.4 意識の川をゆく オリヴァー・サックス/著 大田直子/
訳 早川書房

35 460.7 樹脂封入標本の作り方 根津貴博/著 グラフィック社

36 464.1 バイオ実験を安全に行うために
化学同人編集部/編 日本生物工学会/
編集協力 化学同人

37 468 生物多様性の謎に迫る 寺井洋平/著 化学同人

38 468.8 辺野古 中村卓哉/著 クレヴィス

39 471.1 草木の種子と果実 鈴木庸夫/共著 高橋冬/共著 誠文堂新光社

40 471.7 雑草学入門 山口裕文/監修 宮浦理恵/編集 講談社

41 480.7 東西ベルリン動物園大戦争 ヤン・モーンハウプト/著 黒鳥英俊/
監修 CCCメディアハウス

42 481.1 へんないきものもよう 早川いくを/著 ベストセラーズ

43 481.3 性のトリセツ 津曲茂久/著 緑書房

44 481.9 生物毒の科学
ロナルド・ジェンナー/著 イヴィン
ド・ウンドハイム/著 エクスナレッジ

45 486.0 鳴き声から調べる昆虫図鑑 高嶋清明/著 文一総合出版

46 486.4 図鑑日本の鳴く虫 奥山風太郎/著 エムピージェー

47 486.5 カメムシ博士入門 安永智秀/著 前原諭/著 全国農村教育協会

48 486.7 アリハンドブック 寺山守/解説 久保田敏/写真 文一総合出版

49 488.1 「おしどり夫婦」ではない鳥たち 濱尾章二/著 岩波書店

50 489.5 野生ネコの教科書 ルーク・ハンター/著 プリシラ・バ
レット/絵 エクスナレッジ

51 490.1 医療ケアを問いなおす  (ちくま新書) 榊原哲也/著 筑摩書房

52 490.1 間違いだらけのご臨終  (角川新書) 志賀貢/著 KADOKAWA

53 490.1 「そのとき」までをどう生きるのか 山崎章郎/著 春秋社

54 490.2 世界史を変えた13の病 ジェニファー・ライト/著 鈴木涼子/
訳 原書房

55 490.9 さわれば分かる腹診入門 平地治美/著 日貿出版社

56 491.3 「誤嚥」に負けない体をつくる間接訓練ガイドブック 大野木宏彰/著 メディカ出版

57 491.3 サバイバルボディー
スコット・カーニー/著 小林由香利/
訳 白水社

58 491.3 ZONE
スティーヴン・コトラー/著 ジェイ
ミー・ウィール/著 大和書房

59 491.3 セックス/ジェンダー アン・ファウスト-スターリング/著
福富護/訳 世織書房

60 491.3 男たちよ、ウエストが気になり始めたら、進化論に訊け!
リチャード・ブリビエスカス/著 寺
町朋子/訳 インターシフト

61 492.1 検査結果なんでも早わかり事典 小橋隆一郎/著 主婦の友社

62 492.5 姿勢の教科書 上肢・下肢編 竹井仁/著 ナツメ社

63 492.5 自然の力で治す アンドレアス・ミヒャールゼン/著
ペトラ・トールブリーツ/著 サンマーク出版

64 492.9 やさしくわかる看護師のための検査値パーフェクト事典 奈良信雄/監修 ナツメ社

65 493.1 老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本睦郎/著 永岡書店

66 493.1 みな、やっとの思いで坂をのぼる 永野三智/著 ころから

67 493.1 アルコール依存症から抜け出す本 樋口進/監修 講談社

68 493.1 果糖中毒 ロバート・H.ラスティグ/著 中里京
子/訳 ダイヤモンド社

69 493.2 不整脈・心房細動がわかる本 山根禎一/監修 講談社

70 493.4 腸がよろこぶ植物性乳酸菌のチカラ 松生恒夫/著 菅沼大行/著 双葉社

71 493.4 慢性便秘症を治す本 水上健/著 法研

72 493.6 リウマチ 竹内勤/監修 高橋書店

73 493.7 認知症・要介護を予防・改善!「脳の病気」最新対策
「きょうの健康」番組制作班/編 主
婦と生活社ライフ・プラス編集部/編 主婦と生活社

74 493.7 アルツハイマー病は治る ミヒャエル・ネールス/著 鳥取絹子/
訳 筑摩書房

75 493.7 過食症：食べても食べても食べたくて リンジー・ホール/著 リー・コーン/
著 星和書店

76 493.7 中井久夫との対話 村澤真保呂/著 村澤和多里/著 河出書房新社

77 493.7 地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル 矢吹知之/編著 ベレ・ミーセン/編著 中央法規出版

78 493.7 描画にみる統合失調症のこころ 横田正夫/著 新曜社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 493.7 創造の星 渡辺哲夫/著 講談社

80 493.8 感染症と私たちの歴史・これから 飯島渉/著 清水書院

81 493.9 子どもの「集中力」は食事で引き出せる 上原まり子/著 青春出版社

82 493.9 赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!? 西本博/著 藤原一枝/著 岩崎書店

83 493.9 みんなで取り組む乳幼児健診 原朋邦/編集 南山堂

84 493.9 思春期 深尾憲二朗/著 ミネルヴァ書房

85 493.9 発達障害に生まれて 松永正訓/著 中央公論新社

86 494.5 がんになっても心配ありません がん研究会/監修 ロハス・メディカ
ル編集部/編集 国書刊行会

87 494.6 ウルトラ図解坐骨神経痛 久野木順一/監修 法研

88 494.7 最強の股関節セラピーで体はみるみる若返る! 佐藤正裕/著 扶桑社

89 494.7 指先から身体を整える 中村考宏/著 春秋社

90 494.9 腎臓病 中尾俊之/監修 高橋書店

91 495.0 ウガンダ産婦人科体験記 西舘野阿/著 文芸社

92 495.1 50歳からの婦人科 松峯寿美/監修 高橋書店

93 496.4 自分で治す!老眼・近視 日比野佐和子/著 平松類/監修 洋泉社

94 496.6 謎の耳づまり病を自分で治す本 萩野仁志/著 マキノ出版

95 497.9 人は口から死んでいく 安藤正之/著 自由国民社

96 497.9 シニアのための口腔ケア 岡田弥生/著 梨の木舎

97 498 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地賢/著 安藤絵美子/著 秀和システム

98 498.0 売薬と受診の社会史 新村拓/著 法政大学出版局

99 498.1 臨床検査技師になるには 岩間靖典/著 ぺりかん社

100 498.1 医療マーケティングの革新 恩藏直人/編著 岩下仁/編著 有斐閣

101 498.1 医事法入門 手嶋豊/著 有斐閣

102 498.2 わたしで最後にして 藤井克徳/著 合同出版

103 498.3 「ゴースト血管」に効く!1分かかと上げ下げ 伊賀瀬道也/著 河出書房新社

104 498.3 どんなに眠りが浅い人でも快眠美人になる方法 稲木千明/著 青月社

105 498.3 体幹コアウォーキング 今村大祐/著 主婦の友社

106 498.3 70歳からの健康法 入江健二/著 高山啓子/画 論創社

107 498.3 聴くだけで疲れがとれる自律神経リセット 小林弘幸/著 ポプラ社

108 498.3 ずっと自分の足で歩ける!筋膜リリース 竹井仁/著 自由国民社

109 498.3 ハーバード医学教授が教える健康の正解
サンジブ・チョプラ/著 デビッド・
フィッシャー/著 ダイヤモンド社

110 498.3 フィンランドの幸せメソッドSISU
カトヤ・パンツァル/著 柳澤はるか/
訳 方丈社

111 498.3 ピンピンコロリの新常識 星旦二/著 主婦の友社

112 498.3 睡眠と覚醒最強の習慣 三島和夫/著 青春出版社

113 498.3 姿勢の本 山口正貴/著 さくら舎

114 498.5 はじめての漢方ライフ薬膳レシピ&食材べんり帳 薬日本堂/監修 主婦の友社

115 498.5 「腹ペタ」スープダイエット 藤井香江/著 講談社

116 498.5 体と心の疲れが消えていく「滋養食」 藤田紘一郎/著 三笠書房

117 498.5 管理栄養士と医師が認めた疲れ即とり酢もやし健康法 望月理恵子/著 岡村信良/監修 アスコム

118 498.5 妊娠中に食べたいごはん 山田奈美/著 井上裕子/監修 家の光協会

119 498.6 感染症と法の社会史 西迫大祐/著 新曜社

120 498.7 賢い子になる!筋膜リリース 竹井仁/著 自由国民社

121 498.7 産後ケアを日本の文化に 林謙治/監修 松峯寿美/監修 ロギカ書房

122 498.8 職場のメンタルヘルスケアと実践 タニカワ久美子/著 中村好男/監修 講談社

123 499.1 この薬、飲み続けてはいけません! 内山葉子/著 マキノ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 超エネルギー地政学 アメリカ・ロシア・中東編 岩瀬昇/著 エネルギーフォーラム

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 501.6 超スマートエネルギー社会5.0 柏木孝夫/著 エネルギーフォーラム

3 507.2 iPod特許侵害訴訟 新井信昭/著 日本経済新聞出版社

4 507.7 読み手の心を動かすレトリック入門 片岡英樹/著 日刊工業新聞社

5 509.6 ビル・工場で役立つ省エネルギーの教科書 田沼和夫/著 オーム社

6 509.6 中小企業が始める!生産現場のIoT 「工場管理」編集部/編 日刊工業新聞社

7 509.6 ISO統合マネジメントシステムの構築と内部監査の実践 福丸典芳/著 日科技連出版社

8 509.6 スマート工場のしくみ 松林光男/監修 川上正伸/編著 日本実業出版社

9 513.1 土木計画学 藤井聡/著 学芸出版社

10 515.5 明石海峡大橋 島田喜十郎/著 鹿島出版会

11 518.1 水道の民営化・広域化を考える 尾林芳匡/編著 渡辺卓也/編著 自治体研究社

12 518.5 このゴミは収集できません 滝沢秀一/著 白夜書房

13 518.8 コミュニティによる地区経営 大野秀敏/ほか著 饗庭伸/ほか著 鹿島出版会

14 518.8 生き物から学ぶまちづくり 谷口守/著 コロナ社

15 518.8 PUBLIC PRODUCE 西田司/編著 中村真広/編著 ユウブックス

16 519 環境マインドで未来を拓け 「環境工学への誘い」刊行委員会/編 京都大学学術出版会

17 520.2 まぼろしの奇想建築 フィリップ・ウィルキンソン/著 関
谷冬華/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

18 520.4 「かわいい」と建築 日本建築学会/編 海文堂出版

19 520.7 こんなにおもしろい建築士の仕事 石井大一朗/著 中央経済社

20 520.7 欧米の建築家 日本の建築士 戸谷英世/著 井上書院

21 520.9 事例と図でわかる建物改修・活用のための建築法規 佐久間悠/著 学芸出版社

22 520.9 建築生産と法制度 日本建築学会/編 技報堂出版

23 521 建築の日本展  Echelle-1

24 521.6 東京儚夢 高野慎三/著 論創社

25 521.8 茶室を感じる 中村義明/著 前田圭介/著 淡交社

26 521.8 地形と立地から読み解く「戦国の城」 萩原さちこ/著 マイナビ出版

27 523.0 モダニズム崩壊後の建築 五十嵐太郎/著 青土社

28 523.1 ロゴスの建築家 清家清の「私の家」 松野高久/著 萌文社

29 524.2 明日から使える内外装マテリアル300  エクスナレッジ

30 524.5 縦ログ構法の世界
縦ログ構法研究会/編 網野禎昭/[ほ
か]著 建築資料研究社

31 525.1 ちのかたち 藤村龍至/著 TOTO出版

32 527 カリフォルニア工務店の仕事。 カリフォルニア工務店/編 枻出版社

33 527 はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド 2018-2019 佐川旭/監修 藤川太/監修 エクスナレッジ

34 527 100年使える「箱の家」をつくる 渡辺晃/著 堀川悦夫/監修
クロスメディア・パブ
リッシング

35 530 MEMSデバイス徹底入門 三田吉郎/著 日刊工業新聞社

36 532 世界が驚く日本の微細加工技術 船井総合研究所ファクトリービジネ
ス研究会/著 微細加工工業会/協力 日経BP社

37 534.6 わかる!使える!配管設計入門 西野悠司/著 日刊工業新聞社

38 536 電車の顔図鑑 3 江口明男/著 天夢人

39 536.0 波瀾万丈の車両 岸田法眼/著
アルファベータブック
ス

40 536.4 国鉄救援車図鑑　下 和田洋/著 ネコ・パブリッシング

41 537.0 最新自動車業界の動向としくみがよ〜くわかる本 黒川文子/著 秀和システム

42 537.0 コネクティッドカー戦略 ネクスティエレクトロニクス/著 日経BP社

43 537 自動運転「戦場」ルポ  (朝日新書) 冷泉彰彦/著 朝日新聞出版

44 538.6 必携ドローン活用ガイド 内山庄一郎/編著 東京法令出版

45 538.6 日本の旅客機 2018-2019  イカロス出版

46 538.7 ドリーム・マシーン リチャード・ウィッテル/著 影本賢
治/訳 鳥影社

47 539.6 放射線について考えよう。 多田将/著 明幸堂

48 540.6 ソニーは銀座でSONYになった 宮本喜一/著 プレジデント社

49 543.5 告発 蓮池透/著 ビジネス社

50 547.4 図解いちばんやさしく丁寧に書いたネットワークの本 岡田庄司/著 成美堂出版

- 14 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

51 547.4 もっと速く、快適に!Wi-Fiを使いこなす本 ケイズプロダクション/著 技術評論社

52 547.6 衛星通信ガイドブック 2018  サテマガ・ビー・アイ

53 548.2 Amazon Echoスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

54 548.2 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ/著 技術評論社

55 549.8 よくわかる最新パワー半導体の基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

56 576.7 社長の仕事は人づくり 奥迫哲也/著 あさ出版

57 576.7 美容師が知っておきたい薬剤成分用語まるわかりBOOK 女性モード社/編 女性モード社

58 576.8 わかる!使える!塗料入門 小林敏勝/著 日刊工業新聞社

59 578.4 わかる!使える!射出成形入門 ものづくり人材アタッセ/編 日刊工業新聞社

60 588.3 トラスパレンテのパン哲学 森直史/著 誠文堂新光社

61 588.3 近江商人の哲学  (講談社現代新書) 山本昌仁/著 講談社

62 588.5 世界と日本のジンを知る事典 荒井成次郎/監修 ナツメ社

63 588.5 ラム酒の歴史 リチャード・フォス/著 内田智穂子/
訳 原書房

64 589 好きなものは、日々使う 雅姫/著 マガジンハウス

65 589.2 「軸色」を持てばかんたん大人の服選び 谷口美佳/著 主婦の友社

66 589.2 bonponのプチプラ着こなし便利帖 bonpon/著 宝島社

67 590 いつもごきげんな“わたし”でいたい! Emi/著
PHPエディターズ・グ
ループ

68 590 おとな時間を重ねる 後藤由紀子/著 扶桑社

69 591 共働き夫婦お金の教科書 山崎俊輔/著 プレジデント社

70 591 お金の損得大全 横山光昭/著 SBクリエイティブ

71 592.7 トリマーの究極活用術 杉田豊久/著 グラフィック社

72 592.7 トリマー&ルーター上達テクニック  学研プラス

73 592.7 部屋をおしゃれにリメイクする本  学研プラス

74 592.7 わが家にウッドデッキを作ろう  芸文社

75 593.3 コートを縫おう。 かたやまゆうこ/著 主婦と生活社

76 593.3 和服のリメイク  ブティック社

77 594 フェルトのおままごと 寺西恵里子/著 ブティック社

78 594 季節のちりめん遊び 藤本洋子/著 グラフィック社

79 594 あまり布で作れる手ぬいの布こもの  ブティック社

80 594 古布を楽しむ手作り帖 其の4  学研プラス

81 594 作ってみたい大人の和小物  ブティック社

82 594.2 ウール刺繡で作る立体の花々 鈴木美江子/著 文化学園文化出版局

83 594.3 棒針編みでかんたんSIMPLE KNITこもの 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

84 594.3 アフガン編みのこもの 岡本啓子/監修 ブティック社

85 594.3 岡本啓子のあみものかぎ針あみ 岡本啓子/著 日本ヴォーグ社

86 594.3 ラトビアの伝統模様で編むすてきなミトン イエヴァ・オゾリナ/著 [服部真琴/
訳] ブティック社

87 594.3 人気作家4人が作るかぎ針編みのニットパーティ ucono/著 minao/著 日東書院本社

88 594.3 とびきりかわいいベビーニット 川路ゆみこ/著 主婦の友社

89 594.3 ボスニアンクロッシェのこもの 帯刀貴子/著 日東書院本社

90 594.3 基本がいちばんよくわかるかぎ針編みのれんしゅう帳 寺西恵里子/著 主婦の友社

91 594.3 ほし★みつきのあみあみバード ほしみつき/著 自由国民社

92 594.3 TUCK STITCHナンシー・マーチャントの引き上げ編み
ナンシー・マーチャント/著 西村知
子/監修 誠文堂新光社

93 594.3 一生使えるかぎ針あみと棒針あみの基本 ミカ/著 ユカ/著 主婦の友社

94 594.3 育てるニット michiyo/著 文化学園文化出版局

95 594.3 引き揃えの大人バッグ Little Lion/著 江本直子/著 日東書院本社

96 594.3 編み物好きの大人のニット小物 リトルバード/編 成美堂出版

97 594.3 秋冬ニット 2018-19  セブン&アイ出版

98 594.3 秋冬のかぎ針あみ vol.9  日本ヴォーグ社

99 594.3 美しいかぎ針編+棒針編秋冬 2  日本ヴォーグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

100 594.3 お気に入りのこどもニット  ブティック社

101 594.3 かわいい鳥のエコたわし100  アップルミンツ

102 594.3 5歳若く見える大人のニットAutumn & Winter  ブティック社

103 594.3 すてきな手編み 2018-2019秋冬  日本ヴォーグ社

104 594.3 たくさん編みたいキッズのあったか♡ニット  ブティック社

105 594.3 普段着のメンズニット  日本ヴォーグ社

106 594.3 魔法のタワシ大集合  ブティック社

107 594.3 3日で完成!カンタンかぎ針編み帽子とスヌードA-Z  アップルミンツ

108 594.3 ヨーロッパの手あみ 2018秋冬  日本ヴォーグ社

109 594.4 ちいさなタッセル&巻き玉工房 カナダ恵子/著 主婦の友社

110 594.7 手作りしたい人気のポシェット  ブティック社

111 594.7 和布で作るパッチワークのバッグ  ブティック社

112 594.8 進化したオリジナル・ハーバリウムのテキスト 花と緑の研究所/著 杉野宣雄/監修 マガジンランド

113 594.9 和布でちくちくミニチュアのお着物 秋田廣子/著 ブティック社

114 594.9 DOLL'S CLOSET〜ROMANTIC〜 A-F/著 MOMOCAT/著 ナツメ社

115 594.9 えんぎもんフェルト 緒方伶香/著 誠文堂新光社

116 594.9 はじめて作る小さな手まり 木原小夜/著 ブティック社

117 594.9 ワイヤークラフトでつくる大人かわいいインテリア雑貨 栗原身和子/著 誠文堂新光社

118 594.9 羊毛フェルトでつくる動物と雑貨のある暮らし さくだゆうこ/著 日本ヴォーグ社

119 595 ドクター、世界一キレイになりたい! オリビエ・クルタン・クラランス/著
藤田美香/訳 クラランス

120 595 もう一度大人磨き 松本千登世/著 講談社

121 595.4 ヘアゴム1本でできる「まとめ髪」便利帳 HAIR/監修 宝島社

122 595.5 医者が教える最高の美肌術 小林暁子/著 アスコム

123 595.6 太りやすく、瘦せにくくなったら読む本
木村容子/著 西沢実佳/エクササイズ
指導 大和書房

124 595.6 リバウンドしない体幹ダイエット 木場克己/著 ベストセラーズ

125 595.6 女子の筋トレ&筋肉ごはん 坂詰真二/監修 河村玲子/監修 新星出版社

126 596 青ちゃんの解決レシピ 青山則靖/著 エイチエス

127 596 パンじゃないサンド 金丸絵里加/著 主婦の友社

128 596 スープの教科書 川上文代/著 新星出版社

129 596 見てわかる和洋中の味つけ 川上文代/著 新星出版社

130 596 レイチェル・クーのキッチンノートおいしい旅レシピ レイチェル・クー/著 [清宮真理/訳] 世界文化社

131 596 はじめてでもおいしく作れるフライパン煮物 河野雅子/著 家の光協会

132 596 夜9時からの飲めるちょいメシ サルボ恭子/著 家の光協会

133 596.0 いとしい人と、おいしい食卓 筒井ともみ/著 講談社

134 596 ダンツマ手帖 日刊ゲンダイ/編 講談社

135 596 親に作って届けたい、つくりおき 林幸子/著 大和書房

136 596 雪平鍋で2品献立 飛田和緒/著 東京書籍

137 596 糖質オフの太らない夜ごはん
福田一典/監修 チームローカーボ/料
理 河出書房新社

138 596 動画でわかる!藤井恵の基本のお料理教室 藤井恵/著 世界文化社

139 596 藤井恵の「すぐ使えるストック」 藤井恵/著 文化学園文化出版局

140 596 毎朝が楽しくなる!朝ごはん 藤岡操/著 枻出版社

141 596 身につく料理 星澤幸子/著 KADOKAWA

142 596 10分でスグでき!ヘルシー!水煮缶レシピ らくウマキッチン/著 河出書房新社

143 596 かけるだけ、あえるだけ醬(ジャン)の本 ワタナベマキ/著 家の光協会

144 596 白ごはんが進むおかずBEST200  枻出版社

145 596 四季の味 No.94 秋  ニューサイエンス社

146 596 わがまま糖質オフBOOK  オレンジページ

147 596.2 ベトナム料理は生春巻きだけじゃない 足立由美子/著 伊藤忍/著 柴田書店

148 596.2 フランス人がこよなく愛する3種の粉もの。 上田淳子/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

149 596.2 副菜いらずの満足ガレット 川上文代/著 誠文堂新光社

150 596.2 おはよう!アジアの朝ごはん 口尾麻美/著 誠文堂新光社

151 596.2 はじめよう乳和食 小山浩子/著 日本実業出版社

152 596.2 鮨職人の魚仕事 柴田書店/編 柴田書店

153 596.2 まんぷくみそ汁 堤人美/著 宝島社

154 596.2 なぜ?からはじめるかんたん和食 野崎洋光/著 ぴあ

155 596.3 そば・かえし・だし 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

156 596.3 大人の汁めしかけめし 市瀬悦子/著 家の光協会

157 596.3 夜遅くても太らない野菜たっぷりスープ 岩崎啓子/著 世界文化社

158 596.3 Theサラダ&スープ500 柴田書店/編 柴田書店

159 596.3 シェフが好きな野菜の食べ方 田代和久/著 柴田書店

160 596.3 大豆ミートのヘルシーレシピ 坂東万有子/著 河出書房新社

161 596.3 ベターホームのチーズ料理 ベターホーム協会/編集 ベターホーム協会

162 596.3 糖質制限もやしレシピ
名水美人ファクトリー/著 山田悟/監
修 幻冬舎

163 596.4 栗原心平のこべんとう 栗原心平/著 山と溪谷社

164 596.4 おもてなしの基本とコツ 佐藤紀子/著 主婦の友社

165 596.4 メスティンレシピ メスティン愛好会/著 山と溪谷社

166 596.4 10分で作れる!作りおき弁当おかずBEST200  枻出版社

167 596.6 パリ在住の料理人が教える一生ものの定番スイーツレシピ えもじょわ/著 KADOKAWA

168 596.6 ハンディブレンダーだから作れるおいしいお菓子 荻田尚子/著 主婦と生活社

169 596.6 チーズ好きのパティシエが教える濃厚チーズケーキ 長谷川哲夫/著 家の光協会

170 596.6 uneclefのパン uneclef/著 KADOKAWA

171 596.7 ブレケル・オスカルのバイリンガル日本茶BOOK ブレケル・オスカル/著 淡交社

172 596.7 日本全国しあわせ喫茶&カフェ探訪 まるやまひとみ/著 河出書房新社

173 596.7 エスプレッソパーフェクトバイブル 丸山珈琲/監修 ナツメ社

174 596.9 天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう冷蔵庫 番場智子/著 主婦の友インフォス

175 597 私のカントリー NO.106  主婦と生活社

176 597.5 ずっとキレイが続く7分の夜かたづけ 広沢かつみ/著 青春出版社

177 597.9 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書  エクスナレッジ

178 599 だいじょうぶだよ、モリス カール=ヨハン・エリーン/著 中田敦
彦/訳 飛鳥新社

179 599.0 新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく 大平一枝/著 大和書房

180 599.3 らくらくフリージング離乳食 上田玲子/監修 検見崎聡美/料理 学研プラス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 くまモンの成功法則 チームくまモン/著 幻冬舎

2 601.1 ローカルベンチャー 牧大介/著 木楽舎

3 601.1 廃校再生ストーリーズ  美術出版社

4 602.1 地元の力を生かす「ご当地企業」  (中公新書ラクレ) 帝国データバンク/著 中村宏之/著 中央公論新社

5 602.1 会社四季報業界地図 2019年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

6 602.1 日経業界地図 2019年版 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

7 602.1 図解!業界地図 2019年版 ビジネスリサーチ・ジャパン/著 プレジデント社

8 606.9 地上最大の行事万国博覧会  (光文社新書) 堺屋太一/著 光文社

9 606.9 岡本太郎と太陽の塔 平野暁臣/編著 小学館クリエイティブ

10 609 単位は進化する 安田正美/著 化学同人

11 611.4 地理的表示保護制度登録申請マニュアル 地理的表示保護制度登録申請マニュ
アル作成チーム/編著 大成出版社

12 618.7 和紙植物 有岡利幸/著 法政大学出版局

13 625.3 育てて楽しむレモン 栽培・利用加工 JA広島ゆたか/編 大坪孝之/監修 創森社

14 626.1 ICT農業の環境制御システム製作 中野明正/編著 安東赫/編著 誠文堂新光社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 626.9 はじめてでも失敗しない野菜づくりの基本100 新井敏夫/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

16 626.9 西村和雄ぐうたら農法 西村和雄/監修 学研プラス

17 627.7 はじめてでもカンタン!多肉植物の育て方・楽しみ方 ふじえりこ/文 小石雄一/監修 コスミック出版

18 627.7 ときめく薔薇図鑑 元木はるみ/文 大作晃一/写真 山と溪谷社

19 627.8 はじめてのインドアグリーン選び方と楽しみ方 尾崎忠/監修 野末陽平/監修 ナツメ社

20 629.0 近代造園史 粟野隆/著 建築資料研究社

21 629.7 木村博明の10万円でできるDIY庭づくり  ブティック社

22 629.7 ナチュラルガーデンスタイル  ブティック社

23 629.7 庭づくりのアイデア300  ブティック社

24 645.6 犬像をたずね歩く 青柳健二/著 青弓社

25 645.6 たいせつなきみ マイラ・カルマン/著 吉田実香/訳 創元社

26 645.6 ペットを安らかに送る終活のすべて 主婦の友社/編 主婦の友社

27 645.6 どんな災害でもイヌといっしょ 徳田竜之介/監修 小学館クリエイティブ

28 645.6 犬(きみ)がいるから 村井理子/著 亜紀書房

29 645.9 うさぎ様には敵わない 中山ますみ/監修 大泉書店

30 653 森づくりの原理・原則 正木隆/著 全国林業改良普及協会

31 670.9 朝から晩まで英語漬け 清水建二/著 染谷征良/著 ベレ出版

32 670.9 英文契約の考え方 中尾智三郎/著 商事法務

33 673 お店を始める前にするべき5つのこと 田村公正/著 あさ出版

34 673.3 チャートでよくわかる質問型営業 青木毅/著 実務教育出版

35 673.3 対面・電話・メールまでクレーム対応「完全撃退」マニュアル 援川聡/著 ダイヤモンド社

36 673.3 はじめての今さら聞けないアフィリエイト入門 染谷昌利/著 秀和システム

37 673.3 「営業」は必ず君の武器になる 高城幸司/著 日本実業出版社

38 673.3 元野村證券トップセールスが教える伝説の営業術 津田晃/著 プレジデント社

39 673.3 英語が楽天を変えた セダール・ニーリー/著 栗木さつき/
訳 河出書房新社

40 673.7 海外雑貨バイヤーズガイド 青木ヨースケ/著 アートユニオン

41 673.7 デス・バイ・アマゾン 城田真琴/著 日本経済新聞出版社

42 673.7 リテールAI最強マネタイズ 永田久男/著 日経BP社

43 673.8 こうして店は潰れた 小林久/著 商業界

44 673.8 コンビニオーナーになってはいけない コンビニ加盟店ユニオン/著 北健一/
著 旬報社

45 673.9 NOをYESに変える「不動産投資」最強融資術 安藤新之助/著 ぱる出版

46 673.9 徳島で老舗ラーメン店を継いでみた 岡田元一/著 パンローリング

47 673.9 丸亀製麵はなぜNo.1になれたのか? 小野正誉/著 祥伝社

48 673.9 個人でカフェをはじめる人へ 亀高斉/著 旭屋出版

49 673.9 介護事業所経営者の経営ハンドブック 田邉康志/著 日本地域社会研究所

50 673.9 M&Aで外食は年商30億円を突破できる 照井久雄/著 柴田書店

51 673.9 外食ビジネス人材活用15のポイント 中武篤史/著 同友館

52 673.9 ラーメン繁盛法  旭屋出版

53 674.3 ジャパン・クリエイターズ 2018 カラーズ/編著 カラーズ

54 674.3 テーマカラーで伝わる!色別ブランディング・デザイン グラフィック社/編 [石田亜矢子/訳] グラフィック社

55 674.9 mt complete book 居山浩二/著・アートディレクション
パイインターナショナ
ル

56 675 世界基準で学べるエッセンシャル・デジタルマーケティング 遠藤結万/著 技術評論社

57 675 いちばんやさしいInstagramマーケティングの教本 甲斐優理子/著 インプレス

58 675 CX戦略 田中達雄/著 東洋経済新報社

59 675 電通さん、タイヤ売りたいので雪降らせてよ。 本間立平/著 大和書房

60 675 シングル&シンプルマーケティング 本間充/著 宣伝会議

61 675 スマホマーケティング 吉田健太郎/著 日本経済新聞出版社

62 675.3 デジタル時代の基礎知識『商品企画』 富永朋信/著 翔泳社

63 675.4 物流センター&倉庫管理業務者必携ポケットブック 鈴木邦成/著 日刊工業新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 675.4 サプライチェーンが生み出す競争優位 樋口徹/著 中央経済社

65 681.6 危険物運送のABC
山口修司/共著 新日本検定協会安全
環境室/共著 成山堂書店

66 683.9 クルーズポート読本
みなと総合研究財団クルーズ総合研
究所/監修 成山堂書店

67 686.0 感動経営 唐池恒二/著 ダイヤモンド社

68 686.0 汽笛一声 京都鉄道博物館/編 京都新聞出版センター

69 686.2 地図で楽しむ日本の鉄道 今尾恵介/著 洋泉社

70 686.2 西武全線古地図さんぽ 坂上正一/著
フォト・パブリッシン
グ

71 686.2 昭和の終着駅 中国・四国篇  交通新聞社

72 687.3 空港で働く仕事ガイド 2018最新版 月刊<エアステージ>編集部/編集 イカロス出版

73 689.1 反・観光学 井口貢/著 ナカニシヤ出版

74 689.3 超・インバウンド論 坪井泰博/著 村山慶輔/著 JTB

75 689.5 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2018新ナイトショー速報! クロロ/著 TDL&TDS裏技調査隊/編 廣済堂出版

76 689.5 東京ディズニーリゾートアトラクションガイドブック 2019 ディズニーファン編集部/編 講談社

77 689.5 日本懐かし遊園地大全 佐々木隆/著 辰巳出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 聖書と西洋美術 高木昌史/著 三弥井書店

2 702.0 洞窟壁画を旅して 布施英利/著 論創社

3 702.1 アウトサイド・ジャパン 櫛野展正/著 イースト・プレス

4 702.1 はじめての日本美術史 山本陽子/著 山川出版社

5 702.3 スペイン美術史入門 大高保二郎/監修・著 久米順子/著 NHK出版

6 702.3 スウェーデンのアール・ブリュット発掘 渡邉芳樹/著 小林瑞恵/著 平凡社

7 704 ART SCIENCE IS 塚田有那/編著 ビー・エヌ・エヌ新社

8 706.7 ならず者たちのギャラリー フィリップ・フック/著 中山ゆかり/
訳 フィルムアート社

9 709 世界遺産ガイド 日本編2019改訂版
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企
画・編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

10 709 世界遺産事典 2019改訂版
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企
画・編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

11 709.2 韓国の文化遺産巡礼 崔禎鎬/著 舘野晢/訳 クオン

12 718 まるわかり「仏像図鑑」 エディキューブ/編 仏像と寺を楽し
む会/編 双葉社

13 721 うらめしい絵 田中圭子/著 誠文堂新光社

14 721.8 歌川国芳いきものとばけもの 歌川国芳/画 稲垣進一/著 東京書籍

15 721.8 広重決定版 太田記念美術館/監修 平凡社

16 721.8 月岡芳年伝 菅原真弓/著 中央公論美術出版

17 721.9 バンカラの時代 佐藤志乃/著 人文書院

18 721.9 不染鉄ノ便リ 不染鉄/著 求龍堂

19 723.0 図説名画の誕生 仲川与志/著 西永裕/著 秀和システム

20 723.1 野見山暁治 野見山暁治/著 のこす言葉編集部/
編・構成 平凡社

21 723.1 草屋根と絵筆 向井潤吉/著 橋本善八/編 国書刊行会

22 723.3 もっと知りたいボナール 高橋明也/監修・著 島本英明/著 東京美術

23 723.3 ムンクの世界 田中正之/監修 平凡社

24 724.1 亥を描く 水墨画塾編集部/編 誠文堂新光社

25 724.1 水墨画構図のポイント
全日本水墨作家連/編 伊藤昌/[ほか
著] 日貿出版社

26 724.4 透明水彩で描く花と光の風景画 青木美和/著 コスミック出版

27 724.4 心に響く水彩画16のヒント 貝川代三/著 日貿出版社

28 724.4 はじめて描く人へ花の水彩画レッスン 玉村豊男/著 KADOKAWA

29 724.4 水彩で描くポートレート メアリー・ホワイト/著 永井浄子/訳 マール社

30 724.5 ねこを描く リカ/共著 ピズ/共著 マール社

31 725 動物デッサンテクニック 岡本泰子/画・著 誠文堂新光社

32 726.1 石ノ森章太郎クロニクル魂 石森プロ/監修 玄光社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 726.1 鬼平流 さいとうたかを/著 宝島社

34 726.1 「その後」のゲゲゲの女房 武良布枝/著 辰巳出版

35 726.1 総特集わたなべまさこ わたなべまさこ/著 河出書房新社

36 726.5 モノクロイラストテクニック jaco/著 玄光社

37 726.5 CLIP STUDIO PAINT PRO公式ガイドブック セルシス/監修
エムディエヌコーポ
レーション

38 726.5 CLIP STUDIO PAINTの「良ワザ」事典 レミック/著 平井太朗/著 SBクリエイティブ

39 726.5 あの頃ボクらは若かった わたせせいぞう/著 毎日新聞出版

40 726.6 トミ・ウンゲラーと絵本 今田由香/著 玉川大学出版部

41 726.6 失敬な招喚
エドワード・ゴーリー/著 柴田元幸/
訳 河出書房新社

42 726.6 絵本をつくりたい人へ 土井章史/著 玄光社

43 728 亥年のゆる文字年賀状 宇田川一美/著 誠文堂新光社

44 728.2 すぐわかる中国の書 可成屋/編 東京美術

45 728.9 よく使う漢字の書体と筆順字典 桃花会/著 日本習字普及協会

46 733.0 美しき日本の仏教版画 内田啓一/執筆 大和プレス

47 736 季節の消しゴム版画練習帖 アオヤマヤスコ/著 翔泳社

48 739.0 はんこと日本人 門田誠一/著 吉川弘文館

49 740.6 ウエディングフォト撮影&ライティング実践講座 安澤剛直/著 玄光社

50 743.4 ポートレート撮影レフ板ライティング完全マスター 萩原和幸/著 玄光社

51 743.5 ルーク・オザワのヒコーキ写真の撮り方 ルーク・オザワ/著 誠文堂新光社

52 746.8 マジック・ランタン 東京都写真美術館/編 青弓社

53 748 日本の美しい秘境 日本風景写真家協会/写真
パイインターナショナ
ル

54 749.1 入稿データのつくりかた 井上のきあ/著
エムディエヌコーポ
レーション

55 751.2 中国朝鮮の陶磁器 降矢哲男/著 淡交社

56 753 ユキ・パリス幸せをよぶ手仕事 ユキ・パリス/著 世界文化社

57 754.9 手作りのポップアップカードBOOK 鈴木孝美/著 ブティック社

58 754.9 箸袋でジャパニーズ・チップ! 辰巳雄基/著 リトルモア

59 754.9 かならず作れる美しいユニット折り紙 つがわみお/著 日本文芸社

60 754.9 脳を鍛えるユニット折り紙 つがわみお/著 ブティック社

61 754.9 クラフトバンドで誰でもできる!素敵なバッグ・かご・こもの 松田裕美/著 ダイヤモンド社

62 754.9 ちょこっと折りでカワイイおりがみ手紙BOOK mizutama/著 ブティック社

63 755.5 ミシンで作る革の小物とバッグ
バッグアーティストスクールレプレ/
著 日本ヴォーグ社

64 758 名作椅子と暮らす。  マガジンハウス

65 759.0 人形メディア学講義 菊地浩平/著 茉莉花社

66 761.2 楽譜を見るのがうれしくなる方法とプレイに直結させるコツ いちむらまさき/著 リットーミュージック

67 761.4 実践!作曲・アレンジに活かすためのモード作曲法 2018 彦坂恭人/編著 自由現代社(発売)

68 762.3 カプースチン 川上昌裕/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントHD

69 762.3 ドヴォルジャーク 黒沼ユリ子/著
冨山房インターナショ
ナル

70 762.8 音楽と病のポリフォニー 小林聡幸/著
アルテスパブリッシン
グ

71 763.4 初心者のヴァイオリン基礎教本 2018 長嶺安一/編著 自由現代社(発売)

72 763.5 厳選!ベースのコツ100 2018 田熊健/著 自由現代社(発売)

73 764.7 クレイジー音楽大全 佐藤利明/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

74 764.7 JAZZ遺言状 寺島靖国/著 DU BOOKS

75 764.7 レゲエ入門 牧野直也/著
アルテスパブリッシン
グ

76 764.7 音楽は愛 湯川れい子/著 中央公論新社

77 764.7 レッド・ツェッペリン全活動記録1968-2007 マーク・ロバーティ/著 前むつみ/訳
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

78 767.8 ブルース・ディッキンソン自伝 ブルース・ディッキンソン/著 迫田
はつみ/訳

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

79 771.7 魅せる自分のつくりかた 安田雅弘/著 講談社

80 778.0 映画はおそろしい 黒沢清/著 青土社

81 778.2 ジェダイの哲学 ジャン=クー・ヤーガ/著 学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

82 778.2 権威なき権威 カントク野郎鈴木則文 鈴木則文/著 小野寺勉/編 ワイズ出版

83 778.2 日本映画時評集成 1990-1999 山根貞男/著 国書刊行会

84 778.2 映画がつなぐ中国と日本 劉文兵/著 東方書店

85 778.4 映像編集者のリアル  玄光社

86 778.7 アードマンの世界ができるまで アードマン・アニメーションズ/著
須田隆久/訳 玄光社

87 778.7 ふたりのトトロ 木原浩勝/著 講談社

88 778.7 日本懐かしアニソン大全 腹巻猫/著 レコード探偵団/著 辰巳出版

89 778.7 高畑勲  河出書房新社

90 778.7 ディズニー映画の世界を旅する  JTBパブリッシング

91 779.1 阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹/著 幻冬舎

92 779.1 話芸の達人 戸田学/著 青土社

93 779.1 たけちゃん、金返せ。 藤山新太郎/著 論創社

94 779.1 ナナメの夕暮れ 若林正恭/著 文藝春秋

95 780 スポーツマーケティング論 相原正道/著 林恒宏/著 晃洋書房

96 780 Sport 2.0 アンディ・ミア/著 田総恵子/訳 NTT出版

97 780.6 スポーツガバナンスとマネジメント 相原正道/著 上田滋夢/著 晃洋書房

98 780.6 ブラックボランティア  (角川新書) 本間龍/著 KADOKAWA

99 781.4 子どもの集中力はストレッチで高まる 池田充宏/監修 枻出版社

100 783 0歳からのボール遊び運動 小山啓太/著
ベースボール・マガジ
ン社

101 783.1 バスケットボール勝つためのオフェンスの教科書 倉石平/監修 田渡優/監修 洋泉社

102 783.1 バスケットボールの戦い方 佐々宜央/著
ベースボール・マガジ
ン社

103 783.1 バスケットボール判断力を高めるトレーニングブック 鈴木良和/監修 森高大/監修補助
ベースボール・マガジ
ン社

104 783.4 理論と実践で学ぶサッカーコーチング 中山雅雄/編著 大修館書店

105 783.4 ワールドカップタクティカルレポート 西部謙司/著 学研プラス

106 783.4 日本人が海外で成功する方法 松井大輔/著 KADOKAWA

107 783.4 なでしこリーグ30年の軌跡  
ベースボール・マガジ
ン社

108 783.5 ボルグとマッケンロー
スティーヴン・ティグナー/著 西山
志緒/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

109 783.5 ソフトテニス攻撃力を高める技術と戦術 野口英一/著
ベースボール・マガジ
ン社

110 783.5 バドミントンの戦い方 藤本ホセマリ/著
ベースボール・マガジ
ン社

111 783.7 甲子園を目指せ!進学校野球部の奮闘の軌跡 タイムリー編集部/編 辰巳出版

112 783.7 現場を生かす裏方力 瀬戸山隆三/著 同友館

113 783.7 打撃力アップの極意 立浪和義/著 廣済堂出版

114 783.8 ゴルフ誰もいわなかったプロのスイングになる極意 森守洋/著 河出書房新社

115 783.8 300ヤードは可能です! 弥永貴尚/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

116 786.1 誰でもはじめられるボルダリング 尾川とも子/著 成美堂出版

117 786.1 日本山岳史  (サンエイ新書) 男の隠れ家編集部/編 三栄書房

118 786.1 それいけ避難小屋 橋尾歌子/著 山と溪谷社

119 786.1 バックパッキング登山入門 四角大輔/著 枻出版社

120 786.5 世界最高のサイクリストたちのロードバイク・トレーニング
ジェイムズ・ウィッツ/著 西薗良太/
監訳 東京書籍

121 786.5 ロードバイクスキルアップトレーニング 福田昌弘/著 日東書院本社

122 786.5 ロードバイク中・上級テクニック完全マスター  枻出版社

123 787.1 堤防釣り 釣魚と仕掛けのすべてがわかる本 大泉書店編集部/編 大泉書店

124 787.1 ゼロから始める堤防釣り入門  コスミック出版

125 787.1 よくわかるバス釣り超入門  ケイエス企画

126 788.1 大相撲決まり手大図鑑全82手 ベースボール・マガジン社/編集
ベースボール・マガジ
ン社

127 788.2 コブラツイストに愛をこめて 清野茂樹/著 立東舎

128 789.9 2秒以内に倒す!ローコンバット ルーク・ホロウェイ/著 フル・コム/
編 東邦出版

129 791.5 茶の湯の羽箒 下坂玉起/著 淡交社

130 791.5 袋師が見る数寄の名脇役 茶の裂 三浦和子/著 淡交社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

131 793 フレンチスタイルのフラワーデザイン〜美しい配色集〜 古賀朝子/著 誠文堂新光社

132 795 名著再び 活碁新評 秋山次郎/監修 日本棋院

133 795 ひらめきの囲碁学 金萬樹/著 洪敏和/訳 東京創元社

134 795 よくわかる囲碁の序盤 山田晋次/著 マイナビ出版

135 795 実戦即効!消しのテクニック 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

136 796 これだけで勝てる将棋序・中盤のコツ 大平武洋/著 マイナビ出版

137 796 先崎学&中村太地この名局を見よ! 20世紀編 先崎学/著 中村太地/著 マイナビ出版

138 796 将棋名人戦七番勝負 第76期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

139 796 羽生の実戦詰め&必死200 森鶏二/著 日本文芸社

140 797.0 賭博の記号論 日本記号学会/編 新曜社

141 798.5 Unity2018入門 荒川巧也/著 浅野祐一/著 SBクリエイティブ

142 798.5 eスポーツ論 筧誠一郎/著 ゴマブックス

143 798.5 ゲームドット絵の匠 とみさわ昭仁/著 ファミ熱!!プロ
ジェクト/著 ホーム社

144 798.5 Unityによるモバイルゲーム開発
Jon Manning/著 Paris Buttfield-
Addison/著

オライリー・ジャパン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 悪態の科学 エマ・バーン/著 黒木章人/訳 原書房

2 809.2 気のきいた「話し方」ができる本 櫻井弘/著 三笠書房

3 809.2 人生は「声」で決まる  (朝日新書) 竹内一郎/著 朝日新聞出版

4 809.2 心を動かす「声」になる 山崎広子/著 大和書房

5 809.2 言いたいことを1分にまとめる技術 山本昭生/著 日本実業出版社

6 809.4 パブリック・スピーキング最強の教科書 小山竜央/著 KADOKAWA

7 809.4 心に響く弔辞 新星出版社編集部/編 新星出版社

8 809.6 議論学への招待 F.H.ファン・エイムレン/著 A.F.ス
ヌック・ヘンケマンス/著 大修館書店

9 810.1 ちょっと待った!その言葉 安井二美子/著 花伝社

10 810.2 ことばでたどる日本の歴史 今野真二/著 河出書房新社

11 810.4 ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ 玄冬書林/著 ワニブックス

12 810.4 すぐ使いこなせる知的な大人の語彙1000 齋藤孝/著 興陽館

13 810.7 必携!日本語ボランティアの基礎知識 中井延美/著 大修館書店

14 810.7 新・日本語教育のためのコーパス調査入門 李在鎬/著 石川慎一郎/著 くろしお出版

15 811.2 旧字源 青木逸平/著 瀬谷出版

16 813.1 『日本国語大辞典』をよむ 今野真二/著 三省堂

17 814 大人のにほんご事典 齋藤孝/著 海竜社

18 816 人一倍時間がかかる人のためのすぐ書ける文章術 吉田裕子/著 ダイヤモンド社

19 816.4 分かりやすい公用文の書き方 礒崎陽輔/著 ぎょうせい

20 816.5 論理的な小論文を書く方法 小野田博一/著 日本実業出版社

21 827.5 日中中日翻訳必携 実戦編4  日本僑報社

22 829.4 フィリピン語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本 佐川年秀/著 明日香出版社

23 830.4 英語にまつわるエトセトラ 八木克正/著 研究社

24 830.7 スポーツトレーニング式英語上達法 草柳益和/著 小坂貴志/著 法学書院

25 834 ビジネス英語類語使い分け辞典 勝木龍/著 富安弘毅/著 すばる舎

26 834 数の英語表現辞典 小学館辞書編集部/編 ウィン・グン/
校閲 小学館

27 835.0 <シリーズ>英文法を解き明かす 2 内田聖二/編 八木克正/編 研究社

28 835 中学英語がぜんぶ身につくイラストBOOK 高橋華生子/監修 新星出版社

29 835 ネイティブ発想で学ぶ英語の決定詞 ロバート・ヒルキ/著 玉木史惠/著 研究社

30 836 究極の英語ライティング 遠田和子/著 岩渕デボラ/英文校閲 研究社

31 837 天声人語 2018夏
朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/
訳 原書房

32 837.8 たった30パターンで英会話! ニック・ウィリアムソン/著 ダイヤモンド社

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 837.8 再挑戦の英会話 福水恵子/著 悠光堂

34 838 新アジア英語辞典 本名信行/編著 竹下裕子/編著 三修社

35 849.7 ニューエクスプレスプラス デンマーク語 三村竜之/著 白水社

36 849.8 ニューエクスプレスプラス スウェーデン語 速水望/著 白水社

37 854.4 例文で覚えるフランス語熟語集 モーリス・ジャケ/著 舟杉真一/著 白水社

38 870 イタリア語のABC 長神悟/著 白水社

39 893.6 ニューエクスプレスプラス フィンランド語 山川亜古/著 白水社

40 894.7 はじめはここからスワヒリ語 宇野みどり/著 第三文明社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 910.2 私の漱石 岩波書店編集部/編 岩波書店

2 910.2 ままならぬ人生 木村小夜/著 澪標

3 910.2 文豪たちのラブレター 別冊宝島編集部/編 宝島社

4 910.2 『騎士団長殺し』の「穴」を読む 谷崎龍彦/著 彩流社

5 910.2 あの本の主人公と歩く東京物語散歩100 堀越正光/著 ぺりかん社

6 910.2 折口信夫秘恋の道 持田叙子/著 慶應義塾大学出版会

7 910.2 氷室冴子  河出書房新社

8 910.4 題名の喩楽 はんざわかんいち/著 明治書院

9 911.1 恋歌 小林一彦/著 さくら舎

10 911.1 牧水の恋 俵万智/著 文藝春秋

11 911.1 愛×数学×短歌 横山明日希/編著 河出書房新社

12 911.3 名句の所以 小澤實/著 毎日新聞出版

13 911.3 俳句歳時記 秋 角川書店/編 KADOKAWA

14 911.3 金子兜太 金子兜太/著 渡辺尚子/編・構成 平凡社

15 911.3 十八公 鷹羽狩行/著 角川文化振興財団

16 911.3 夏井いつきの季語道場 夏井いつき/著 NHK出版

17 911.3 夏井いつきの「月」の歳時記 夏井いつき/著 世界文化社

18 911.3 奥の細道迷い道 吉行和子/著 冨士眞奈美/著
集英社インターナショ
ナル

19 911.4 シルバー川柳 8 全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ
社編集部/編 ポプラ社

20 911.4 シルバー川柳 百歳バンザイ編 みやぎシルバーネット/編 河出書房
新社編集部/編 河出書房新社

21 911.5 そんなとき隣に詩がいます 谷川俊太郎/著 鴻上尚史/著 大和書房

22 911.5 バウムクーヘン 谷川俊太郎/著 ナナロク社

23 911.5 茨木のり子への恋文 戸村雅子/著 国土社

24 912.6 ヨロコビ・ムカエル? 小野正嗣/著 白水社

25 914.6 たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美/著 中央公論新社

26 914.6 やっかいな男 岩井秀人/著 東京ニュース通信社

27 914.6 辺境の路地へ 上原善広/著 河出書房新社

28 914.6 台湾生まれ日本語育ち 温又柔/著 白水社

29 914.6 倉本50 倉田英之/著 KADOKAWA

30 914.6 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠るい/著 望月衿子/著 産業編集センター

31 914.6 ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子/文 北村裕花/絵 講談社

32 914.6 小岩へ 島尾伸三/著 河出書房新社

33 914.6 日本の美徳  (中公新書ラクレ) 瀬戸内寂聴/著 ドナルド・キーン/著 中央公論新社

34 914.6 結婚は、賭け。 曽野綾子/著 PHP研究所

35 914.6 人生の値打ち  (ポプラ新書) 曽野綾子/著 ポプラ社

36 914.6 星のなまえ 高橋順子/著 白水社

37 914.6 絵本のこと話そうか 松田素子/編 長新太/[ほか著] KTC中央出版

38 914.6 老人のライセンス 村松友視/著 河出書房新社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 914.6 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本ばなな/著 朝日新聞出版

40 914.6 種まく人 若松英輔/著 亜紀書房

41 916 ふつうの非婚出産 櫨畑敦子/著 イースト・プレス

42 916 一等兵戦死 松村益二/著 ハート出版

43 916 妻が願った最期の「七日間」 宮本英司/著 サンマーク出版

44 917 君の唇に色あせぬ言葉を 阿久悠/著 河出書房新社

45 918.6 たがめ・冬の川辺・蓬 川村亜子/著 作品社

46 918.6 吾輩は童貞(まだ)である キノブックス編集部/編 キノブックス

47 918.6 小松左京全集完全版 50 小松左京/著 城西国際大学出版会

48 919.3 本朝文粹抄 5 後藤昭雄/著 勉誠出版

49 923.7 あの頃、君を追いかけた 九把刀/著 阿井幸作/訳 講談社

50 923.7 元年春之祭 陸秋槎/著 稲村文吾/訳 早川書房

51 923.7 ここにいる 王聡威/著 倉本知明/訳 白水社

52 929.1 豊渓里 金平岡/著 五十嵐真希/訳 徳間書店

53 930.2 フォークナー文学の水脈 花岡秀/監修 藤平育子/編著 彩流社

54 933.6 ヴィクトリア朝怪異譚 ウィルキー・コリンズ/著 ジョー
ジ・エリオット/著 作品社

55 933.7 月光殺人事件 ヴァレンタイン・ウィリアムズ/著
福井久美子/訳 論創社

56 933.7 最初の悪い男 ミランダ・ジュライ/著 岸本佐知子/
訳 新潮社

57 933.7 グッバイ・クリストファー・ロビン アン・スウェイト/著 山内玲子/訳 国書刊行会

58 933.7 七人のイヴ 3 ニール・スティーヴンスン/著 日暮
雅通/訳 早川書房

59 933.7 犯罪者 ジム・トンプスン/著 黒原敏行/訳 文遊社

60 933.7 変わったタイプ トム・ハンクス/著 小川高義/訳 新潮社

61 933.7 いにしえの魔術
アルジャーノン・ブラックウッド/著
夏来健次/訳 アトリエサード

62 944.6 犯罪精神病
オスカル・パニッツァ/著 種村季弘/
訳 平凡社

63 953.7 鐘の音が響くカフェで ポール・ヴァッカ/著 田村奈保子/訳 春風社

64 953.7 ルーム・オブ・ワンダー ジュリアン・サンドレル/著 高橋啓/
訳 NHK出版

65 953.7 監禁面接 ピエール・ルメートル/著 橘明美/訳 文藝春秋

66 962 テルエルの恋人たち
フアン=エウヘニオ・ハルツェンブッ
シュ/著 稲本健二/訳 現代企画室

67 963 わたしたちが火の中で失くしたもの
マリアーナ・エンリケス/著 安藤哲
行/訳 河出書房新社

68 991 ギリシャ・ラテン文学 逸身喜一郎/著 研究社

69 993.6 人間たちの庭 レーナ・クルーン/著 末延弘子/訳 西村書店

70 995 穢れなき太陽 ソル・ケー・モオ/著 吉田栄人/訳 水声社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 猫のお告げは樹の下で 青山美智子/著 宝島社

2 F 大友落月記 赤神諒/著 日本経済新聞出版社

3 F 向日葵のある台所 秋川滝美/著 KADOKAWA

4 F ガラスの殺意 秋吉理香子/著 双葉社

5 F 対岸の家事 朱野帰子/著 講談社

6 F グリーン・グリーン 2 あさのあつこ/著 徳間書店

7 F 骸の鍵 麻見和史/著 双葉社

8 F 帝都探偵大戦 芦辺拓/著 東京創元社

9 F 松本-鹿児島殺人連鎖 梓林太郎/著 徳間書店

10 F 潜在殺 渥美饒児/著 河出書房新社

11 F インド倶楽部の謎 有栖川有栖/著 講談社

12 F 愛すること、理解すること、愛されること 李龍徳/著 河出書房新社

13 F 冷たい檻 伊岡瞬/著 中央公論新社

14 F 七つの試練 石田衣良/著 文藝春秋

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 F グラスバードは還らない 市川憂人/著 東京創元社

16 F ざんねんなスパイ 一條次郎/著 新潮社

17 F ひとりぼっちじゃない 伊藤ちひろ/著 KADOKAWA

18 F 白銀(しろがね)の巫女 乾石智子/著 東京創元社

19 F 永遠についての証明 岩井圭也/著 KADOKAWA

20 F 歌え、汝龍たりし日々を 岩井三四二/著 角川春樹事務所

21 F 時限感染 岩木一麻/著 宝島社

22 F 花まみれの淑女たち 歌川たいじ/著 KADOKAWA

23 F すぐ死ぬんだから 内館牧子/著 講談社

24 F バー極楽 遠藤彩見/著 KADOKAWA

25 F ドアを開けたら 大崎梢/著 祥伝社

26 F 漂砂の塔 大沢在昌/著 集英社

27 F あなた 大城立裕/著 新潮社

28 F サバイバル・ウェディング 2 大橋弘祐/著 文響社

29 F アリバイ崩し承ります 大山誠一郎/著 実業之日本社

30 F 夜の側に立つ 小野寺史宜/著 新潮社

31 F ただし、無音に限り 織守きょうや/著 東京創元社

32 F 信長の原理 垣根涼介/著 KADOKAWA

33 F パズラクション 霞流一/著 原書房

34 F 僕は金になる 桂望実/著 祥伝社

35 F 悪魔と呼ばれた男 神永学/著 講談社

36 F 川野京輔探偵小説選 1 川野京輔/著 論創社

37 F 母のあしおと 神田茜/著 集英社

38 F 青少年のための小説入門 久保寺健彦/著 集英社

39 F ドッペルゲンガーの銃 倉知淳/著 文藝春秋

40 F 坂口安吾歴史小説コレクション 第1巻 坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店

41 F 永善堂病院もの忘れ外来 佐野香織/著 ポプラ社

42 F つかのまのこと 柴崎友香/著 KADOKAWA

43 F 鳥居の密室 島田荘司/著 新潮社

44 F 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路幸也/著 ポプラ社

45 F サーラレーオ 新庄耕/著 講談社

46 F 徳川慶喜公への斬奸状 須田狗一/著 光文社

47 F 鬼嵐 仙川環/著 小学館

48 F ランドスケープと夏の定理 高島雄哉/著 東京創元社

49 F 翼竜館の宝石商人 高野史緒/著 講談社

50 F 今夜はひとりぼっちかい? 高橋源一郎/著 講談社

51 F 歌人紫宮透の短くはるかな生涯 高原英理/著 立東舎

52 F 明治銀座異変 滝沢志郎/著 文藝春秋

53 F 青い春を数えて 武田綾乃/著 講談社

54 F 一線 田中経一/著 幻冬舎

55 F 破天荒フェニックス 田中修治/著 幻冬舎

56 F 深夜の博覧会 辻真先/著 東京創元社

57 F 出版禁止 長江俊和/著 新潮社

58 F 特捜投資家 永瀬隼介/著 ダイヤモンド社

59 F TAS特別師弟捜査員 中山七里/著 集英社

60 F 狗吠 波平由紀靖/著 郁朋社

61 F まぼろしの城 西野喬/著 郁朋社

62 F 十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 西村京太郎/著 祥伝社

63 F 洗濯(クリーニング)屋三十次郎 野中ともそ/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 F 始まりの家 蓮見恭子/著 講談社

65 F 凍てつく太陽 葉真中顕/著 幻冬舎

66 F 影ぞ恋しき 葉室麟/著 文藝春秋

67 F メーラーデーモンの戦慄 早坂吝/著 講談社

68 F 廃墟ラブ 原宏一/著 文藝春秋

69 F ボーダレス 誉田哲也/著 光文社

70 F 玉瀬家、休業中。 まさきとしか/著 講談社

71 F 一度だけ 益田ミリ/著 幻冬舎

72 F 波の上のキネマ 増山実/著 集英社

73 F 愛なき世界 三浦しをん/著 中央公論新社

74 F 帝都一の下宿屋 三木笙子/著 東京創元社

75 F 忘られのリメメント 三雲岳斗/著 早川書房

76 F ブロードキャスト 湊かなえ/著 KADOKAWA

77 F 猫は笑ってくれない 向井康介/著 ポプラ社

78 F 地球星人 村田沙耶香/著 新潮社

79 F 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子/著 講談社

80 F 人類滅亡小説 山田宗樹/著 幻冬舎

81 F 悪童(ワルガキ) 山田洋次/著 講談社

82 F 国宝　上・下 吉田修一/著 朝日新聞出版

83 F 地底大陸 蘭郁二郎/著 河出書房新社

84 F 小説『ろう教育論争殺人事件』 脇中起余子/著 北大路書房

85 F 別れの霊祠 輪渡颯介/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B289.1 雲は答えなかった 是枝裕和/著 PHP研究所

2 B289.1 女官 山川三千子/著 講談社

3 B338.1 日経記者に聞く投資で勝つ100のキホン 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

4 B645.7 猫がいればそれだけで 今泉忠明/監修 猫のこと研究倶楽部/
編著 三笠書房

5 B913 別れ、のち晴れ 赤川次郎/著 徳間書店

6 B914.6 でもいいの 佐野洋子/著 河出書房新社

7 B914.6 とちりの虫 安岡章太郎/著 中央公論新社

8 B933.7 エラリー・クイーンの冒険 エラリー・クイーン/著 中村有希/訳 東京創元社

9 B933.7 ハンティング　上・下 カリン・スローター/著 鈴木美朋/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

10 B933.7 われらはレギオン 2 デニス・E.テイラー/著 金子浩/訳 早川書房

11 B933.7 クリミナル・タウン サム・マンソン/著 金井真弓/訳 早川書房

12 B933.7 影の歌姫　上・下 ルシンダ・ライリー/著 高橋恭美子/
訳 東京創元社

13 B933.7 協定　上・下 ミシェル・リッチモンド/著 羽田詩
津子/訳 早川書房

14 B933.7 第七の太陽　上・下 ケント・レスター/著 石垣憲一/訳 扶桑社

15 B933.7 ダーウィンの警告　上・下 ジェームズ・ロリンズ/著 桑田健/訳 竹書房

16 B949.5 極夜の警官 ラグナル・ヨナソン/著 吉田薫/訳 小学館

17 B953.7 失われた時を求めて 6 プルースト/著 高遠弘美/訳 光文社

18 B953.7 ブルックリンの少女 ギヨーム・ミュッソ/著 吉田恒雄/訳 集英社

19 BF 行き止まりの殺意 赤川次郎/著 光文社

20 BF 吸血鬼は世紀末に翔ぶ 赤川次郎/著 集英社

21 BF 早期退職 荒木源/著 KADOKAWA

22 BF ひっくり返ったおもちゃ箱 五十嵐貴久/著 双葉社

23 BF カレーなる逆襲! 乾ルカ/著 文藝春秋

24 BF 維新始末 上田秀人/著 中央公論新社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 BF 検断 上田秀人/著 光文社

26 BF 秘めおくべし 浮穴みみ/著 中央公論新社

27 BF 暗黒旅人 大沢在昌/著 講談社

28 BF 謎 010 大沢在昌/選 日本推理作家協会/編 講談社

29 BF プロジェクト：シャーロック 大森望/編 日下三蔵/編 東京創元社

30 BF 記憶屋 2 織守きょうや/著 KADOKAWA

31 BF 記憶屋 3 織守きょうや/著 KADOKAWA

32 BF 京都下鴨なぞとき写真帖 柏井壽/著 PHP研究所

33 BF 心霊探偵八雲 神永学/著 KADOKAWA

34 BF 夢の浮橋 小杉健治/著 祥伝社

35 BF 鬼の嫁取り 小松エメル/著 ポプラ社

36 BF 男たちのワイングラス 今野敏/著 実業之日本社

37 BF 君の思い出が消えたとしても 才羽楽/著 宝島社

38 BF 椿落つ 佐伯泰英/著 文藝春秋

39 BF 激突 坂岡真/著 双葉社

40 BF 浪人若さま新見左近 14 佐々木裕一/著 コスミック出版

41 BF 永遠の1/2 佐藤正午/著 小学館

42 BF 古書カフェすみれ屋と悩める書店員 里見蘭/著 大和書房

43 BF チェンジ! 柴田よしき/著 角川春樹事務所

44 BF カトク 新庄耕/著 文藝春秋

45 BF 長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖 3 千野隆司/著 小学館

46 BF スギハラ・サバイバル 手嶋竜一/著 新潮社

47 BF 脅迫者 堂場瞬一/著 角川春樹事務所

48 BF 鬼の隠れ簔 鳥羽亮/著 徳間書店

49 BF 鶴亀横丁の風来坊 鳥羽亮/著 講談社

50 BF 緑衣の美少年 西尾維新/著 講談社

51 BF 院内刑事(でか)ブラック・メディスン 濱嘉之/著 講談社

52 BF 双面の旗本 早見俊/著 二見書房

53 BF 猫の姫、狩りをする 廣嶋玲子/著 東京創元社

54 BF 源氏天一坊 藤井邦夫/著 KADOKAWA

55 BF 悲恋 細谷正充/編 安西篤子/著 朝日新聞出版

56 BF 特捜検事 三好徹/著 中央公論新社

57 BF 水族館ガール 5 木宮条太郎/著 実業之日本社

58 BF 京都寺町三条のホームズ　7～10巻 望月麻衣/著 双葉社

59 BF 吉祥寺よろず怪事(あやごと)請負処 4 結城光流/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.3 情報セキュリティ白書 2018 情報処理推進機構/企画・著作・制作 情報処理推進機構

2 R010.3 図書館・出版文化の賞事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

3 R025.1 出版年鑑 2018-1 出版年鑑編集部/編 出版ニュース社

4 R025.1 出版年鑑 2018-2 出版年鑑編集部/編 出版ニュース社

5 R203.2 世界史大年表 青山吉信/編 石橋秀雄/編 山川出版社

6 R291.0 郷土・地域をしらべるレファレンスブック 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

7 R291.0 地名から引く日本全国作家紀行・滞在記 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

8 R310.3 事典・世界の指導者たち 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

9 R318.6 地域ハンドブック 2018年度版 日本政策投資銀行地域企画部/編集 日本政策投資銀行

10 R324.5 標準実用契約書式全書 寺本吉男/編 日本法令

11 R330.5 経済財政白書 平成30年版 内閣府/編集 日経印刷

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

12 R331.8 個人所得指標 2018年版 ゼンリンジオインテリジェンス/編集
ゼンリンジオインテリ
ジェンス

13 R334.6 土地白書 平成30年版 国土交通省/編集 キタジマ

14 R335.3 小規模企業白書 2018年版 中小企業庁/編 日経印刷

15 R335.3 新規開業白書 2018年版 日本政策金融公庫総合研究所/編 佐伯印刷

16 R335.5 海外進出企業総覧 2018会社別編  東洋経済新報社

17 R336.9 詳解国際税務 2018年版 遠藤克博/著 多田雄司/著 清文社

18 R350.9 世界国勢図会 2018/19 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

19 R358.1 住民基本台帳人口・世帯数表 平成30年版  国土地理協会

20 R367.2 男女共同参画白書 平成30年版 内閣府男女共同参画局/編集 勝美印刷

21 R367.6 子供・若者白書 平成30年版 内閣府/編集 日経印刷

22 R369.1 国民の福祉と介護の動向 2018/2019 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

23 R369.2 高齢社会白書 平成30年版 内閣府/編集 日経印刷

24 R369.2 障害者白書 平成30年版 内閣府/編集 勝美印刷(印刷)

25 R376.1 保育白書 2018年版
全国保育団体連絡会/編 保育研究所/
編

ちいさいなかま社

26 R470.3 植物レファレンス事典 3 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

27 R486.0 日本産水生昆虫 1 川合禎次/共編 谷田一三/共編 東海大学出版部

28 R486.0 日本産水生昆虫 2 川合禎次/共編 谷田一三/共編 東海大学出版部

29 R486.0 日本産水生昆虫 索引 川合禎次/共編 谷田一三/共編 東海大学出版部

30 R487.5 日本の海水魚 吉野雄輔/写真・解説 瀬能宏/監修 山と溪谷社

31 R498.0 国民衛生の動向 2018/2019 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

32 R519.1 公害紛争処理白書 平成30年版 公害等調整委員会/編 蔦友印刷

33 R601.1 国土交通白書 2018 国土交通省/編 日経印刷

34 R610.5 食料・農業・農村白書 平成30年版 農林水産省/編 農林統計協会

35 R660.5 水産白書 平成30年版 水産庁/編 農林統計協会

36 R681.3 交通安全白書 平成30年版 内閣府/編集 勝美印刷(印刷)

37 R728.4 楷行草筆順・字体字典 江守賢治/編 三省堂

38 R815.6 現代副詞用法辞典 飛田良文/著 浅田秀子/著 東京堂出版

39 R818.0 県別方言感覚表現辞典 真田信治/編 友定賢治/編 東京堂出版

40 R903.1 ヤングアダルトの本 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 T050 富山大学杉谷(医薬系)キャンパス研究活動一覧 第41輯(2017)
富山大学附属図書館医薬学図書館運
営委員会/編

富山大学附属図書館医
薬学図書館運営委員会

2 T069 氷見市立博物館年報 第36号 平成29年度 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

3 T163 験佛化現 富山県[立山博物館]/編 富山県[立山博物館]

4 T288 越中の豪族石黒一族の歴史 石黒克彦/著 歴史春秋出版

5 T288.5 富山藩主前田家墓所長岡御廟 古川知明/著 富山石文化研究所

6 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 平成29年度 富山市/編 富山市

7 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成30年6月 富山市議会/編 富山市議会

8 T318.3 富山市議会定例会議案 平成30年9月 [富山市議会/編] [富山市議会]

9 T343 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 平成29年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

10 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 平成29年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

11 T353 市政概要 平成30年度 富山市議会事務局/編 富山市議会事務局

12 T365 生活情報ガイド 中国語版 富山市企画管理部文化国際課/編 富
山市民国際交流協会/編

富山市国際交流セン
ター

13 T365 生活情報ガイド ベトナム語版 富山市企画管理部文化国際課/編 富
山市民国際交流協会/編

富山市国際交流セン
ター

14 T366 東和工業男女賃金差別裁判報告集 男女賃金差別をともにたたかう会/編
男女賃金差別をともに
たたかう会

15 T367 富山市男女共同参画白書 平成30年版 富山市市民生活部男女参画・市民協
働課/編

富山市市民生活部男女
参画・市民協働課

16 T370.5 富山市の教育 平成30年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

17 T373.4 教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 平成29年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 T375 研究紀要 第71号
富山大学人間発達科学部附属中学校/
編

富山大学人間発達科学
部附属中学校

19 T498 富山市病院事業会計決算書 平成29年度 富山市/編 [富山市]

20 T498 富山市保健所事業概要 平成30年度版(平成29年度実績) 富山市保健所/編 富山市保健所

21 T498 病院事業概要 平成29年度 富山市立富山市民病院/編 富山市民病院

22 T499.6 樺太売薬の歴史 橋本友美/著 水橋薬業会

23 T505 富山県の工業 平成28年(2016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

24 T517.3 富山市水防計画 平成30年度 富山市建設部防災対策課/編
富山市建設部防災対策
課

25 T519 上下水道事業年報 平成29年度 富山市上下水道局/編 富山市上下水道局

26 T686 北陸本線 牧野和人/著
アルファベータブック
ス

27 T748 万華鏡 300号  ふるさと開発研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 10ぽんのぷりぷりソーセージ
ミシェル・ロビンソン/文 トール・
フリーマン/絵 ほるぷ出版

2 E あーん!はがぬけない くすのきしげのり/作 ゆーちみえこ/
絵 アリス館

3 E あおいちきゅうのいちにち 2 エラ・ベイリー/さく せなあいこ/や
く 評論社

4 E あきぞらさんぽ えがしらみちこ/作 講談社

5 E あきまつりピーヒャラおはやしの日! ますだゆうこ/作 たちもとみちこ/絵 文溪堂

6 E あしにょきにょきときょうりゅう 深見春夫/作・絵 岩崎書店

7 E あめだま ペクヒナ/作 長谷川義史/訳 ブロンズ新社

8 E アンナとビイプ こみねゆら/作 講談社

9 E イーラちゃんとまじょのヤーダちゃん しまだともみ/作 偕成社

10 E 石たちの声がきこえる マーグリート・ルアーズ/作 ニザー
ル・アリー・バドル/絵 新日本出版社

11 E いちばんのともだち ジェニファー・K.マン/作 林木林/訳 光村教育図書

12 E いっしょがいいよね あべはじめ/作・絵 くもん出版

13 E いっしょにかえろう
ハイロ・ブイトラゴ/文 ラファエ
ル・ジョクテング/絵 岩崎書店

14 E いっしょにのぼろう
マリアンヌ・デュブク/作 さかたゆ
きこ/訳

TAC株式会社出版事業部

15 E うずらかあさんとたまご 島野雫/さく・え 教育画劇

16 E おいもころころ いもとようこ/文・絵 金の星社

17 E オオイシさん 北村直子/作 偕成社

18 E おしごとおしごとなににする? なとりちづ/さく 福音館書店

19 E おっとあぶない! サトウマサノリ/作・絵
パイインターナショナ
ル

20 E おばけばたけ 林なつこ/作 マイクロマガジン社

21 E おばけれっしゃ しのだこうへい/作・絵 ひさかたチャイルド

22 E おべんとうたべたいな 坂本千明/さくえ 岩崎書店

23 E かしこいのはだあれ?
中川素子/再話 バーサンスレン・ボ
ロルマー/絵 小学館

24 E かぜのひ サム・アッシャー/作・絵 吉上恭太/
訳 徳間書店

25 E きになる おおなり修司/文 広瀬克也/絵 絵本館

26 E キミワリーナがやってくる ベンジー・デイヴィス/作 林木林/訳 BL出版

27 E きょうがはじまる
ジュリー・モースタッド/作 石津ち
ひろ/訳 BL出版

28 E きょうふのおばけパンツ
アーロン・レイノルズ/作 中川ひろ
たか/訳 学研プラス

29 E くだものぱくっ 彦坂有紀/作 もりといずみ/作 講談社

30 E けんかはやめやさ〜い わたなべあや/絵 きだにやすのり/文 ひかりのくに

31 E こねことおつきさま アルベルティーヌ・ドゥルタイユ/
作・絵 ふしみみさを/訳 徳間書店

32 E ごみじゃない! minchi/作・絵 PHP研究所

33 E さるかにがっせん つちだのぶこ/作 あすなろ書房

34 E シカの童女 岡野薫子/さく 赤羽末吉/え 復刊ドットコム

35 E じめんのしたにはなにがある 中川ひろたか/文 山本孝/絵 アリス館

36 E しょくぱんちゃん6しまい ささきみお/作・絵 鈴木出版

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 E ショベルくんとあおいはな
ヨーゼフ・クフラー/さく 石津ちひ
ろ/やく 学研プラス

38 E すきま地蔵 室井滋/文 長谷川義史/絵 白泉社

39 E スタンリーとちいさな火星人
サイモン・ジェームズ/作 千葉茂樹/
訳 あすなろ書房

40 E せかいはふしぎでできている! アンドレア・ベイティー/作 デイ
ヴィッド・ロバーツ/絵 絵本塾出版

41 E そらからきたこいし しおたにまみこ/作 偕成社

42 E タイヤタイヤだれのタイヤ そくちょるうぉん/作 アリス館

43 E タローズ モラグ・フッド/作 長谷川義史/訳 小学館

44 E ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫くみこ/作 オームラトモコ/絵 ひさかたチャイルド

45 E ちいさいサンパン 小春久一郎/文 山本忠敬/絵 出版ワークス

46 E ちいさなエリオット ひとりじゃないよ マイク・クラトウ/作 福本友美子/訳 マイクロマガジン社

47 E つきみだんご はまのゆか/作 光村教育図書

48 E てんぐ 杉山亮/作 加藤休ミ/絵 ポプラ社

49 E トーマス、バスになる? ウィルバート・オードリー/原作 ポプラ社

50 E トコトコバス 高橋和枝/作 講談社

51 E どんぐりむらのいちねんかん なかやみわ/さく 学研プラス

52 E とんでった たかいよしかず/作・絵 KADOKAWA

53 E ながぐつをはいたねこ シャルル・ペロー/原作 いとうみく/
文 フレーベル館

54 E なぞなぞはじまるよ 2 おおなり修司/なぞなぞ文 高畠純/絵 絵本館

55 E なまえをつけて 谷川俊太郎/詩 いわさきちひろ/絵 講談社

56 E なんびきのねこたちおどる? キャロライン・スタットソン/文
ジョン・クラッセン/絵 犀の工房

57 E ねこです。 北村裕花/作 講談社

58 E ねずみくんのうんどうかい なかえよしを/作 上野紀子/絵 ポプラ社

59 E のりかえでんしゃ もとやすけいじ/作・絵 学研プラス

60 E はたらくおやさいバナナもいるよ! わだことみ/作 おおいじゅんこ/絵 教育画劇

61 E はりねずみくんのクリスマス・イブ クリスティーナ・バトラー/文 ティ
ナ・マクノートン/画 女子パウロ会

62 E パンのずかん 大森裕子/作 井上好文/監修 白泉社

63 E ぴちぱちさくさく 若菜ひとし/作 若菜きよこ/作 ひさかたチャイルド

64 E ふうせんゆらゆら とよたかずひこ/著 アリス館

65 E ふねひこうきバスきしゃ 塚本やすし/作 くもん出版

66 E ふようどのふよこちゃん 飯野和好/作 理論社

67 E プリンちゃんのハロウィン
なかがわちひろ/ぶん たかおゆうこ/
え 理論社

68 E ぺちゃんこねこ
ハーウィン・オラム/ぶん グウェ
ン・ミルワード/え 岩崎書店

69 E ぼくここにいるよ マスダカルシ/著 静岡新聞社

70 E ぼくのくつしたおまけつき 礒みゆき/作・絵 ひさかたチャイルド

71 E マカロンのかいかた かわむらげんき/さく サカモトリョ
ウ/え 小学館

72 E まちのくるま コヨセジュンジ/さく WAVE出版

73 E まゆとかっぱ 富安陽子/文 降矢なな/絵 福音館書店

74 E 万次郎さんとおにぎり 本田いづみ/ぶん 北村人/え 福音館書店

75 E みーせーて スギヤマカナヨ/著 アリス館

76 E 室井滋のてぬぐいあそび絵本ピトトトトンよ〜 室井滋/文絵 世界文化社

77 E めんたべよう! 小西英子/さく 福音館書店

78 E もしも… 神沢利子/文 太田大八/画 復刊ドットコム(発売)

79 E 森のオーケストラ
塚本やすし/さく・え 村山祐季子/お
んがく

冨山房インターナショ
ナル

80 E やきいもやゴンラ ながいいくこ/作 くすはら順子/絵 ポプラ社

81 E やまのおんがく 室井さと子/著 岩崎書店

82 E ゆびもじえほん 全国手話通訳問題研究会/作 見杉宗
則/絵

クリエイツかもがわ

83 E ようこそ!ティールームことりへ どいかや/ぶん 伊藤夏紀/え アリス館

84 E ライオンの風をみたいちにち あべ弘士/著 佼成出版社

85 E わたしたちだけのときは デイヴィッド・アレキサンダー・ロ
バートソン/文 岩波書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 E わたしの島をさがして
ジュノ・ディアス/作 レオ・エスピ
ノサ/絵 汐文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K017 大好き!おじさん文庫 深山さくら/著 文研出版

2 K116 13歳からのもっと頭がよくなるコツ大全 小野田博一/著
PHPエディターズ・グ
ループ

3 K141 個性ハッケン!　1～5巻 田沼茂紀/監修 ポプラ社

4 K202 親子でまなぶたのしい考古学 山岸良二/文 さかいひろこ/さし絵 同成社

5 K204 歴史の読みかた  (ちくまプリマー新書) 野家啓一/著 長谷部恭男/著 筑摩書房

6 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第3期1  かもがわ出版

7 K288 名字ずかん 森岡浩/監修 長谷川未緒/編著 ほるぷ出版

8 K289 佐藤初女物語 あんずゆき/著 PHP研究所

9 K289 約束の国への長い旅 篠輝久/著 清水書院

10 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2019年版 永岡書店編集部/編 永岡書店

11 K327 ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚敦子/著 講談社

12 K330 池上彰のはじめてのお金の教科書 池上彰/著 ふじわらかずえ/絵 幻冬舎

13 K367 持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは 第3巻  新日本出版社

14 K369 こどものための防災教室 今泉マユ子/著 理論社

15 K369 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉正樹/監修 三省堂編修所/編 三省堂

16 K371 不登校でも大丈夫  (岩波ジュニア新書) 末富晶/著 岩波書店

17 K378 しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの くせさなえ/作・絵 偕成社

18 K382 アイヌ
北原モコットゥナシ/監修 蓑島栄紀/
監修 岩崎書店

19 K404 ジュニア空想科学読本 14 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

20 K407 科学のタネを育てよう 1  少年写真新聞社

21 K425 理科をたのしく!光と音の実験工作 1  汐文社

22 K425 理科をたのしく!光と音の実験工作 3  汐文社

23 K446 月の満ちかけをながめよう 森雅之/イラスト 相馬充/監修 誠文堂新光社

24 K460 びっくり!変な名前の生き物  学研プラス

25 K461 40億年、いのちの旅  (岩波ジュニア新書) 伊藤明夫/著 岩波書店

26 K468 ため池の外来生物がわかる本 加藤英明/文 越井隆/イラストレー
ション 徳間書店

27 K474 きのこレストラン 新開孝/写真・文 ポプラ社

28 K480 ハカセは見た!!学校では教えてくれない生きもののひみつ 小松貴/著 講談社

29 K481 いきもの寿命ずかん 新宅広二/著 イシダコウ/イラスト 東京書籍

30 K491 ヒトの体にすみつく生き物 辨野義己/監修 PHP研究所

31 K509 調べる!47都道府県工業生産で見る日本 こどもくらぶ/編 同友館

32 K547 できるキッズ親子で楽しむユーチューバー入門
FULMA株式会社/著 できるシリーズ編
集部/著 インプレス

33 K645 スマイリー 目の見えないセラピー犬 ジョアン・ジョージ/著 中家多惠子/
訳 汐文社

34 K750 ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会/著 日本数学検定協会

35 K754 5回で折れる季節と行事のおりがみ 2 いしかわまりこ/作 汐文社

36 K754 ディズニー折り紙あそび いしばしなおこ/著 ブティック社

37 K754 カッターであそぼう! 五味太郎/著 KTC中央出版

38 K754 おりがみだいすき! 山田勝久/監修 池田書店

39 K778 人生を変えるアニメ 河出書房新社/編 池澤春菜/[ほか]著 河出書房新社

40 K780 それいけ!子どものスポーツ栄養学 矢口友理/著 健学社

41 K780 参加しよう!東京パラリンピックとバリアフリー 1 山岸朋央/著 DPI日本会議/協力 汐文社

42 K783 DVDで差がつく!小学生のミニバスディフェンス上達のポイント40 菅原恭一/監修 メイツ出版

43 K789 忍者の迷路 香川元太郎/作・絵 香川志織/作・絵 PHP研究所

44 K798 英語であやとり フィグインク/編 大門久美子/編 汐文社

45 K815 ただしいかぞえかたの絵本 WILLこども知育研究所/編・著 すみ
もとななみ/絵 金の星社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 K901 小説は君のためにある  (ちくまプリマー新書) 藤谷治/著 筑摩書房

47 K913 マオのうれしい日 あんずゆき/作 ミヤハラヨウコ/絵 佼成出版社

48 K913 少年Nの長い長い旅 05 石川宏千花/著 岩本ゼロゴ/画 講談社

49 K913 ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川宣子/さく さとうあや/え 講談社

50 K913 ふしぎ猫ナズレの冒険クルーズ 井上夕香/作 鈴木良治/絵 てらいんく

51 K913 ぼくのわがまま宣言! 今井恭子/著 PHP研究所

52 K913 107小節目から 大島恵真/著 講談社

53 K913 流星と稲妻 落合由佳/著 講談社

54 K913 モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉幸子/作 高畠純/絵 小峰書店

55 K913 氷の上のプリンセス ジュニア編2 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

56 K913 お江戸怪談時間旅行 楠木誠一郎/作 亜沙美/絵 静山社

57 K913 ねこの町の本屋さん 小手鞠るい/作 くまあやこ/絵 講談社

58 K913 森のとしょかんのひみつ 小手鞠るい/作 土田義晴/絵 金の星社

59 K913 みちのく妖怪ツアー 佐々木ひとみ/作 野泉マヤ/作 新日本出版社

60 K913 君だけのシネマ 高田由紀子/作 pon-marsh/絵 PHP研究所

61 K913 ビター・ステップ 高田由紀子/作 おとないちあき/絵 ポプラ社

62 K913 ホオズキくんのオバケ事件簿 1 富安陽子/作 小松良佳/絵 ポプラ社

63 K913 サラとピンキー たからじまへ行く 富安陽子/作・絵 講談社

64 K913 魔女のレッスンはじめます 長井るり子/作 こがしわかおり/絵 出版ワークス

65 K913 小学生まじょとまほうのくつ 中島和子/作 秋里信子/絵 金の星社

66 K913 しろくまジローはすもうとり ななもりさちこ/作・絵 福音館書店

67 K913 百物語 3 日本児童文学者協会/編 文溪堂

68 K913 もしも、この町で 1 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

69 K913 ねこの商売 林原玉枝/文 二俣英五郎/絵 福音館書店

70 K913 あさって町のフミオくん 昼田弥子/作 高畠那生/絵 ブロンズ新社

71 K913 月あかり洋裁店 ひろいれいこ/作 よしざわけいこ/絵 PHP研究所

72 K913 IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる! 上 深沢美潮/作 山田J太/画 ポプラ社

73 K913 おなべの妖精一家 2 福田隆浩/作 サトウユカ/絵 講談社

74 K913 教室に幽霊がいる!? 藤重ヒカル/作 宮尾和孝/絵 金の星社

75 K913 恋する図書館は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

76 K913 おくれてきたうさぎさんたちのおはなし 依田正夫/著 東洋出版

77 K913 戦国ベースボール 13
りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵 集英社

78 K933 エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン/作 三辺
律子/訳 小峰書店

79 K933 星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード/著 吉井知代子/訳 あかね書房

80 K943 雑種 フランツ・カフカ/作 酒寄進一/訳 理論社

81 K943 くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス/作・絵 大社玲子/
訳 岩波書店

82 K949 チャルーネ ホーコン・ウーヴレオース/作 オイ
ヴィン・トールシェーテル/絵 ゴブリン書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 KR031 いちばん!の図鑑 今泉忠明/[ほか]監修 学研プラス

2 KR031 現代用語の基礎知識学習版 2018-2019 現代用語検定協会/監修 自由国民社

3 KR911 三省堂例解小学短歌・俳句辞典 三省堂編修所/編 三省堂

KR  児童参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 
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