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002 ｳ 2  わが師・先人を語る 2 上廣倫理財団/編 弘

文堂 

002.7 ﾅﾏ 2016  情報の「捨て方」（角川新書） 成毛眞

/[著] KADOKAWA 

007.1 ｼﾏ 2016  シンギュラリティ マレー・シャナハ

ン/著 ドミニク・チェン/監訳 NTT 出版 

007.1 ｽﾋ 2016  教養としての認知科学 鈴木宏昭/著 

東京大学出版会 

007.3 ｲ ｼ 2016  知識ゼロからのビッグデータ入門 

稲田修一/著 幻冬舎 

007.3 ｺｱ 2016  IoTビジネスモデル革命 小林啓倫/

著 朝日新聞出版 

007.6 ｲｱ 2016  サイバーセキュリティ入門 猪俣敦

夫/著 井上克郎/コーディネーター 共立出版 

007.6 ｲｶ 2016  今すぐ使えるかんたん Access 2016 

井上香緒里/著 技術評論社 

007.6 ｴ 2016  エクセル&ワード&パワポ+エクセル関

数基本&便利ワザまるわかり  学研プラス 

007.6 ｵ 2016  思い出をデジタル化して永久保存する

本 2016年最新版 洋泉社 

007.6 ｵﾀ 2016  ひと目でわかる Outlook 2016 大月

宇美/著 日経 BP 社 

007.6 ｺﾖ 2016  できる Excelマクロ&VBA 小舘由典/

著 できるシリーズ編集部/著 インプレス 

007.6 ｻﾏ 2016  実践 Python 3 Mark Summerfield/

著 斎藤康毅/訳 オライリー・ジャパン 

007.6 ﾌﾕ 2016 情報処理入門 深井裕二/著 コロナ社 

007.6 ﾙﾋ 2016  入門 Python 3 Bill Lubanovic/著 斎

藤康毅/監訳 オライリー・ジャパン 

017.2 ﾌｱ 2016  司書と先生がつくる学校図書館 福

岡淳子/著 玉川大学出版部 

017.7 ﾄｷ 2016  大学図書館専門職員の歴史 利根川

樹美子/著 勁草書房 

019 ﾅｱ 2016  51歳からの読書術 永江朗/著 六耀社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019 ﾜｼ 2016  知的生活の準備 渡部昇一/著 

KADOKAWA 

019.0 ｸ 2  次の本へ 続 苦楽堂/編 苦楽堂 

019.1 ﾋﾕ 2016  読んだつもりで終わらせない名著の

読書術 樋口裕一/著 KADOKAWA 

019.5 ｵﾀ 2016  絵本はこころの架け橋 岡田達信/著 

瑞雲舎 

019.5 ﾆ 2015  日中韓子ども童話交流報告書 2015 

日中韓子ども童話交流事業実行委員会/編 日中韓

子ども童話交流事業実行委員会 

021.2 ﾃ 1  著作権の法律相談 1 TMI 総合法律事務

所/編 青林書院 

021.2 ﾃ 2  著作権の法律相談 2 TMI 総合法律事務

所/編 青林書院 

022.8 ﾖ 2016  はじめて手でつくる本 ヨンネ/著 エ

クスナレッジ 

023.1 ﾌｸ 2016  出版アナザーサイド 藤脇邦夫/著 

本の雑誌社 

069.0 ﾅﾋ 2016  ぶらりあるきカンボジアの博物館 

中村浩/著 芙蓉書房出版 

070.1 ｲｾ 2016  実践的新聞ジャーナリズム入門 猪

股征一/著 信濃毎日新聞社 

070.1 ﾊｶ 2016  新聞販売と再販制度 畑尾一知/著 

創英社 

070.2 ﾊﾋ 2016  崩壊朝日新聞 長谷川煕/著 ワック 

070.2 ﾕ 2016  夢を追いかけた男たち 夢を追いかけ

た男たち刊行実行委員会/編 夢を追いかけた男た

ち刊行実行委員会 

 

 

            

114.2 ﾜｺ 2016  死ぬ力 （講談社現代新書） 鷲田小

彌太/著 講談社 

121 ｵﾋ 2016  世界のエリートが学んでいる教養とし

ての日本哲学 小川仁志/著 PHP エディター

ズ・グループ 
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１００ 哲  学 
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123.8 ｺｶ 2016  人生が変わる最高の教科書「論語」 

小宮一慶/著 KADOKAWA 

130 ｲｲ 2016  はじめての哲学 石井郁男/著 ヨシタ

ケシンスケ/画 あすなろ書房 

130.2 ｺｲ 2016  13人の誤解された思想家 小浜逸郎/

著 PHP 研究所 

138 ﾉｷ 2016  ロシアあるいは対立の亡霊 乗松亨平/

著 講談社 

141.2 ﾃ 2016  触楽入門 テクタイル/著 朝日出版社 

141.7 ﾀｶ 2016  行動情報処理 武田一哉/著 土井美

和子/コーディネーター 共立出版 

145.7 ﾍｼ 2016  性倒錯者 ジェシー・ベリング/著 鈴

木光太郎/訳 化学同人 

146.1 ｱﾖ 2016  フロイトの<夢> 秋吉良人/著 岩波

書店 

146.8 ﾌｳ 2016  虚無感について ヴィクトール・E.

フランクル/著 広岡義之/訳 青土社 

159 ﾎﾀ 2016  本音で生きる （SB 新書） 堀江貴文/

著 SB クリエイティブ 

159 ﾐｱ 2016  楽に生きるための人生相談 美輪明宏/

著 朝日新聞出版 

159.4 ｲﾉ 2016  変わり続ける 出井伸之/著 ダイヤ

モンド社 

159.4 ｻﾖ 2016  ぼくらの仮説が世界をつくる 佐渡

島庸平/著 ダイヤモンド社 

159.7 ｶｻ 2016  君に伝えたいこと 姜尚中/著 自由

国民社 

175.9 ﾖﾀ 2016  神社の解剖図鑑 米澤貴紀/著 エク

スナレッジ 

176.4 ｶﾖ 2016  精選祝詞文例事典 金子善光/編著 

現代神社と実務研究会/監修 大河書房 

180 ﾋｼ 2016  13歳からの仏教塾  平井正修/著  海

竜社 

191.9 ﾐﾐ 2016  カール・バルト 宮田光雄/著  岩波

書店 

 

 

            

209.7 ﾌﾏ 2016  戦争を指導した七人の男たち マル

ク・フェロー/[著] 小野潮/訳 新評論 

210.2 ｼｻ 2016  古文書はいかに歴史を描くのか 白

水智/著 NHK 出版 

210.2 ﾓｺ 2  森浩一著作集 2 森浩一/著 森浩一著作

集編集委員会/編 新泉社 

210.4 ｶｶ 2016  歴史の虚像を衝く 笠谷和比古/著 

教育出版 

210.4 ﾜｼ 2016  決定版・人物日本史 渡部昇一/著 育

鵬社 

212.5 ｵﾋ 2016 タネをまく縄文人  小畑弘己/著 吉川

弘文館 

213 ｻﾏ 2016  神と死者の考古学 笹生衛/著 吉川弘

文館 

213 ﾆﾅ 2016  古代日本と北の海みち 新野直吉/著 

吉川弘文館 

214 ｱｹ 2016  地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 

足利健亮/著 吉川弘文館 

214 ﾎｹ 2016  怪しいものたちの中世 本郷恵子/著 

KADOKAWA 

214.8 ﾉ 1  信長史料集 第一集(天文三年-永禄六年) 

信長資料集編集委員会/編 岐阜市歴史博物館 

214.8 ﾎﾕ 2016  豊臣政権の権力構造 堀越祐一/著 

吉川弘文館 

217.5 ﾁ 2016  子どもたちよ! 中日新聞編集局/編 

中日新聞社 

217.6 ﾊｺ 2016  戦後 70年にっぽんの記憶 橋本五郎/

編 読売新聞取材班/著 中央公論新社 

217.6 ﾜﾊ 2016 「平和国家」の誕生 和田春樹/著 岩

波書店 

219.3 ｻﾖ 2016  米軍が見た東京 1945秋 佐藤洋一/

文・構成 洋泉社 

219.9 ﾔｲ 2016  辺野古の弁証法 山口泉/著 オーロ

ラ自由アトリエ 

220 ﾆ 2016  アジア巨大遺跡 NHK スペシャル「ア

ジア巨大遺跡」取材班/編 NHK 出版 

222.0 ｼｾ 3  史記列伝 3 [司馬遷/著] 小川環樹/訳 岩

波書店 

222.0 ﾄｲ 1  概説中国史 上 冨谷至/編 森田憲司/編 

昭和堂 

222.4 ﾆﾀ 2016  この手紙､とどけ! 西谷格/著 小学館 

227.3 ｺﾀ 2016  メソポタミアとインダスのあいだ 

後藤健/著 筑摩書房 

230 ﾐｼ 2016  新しく学ぶ西洋の歴史 南塚信吾/責任

編集 秋田茂/責任編集 ミネルヴァ書房 

235.0 ﾙｼ 2  プロヴァンスの村の終焉 下 ジャン=ピ

エール・ルゴフ/著 伊藤直/訳 青灯社 

253.0 ｳｺ 2016  アメリカ独立革命 ゴードン・S.ウッ

ド/[著] 中野勝郎/訳 岩波書店 

281.0 ﾐｶ 2016  仕事・人間関係に役立つ教養としての

日本史 皆木和義/著 KADOKAWA 

288.3 ｼﾀ 2016  アメリカの真の支配者コーク一族 

ダニエル・シュルマン/著 古村治彦/訳 講談社 

288.4 ｹﾏ 2016  スペイン王家の歴史  マリア ピラ

ール ケラルト デル イエロ/著 青砥直子/訳 原

書房 

289.1 ｲﾁ 2016  明治の建築家伊東忠太オスマン帝国

をゆく  ジラルデッリ青木美由紀/著 ウェッジ 

２００  歴史・地理     
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289.1 ｵﾏ 2016  小倉昌男 祈りと経営  森健/著 小

学館 

289.1 ｵﾏ 2016  祖父大平正芳 渡邊満子/著 中央公

論新社 

289.1 ﾉﾀ 2016  聴診器を手に絆を生きる 信原孝子/

著 信原孝子遺稿・追悼文集編集委員会/編 インパ

クト出版会 

289.3 ｻﾙ 2016  不屈の男 ローラ・ヒレンブランド/

著 ラッセル秀子/訳 KADOKAWA 

289.3 ｿﾛ 2016  めずらしい花ありふれた花 カルメ

ン・L.オリヴェイラ/著 小口未散/訳 水声社 

289.3 ﾏﾛ 2016  世界を変える知的障害者 ジョン・マ

クレー/著 長瀬修/監訳 現代書館 

290.8 ｻｹ 2016  世界の廃墟 佐藤健寿/監修・解説 飛

鳥新社 

290.9 ｲ 2016  行ってよかった日本人に人気の世界の

観光スポット 昭文社 

290.9 ｲｲ 2016  世紀のクラシックリゾートへ、ようこ

そ 石井至/著 日経 BP 社 

290.9 ｵｼ 2016  遠国の春 奥西峻介/著 岩波書店 

290.9 ｻﾓ 2016  海外で困る前に読む本 ASEAN編 さ

かいもとみ/著 キョーハンブックス 

290.9 ﾀ 1-22  地球の歩き方 A22 バルセロナ＆近郊の

町とイビサ島・マヨルカ島 『地球の歩き方』編集

室 ダイヤモンド・ビッグ社 

290.9 ﾀ 2-9  地球の歩き方 B09 ラスベガス 『地球の

歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 

290.9 ﾀ 3-4  地球の歩き方 C04 グアム 『地球の歩き

方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 

291.0 ｲ 2016  行ってよかった外国人に人気の日本の

観光スポット 昭文社 

291.0 ｶﾕ 4  日本登山大系 4 柏瀬祐之/編 岩崎元郎/

編 白水社 

291.0 ﾀｱ 2016  戦国武将はなぜその「地名」をつけた

のか? （朝日新書） 谷川彰英/著 朝日新聞出版 

291.0 ﾋ 2016  秘境路線バスをゆく イカロス出版 

291.1 ﾎ 2017  北海道 17 昭文社 

291.2 ｱ 2017  秋田 17 昭文社 

291.3 ﾙ 2016  るるぶ鎌倉 16〜'17 JTB パブリッシ

ング 

291.3 ﾙ 2016  るるぶこどもとあそぼ!首都圏 16〜

'17 JTB パブリッシング 

291.4 ｶ 2015  金沢・能登・北陸 [2015]改訂2版 JTB

パブリッシング 

291.5 ﾙ 2016  るるぶこどもとあそぼ!名古屋東海 16

〜'17 JTB パブリッシング 

291.5 ﾙ 2016  るるぶドライブ信州東海北陸ベストコ

ース 16〜'17 JTB パブリッシング 

291.6 ﾆﾕ 2016  みやこ図会ごよみ 西野由紀/著 人

文書院 

291.6 ﾖ 2016  謎解き京都 読売新聞大阪本社編集局

/編 淡交社 

291.6 ﾙ 2016  るるぶ大阪ベスト 16〜'17 JTB パブ

リッシング 

291.6 ﾙ 2016  るるぶ滋賀びわ湖 16〜'17 JTB パブ

リッシング 

291.6 ﾙ 2016  るるぶ日帰りおでかけ関西 16〜'17 

JTB パブリッシング 

291.7 ﾔ 2016  山口・萩・下関 16 昭文社 

291.8 ﾙ 2016  るるぶ高知四万十 16〜'17 JTB パブ

リッシング 

291.9 ｵ 2016  沖縄ベストスポット [2016] 昭文社 

291.9 ﾙ 2016  るるぶ九州 16〜'17 JTB パブリッシ

ング 

291.9 ﾙ 2016  るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野 [2016] 

JTB パブリッシング 

292.2 ﾂｸ 2016 私の台湾見聞記  津田邦宏/著 高文研 

293.4 ｵﾋ 2016  プラハ迷宮の散歩道 沖島博美/文・

写真 土屋明/写真 ダイヤモンド・ビッグ社 

293.4 ﾄ 2016  ドイツ [2016] 昭文社 

293.4 ﾙ 2016  るるぶウィーン・プラハ・ブダペスト 

[2016] JTB パブリッシング 

295.3 ﾙ 2016  るるぶロサンゼルス [2016] JTB パ

ブリッシング 

 

 

            

302.2 ｶﾔ 2016  中東の現場を歩く 川上泰徳/著 合

同出版 

302.2 ﾐﾏ 2016  中国壊死 宮崎正弘/著 宮脇淳子/著 

ビジネス社 

302.2 ﾑｼ 2016  イスラム敵の論理味方の理由 六辻

彰二/著 さくら舎 

302.3 ｶｴ 2016  ヨーロッパから民主主義が消える 

（PHP 新書） 川口マーン惠美/著 PHP 研究所 

302.5 ｲﾁ 2016  キューバ 伊藤千尋/著 高文研 

304 ｳﾀ 2016 「意地悪」化する日本 内田樹/著 福島

みずほ/著 岩波書店 

304 ｿﾌ 2016  日中のはざまに生きて思う 宋文洲/著 

日経 BP 社 

304 ﾊｹ 2016  2020年世界はこうなる 長谷川慶太郎/

著 田原総一朗/著 SB クリエイティブ 

304 ﾖ 2016  余命三年時事日記 余命プロジェクトチ

ーム/著 青林堂 

312.5 ﾀﾀ 2016  ルーズベルト一族と日本 谷光太郎/

著 中央公論新社 

３００  社会科学 
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314.8 ｲﾀ 2016  18歳選挙権で政治はどう変わるか 

飯田泰士/著 昭和堂 

316.1 ﾅﾋ 2016  プライバシー保護入門 中川裕志/著 

勁草書房 

316.4 ﾌﾕ 2016  危険な道 ユスリー・フーダ/著 師岡

カリーマ・エルサムニー/訳 白水社 

316.8 ｻｶ 2016  ユダヤ人の歴史と職業 佐川和茂/著 

彩流社 

317.1 ｺｱ 2016  実践コンプライアンス・マネジメント

入門 小滝晃/著 ぎょうせい 

317.3 ﾑｱ 2016  女性官僚という生き方 村木厚子/編 

秋山訓子/編 岩波書店 

317.7 ﾀﾏ 2016  警察行政法解説 田村正博/著 東京

法令出版 

318.2 ｷ 2016  地方都市「消滅」を乗り越える! 岐阜

の地域福祉実践・研究ネットワーク/監修 宮嶋淳/

編集代表 中央法規出版 

318.5 ﾔﾘ 2016  自治体プロジェクトマネジメント入

門 矢代隆嗣/著 公人の友社 

318.6 ﾄ 2016  明日の地方創生を考える 土地総合研

究所/編 東洋経済新報社 

319 ｼﾋ 2016  国際紛争を読み解く五つの視座 篠田

英朗/著 講談社 

319.0 ｻﾏ 2016  日本でテロが起きる日 佐藤優/著 

時事通信出版局 

319.1 ｶﾏ 2016  大久保利通と東アジア 勝田政治/著 

吉川弘文館 

319.1 ﾖ 2016  安倍官邸 vs.習近平 読売新聞政治部/

著 新潮社 

319.1 ﾜﾋ 2016  海の上の世界地図 和田博文/著 岩

波書店 

319.2 ﾀﾔ 2016  なんでそうなるの? 段躍中/編 日本

僑報社 

319.5 ﾌｲ 2016  スーパーパワー イアン・ブレマー/

著 奥村準/訳 日本経済新聞出版社 

320.3 ﾌﾋ 2016  源流からたどる翻訳法令用語の来歴 

古田裕清/著 中央大学出版部 

321.3 ｲﾀ 2016  法と社会科学をつなぐ 飯田高/著 

有斐閣 

323.1 ﾊﾔ 2016  憲法と民主主義の論じ方 長谷部恭

男/著 杉田敦/著 朝日新聞出版 

323.9 ｻｹ 2016  行政法 櫻井敬子/著 橋本博之/著 弘

文堂 

324.6 ﾀ 2016  離婚をめぐる相談 100問 100答 第一

東京弁護士会人権擁護委員会/編 ぎょうせい 

324.6 ﾀﾃ 2016  成年後見読本 田山輝明/著 三省堂 

324.6 ﾏﾀ 2016  成年後見における意思の探求と日常

の事務 松川正毅/編 日本加除出版 

324.7 ｵﾁ 2016  身近な人の遺産相続と手続き・届け出

がきちんとわかる本  奥田周年/監修 日本文芸社 

324.7 ｼﾄ 2016  身近な人が亡くなった後の「届け出」

と「手続き」がよくわかる本 椎野登貴子/著 芥

川靖彦/著 ブティック社 

324.7 ﾄ 2016  遺産分割実務マニュアル 東京弁護士

会法友全期会相続実務研究会/編集 ぎょうせい 

326.3 ｵｹ 2016  犯罪捜査の心理学 越智啓太/著 新

曜社 

326.5 ﾌﾃ 2016  よくわかる更生保護 藤本哲也/編著 

生島浩/編著 ミネルヴァ書房 

327.1 ｼﾐ 2016  裁判官の理想像 渋川満/著 日本評

論社 

327.2 ｵｼ 2016  完全講義民事裁判実務の基礎 入門編 

大島眞一/著 民事法研究会 

327.6 ﾁﾍ 2016  法廷通訳人 丁海玉/著 港の人 

329.3 ﾌﾚ 2016  国境なき医師団 レネー・C.フォック

ス/[著] 坂川雅子/訳 みすず書房 

329.9 ﾀｼ 2016  高度人材ポイント制 高宅茂/著 日

本加除出版 

332.0 ｲｴ 2016  経済の時代の終焉 井手英策/著 岩

波書店 

332.1 ｲｱ 2016  池上彰が世界の知性に聞く どうなっ

ている日本経済、世界の危機 池上彰/著 トマ・

ピケティ/[ほか述] 文藝春秋 

332.1 ｶﾋ 2016  日本経済読本 金森久雄/編 大守隆/

編 東洋経済新報社 

332.1 ｻﾏ 2016  資本主義の極意 （NHK 出版新書） 佐

藤優/著 NHK 出版 

333.6 ﾅ 15-2  世界経済の潮流 2015年2 内閣府政策

統括官(経済財政分析担当)/編集 日経印刷 

333.8 ｼ 2016  ケニアへかけた虹の橋 少年ケニヤの

友/編 春風社 

333.8 ｼﾔ 2016  国際協力 下村恭民/著 辻一人/著 有

斐閣 

334.3 ｶﾏ 2016  日本の少子化百年の迷走 河合雅司/

著 新潮社 

334.4 ﾐﾄ 2016  アメリカの排日運動と日米関係 簑

原俊洋/著 朝日新聞出版 

335 ｵﾀ 2016 「起業」を決めたら「最初」に読む本 大

坪孝行/編著 起業プロサポーターズ/著 翔泳社 

335 ｺﾃ 2016  始めの一歩を踏み出す前に開業のため

の手続き完全マニュアル 小松崎哲史/著 冨本隆

介/著 同友館 

335 ﾊﾉ 2016  企業法務のための判例活用マニュアル 

花野信子/編 中央経済社 

335.1 ｶｱ 2016  実践MBA式経営学の教科書 鴨志田晃

/著 ぱる出版 
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335.1 ｼｻ 2016  最強経営者の思考法 嶋聡/著 飛鳥

新社 

335.2 ｷﾀ 2016 「世界」で働く。 金城拓真/著 日本

実業出版社 

335.3 ｷｼ 2016  中小企業政策の考え方 北川慎介/著 

同友館 

335.4 ｼ 2016  よくわかる!社史制作の Q&A77 出版文

化社社史編集部/編 出版文化社 

335.5 ﾖﾋ 2016  国際経営 吉原英樹/著 有斐閣 

335.8 ﾜﾄ 2016  先生、NPOって儲かりますか? 渡辺

豊博/著 春風社 

336.1 ｳｶ 2016  最速プライバシーマーク取得がよ〜

くわかる本 打川和男/著 秀和システム 

336.1 ｵｺ 2016  会議を制する心理学 （中公新書ラク

レ） 岡本浩一/著 中央公論新社 

336.1 ｶﾏ 2016  そのビジネスから「儲け」を生み出す

9つの質問(ナインセル) 川上昌直/著 日経 BP 社 

336.1 ﾊﾉ 2016  機密情報の保護と情報セキュリティ 

畠中伸敏/著 日科技連出版社 

336.2 ｵ 2016  トヨタの段取り OJT ソリューション

ズ/著 KADOKAWA 

336.2 ｷｱ 2016  あなたの 1日は 27時間になる。 木

村聡子/著 ダイヤモンド社 

336.2 ﾘﾒ 2016  仕事の速い人が絶対やらない時間の

使い方 理央周/著 日本実業出版社 

336.3 ｶﾘ 2016  先輩が部下になったら 門脇竜一/著 

日本経済新聞出版社 

336.4 ｶﾄ 2016  最新就業規則と社内規程実務マニュ

アル 加藤知美/監修 三修社 

336.4 ｸﾓ 2016  伝え方で「成果を出す人」と「損をす

る人」の習慣 車塚元章/著 明日香出版社 

336.4 ｻｱ 2016  妊娠・出産・育児の会社手続きがわか

る本 里見文子/著 小磯優子/監修 労務行政 

336.4 ｼ 2016  社会人の敬語とマナー 主婦の友社/

編 主婦の友社 

336.4 ｼ 2016  到着から帰国まで 2016年度版 JCM/

編集・監修 丸善プラネット 

336.4 ﾌﾀ 2016  気まずい空気をほぐす話し方 （角川

新書） 福田健/[著] KADOKAWA 

336.4 ﾑﾋ 2016  ひと目でわかる敬語かんたんルール 

村上英記/監修 池田書店 

336.8 ｺﾉ 2016  99%の社長が知らない銀行とお金の話 

小山昇/著 あさ出版 

336.8 ﾀﾅ 2016  新・ほんとうにわかる経営分析 高田

直芳/著 ダイヤモンド社 

336.8 ﾏｵ 2016 会計士は見た! 前川修満/著 文藝春秋 

336.9 ｵﾀ 2016  会社法決算書作成ハンドブック 2016

年版 太田達也/著 商事法務 

336.9 ﾁｸ 2016  会計学入門 千代田邦夫/著 中央経

済社 

336.9 ﾊﾀ 2016  NPO法人仕訳処理ハンドブック 林孝

行/著 岩田聡子/著 清文社 

336.9 ﾐﾄ 2016  イラスト図解経理の超基本 宮森俊

樹/監修 葛西安寿/監修 池田書店 

338 ﾉﾋ 2016  トップアナリストがナビする金融の「し

くみ」と「理論」 野崎浩成/著 同文舘出版 

338.2 ﾊﾍ 1  危機と決断 上 ベン・バーナンキ/著 小

此木潔/[ほか]訳 KADOKAWA 

338.2 ﾊﾍ 2  危機と決断 下 ベン・バーナンキ/著 小

此木潔/[ほか]訳 KADOKAWA 

338.5 ｼｼ 2016  決済インフラ入門 宿輪純一/著 東

洋経済新報社 

364 ｵﾀ 2016  18歳からの社会保障読本 小塩隆士/著 

ミネルヴァ書房 

364 ﾎ 2016  社会保障便利事典 平成 28年版 週刊社

会保障編集部/編 法研 

364.1 ﾀﾄ 2016  貧困大国ニッポンの課題 橘木俊詔/

著 人文書院 

365 ﾄ 2016  ネット取引被害の消費者相談 東京弁護

士会消費者問題特別委員会/編 商事法務 

365.3 ﾖﾋ 2016  限界マンション 米山秀隆/著 日本

経済新聞出版社 

366.1 ﾌ 2016  よくわかる世界の労働法 フレッシュ

フィールズブルックハウスデリンガー法律事務所

/編 商事法務 

366.1 ﾔﾀ 2016  全図解わかりやすい労働契約・労働基

準法 矢島忠純/共著 豊田啓盟/共著 自由国民社 

366.2 ﾅﾋ 2016  詳説障害者雇用促進法 永野仁美/編 

長谷川珠子/編 弘文堂 

366.2 ﾓｻ 2016  知的障害者の就労支援 森紗也佳/著 

郷右近歩/監修 ナカニシヤ出版 

366.8 ﾉｹ 2016  樺太(サハリン)が宝の島と呼ばれて

いたころ 野添憲治/著 社会評論社 

367.2 ｸｲ 2016  ラテンアメリカ 21世紀の社会と女性 

国本伊代/編 今井圭子/[ほか著] 新評論 

367.2 ﾋｱ 2016  女性と子どもの貧困 樋田敦子/著 

大和書房 

367.2 ﾖｲ 2016  女子のチカラ 米澤泉/著 勁草書房 

367.3 ｲﾌ 2016  親を殺したくなったら読む本 石蔵

文信/著 マキノ出版 

367.5 ﾔﾏ 2016  男性論 （文春新書） ヤマザキマリ/

著 文藝春秋 

367.7 ｶﾊ 2016 どうして年寄りはカモられる?  門野

晴子/著 静岡新聞社 

367.7 ｷｲ 2016  老いた親を愛せますか? 岸見一郎/

著 幻冬舎 
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367.7 ｸﾀ 2016  離れて暮らす親のもしもに備える本 

窪田剛/[著] クロスメディア・パブリッシング 

368.6 ｲﾌ 2016  世田谷一家殺人事件 一橋文哉/著 

KADOKAWA 

368.6 ｻﾅ 2016  犯罪の世間学 佐藤直樹/著 青弓社 

369.1 ｲｶ 2016  施設内暴力 市川和彦/著 木村淳也/

著 誠信書房 

369.3 ｶﾅ 2016  16歳の語り部 雁部那由多/語り部 

津田穂乃果/語り部 ポプラ社 

369.3 ｼ 2016  何が起きても命を守る防災減災 BOOK 

ゆうゆう編集部/編 主婦の友社 

369.3 ﾀｹ 2016  ワークショップでつくる防災戦略 

田村圭子/編著 日経 BP コンサルティング 

369.3 ﾋ 2016  BE KOBE BE KOBE プロジェクト/編 

ポプラ社 

369.4 ｳﾋ 2016  犯罪被害を受けた子どものための支

援ガイド ピート・ウォリス/著 野坂祐子/監訳 

金剛出版 

369.4 ｷﾁ 2016  子どもの権利条約ハンドブック 木

附千晶/文 福田雅章/文 自由国民社 

369.4 ﾀﾑ 2016  ネウボラ フィンランドの出産・子育

て支援 高橋睦子/著 かもがわ出版 

371.4 ﾀ 2016  どう使うどう活かすいじめ防止対策推

進法 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委

員会/編 現代人文社 

371.4 ﾆ 2016  子どものいじめ問題ハンドブック 日

本弁護士連合会子どもの権利委員会/編 明石書店 

371.4 ﾌ 2016  ボクの冒険のはじまり プルスアルハ

/著 ゆまに書房 

371.4 ﾌ 2016  わたしのココロはわたしのもの プル

スアルハ/著 ゆまに書房 

374.9 ﾌｻ 2016  防災まちづくり・くにづくり学習 藤

井聡/編集 唐木清志/編集 悠光堂 

375 ｼｱ 2016  30日で効果ばつぐん!「勉強ができるぼ

く」のつくりかた 清水章弘/著 柴田ケイコ/絵 

PHP 研究所 

375.8 ｵﾁ 2016  子どもの将来は「作文力」で決まる! 

親野智可等/著 宝島社 

376.1 ｲ 2016  12か月わくわく製作あそびアイデア&

アレンジ 180 池田書店編集部/編 池田書店 

376.1 ｲﾏ 2016  “ボクってすごい”、“アタシってすご

い”と思える子を育てる 岩倉政城/著 芽ばえ社 

376.1 ｶ 2016  かんたん、かわいい!壁面&部屋かざり

12か月 ナツメ社 

376.1 ｼ 2016  決定版!12か月のかわいい壁面 87 新

星出版社編集部/編 新星出版社 

376.8 ｲｲ 2016  2020年の大学入試問題 （講談社現代

新書） 石川一郎/著 講談社 

377.9 ｽﾔ 2016  大学生のためのキャリアガイドブッ

ク 寿山泰二/著 宮城まり子/著 北大路書房 

377.9 ﾏﾋ 2016  東大駒場寮物語 松本博文/著 

KADOKAWA 

378 ﾀｻ 2016  発達障害のある子を理解して育てる本 

田中哲/監修 藤原里美/監修 学研プラス 

378 ﾋﾅ 2016  自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直

樹/著 エスコアール出版部 

378 ﾎﾋ 2016  発達障害の早期発見・早期療育・親支援 

本田秀夫/編著 本田秀夫/[ほか著] 金子書房 

379 ﾜﾐ 2016  生涯学習概論 渡部幹雄/著 学文社 

379.9 ｶｷ 2016  お金のこと、子どもにきちんと教えら

れますか? 河村京子/著 青春出版社 

379.9 ﾔﾏ 2016  イラスト版 6歳までのしつけと自立 

谷田貝公昭/監修 加藤敏子/[ほか]著 合同出版 

383.8 ｻｼ 2016  ちょっと昭和な関西の味 さいとう

しのぶ/著 リーブル 

383.8 ｼﾄ 2016  平成の家族と食 品田知美/編 品田

知美/著 晶文社 

383.8 ｽﾋ 2016  大江戸美味(むま)草紙 杉浦日向子/

著 PHP エディターズ・グループ 

383.9 ﾅﾖ 2016  江戸の糞尿学 永井義男/著 作品社 

384.3 ﾔｼ 2016  行商列車 山本志乃/著 創元社 

384.9 ﾅｴ 1  遊女 1 中野栄三/著 雄山閣 

385.9 ｵｷ 2016  小笠原流美しい大人のふるまい 小

笠原清基/著 日本実業出版社 

385.9 ﾀﾂ 2016  日本の礼儀作法 竹田恒泰/著 マガ

ジンハウス 

386.1 ｺ 2016  子どもと楽しむにっぽんの歳時記 主

婦と生活社 

387 ｲﾏ 2016  全文読破柳田国男の先祖の話 石井正

己/著 三弥井書店 

388 ﾀﾏ 2016  グリム童話と日本昔話 高木昌史/著 

三弥井書店 

388.1 ｷﾅ 2016  妖怪の宴妖怪の匣  京極夏彦/著 

KADOKAWA 

391.2 ﾓｼ 2016  零戦 7人のサムライ 森史朗/著 文藝

春秋 

391.6 ｵﾅ 2016  尾崎秀実とゾルゲ事件 太田尚樹/著 

吉川弘文館 

391.6 ｺｹ 2016  インテリジェンスの世界史 小谷賢/

著 岩波書店 

391.6 ﾊﾄ 2016  拉致被害者たちを見殺しにした安倍

晋三と冷血な面々 蓮池透/著 講談社 

392.1 ｼﾖ 2016  新聞と憲法 9条 上丸洋一/著 朝日新

聞出版 

398.2 ﾏﾃ 2016  ハンター・キラー  T.マーク・マッカ

ーリー/著 ケヴィン・マウラー/著 KADOKAWA 
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402.1 ｵ 2016  大村智と梶田隆章ノーベル賞受賞者と

いう生き方 宝島社 

404 ｻﾌ 2016  科学者、あたりまえを疑う 佐藤文隆/

著 青土社 

404 ﾑﾖ 2016  科学の本一〇〇冊 村上陽一郎/著 河

出書房新社 

410 ﾁﾏ 2016  ひとけたの数に魅せられて マーク・チ

ャンバーランド/著 川辺治之/訳 岩波書店 

410.4 ﾂｲ 2016  心はすべて数学である 津田一郎/著 

文藝春秋 

414.0 ｷﾙ 2016  ユークリッドと彼の現代のライバル

たち ルイス・キャロル/著 細井勉/訳・解説 日

本評論社 

420 ｱｴ 1  身近な物理 1 L.G.Aslamazov/[著] 

A.A.Varlamov/[著] 丸善出版 

421 ｵｻ 2016  中学の知識でわかるアインシュタイン

理論 大方哲/著 楓書店 

442.3 ﾋﾏ 2016  アルマ望遠鏡が見た宇宙 平松正顕/

監修 渡部潤一/監修 宝島社 

447.3 ﾏｼ 2016  隕石でわかる宇宙惑星科学 松田准

一/著 大阪大学出版会 

450 ﾎﾃ 2016  地底 デイビッド・ホワイトハウス/著 

江口あとか/訳 築地書館 

450.9 ｶﾋ 2016  せまりくる「天災」とどう向きあうか 

鎌田浩毅/監修・著 ミネルヴァ書房 

453.9 ﾔｼ 2016  47都道府県・温泉百科 山村順次/著 

丸善出版 

457.2 ｽｹ 2016  オーストラリアの荒野によみがえる

原始生命 杉谷健一郎/著 掛川武/コーディネー

ター 共立出版 

460 ｶﾔ 2016  ぼくらは「生物学」のおかげで生きてい

る 金子康子/著 日比野拓/著 実務教育出版 

460.4 ﾓﾀ 2016  私たちはどこから来て、どこへ行くの

か 森達也/著 筑摩書房 

471.3 ﾏｽ 2016  植物は<知性>をもっている ステフ

ァノ・マンクーゾ/著 アレッサンドラ・ヴィオラ/

著 NHK 出版 

481.7 ｺﾂ 2016  個性は遺伝子で決まるのか 小出剛/

著 ベレ出版 

483.3 ﾋﾋ 2016  ほんわかクラゲの楽しみ方 平山ヒ

ロフミ/著 アクアパーク品川/監修 誠文堂新光社 

486.1 ｼﾀ 2016  虫のしわざ観察ガイド 新開孝/文・

写真 文一総合出版 

488 ﾀﾃ 2016  やぶにらみ鳥たちの博物誌 デイヴィ

ド・ターナー/著 別宮貞徳/監訳 悠書館 

488.9 ﾏﾊ 2016 カラスの補習授業  松原始/著 雷鳥社 

489.5 ﾀｾ 2016  タヌキ学入門 高槻成紀/著 誠文堂

新光社 

489.5 ﾏﾀ 2016  クマと旅をする 前川貴行/写真・文 

キーステージ 21 

490.1 ﾅｼ 2016  大往生したけりゃ医療とかかわるな 

（幻冬舎新書） 中村仁一/著 幻冬舎 

490.1 ﾏｸ 2016  熱のない人間 クレール・マラン/著 

鈴木智之/訳 法政大学出版局 

490.1 ﾔﾌ 2016  市民ホスピスへの道 山崎章郎/著 

二ノ坂保喜/著 春秋社 

490.2 ﾊｽ 2016  医療の歴史 スティーブ・パーカー/

著 千葉喜久枝/訳 創元社 

491.1 ｻﾀ 2016  世界一簡単にわかる人体解剖図鑑 

坂井建雄/著 宝島社 

491.3 ｵﾋ 2016  脳をどう蘇らせるか 岡野栄之/著 

岩波書店 

491.3 ｶﾃ 2016  蘇生科学があなたの死に方を変える 

デイヴィッド・カサレット/著  今西康子/訳  白

揚社 

491.7 ｷﾋ 2016  ウイルス・細菌の図鑑 北里英郎/著 

原和矢/著 技術評論社 

492 ﾂｱ 2016  慶應義塾大学病院の医師100人と学ぶ病

気の予習帳 塚崎朝子/編著 講談社 

492.5 ﾀﾋ 2016  姿勢の教科書 竹井仁/著 ナツメ社 

492.7 ｼﾋ 2016  首を整えると脳が体を治しだす 島

崎広彦/著 アチーブメント出版 

493.1 ﾋ 2016 「ぴんぴん老後」と「寝たきり老後」の

分かれ道! 中央公論新社 

493.1 ﾑﾃ 2016  ケトン体が人類を救う （光文社新書） 

宗田哲男/著 光文社 

493.7 ﾐﾏ 2016  女性の ADHD 宮尾益知/監修 講談社 

493.7 ﾖﾂ 2016  隠れアスペルガーという才能 （ベス

ト新書） 吉濱ツトム/著 ベストセラーズ 

493.9 ｼﾌ 2016  10代の脳 フランシス・ジェンセン/

著 エイミー・エリス・ナット/著 文藝春秋 

493.9 ﾅﾋ 2016  子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を

治す本 永倉仁史/監修 講談社 

493.9 ﾑﾄ 2016  自閉症 村田豊久/著 日本評論社 

494.5 ｵﾋ 2016  家族ががんになりました 大西秀樹/

著 法研 

494.5 ｶｱ 2016  医者にはがんは治せない 川嶋朗/著 

宝島社 

494.9 ﾎﾀ 2016  ウルトラ図解高尿酸血症・痛風 細谷

龍男/監修 法研 

496.3 ﾆ 2016  実例でよくわかる!目の病気 NHK

「チョイス@病気になったとき」番組制作班/編 

主婦と生活社 

４００  自然科学 
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496.4 ｲｶ 2016  知られざる色覚異常の真実 市川一

夫/著 幻冬舎メディアコンサルティング 

496.6 ﾅﾏ 2016  耳がよく聞こえる!ようになる本 中

川雅文/著 河出書房新社 

496.6 ﾌｷ 2016  人生の途上で聴力を失うということ 

キャサリン・ブートン/著  ニキリンコ/訳  明石

書店 

496.9 ｺﾄ 2016  図解やさしくわかる言語聴覚障害 

小嶋知幸/編著 ナツメ社 

497.7 ｲﾏ 2016  かみつく子にはわけがある 岩倉政

城/著 大月書店 

498.3 ﾀﾖ 2016  97歳現役医師が悟った体の整え方 

田中旨夫/著 幻冬舎 

498.3 ﾓｹ 2016 「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる

本 茂木健一郎/著 羽生善治/著 徳間書店 

498.5 ｸ 2016  薬日本堂の漢方で体をととのえる穀菜

食 薬日本堂/監修  ダンノマリコ/料理 主婦の

友社 

498.5 ｻﾘ 2016  スーパーフード事典 BEST50 斎藤糧

三/監修 松村和夏/料理 主婦の友社 

498.5 ｽﾏ 2016  現代乳酸菌科学 杉山政則/著 矢嶋

信浩/コーディネーター 共立出版 

498.5 ﾓﾕ 2016  疲れやすい人の食事は何が足りない

のか （青春新書 PLAY BOOKS） 森由香子/著 青

春出版社 

498.6 ﾊ 2016  ハンセン病 日本と世界 ハンセン病

フォーラム/編 工作舎 

498.7 ﾓﾀ 2016  伸びる子どもの、からだのつくり方 

森本貴義/著 山本邦子/著 ポプラ社 

 

 

            

504 ﾊｼ 2016  物を作って生きるには John Baichtal/

編 野中モモ/訳 オライリー・ジャパン 

507.2 ｱﾄ 2016  できるサーチャーになるための特許

調査の知識と活用ノウハウ 東智朗/共著 尼崎浩

史/共著 オーム社 

509.6 ｳｶ 2016  最新 ISO9001 2015のすべてがよ〜く

わかる本 打川和男/著 秀和システム 

509.6 ｺﾋ 2016  やさしい ISO 9001<JIS Q 9001>品質

マネジメントシステム入門 小林久貴/著 日本規

格協会 

518.8 ﾊｼ 2016  光のまちをつくる 橋爪紳也/編著 

光のまちづくり推進委員会/編著 創元社 

519.1 ﾔﾏ 2016  最新環境ビジネスの動向とカラクリ

がよ〜くわかる本 山守麻衣/著 秀和システム 

520.4 ﾅｶ 2016  建築家の読書塾 難波和彦/編 岩元

真明/[ほか著] みすず書房 

520.7 ｲﾀ 2016  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 

521.8 ﾜｼ 2016  寺社の装飾彫刻 日蓮宗寺院 若林純

/撮影・構成 日貿出版社 

527 ｵﾏ 2016 「囲炉裏暖炉」のある家づくり 大内正

伸/絵と文 農山漁村文化協会 

527 ｷ 2016 「旧家再生」をめぐる再発見 旧家再生研

究所/編 住友林業ホームテック株式会社/監修 建

築資料研究社 

527 ｼ 2016  シンプルな暮らしを楽しむ住まいのルー

ル エクスナレッジ 

527 ｽ 2016  すてきな玄関・門まわり・駐車場 ブテ

ィック社 

527 ﾏﾏ 2016  エコハウスのウソ  前真之/著 日経

BP 社 

532.7 ｵﾏ 2016  ザ・手仕上げ作業 岡部眞幸/監修 豊

田自動織機技術技能ラーニングセンター/編 日刊

工業新聞社 

535.2 ｱｹ 2016  赤瀬川原平のライカもいいけど時計

がほしい 赤瀬川原平/著 シーズ・ファクトリー 

536 ﾆ 2016  日本おもてなし鉄道 日経デザイン/編 

日経 BP 社 

537 ｼﾔ 2016  先端自動車工学 清水康夫/著 東京電

機大学出版局 

537.0 ﾓｹ 2016  IoTで激変するクルマの未来 桃田健

史/著 洋泉社 

538.2 ﾌﾂ 2016  自作飛行機で空を飛ぶ 藤田恒治/著 

成山堂書店 

538.6 ﾁ 2016  WORLD JET TOUR チャーリィ古庄/著 

イカロス出版 

540.6 ﾆ 2016  シャープ崩壊 日本経済新聞社/編 日

本経済新聞出版社 

540.6 ﾊｾ 2016  ソニー破壊者の系譜 原田節雄/著 

さくら舎 

540.9 ﾀｼ 2016  電気法規と電気施設管理 平成28年度

版 竹野正二/著 東京電機大学出版局 

547.3 ｵ 2016  ゼロから理解するオーディオ入門帳 

Stereo/編 音楽之友社 

547.4 ｸﾀ 2016  nginx実践入門 久保達彦/著 道井俊

介/著 技術評論社 

547.4 ﾄﾑ 2016  はじめての Facebook入門 時枝宗臣/

著 秀和システム 

547.4 ﾅﾖ 2016  たった2日でわかるネットワークの基

礎 中島能和/著 秀和システム 

547.4 ﾌﾌ 2016  スパム フィン・ブラントン/著 生貝

直人/監修 河出書房新社 

548.2 ｵﾄ 2016  コンピュータ開発のはてしない物語 

小田徹/著 技術評論社 

５００  技  術 
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548.2 ﾘ 2016  大きな字でわかりやすい iPad超入門 

リンクアップ/著 技術評論社 

549.3 ｼｼ 2016  図でよくわかる電子回路 篠田庄司/

監修 田丸雅夫/編 コロナ社 

549.8 ｾ 2016  最新半導体業界の動向とカラクリがよ

〜くわかる本 センス・アンド・フォース/著 秀

和システム 

560.9 ｻｹ 2016  資源メジャーの誕生と成長戦略 澤

田賢治/著 築地書館 

566.6 ｵﾀ 2016  図解基礎からわかるはんだ付 大澤

直/著 日刊工業新聞社 

576.7 ｼﾕ 2016  バスボムレシピ 篠原由子/著 河出

書房新社 

578.4 ｵﾏ 2016  初級設計者のための実例から学ぶプ

ラスチック製品開発入門 大塚正彦/著 日刊工業

新聞社 

578.6 ﾋﾄ 2016  よくわかる炭素繊維コンポジット入

門 平松徹/著 日刊工業新聞社 

579.9 ｻｹ 2016  光合成細菌採る・増やす・とことん使

う 佐々木健/著 佐々木慧/著 農山漁村文化協会 

588.1 ｽｱ 2016  砂糖の歴史 アンドルー・F.スミス/

著 手嶋由美子/訳 原書房 

588.1 ﾏﾀ 2016  香川発希少糖の奇跡 松崎隆司/著 

日経 BP 社 

588.3 ﾖｷ 2016  お菓子(スイーツ)を彩る偉人列伝 

吉田菊次郎/著 ビジネス教育出版社 

588.5 ｵﾏ 2016  2000円のワインでもソムリエと会話

がはずむ本 扇谷まどか/著 手尾広遠/著 秀和シ

ステム 

588.5 ｶｱ 2016  手づくりビール読本 笠倉暁夫/著 

農山漁村文化協会 

588.5 ﾈｵ 2016  ワインは楽しい! オフェリー・ネマ

ン/著 ヤニス・ヴァルツィコス/絵 パイインター

ナショナル 

588.5 ﾖﾊ 2016  京の酒学 吉田元/著 臨川書店 

589.2 ｲﾅ 2016  大人のためのかしこい衣服計画 板

倉直子/著 主婦と生活社 

589.2 ｸｼ 2016  役に立つアパレル業務の教科書 久

保茂樹/著 岡崎平/監修 文芸社 

590 ｷﾖ 2016  きもちいい暮らしの哲学 岸本葉子/著 

海竜社 

590 ﾎｻ 2016  みんなの家事ブック 本多さおり/監修 

マイナビ出版 

590 ﾔｾ 2016  無印良品とはじめるミニマリスト生活 

やまぐちせいこ/著 KADOKAWA 

590.4 ｽｼ 2  フランス人は 10着しか服を持たない 2 

ジェニファー・L.スコット/著  神崎朗子/訳 大和

書房 

591 ｶﾔ 2016  知識ゼロからの老後のお金入門 河合

保弘/著 幻冬舎 

591 ﾕﾋ 2016  図解正しい家計術 ゆりもとひろみ/監

修 学研プラス 

591 ﾛ 2016  老後に差が出る!金持ち母さん貧乏母さ

ん 中央公論新社 

592.7 ｶ 2016  12ケ月のガーデニング DIY garage/

著 グラフィック社 

593.3 ｸﾑ 2016  ニット地で作る大人服 クライ・ムキ

/[著] ブティック社 

593.3 ﾀｴ 2016  イチバン親切な手ぬいの教科書 高

橋恵美子/著 新星出版社 

593.3 ﾌ 2016  ファスナーつけがいらないパンツとス

カート ブティック社 

593.8 ﾊﾕ 2016  原由美子のきもの暦 原由美子/著 

CCC メディアハウス 

594 ﾅｳ 2016  uiのフェルトワーク 中林うい/著 文

化学園文化出版局 

594 ﾊ 2016  はじめてでもちゃんと作れる通園通学

BOOK 日本ヴォーグ社 

594.2 ｱｶ 3  青木和子旅の刺しゅう 3 青木和子/著 

文化学園文化出版局 

594.2 ｶ 2016  かわいいクロスステッチクリスマスパ

ターン 250 アップルミンツ 

594.2 ｺ 2016  こぎん刺しのおしゃれ小物  学研プ

ラス 

594.2 ﾀｱ 2016  赤い刺繡とアンティーク・テキスタイ

ル 高橋亜紀/著 誠文堂新光社 

594.2 ﾐﾌ 2016  ハーダンガー刺繡 御園二葉/著 日

本ヴォーグ社 

594.3 ｵﾕ 2016  かぎ針と棒針で編む大人可愛いこも

の&アクセサリー おのゆうこ/著 日東書院本社 

594.3 ｶ 2016  かぎ針で編むしあわせベビーシューズ 

アップルミンツ 

594.3 ｶ 2016  かぎ針で編むミニチュアこものベスト

セレクション アップルミンツ 

594.3 ｶ 2016  カンタン!かぎ針編み家中ピカピカ!エ

コたわし 100 アップルミンツ 

594.3 ｶﾏ 2016  週末の手あみ パイナップルあみのシ

ョールとストール 30 河合真弓/[著] 主婦の友社 

594.3 ｶﾕ 2016 「刺しゅう糸」×「かぎ針編み」deち

いさくて可愛いもの  川路ゆみこ/著 主婦の友社 

594.3 ｼ 2016  刺しゅう糸で編むあみぐるみのミニ動

物園 100 アップルミンツ 

594.3 ｼ 2016  ジャンボ針でざくざく編めるニット帽 

アップルミンツ 

594.3 ｼﾌ 2016  基本から応用までのボビンレース 

志村冨美子/著 文化学園文化出版局 
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594.3 ﾅ 2016  夏糸で編むさわやか夏の帽子とかごバ

ッグ 世界文化社 

594.3 ﾊ 2016  春夏ニット 16 実業之日本社 

594.3 ﾐ 2016  3日で編めるおしゃれソックス アッ

プルミンツ 

594.3 ﾚ 2016  レース・かぎ針編みの可愛いこものベ

ストセレクション アップルミンツ 

594.4 ｱ 2016  アームキャンディ・ブレスレット ブ

ティック社 

594.6 ｽｷ 2016  自分スタイルで作るビーズステッチ

デザイン BOOK 周藤紀美恵/著 河出書房新社 

594.7 ｱ 2016  麻ひもで編むバッグ 朝日新聞出版/

編著 朝日新聞出版 

594.7 ｼﾏ 2016  大人好みのおしゃれなバッグ 新宮

麻里/[著] 日本ヴォーグ社 

594.7 ﾘ 2016 「これ、作って!」がきっと見つかる通

園・通学バッグとこもの リトルバード/編 成美

堂出版 

594.8 ｾ 2016  ドライフラワーの飾り方 誠文堂新光

社/編 誠文堂新光社 

594.9 ｲﾅ 2016  モダンキルトスタイル 市川直美/編 

グラフィック社編集部/編 グラフィック社 

594.9 ﾂﾉ 2016 「グルー」で作る大人のアクセサリー 

坪内史子/著 講談社 

594.9 ﾄ 2016  動物ぽんぽん trikotri/著  誠文堂新

光社 

594.9 ﾋ 2016  マニキュアフラワーでつくるアクセサ

リー hina 工作室/著 池田書店 

595 ｷﾕ 2  リンパケア革命 2 木村友泉/著 佐藤青児/

監修 主婦の友社 

596 ｱ 2016  献立の主力選手!かしこいおかず 朝日

新聞生活グループ/編 朝日新聞出版 

596 ｱ 2016  日本一おいしい給食を目指している東

京・足立区の給食室 「足立区の給食室」製作委

員会/編 足立区教育委員会おいしい給食担当/編

集協力 アース・スターエンターテイメント 

596 ｵ 2016  定番 おいしい家庭料理を作る会/編 家

の光協会 

596 ｺﾋ 2016  プラス 3分ですてきな朝食アイデア帳 

小山浩子/[著] 東京書店 

596 ｼ 2016  炊飯ジャーでスイッチひとつの魔法のレ

シピ 主婦の友社/編 主婦の友社 

596 ｼ 2016  ソース&ディップス  柴田書店/編 柴田

書店 

596 ｼ 2016  ひとり暮らしごはん 主婦の友社/編 主

婦の友社 

596 ﾀﾊ 2  娘につたえる私の味 6月〜12月 （文春新

書） 辰巳浜子/著 辰巳芳子/著 文藝春秋 

596 ﾂ 2016  女ひとりの夜つまみ ツレヅレハナコ/

著 幻冬舎 

596 ﾂﾋ 2016  ほっとくだけで味が決まる漬けたら、す

ぐおいしい! 堤人美/著 講談社 

596 ﾊﾁ 2016 二菜ごはん  浜内千波/著 主婦と生活社 

596 ﾋｶ 2016  飛田さん家のおつかれさまごはん 飛

田和緒/著 宝島社 

596 ﾋｼ 2016  週末作って毎日簡単!作りおきのラクう

まおかず 350 平岡淳子/著 ナツメ社 

596 ﾋﾉ 2016  クミン料理の発想と組み立て 日沼紀

子/著 誠文堂新光社 

596 ﾋﾕ 2016  平野由希子のワインが美味しくなる季

節のレシピ 平野由希子/著 日東書院本社 

596 ﾌﾒ 2016  簡単!おいしい!藤井恵のひとり分ごは

ん 藤井恵/著 世界文化社 

596 ﾏｱ 2016  ホットプレート&たこ焼き器ラクうま活

用レシピ 松尾絢子/著 辰巳出版 

596 ﾑﾕ 2016  コツで差がつく!基本のおかずがおいし

く作れる本 武蔵裕子/著 西東社 

596 ﾑﾘ 2016  村井さんちのぎゅうぎゅう焼き 村井

理子/著 KADOKAWA 

596.0 ﾄﾖ 2016  おいしいもののまわり 土井善晴/著 

グラフィック社 

596.2 ｵｶ 2016  シェフに教えてもらったシンプルで

すてきなおもてなしフレンチ 音羽和紀/著 柴田

書店 

596.2 ｵｷ 2016  ロシアの保存食 荻野恭子/著 WAVE

出版 

596.2 ｵﾁ 2016  ピンチョスとアヒージョ おおつき

ちひろ/著 文化学園文化出版局 

596.2 ｻｱ 2016  和食のごちそう 坂田阿希子/著 主

婦と生活社 

596.2 ｻﾌ 2016  和ンプレート 佐藤文子/著 イース

ト・プレス 

596.2 ﾀﾉ 2016  フレンチのきほん、完全レシピ 谷昇

/著 世界文化社 

596.2 ﾉﾋ 2016  ドイツ修道院のハーブ料理 野田浩

資/著 誠文堂新光社 

596.2 ﾉﾋ 2016  和の達人野崎洋光が教えるじつは知

らない和食の常識 野崎洋光/著 洋泉社 

596.2 ﾋ 2016  ビストロ・バルの技アリスピード料理 

旭屋出版 

596.2 ﾏｻ 2016  1+1の和の料理 松本栄文/著 NHK

出版 

596.2 ﾔﾘ 2016  和食のおいしい献立 山脇りこ/著 

主婦と生活社 

596.2 ﾗﾍ 2016  ブレッツカフェ ベルトラン ラーシ

ェ/著 千住麻里子/訳 柴田書店 
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596.3 ｲｷ 2016  おいしい!カンタン!玄米ごはん 石

澤清美/著 主婦の友社 

596.3 ｲﾕ 2016  乳酸キャベツ健康レシピ 井澤由美

子/著 マガジンハウス 

596.3 ｶﾏ 2016  使える豆腐レシピ 笠原将弘/著 和

知徹/著 柴田書店 

596.3 ｻ 2016  サイラムの野菜ごはん サイラム/著 

PHP エディターズ・グループ 

596.3 ﾌﾒ 2016 下ごしらえおかず 藤井恵/著 扶桑社 

596.3 ﾎﾃ 2016  おいしいパスタづくり 12ケ月 本多

哲也/著 朝日出版社 

596.3 ﾏｱ 2016  VEGETABLE 真中陽宙/著 世界文化社 

596.4 ｲﾕ 2016  朝詰めるだけ!作りおきキャラクター

のおべんとう 稲熊由夏/著 大和書房 

596.4 ｶ 2016  今日は“よろこばせ”弁当 Kaori/著 

三才ブックス 

596.4 ｶｴ 2016  作りおきでやせべんとう 金丸絵里

加/著 学研プラス 

596.4 ｸ 2016  クックパッドのおいしい厳選!お持ち

よりレシピ クックパッド株式会社/監修 新星出

版社 

596.4 ｺﾏ 2016  満腹!ガツン弁当 小林まさみ/著 成

美堂出版 

596.4 ｻﾁ 2016  かわいい子どものおべんとう 阪下

千恵/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版 

596.4 ｽﾌ 2016  かわいい!おいしい!園児のおべんと

う 祐成二葉/著 ナツメ社 

596.4 ﾖﾐ 2016  朝ラクおいしい!おかずの素弁当 吉

田瑞子/著 学研プラス 

596.6 ｵｶ 2016  スティックチーズケーキの本 荻山

和也/[著] 辰巳出版 

596.6 ｶｶ 2016  お菓子のきほん、完全レシピ 河田勝

彦/著 世界文化社 

596.6 ｶﾐ 2016  地元パン手帖 甲斐みのり/著 グラ

フィック社 

596.6 ｼﾌ 2016  Beauty Raw Sweetsやせるお菓子 志

村双葉/著 鶴見隆史/監修 永岡書店 

596.6 ﾂﾖ 2016  津田陽子のパウンドケーキ 津田陽

子/著 文化学園文化出版局 

596.6 ﾊﾅ 2016  卵・バター・生クリーム・チーズをつ

かわないタルトとキッシュ 伴奈美/著 深澤暁子

/著 河出書房新社 

596.6 ﾌﾏ 2016  藤野真紀子私のおやつ 100 藤野真紀

子/著 学研プラス 

596.6 ﾐｱ 2016  毎日食べたい!私の好きなグラノーラ 

みつはしあやこ/著 主婦の友インフォス情報社 

596.6 ﾖｷ 2016  今までにないスイーツの発想と組み

立て 吉田菊次郎/著 中西昭生/著 誠文堂新光社 

596.6 ﾜﾁ 2016  重ねるだけ!レイヤースイーツ 渡辺

千尋/著 講談社 

596.6 ﾜﾖ 2016  バターで作る/オイルで作るマフィン

とカップケーキの本 若山曜子/著 主婦と生活社 

596.8 ｷ 2016  知っておきたい「食べ方」のマナー き

れいな「食べ方」研究会/著 宝島社 

597 ｱ 2016 rules 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版 

597 ｴ 2016  エレガントスタイルのインテリア 主婦

の友社 

597.5 ｴ 2016  スチールラックのすごい収納 Emi/

著 ワニブックス 

597.5 ｻ 2016  実家と空家の片づけ方 サマンサネッ

ト/著 杉之原冨士子/著 講談社 

597.5 ﾏｲ 2016  あなたのお部屋がイライラしないで

片づく本 丸山郁美/著 かんき出版 

598.2 ﾑｺ 2016  俺たち妊活部 村橋ゴロー/著 主婦

の友社 

599 ｲ 2016  育児大全科 主婦の友社 

599 ﾆ 2016  NHK Eテレ「すくすく子育て」先生教え

て!まるごと Q&A NHK「すくすく子育て」制作

班/編 宝島社 

599 ﾓﾔ 2016  赤ちゃんのしぐさ 森戸やすみ/文 栗

生ゑゐこ/絵 洋泉社 

599.0 ﾀｱ 2016  子育ての会話分析 高田明/編 嶋田

容子/編 昭和堂 

599.0 ﾐﾅ 2016  ははがうまれる 宮地尚子/著 福音

館書店 

599.3 ｲｺ 2016  食物アレルギーをこわがらない!はじ

めての離乳食 伊藤浩明/監修 上田玲子/監修 主

婦の友社 

599.3 ｽ 2016  すぐわかる!離乳食 ベネッセコーポ

レーション 

599.3 ﾘ 2016  離乳食大全科 主婦の友社 

 

 

            

601.1 ｶﾋ 2016  タカラは足元にあり! 金丸弘美/著 

合同出版 

610.1 ﾅﾉ 2016  現代に生きる日本の農業思想 並松

信久/著 王秀文/著 ミネルヴァ書房 

611.3 ﾄﾙ 2016  食糧と人類 ルース・ドフリース/著 

小川敏子/訳 日本経済新聞出版社 

611.7 ｲｶ 2016  農業への企業参入新たな挑戦 石田

一喜/著 吉田誠/著 ミネルヴァ書房 

611.7 ﾆｴ 2016  小さい農業で稼ぐコツ 西田栄喜/著 

農山漁村文化協会 

611.7 ﾊｹ 2016  農福連携の「里マチ」づくり 濱田健

司/著 鹿島出版会 

６００  産 業 
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616.9 ﾉ 2016  飼料米・飼料イネ活用ガイドブック 

農文協/編 農山漁村文化協会 

625 ﾉｶ 2016  はじめての果樹  野田勝二/監修 ナツ

メ社 

625.1 ﾀｸ 2016  果樹高品質多収の樹形とせん定 高

橋国昭/著 農山漁村文化協会 

626.1 ｱﾉ 2016  伝統野菜をつくった人々 阿部希望/

著 農山漁村文化協会 

626.9 ｲﾄ 2016  おいしく育てる野菜づくり失敗しな

いコツと対策 五十嵐透/著 ナツメ社 

627.7 ﾊﾅ 2016  はじめての多肉植物ガーデン 羽兼

直行/監修 成美堂出版 

627.8 ｴ 2016  インドア・グリーン エフジー武蔵/

編著 双葉社 

627.8 ｸｷ 2016  群境介のミニ盆栽コツのコツ 群境

介/著 農山漁村文化協会 

627.8 ｸｹ 2016  12ケ月の小花の寄せ植えレシピ 黒

田健太郎/著 グラフィック社 

627.8 ｸｹ 2016  Yoseue Plants 黒田健太郎/著 グラ

フィック社 

627.9 ｾ 2016  小さなリーフアレンジの本 フローリ

スト編集部/編 誠文堂新光社 

627.9 ﾌ 2016  花束の作り方テクニック フローリス

ト編集部/編 誠文堂新光社 

629.7 ｱ 2016  小さな庭のつくり方 朝日新聞出版/

編著 朝日新聞出版 

629.7 ｶﾐ 2016  小さな庭づくり 香山三紀/監修 主

婦の友社/編 主婦の友社 

629.7 ﾋﾄ 2016  はじめての手づくりオーガニック・ガ

ーデン 曳地トシ/著 曳地義治/著 PHP 研究所 

630.1 ﾀｻ 2016  幕末に海を渡った養蚕書 竹田敏/著 

鈴木幸一/編集 東海大学出版部 

642 ﾌﾌ 2016  人類と家畜の世界史 ブライアン・フェ

イガン/著 東郷えりか/訳 河出書房新社 

645.6 ｳｱ 2016  愛犬が長生きする本 臼杵新/監修 

須崎大/監修 宝島社 

645.6 ｻﾀ 2016  犬の急病対応マニュアル 佐藤貴紀/

執筆+監修 近藤竜太/[ほか]執筆 鉄人社 

645.6 ﾋﾀ 2016  世界で一番美しい犬の図鑑 タムシ

ン・ピッケラル/著  岩井木綿子/訳  エクスナレ

ッジ 

645.6 ﾔﾖ 2016  イヌ・ネコペットのための Q&A 山根

義久/監修 動物臨床医学研究所/編著 パイインタ

ーナショナル 

645.7 ｲﾀ 2016  ときめく猫図鑑 今泉忠明/監修 福

田豊文/写真 山と溪谷社 

645.7 ｳﾆ 2016  老人と猫 ニルス・ウッデンベリ/著 

アーネ・グスタフソン/イラスト エクスナレッジ 

645.9 ﾓﾋ 2016  はじめてのデグーの育て方 茂木宏

一/監修 ナツメ社 

645.9 ﾘ 2016  リス暮らしの本 リス好き編集部/編 

誠文堂新光社 

648.2 ｲｷ 2016  牛肉資本主義 井上恭介/著 プレジ

デント社 

648.3 ﾓﾏ 2016  なぜニワトリは毎日卵を産むのか 

森誠/著 こぶし書房 

648.9 ｴﾆ 2016  モツの歴史 ニーナ・エドワーズ/著 

露久保由美子/訳 原書房 

662.1 ｿ 2016  震災復興に挑む、キリンの現場力。 ソ

ーシャルイノベーション研究会/著 日経 BP コン

サルティング 

663.6 ﾋﾚ 2016  乱獲 レイ・ヒルボーン/著 ウルライ

ク・ヒルボーン/著 東海大学出版部 

663.6 ﾔﾄ 2016  海洋大異変  山本智之/著 朝日新聞

出版 

664.9 ﾎﾀ 2  ほっそん先生鯨に恋をする 2 細川隆雄

/編著 農林統計出版 

673.7 ﾔﾀ 2016  安売り王一代 （文春新書） 安田隆夫

/著 文藝春秋 

673.9 ｽﾕ 2016 不動産調査実務ガイド Q&A  杉本幸雄

/著 清文社 

673.9 ﾄﾕ 2016  最新人材ビジネスの動向とカラクリ

がよ〜くわかる本 土岐優美/著 秀和システム 

673.9 ﾏｺ 2016  レトロ銭湯へようこそ 松本康治/写

真・文 戎光祥出版 

675 ｲｼ 2016  プロが教える YouTubeビジネス活用術 

石割俊一郎/著 秀和システム 

675 ﾁｽ 2016  爆買いの正体 鄭世彬/著 中村正人/構

成 飛鳥新社 

675.1 ﾊｹ 2016  昭和のレトロパッケージ 初見健一/

著 グラフィック社 

678.2 ｶﾌ 2016  唐物と東アジア 河添房江/編 皆川

雅樹/編 勉誠出版 

686.2 ｳﾀ 2  いま行っておきたい秘境駅 2 牛山隆信

/著 自由国民社 

686.2 ﾃﾐ 2016  さよなら急行列車 寺本光照/著 JTB

パブリッシング 

687.0 ｱｼ 2016  ANAの謎とふしぎ 秋本俊二/監修 造

事務所/編 PHP 研究所 

689 ﾆ 2015  数字でみる観光 2015年度版 日本観光

振興協会/編 日本観光振興協会 

689.5 ﾆ 2016  ニッポンのお・み・や・げ 日本地域

社会研究所/編 国土交通省観光庁/監修 日本地域

社会研究所 

689.5 ﾊﾉ 2016  東京ディズニーリゾート植物ガイド 

畑山信也/企画・文・写真 竹下大学/監修 講談社 
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689.5 ﾕ 2015  ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよ

くばり裏技ガイド 2015〜16年版 USJ 裏技調査

隊/編 廣済堂出版 

693.8 ﾀﾉ 2016  高橋宣雄の疾風人生 高橋宣雄/著 

日本郵趣出版 

694.6 ﾅｼ 2016  実践!Androidプログラミング入門 

中島省吾/著 山下武志/著 日経 BP 社 

694.6 ﾎﾀ 2016  できる Windows 10 Mobile 法林岳之

/著 清水理史/著 インプレス 

699.6 ﾄﾏ 2016  1989年のテレビっ子 戸部田誠/著 

双葉社 

 

 

            

702.0 ｶﾀ 2016  アートの入り口 アメリカ編  河内

タカ/著 太田出版 

702.0 ｶﾅ 2016  めくるめく現代アート 筧菜奈子/

文・絵 フィルムアート社 

702.0 ﾌ 2016  現代アートの本当の楽しみ方 フィル

ムアート社/編 フィルムアート社 

702.0 ﾏﾀ 2016  美の考古学  松木武彦/著 新潮社 

702.1 ﾔｹ 2016  明治、このフシギな時代 矢内賢二/

編 新典社 

704 ﾌｼ 2016  芸術と科学のあいだ 福岡伸一/著 木

楽舎 

706.9 ﾆ 2016  日本の美術館ベスト200最新案内 2016 

ぴあ 

708.7 ｺ 2016  はじまり、美の饗宴 国立新美術館/

編 大原美術館/編 NHK プロモーション 

709 ｾ 16-1  すべてがわかる世界遺産大事典 [2016]

上 世界遺産アカデミー/監修 世界遺産検定事務

局/著 世界遺産アカデミー/世界遺産検定事務局 

709 ﾌﾊ 2015  世界記憶遺産データ・ブック 2015〜

2016年版 古田陽久/著 古田真美/著 シンクタン

クせとうち総合研究機構 

709 ﾌﾊ 2016  世界遺産ガイド 危機遺産編2016改訂版 

古田陽久/著 古田真美/著 シンクタンクせとうち

総合研究機構 

709.1 ｱﾃ 2016  国宝消滅 デービッド・アトキンソン

/著 東洋経済新報社 

709.1 ﾔﾀ 2016  金沢らしさとは何か 山出保/著 金

沢まち・ひと会議/著 北國新聞社 

713.0 ﾊﾐ 2016  旅する彫刻 はしもとみお/著 エム

ディエヌコーポレーション 

718 ﾏﾀ 2016  仏像再興 牧野隆夫/著 山と溪谷社 

718.3 ｾｺ 2016  人気の三種が彫れる仏像彫刻上達の

ポイント 関侊雲/監修  紺野侊慶/監修 メイツ

出版 

721.4 ｲｼ 2016  若冲の描いた生き物たち [伊藤若冲/

画] 小林忠/[ほか著] 学研プラス 

721.8 ｶﾎ 4  北斎クローズアップ 4 [葛飾北斎/画] 

永田生慈/監修・著 東京美術 

723.1 ﾂｱ 2016  透明水彩 植物からのメッセージ 柘

植彩子/著 日貿出版社 

723.3 ｱﾉ 2016  ピカソ 粟津則雄/著 生活の友社 

723.3 ｵﾖ 2016  フェルメール生涯の謎と全作品 大

友義博/監修 宝島社 

723.3 ﾊｱ 2016  僕はカンディンスキー アナベル・ハ

ワード/文 アダム・シンプソン/絵 パイインター

ナショナル 

723.3 ﾊｻ 2016  僕はモネ サラ・パップワース/文 オ

ード・ヴァン・リン/絵 パイインターナショナル 

726.5 ﾑﾂ 2016  コロボックルの小さな画集 村上勉/

文・絵 講談社 

726.6 ﾔﾖ 2016  絵本母と暮せば 山田洋次/文 森本

千絵/絵 講談社 

726.9 ﾏｱ 2016  マティスの切り絵と挿絵の世界 マ

ティス/[作] 海野弘/解説・監修 パイインターナシ

ョナル 

727 ﾆ 2016  伝えるデザイン 日本サインデザイン協

会/編 日本サインデザイン協会 

727.0 ﾆｱ 2016 ヴィンテージからかわいいパッケージ

まで紙もの図鑑 AtoZ 仁平綾/著 エクスナレッジ 

727.8 ｵﾏ 2016  マーカーでかんたんにはじめる美し

いカリグラフィーデザイン 小田原真喜子/著 玄

光社 

727.8 ﾆ 2  ニホンゴロゴ 2  パイインターナショナル 

740.6 ﾆ 2016  著作権関連記事&連載「著作権研究」一

覧 [日本写真家協会] 日本写真家協会 

743 ｼ 2016  写真の腕がバツグンに上がる絞りとシャ

ッター速度 50の掟 玄光社 

743.4 ｺ 2016  子ども写真アイデアブック ベネッセ

コーポレーション 

743.5 ｲﾀ 2016  プロが教える夜景写真撮影スポット&

テクニック 岩崎拓哉/著 日経ナショナルジオグ

ラフィック社 

743.6 ｴｼ 2016  花別クローズアップ技法 春編 江口

愼一/著 日本カメラ社 

746.7 ﾘ 2016  今すぐ使えるかんたんビデオ編集&DVD

作り リンクアップ/著 技術評論社 

750.2 ﾖｱ 2016  京の手仕事名人寄席 吉田敦/著 文

理閣 

751.3 ｾ 2016  スリップウェア 誠文堂新光社/編 誠

文堂新光社 

751.4 ｾﾏ 2016  樹脂粘土でつくるとっておきのミニ

チュアスイーツ 関口真優/著 河出書房新社 

７００  芸  術 
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751.9 ﾀﾕ 2016  大人可愛いプラバンでつくる季節の

アクセサリー タニヤナギユウ/作品制作 メイツ

出版 

751.9 ﾙ 2016  レジンとプラバンで作る大人ジュエリ

ー るどるふ/著 文化学園文化出版局 

754.9 ｷ 2016  切りグラフふせんで作るウルトラマン

&ウルトラ怪獣 Killigraph/著 立東舎 

754.9 ﾌﾑ 2016  手間を楽しむ折り紙袋 フチモトム

ネジ/著 エムディエヌコーポレーション 

754.9 ﾔｱ 2016  オリガミ・ボックス 山梨明子/著 日

貿出版社 

755.5 ｺﾕ 2016  手縫いの革小物 越膳夕香/著 マイ

ナビ出版 

755.5 ﾋ 2016  ヌメ革クラフトハンドブック ピポン

/著 グラフィック社 

756.6 ﾄ 2016  日本刀を嗜む 刀剣春秋編集部/監修 

ナツメ社 

757.0 ｱｱ 2016  デザインについて アニ・アルバース

/著 日高杏子/訳 白水社 

759 ﾜｶ 2016  日本懐かしガチャガチャ大全 ワッキ

ー貝山/著 辰巳出版 

760.8 ﾋﾅ 2016  この名曲が凄すぎる 百田尚樹/著 

PHP 研究所 

761 ﾅﾖ 2016  クラシックの真実は大作曲家の「自筆

譜」にあり!  中村洋子/著 DU BOOKS 

762.1 ﾁﾀ 2016  ピアノ、その左手の響き 智内威雄/

著 太郎次郎社エディタス 

762.2 ﾆｼ 2016 「音楽狂」の国 西岡省二/著 小学館 

762.3 ﾖﾕ 2016  トランペットを吹き鳴らせ! 吉開裕

子/著 共栄書房 

762.8 ﾓｷ 2016  作曲家たちの風景 キャロル・モンパ

ーカー/著  江上泉/訳  ヤマハミュージックメデ

ィア 

763.7 ﾀﾁ 2016  パワーアップ吹奏楽!フルート 立花

千春/著 ヤマハミュージックメディア 

764.7 ｵﾀ 2016  ジャズメン、ジャズを聴く 小川隆夫

/著 シンコーミュージック・エンタテイメント 

764.7 ｼｸ 2016  サウンド・マン グリン・ジョンズ/

著 新井崇嗣/訳 シンコーミュージック・エンタテ

イメント 

764.7 ﾄﾏ 2016  マス・メディア時代のポピュラー音楽

を読み解く 東谷護/著 勁草書房 

766.1 ｳｳ 2016  さまよえるオランダ人 ワーグナー

/[著] 高辻知義/訳 音楽之友社 

767.8 ｷﾓ 2016  午後には陽のあたる場所 菊池桃子/

著 扶桑社 

769.1 ｾﾁ 2016  よさこい魂 踊れば夢は叶う 扇谷ち

さと/著 幻冬舎 

771 ｳ 2016  内子座 『内子座』編集委員会/編著 学芸

出版社 

772.1 ｶﾅ 2016  カーテンコール 川島なお美/著 鎧

塚俊彦/著 新潮社 

772.1 ﾆﾕ 2016  蜷川幸雄の仕事 蜷川幸雄/ほか著 

山口宏子/ほか著 新潮社 

772.1 ﾔｾ 2016 舞台の記憶  矢野誠一/著 岩波書店 

777.1 ﾀｽ 2016  七世竹本住大夫 私が歩んだ90年 竹

本住大夫/著 高遠弘美/聞き手 講談社 

777.1 ﾋﾌ 2016  文楽の日本 フランソワ・ビゼ/[著] 

秋山伸子/訳 みすず書房 

778.2 ｵｴ 2016  映画女優吉永小百合 大下英治/著 

朝日新聞出版 

778.2 ﾀﾏ 2016  映画探偵 高槻真樹/著 河出書房 

新社 

778.2 ﾅﾕ 2016  オリンピアと嘆きの天使 中川右介/

著 毎日新聞出版 

778.2 ﾆ 2016  吉永小百合の祈り NHK アーカイブ

ス制作班/編 新日本出版社 

778.2 ﾍｶ 2016  SF大クロニクル ガイ・ヘイリー/編

集 [平林祥/ほか訳] KADOKAWA 

778.2 ﾏﾋ 2016  小津安二郎の喜び 前田英樹/著 講

談社 

778.7 ﾊｶ 2016  ドキュメンタリーは格闘技である 

原一男/著 筑摩書房 

778.8 ｺ 2016  特撮全史 講談社/編 講談社 

778.8 ﾀﾋ 2016  泣くのはいやだ、笑っちゃおう 武井

博/著 アルテスパブリッシング 

779.1 ｺ 2016  古今亭志ん生 河出書房新社 

779.1 ﾍﾃ 2016  立川談志が遺した名言・格言・罵詈雑

言 辺見伝吉/著 久田ひさ/著 牧野出版 

780.2 ﾖﾀ 2016  天才を作る親たちのルール 吉井妙

子/著 文藝春秋 

780.6 ﾏﾖ 2016  奇跡の 3年 2019・2020・2021ゴール

デン・スポーツイヤーズが地方を変える 間野義

之/著 三菱総合研究所/執筆協力 徳間書店 

781.4 ｱﾋ 2016  体が硬い人のための関節が柔らかく

なるストレッチ&筋トレ  荒川裕志/著 PHP 研

究所 

781.4 ﾅｼ 2016  世界一伸びるストレッチ 中野ジェ

ームズ修一/著 サンマーク出版 

781.4 ﾋﾉ 2016  大人女子の体幹ストレッチ 広瀬統

一/著 学研プラス 

781.4 ﾔﾄ 2016  一瞬で体が柔らかくなる動的ストレ

ッチ （青春新書 INTELLIGENCE） 矢部亨/著 

青春出版社 

781.5 ｲﾋ 2016  補欠選手はなぜ金メダルを取れたの

か 五十嵐久人/著 中央公論新社 
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782.3 ｺﾖ 2016  ゴールへ駆けたガキ大将 小出義雄/

著 東京新聞 

783.4 ｵﾕ 2016  結果を出すための「合わせる」技術 

大儀見優季/著 実業之日本社 

783.4 ﾆ 2016  日本ラグビー凱歌の先へ 日本ラグビ

ー狂会/編・著 双葉社 

783.7 ﾋ 2016  野球小僧の戦後史 ビートたけし/著 

祥伝社 

786.1 ｶｼ 2016  山の不可思議事件簿 上村信太郎/著 

山と溪谷社 

786.1 ｻ 2016  山岳読図シミュレーション BOOK 枻出

版社 

788.5 ｲﾄ 2016  名馬の理 石田敏徳/著 徳間書店 

新社 

793 ｺﾏ 2016  美しき日本の花のおもてなし 今野政

代/著 六耀社 

795 ｱ 40  囲碁名人戦全記録 第 40期 朝日新聞文化

くらし報道部/編 朝日新聞社 

795 ｷﾏ 2016  有段者のための囲碁学 金萬樹/著 洪

敏和/訳 東京創元社 

795 ｼ 2016  死活を楽しむ 日本棋院 

795 ﾖﾕ 2016  相手の弱点を見抜く方法 吉原由香里/

著 王唯任/著 マイナビ出版 

796 ｽﾏ 2016  速効!振り飛車の絶対手筋 105 杉本昌

隆/著 マイナビ出版 

796 ﾐﾋ 2016  ゴキゲン中飛車で勝つための7つの鉄則

と 16の心得 宮本広志/著 マイナビ出版 

 

 

            

807 ﾓﾔ 2016  なぜ外国語を身につけるのは難しいの

か 森島泰則/著 勁草書房 

809.4 ﾀｱ 2016  絶対にすべらない!披露宴のあいさつ

集 立山章雄/編著 池田孝一郎/監修 徳間書店 

810.4 ｳﾅ 2016  大和言葉つかいかた図鑑 海野凪子/

文 ニシワキタダシ/絵 誠文堂新光社 

810.4 ｵｹ 2016  美しい日本語の作法 小笠原敬承斎/

監修 小学館 

810.4 ｶｻ 2016  悩ましい国語辞典 神永曉/著 時事

通信出版局 

810.4 ｻﾀ 2016  会うたびに「感じのいい人」と言わせ

る大人の言葉づかい 齋藤孝/著 大和書房 

810.4 ｻﾀ 2016  声に出して使いたい大和言葉 齋藤

孝/著 扶桑社 

810.4 ﾆﾋ 2016  勘違い慣用表現の辞典 西谷裕子/編 

東京堂出版 

810.4 ﾌ 2016  文化庁国語課の勘違いしやすい日本語 

文化庁国語課/著 幻冬舎 

810.7 ｶﾕ 2016  日本語学習・教育の歴史 河路由佳/

著 東京大学出版会 

815.4 ﾎﾖ 2016  使いこなしてみたい大和言葉の形容

詞 本郷陽二/著 実務教育出版 

816.5 ｻｻ 2016  レポート・論文をさらによくする「書

き直し」ガイド 佐渡島紗織/編著 坂本麻裕子/編

著 大修館書店 

830.7 ﾃﾘ 2016  英語で大学が亡びるとき 寺島隆吉/

著 明石書店 

830.7 ﾄｸ 2016  本物の英語力 （講談社現代新書） 鳥

飼玖美子/著 講談社 

894.2 ﾏﾜ 2016  ヒエログリフ文字手帳 自然風土のめ

ぐみ編 松本弥/文・写真 弥呂久 

 

 

            

901.3 ｱｱ 2016  感情類語辞典 アンジェラ・アッカー

マン/著  ベッカ・パグリッシ/著  フィルムアー

ト社 

901.3 ﾀ 2016  このミステリーがすごい! 2016年版 

『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社 

902.0 ｲﾏ 2  神経内科医の文学診断 続 岩田誠/著 

白水社 

902.0 ｵｱ 2016  東欧の想像力 奥彩子/編 西成彦/編 

松籟社 

902.3 ｱﾐ 1  パリ・レヴュー・インタヴュー 1 青山

南/編訳 岩波書店 

904 ﾎ 2  翻訳問答 2 左右社 

909.3 ｸｼ 2016  誰もがみんな子どもだった ジェリ

ー・グリスウォルド/著 渡邉藍衣/訳 彩流社 

910.2 ｵｹ 2016  Ōe 司修/著 白水社 

910.2 ｵｼ 2016 「自傳」をあるく 窪島誠一郎/著 白

水社 

910.2 ｶﾉ 2016  ワタクシ、直木賞のオタクです。 川

口則弘/著 バジリコ 

910.2 ｷﾐ 2016  漂流怪人・きだみのる 嵐山光三郎/

著 小学館 

910.2 ｺﾃ 2016  大変を生きる 小山鉄郎/著 作品社 

910.2 ｻｱ 2016  ニッポンの文学 （講談社現代新書） 

佐々木敦/著 講談社 

910.2 ｻｱ 2016  例外小説論  佐々木敦/著 朝日新聞

出版 

910.2 ｼｿ 2016  本格ミステリー・ワールド 2016 島

田荘司/監修 南雲堂 

910.2 ﾌｻ 2016 日本文学源流史 藤井貞和/著 青土社 

910.2 ﾎ 2016  この作家この 10冊 本の雑誌編集部/

編 本の雑誌社 

910.2 ﾎﾀ 2016  虚構の生 飯島洋/著 世界思想社 

８００ 語  学      

９００ 文 学 



  - 16 - 

910.2 ﾐｹ 2  宮沢賢治のヒドリ 続 和田文雄/著 コ

ールサック社 

910.2 ﾓｾ 2016  遠い昨日、近い昔 森村誠一/著 バジ

リコ 

911.1 ｷﾀ 2016  万葉集植物さんぽ図鑑 木下武司/文 

亀田龍吉/写真 世界文化社 

911.1 ﾅﾏ 2016  兵たりき 中根/誠/著 KADOKAWA 

911.3 ｵｽ 2016  正岡子規と明治のベースボール 岡

野進/著 創文企画 

911.3 ﾎﾐ 2016  現代俳句にいきる芭蕉 堀切実/著 

ぺりかん社 

911.4 ｾ 2016  還暦川柳 全国老人福祉施設協議会/

編 別冊宝島編集部/編 宝島社 

911.5 ﾔｾ 2016  きらりきーん 矢崎節夫/著 JULA出

版局 

911.6 ｼﾀ 2016  作詞の勉強本 島崎貴光/著 リット

ーミュージック 

913.3 ｼﾋ 2016  紫式部考 柴井博四郎/[著] 信濃毎日

新聞社(制作) 

913.5 ｲｻ 2016  日本永代蔵 [井原西鶴/作] 村田穆/

校注 新潮社 

914.4 ｶﾁ 2016  方丈記 発心集 [鴨長明/著] 三木紀

人/校注 新潮社 

914.6 ｲｶ 2016  言葉の贅肉  伊奈かっぺい/著 岩波

書店 

914.6 ｲｹ 2016  アトリエ会議 磯崎憲一郎/著 保坂

和志/著 河出書房新社 

914.6 ｵｷ 2016  数学する人生 岡潔/著 森田真生/編 

新潮社 

914.6 ｶｻ 2016  ひとり居の記 川本三郎/著 平凡社 

914.6 ｶﾀ 2016  鬱屈精神科医、占いにすがる 春日武

彦/著 太田出版 

914.6 ｿｱ 2016  人間にとって成熟とは何か （幻冬舎

新書） 曽野綾子/著 幻冬舎 

914.6 ﾀｹ 2016 「あの日」からぼくが考えている「正

しさ」について 高橋源一郎/著 河出書房新社 

914.6 ﾀﾋ 2016  損したくないニッポン人 （講談社現

代新書） 高橋秀実/著 講談社 

914.6 ﾀﾗ 2016  いま幸せになっちゃえ! 田口ランデ

ィ/著 晶文社 

914.6 ﾂﾋ 2016  息子に贈ることば  辻仁成/著 文藝

春秋 

914.6 ﾃﾄ 2016  寺田寅彦 寺田寅彦/著 平凡社 

914.6 ﾅﾐ 2016  この素晴らしき世界!? 中野翠/著 

毎日新聞出版 

914.6 ﾆｹ 2016  風来鬼語 西村賢太/著 扶桑社 

914.6 ﾊｵ 2016  いつまでも若いと思うなよ （新潮新

書） 橋本治/著 新潮社 

914.6 ﾋｶ 2016  何かのためではない、特別なこと 平

川克美/著 平凡社 

914.6 ﾋﾀ 2016  さよなら小沢健二  樋口毅宏/著 扶

桑社 

914.6 ﾌ 2016  ラヴレターズ  文藝春秋/編 文藝春秋 

914.6 ﾍﾖ 2016  もう戦争がはじまっている 辺見庸/

著 河出書房新社 

914.6 ﾏﾔ 2016  ベリーベリーグッド 松浦弥太郎/著 

小学館 

914.6 ﾔﾅ 2016  かわいい夫 山崎ナオコーラ/著 夏

葉社 

915.3 ﾑ 2016  紫式部日記 紫式部集 [紫式部/著] 山

本利達/校注 新潮社 

915.6 ｻﾋ 2016  人生のことはすべて山に学んだ 沢

野ひとし/著 海竜社 

915.6 ﾉｱ 2016  絶筆 野坂昭如/著 新潮社 

916 ｶﾏ 2016  酒場學校の日々 金井真紀/著 皓星社 

916 ｺﾊ 2016  18歳のビッグバン 小林春彦/著 あけ

び書房 

916 ｻﾏ 2016  解毒 坂根真実/著 KADOKAWA 

916 ｼｹ 2016  112日間のママ 清水健/著 小学館 

916 ﾀﾄ 2016  僕はなぜ小屋で暮らすようになったか 

高村友也/著 同文舘出版 

916 ﾊﾅ 2016  アラブからのメッセージ ハムダなお

こ/著 潮出版社 

916 ﾐｶ 2016  私は一本の木 宮崎かづゑ/[著] みすず

書房 

918 ﾆ 15  日本文学全集 15 池澤夏樹/個人編集 河

出書房新社 

918.6 ｸﾁ 2016  蟲息山房から 車谷長吉/著 新書館 

918.6 ｺｻ 23  小松左京全集完全版 23 小松左京/著 

城西国際大学出版会 

918.6 ﾀｼ 6  谷崎潤一郎全集 第 6巻 谷崎潤一郎/著 

中央公論新社 

930.2 ﾄｱ 2016  文人、ホームズを愛す。 植田弘隆/

著 青土社 

933.6 ｺｳ 2016  ウィルキー・コリンズ短編選集 ウィ

ルキー・コリンズ/著 北村みちよ/編訳 彩流社 

933.6 ﾃﾁ 2016  クリスマス・キャロル チャールズ・

ディケンズ/[著] 井原慶一郎/訳・解説 春風社 

933.7 ｲｶ 2016  忘れられた巨人 カズオ・イシグロ/

著 土屋政雄/訳 早川書房 

933.7 ｺｱ 3  カッシアの物語 3 アリー・コンディ/

著 高橋啓/訳 プレジデント社 

933.7 ｺｼ 2016  ウィルソン警視の休日 G.D.H.コー

ル/著 M.コール/著 論創社 

933.7 ｼｲ 1  グレイ 上 E L ジェイムズ/著 池田真

紀子/訳 早川書房 
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933.7 ｼｲ 2  グレイ 下 E L ジェイムズ/著 池田真

紀子/訳 早川書房 

933.7 ｼｼ 2016  日時計 シャーリイ・ジャクスン/著 

渡辺庸子/訳 文遊社 

933.7 ｽｼ 2016  ロックイン ジョン・スコルジー/著 

内田昌之/訳 早川書房 

933.7 ﾀｴ 2016  ウィスキー&ジョーキンズ ロード・

ダンセイニ/著 中野善夫/訳 国書刊行会 

933.7 ﾌｸ 2016  中国銅鑼(チャイニーズ・ゴング)の謎 

クリストファー・ブッシュ/著  藤盛千夏/訳  論

創社 

933.7 ﾌｼ 2016  亡者の金 J.S.フレッチャー/著 水野

恵/訳 論創社 

933.7 ﾍﾓ 2016  人形 モー・ヘイダー/著 北野寿美枝

/訳 早川書房 

934.6 ｿﾍ 2016  モノやお金がなくても豊かに暮らせ

る。  ヘンリー・D.ソロー/著  増田沙奈/訳  興

陽館 

936 ｴｻ 2016  テロリストの息子 ザック・エブラヒム

/著 ジェフ・ジャイルズ/著 朝日出版社 

936 ﾎｱ 2016  他人のふたご アナイス・ボルディエ/

著 サマンサ・ファターマン/著 太田出版 

936 ﾘｱ 2016  まっくらやみで見えたもの アンナ・リ

ンジー/著 真田由美子/訳 河出書房新社 

943.6 ﾏｶ 8  カール・マイ冒険物語 8 カール・マイ/

著 戸叶勝也/訳 朝文社 

949.8 ﾐ 4-1  ミレニアム 4[上] 早川書房 

949.8 ﾐ 4-2  ミレニアム 4[下] 早川書房 

953.6 ﾊｵ 5  バルザック愛の葛藤・夢魔小説選集 5 

バルザック/[著] 水声社 

953.7 ﾍｴ 2016  青の魔法 エムナ・ベルハージ・ヤヒ

ヤ/著 青柳悦子/訳 彩流社 

956 ｼﾓ 2016  父という檻の中で モード・ジュリアン

/[著] ウルスラ・ゴーティエ/[著] WAVE 出版 

973 ｸﾙ 2016  アウシュヴィッツの囚人写真家 ルー

カ・クリッパ/著 マウリツィオ・オンニス/著 河

出書房新社 

973 ｼｼ 2016  虐殺の少年たち ジョルジョ・シェルバ

ネンコ/著 荒瀬ゆみこ/訳 論創社 

983 ｷｻ 2016 『罪と罰』を読まない 岸本佐知子/著 三

浦しをん/著 文藝春秋 

989.5 ﾌﾎ 2016  時の止まった小さな町 ボフミル・フ

ラバル/著 平野清美/訳 松籟社 

 

 

            

B135.3 ｳ 2016  寛容論 ヴォルテール/著 中川信/訳 

中央公論新社 

B159 ﾜﾋ 2016 「悩みグセ」をやめる 9つの習慣 和田

秀樹/著 大和書房 

B289.1 ｶｶ 2016  洞窟オジさん  加村一馬/著 小学館 

B317.9 ﾚﾃ 2016  ブラック・スキャンダル ディッ

ク・レイア/[著] ジェラード・オニール/[著] 

KADOKAWA 

B323.1 ｲﾅ 2016  憲法なんて知らないよ 池沢夏樹/

著 集英社 

B493.3 ﾉﾊ 2016  風邪の効用  野口晴哉/著 筑摩書房 

B589.2 ﾔｴ 2 裸でも生きる 2  山口絵理子/[著] 講談社 

B914.6 ｱｻ 2016  アガワ対談傑作選 追悼編 阿川佐

和子/著 文藝春秋 

B914.6 ﾎｹ 2016  そして生活はつづく 星野源/著 文

芸春秋 

B933.7 ｳﾄ 2016  失踪 ドン・ウィンズロウ/[著] 中山

宥/訳 KADOKAWA 

B933.7 ｳﾄ 2016  報復 ドン・ウィンズロウ/[著] 青木

創/訳 KADOKAWA 

B933.7 ｺﾏ 2016  深い森の灯台 マイクル・コリータ/

著 青木悦子/訳 東京創元社 

B933.7 ｼｸ 2016  中継ステーション クリフォード・

D.シマック/著 山田順子/訳 早川書房 

B933.7 ﾁﾛ 2016  幸せケーキは事件の火種 ローラ・

チャイルズ/著 東野さやか/訳 原書房 

B933.7 ﾁﾛ 2016  スイート・ティーは花嫁の復讐 ロ

ーラ・チャイルズ/著 東野さやか/訳 原書房 

B933.7 ﾊﾛ 2016  宇宙の戦士 ロバート・A.ハインラ

イン/著 内田昌之/訳 早川書房 

B943.7 ﾏﾊ 2016  アラスカ戦線 ハンス=オットー・

マイスナー/著 松谷健二/訳 早川書房 

BF ｲﾐ 2016  うらぶれ侍 稲葉稔/著 光文社 

BF ｲﾐ 2016  うろこ雲 稲葉稔/著 光文社 

BF ｲﾐ 2016  兄妹氷雨 稲葉稔/著 光文社 

BF ｶｲ 1  女賞金稼ぎ紅雀 [1] 片倉出雲/著 光文社 

BF ｶﾁ 2016  宇宙探査機迷惑一番 神林長平/著 早川

書房 

BF ｶﾏ 4  隠密味見方同心 4 風野真知雄/[著] 講談社 

BF ｺﾘ 2016  うばかわ姫 越水利江子/著 白泉社 

BF ｻﾔ 2016  竹屋ノ渡 佐伯泰英/著 双葉社 

BF ｻﾖ 2016  もぞもぞしてよゴリラ/ほんの豚ですが 

佐野洋子/著 小学館 

BF ｼﾘ 2016  孤闘の寂 芝村凉也/[著] 講談社 

BF ﾀﾘ 1  吉野太平記 上 武内涼/著 角川春樹事務所 

BF ﾀﾘ 2  吉野太平記 下 武内涼/著 角川春樹事務所 

BF ﾀﾘ 2016  忍びの森 武内涼/[著] 角川書店 

BF ﾄﾘ 2016  老剣客躍る 鳥羽亮/著 双葉社 

BF ﾆｲ 2016  ぺてん師と空気男と美少年 西尾維新/

著 講談社 

B  文 庫 本 
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BF ﾆｺ 4  お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 4 似鳥

航一/[著] KADOKAWA 

BF ﾉﾐ 2016  晴追町には、ひまりさんがいる。 野村

美月/著 講談社 

BF ﾊﾖ 2016  頂上決戦 濱嘉之/著 文藝春秋 

BF ﾊﾖ 2016  ヒトイチ画像解析 濱嘉之/[著] 講談社 

BF ﾋｱ 2016  オン・ザ・ロード 樋口明雄/著 中央公

論新社 

BF ﾌﾋ 2016  雪舞い 藤原緋沙子/著 祥伝社 

BF ﾐﾐ 2016  チヨ子 宮部みゆき/著 光文社 

BF ﾖﾄ 2016  夢見るころはすぎない 吉川トリコ/著 

集英社 

BF ｲﾐ 2016  迷い鳥 稲葉稔/著 光文社 

BF ｵｱ 2016  流れ星の冬 大沢在昌/著 双葉社 

BF ｺﾕ 2016  汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野裕/著 新

潮社 

 

 

            

F ｱｲ 2016  SARA 麻生幾/著 幻冬舎 

F ｱｼ 2016  尖閣ゲーム 青木俊/著 幻冬舎 

F ｱﾏ 2016  やがて海へと届く 彩瀬まる/著 講談社 

F ｲﾐ 2016  情け深くあれ 岩井三四二/著 文藝春秋 

F ｳｱ 2016  漆黒の象 海野碧/著 光文社 

F ｳﾀ 2016  異郷の友人 上田岳弘/著 新潮社 

F ｳﾁ 2016  ニボアンヌ 上島周子/著 水声社 

F ｵ 2016  メアリー・スーを殺して 乙一/著 中田永

一/著 朝日新聞出版 

F ｵﾌ 2016  近いはずの人 小野寺史宜/著 講談社 

F ｶｺ 2016  彼方に竜がいるならば 上遠野浩平/著 

講談社 

F ｶﾋ 2016  声のお仕事 川端裕人/著 文藝春秋 

F ｶﾋ 2016  シェア 加藤秀行/著 文藝春秋 

F ｶﾖ 2016  家康、江戸を建てる  門井慶喜/著 祥伝社 

F ｶﾖ 2016  コーヒーにドーナツ盤、黒いニットのタイ。 

片岡義男/著 光文社 

F ｷﾅ 2016  ホームズ連盟の冒険  北原尚彦/著  祥

伝社 

F ｸﾋ 2016  温泉妖精 黒名ひろみ/著 集英社 

F ｺﾅ 2016  携帯乳児 紺野仲右ヱ門/著 日本経済新

聞出版社 

F ｺﾉ 3  小島信夫長篇集成 3 小島信夫/著 水声社 

F ｺﾋ 2016  臥龍 今野敏/著 徳間書店 

F ｼｼ 2016  夜の淵をひと廻り 真藤順丈/著 

KADOKAWA 

F ｼﾐ 2016  わたしの宝石 朱川湊人/著 文藝春秋 

F ｼﾕ 2016  赤毛のアンナ 真保裕一/著 徳間書店 

F ｼﾕ 2016  アシタノユキカタ 小路幸也/著 祥伝社 

F ｽｼ 2016  くれなゐの紐 須賀しのぶ/著 光文社 

F ｽﾖ 2016  また、同じ夢を見ていた 住野よる/著 双

葉社 

F ﾁｱ 2016  西洋菓子店プティ・フール 千早茜/著 文

藝春秋 

F ﾂﾘ 2016  ガンルージュ 月村了衛/著 文藝春秋 

F ﾃﾊ 2016  ミナトホテルの裏庭には 寺地はるな/著 

ポプラ社 

F ﾅﾏ 2016  フランダースの帽子 長野まゆみ/著 文

藝春秋 

F ﾊｷ 2016  襷を、君に。 蓮見恭子/著 光文社 

F ﾊｼ 2016  本屋稼業  波多野聖/[著] 角川春樹事務所 

F ﾊﾘ 2016  神剣 葉室麟/[著] 角川春樹事務所 

F ﾋｱ 2016  ブロッケンの悪魔 樋口明雄/[著] 角川春

樹事務所 

F ﾌﾁ 2016  すしそばてんぷら 藤野千夜/[著] 角川春

樹事務所 

F ﾌﾃ 2016 白日の鴉  福澤徹三/著 光文社 

F ﾌﾖ 2016  おしょりん 藤岡陽子/著 ポプラ社 

F ﾌﾖ 2016  女神 藤田宜永/著 光文社 

F ﾎｱ 2016  おせっかい屋のお鈴さん 堀川アサコ/著 

KADOKAWA 

F ﾏｹ 1  我ら亡きあとに津波よ来たれ 上 丸山健二/

著 左右社 

F ﾏｹ 2  水鏡推理 2 松岡圭祐/著 講談社 

F ﾏﾀ 2016  ホモサピエンスの瞬間 松波太郎/著 文

藝春秋 

F ﾐｺ 2016  もしかして彼女はレベル 97 汀こるもの/

著 講談社 

F ﾐｼ 2016  星宿る虫 嶺里俊介/著 光文社 

F ﾐｼ 2016  Y.M.G.A. 三羽省吾/著 朝日新聞出版 

F ﾑｷ 2016  焼野まで 村田喜代子/著 朝日新聞出版 

F ﾑﾕ 2016  フェイバリット・シングス 村崎友/著 光

文社 

F ﾓｱ 2016  ピロウボーイとうずくまる女のいる風景 

森晶麿/著 講談社 

F ﾓﾏ 2016  街娼 マイク・モラスキー/編 皓星社 

F ﾔｺ 2016  象は忘れない 柳広司/著 文藝春秋 

F ﾕｱ 2016  幹事のアッコちゃん 柚木麻子/著 双葉社 

F ﾖﾄ 2016  光の庭 吉川トリコ/著 光文社 

F ﾖﾅ 2016  関羽を斬った男 吉川永青/著 講談社 

F ﾜﾕ 2016  ラメルノエリキサ 渡辺優/著 集英社 

 

            

            

GE  A color of his own  Leo Lionni/作 knopf 

GE  Alexander and the Wind-Up Mouse  Leo 

Lionni/[作] Alfred a Knopf inc 

F   小   説 

G 外国語資料 
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GE  CAPS FOR SALE：A Tale of a Peddler,Some Monkeys 

and Their Monkey Business  Esphyr Slobodkina/

さく・え HarperCollins 

GE  Dog and Bear：Two friends ・Three stories  

lLaura Vaccaro Seeger/作 Roaring Books 

GE  I Like Me!  NAncy Carlson/さく Viking 

GE  I SPY MYSTERY  Walter Wick/photograohs Jean 

Marzollo/Ridde Scholastic 

GE  I SPY SCHOOL DAYS  Walter Wick/写真 Jean 

Marzollo/文 Scholastic 

GE  I SPY CHRISTMAS  Walter Wick/Photographs Jean 

Marzollo/Riddles SCHOLASTIC 

GE  I SPY FANTASY  Walter Wick/photograohs Jean 

Marzollo/Ridde SCHOLASTIC 

GE  Joseph had a little overcoat  Simms Taback. 

Viking 

GE  Kitten's First Full Moon  kevin Henkes/作・

絵 Greeemwillow 

GE  Knuffle Bunny  Mo Willems/作 Disney Pr 

GE  Little blue and little yellow  Leo Lionni/

作 Knopf 

GE  Lost and Found  Oliver Jeffers/作 Philomel 

GE  MAY I BRING A FRIEND?  Beatrice Schenk de 

Regiers/ぶん Beni moktresor/え Atheneum 

GE  miffy  dick bruna/ぶん・え simon and schuster 

GE  miffy and the new baby  dick bruna/ぶん・え 

simon and schuster 

GE  miffy's birthday  dick bruna/[作] simon and 

schuster 

GE  miffy's bicycle  dick bruna/ぶん・え simon and 

schuster 

GE  1is One  Tasha Tudor /著 Simon & Schuster 

GE  Pitschi  Hans Fischer/文/絵 North-South 

Books 

GE  Rosi's Walk  Hutchins Pat Simon&Schuster 

GE  The CAT in the HAT Beginner Book DICTIONARY  

Dr.Seuss Random House 

GE  The Fantastic flying Books of Mr.Morris 

Lessmore  William Joyce/作・絵 Atheneum 

GE  THE IMPORTANT BOOK  Margaret Wise Brown/さく 

Leonard Weisgard/え Harpercollins 

GE  The snowy day  Ezra Jack Keats VikingPress 

GE  The Tiger Who Came to Tea  Judith Kerr /作 

HarperCollins 

GE  Very First English Dictionary  Jo Litchfield/ 

絵 Usborne 

GE  WHITE SNOW BRIGHT SNOW  ALVIN TRESSELT/さく 

ROGER DUVOISIN/え Harpercollins 

GE  きょうはなんのひ? 中国語版 瀬田貞二/作 林明

子/絵 翰林出版社 

GE  こねこのぴっち (小猫皮皮) 中国語版 ハンス・

フィッシャー/文/絵 陳宝/訳 二十一世紀出版社 

GE  この世でいちばんすばらしい馬 (神馬) 中国語版 

チェン ジャンホン/作・絵 北京科学技術出版社 

GE  三びきのやぎのがらがらどん (三只山羊嘎啦嘎

啦) 中国語版 蒲蒲蘭/訳 二十一世紀出版社 

GE  すうじの絵本 (数字在哪里) 中国語版 五味 太

郎/作・絵 上誼編集部/訳 明天出版 

GE  どろんこハリー (好?月ハ利) 中国語版 ジー

ン・ジオン/ぶん 任溶溶/訳 新星出版社 

GE  ハリーのセーター (ハ利的花毛衣) 中国語版 ジ

ーン・ジオン/ぶん マーガレット・ブロイ・グレ

アム/え 新星出版社 

GE  ピン・ポン・バス (叮 !公共汽車) 中国語版 竹

下文子/作 鈴木 まもる/絵 接力出版社 

GE  ロンパーちゃんとふうせん (蓉蓉和气球) 中国語

版 酒井 駒子/さく・え 趙峭/訳 新星出版社 

GE  キャベツくん 韓国語版 長新太/文・絵 コヒャン

オク/訳 ビリョンソ 

GE  げんきなマドレーヌ 韓国語版 ルドウィッヒ・ベ

ーメルマンス/作・画 이손아/訳 シゴンサ 

GE  こねこのぴっち 韓国語版 ハンス・フィッシャー

/文/絵 ユヘジャ/訳 シゴンサ 

 

 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 

           

R019.5 ﾌ 2016  おはなしきかせて 福山市中央図書

館/編集 福山市中央図書館 

R031 ｼ 2015  現代用語の基礎知識 2015 自由国民社

/編集 自由国民社 

R289.1 ｻﾕ 2016  真田幸村歴史伝説文学事典 志村有

弘/編 勉誠出版 

R317.6 ﾁ 2016  マイナンバー法令集 中央経済社/編 

中央経済社 

R318.7 ｾ 73  日本都市年鑑 73(2015) 全国市長会/

編 第一法規 

R331.8 ｼ 2016  個人所得指標 2016年版 JPS/編集 

JPS 

R335.3 ﾌ 2015  ファミリービジネス白書 2015年版 

ファミリービジネス白書企画編集委員会/編  同

友館 

R365.5 ｼ 2016  少子高齢社会総合統計年報 2016 三

冬社 

R366.3 ｼ 2014  女性労働の分析 2014年 21 世紀職

業財団 

R  参 考 図 書 
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R369.2 ｾ 2016  高齢者・難聴者のための福祉サービス

ガイドブック 全日本難聴者・中途失聴者団体連

合会高年部福祉サービスガイドブック作成委員会

/編集 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

R369.4 ｼ 2016  児童福祉六法 平成28年版 中央法規

出版 

R383.1 ﾌﾏ 2016  FASHION マーニー・フォッグ/責任

編集 伊豆原月絵/日本語版監修 東京堂出版 

R388.8 ﾏｶ 2016  名言・格言・ことわざ辞典 増井金

典/著 ミネルヴァ書房 

R420.3 ﾖﾌ 2016  人物でよむ物理法則の事典 米沢富

美子/総編集 辻和彦/編集幹事 朝倉書店 

R471.9 ﾊﾍ 2016  世界有用植物誌 ヘレン・バイナム/

著 ウィリアム・バイナム/著 柊風舎 

R487.5 ﾎｶ 2016  日本の淡水魚 細谷和海/編・監修 

内山りゅう/写真 山と溪谷社 

R488.0 ｾ 2016 世界の美しい色の鳥 エクスナレッジ 

R498.1 ﾁ 2016  中部病院情報 2016年版 医事日報 

R499.0 ｲ 2016  医薬品企業総覧 2016 医薬情報研究

所/制作・編集 じほう 

R499.8 ｲｽ 2016  薬草・毒草を見分ける図鑑 磯田進/

監修 誠文堂新光社 

R519.0 ｺ 4  環境年表 第 4冊(平成 27-28年) 国立天

文台/編 丸善出版 

R566 ｿ 2014  素形材年鑑 平成 26年版(2014年) 素

形材センター/[編] 素形材センター 

R588.0 ｼ 2015  食品産業統計年報 平成 27年度版 

[食品産業センター/著] 食品産業センター 

R615.8 ﾆ 2016  農薬ハンドブック 2016年版 日本植

物防疫協会/編集 日本植物防疫協会 

R627.0 ｿ 2016  花の名前、品種、花色でみつける切り

花図鑑 草土出版/著 山と溪谷社 

R650.5 ﾘ 2015  森林・林業統計要覧 2015 林野庁/

編 日本森林林業振興会 

R675 ｼ 2016  消費社会白書 2016  JMR 生活総合研

究所 

R699.2 ﾆ 2016  NHKデータブック世界の放送 2016 

NHK 放送文化研究所/編 NHK 出版 

R703.5 ﾋ 2016  美術市場 2016 美術新星社 

R816.0 ﾅｱ 2016  日本語描写の辞典 中村明/著 東京

堂出版 

R830.5 ｹ 2016  英語年鑑 2016 『英語年鑑』編集部/

編集 研究社 

 

 

            

T070 ｳｾ 2016  地方紙は地域をつくる 梅本清一/著 

七つ森書館 

T080 ﾄ 108  県民カレッジ叢書 108 富山県民生涯学

習カレッジ編集 富山県民生涯学習カレッジ 

T221.2 ｲ 2016  飯野村史 飯野村史編纂委員会/[編] 

飯野地区区長会 

T232.8 ﾄ 3  杉谷 4号墳 富山大学人文学部考古学研

究室/編 富山大学人文学部考古学研究室 

T260 ﾄ 2016  となみ野探検ガイドマップ 富山イン

ターネット市民塾推進協議会/編 桂書房 

T289 ｻ 2016  常民へのまなざし 佐伯安一先生米寿

記念文集編集委員会/編集 桂書房 

T290.9 ﾄ 2017  富山 立山・黒部 17 昭文社 

T290.9 ﾎ 2016  北陸温泉宿の旅 ウララコミュニケ

ーションズ 

T380.5 ﾎ 2016  堀川町獅子舞 堀川町獅子舞保存会  

T684 ﾄ 2016  とやまカナルの風景 富山県公文書館

/[編] 富山県公文書館 

T686 ｱ 2016  ぷち旅ガイドブック あいの風とやま

鉄道株式会社/[編] あいの風とやま鉄道株式会社 

T687 ﾄ 2015  富山空港概要 平成27年度 富山空港管

理事務所編 富山空港管理事務所 

T727 ﾄ 11  世界ポスタートリエンナーレトヤマ 第 11

回(2015)  富山県立近代美術館編 富山県立近代

美術館 

T786 ｱ 2016  薬師 愛知大学山岳部薬師岳遭難誌編

集委員会編 愛知大学 

T911.6 ﾄ 2  富山県歌壇総覧 Ⅱ 富山県歌人連盟編 

富山県歌人連盟 

 

 

            

E  あり いぬ うさぎ サイラス・ハイスミス/え さこ

むらひろこ/ぶん 文溪堂 

E  アンリ・ルソー ミシェル・マーケル/さく アマン

ダ・ホール/え 六耀社 

E  おおきなでんしゃ 座二郎/作 あかね書房 

E  幼い子は微笑む  長田弘/詩  いせひでこ/絵  講

談社 

E  おじゃまなクマのおいだしかた  エリック・パイ

ンダー/さく ステファニー・グラエギン/え 岩崎

書店 

E  おじょらぽん   はせがわせつこ/文   さいとう

としゆき/絵   福音館書店 

E  おにきちおにぎり 林彩子/作 せべまさゆき/絵 

学研教育みらい 

E  おばけのスパルタカス ヒド・ファン・ヘネヒテン

/作・絵 木原悦子/訳 世界文化社 

E  かあちゃんえほんよんで かさいまり/文 北村裕

花/絵 絵本塾出版 

T  郷 土 資 料 

E  絵  本 
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E  かいじゅうのたからもの ひさまつまゆこ/さく・

え 冨山房インターナショナル 

E  カメカメカメラ もろかおり/著 ポプラ社 

E  きっといいことあるよ! 戸塚英子/作 清風堂書店 

E  きょうりゅうがすわっていた 市川宣子/作 矢吹

申彦/絵 福音館書店 

E  くつあらいましょう くすのきしげのり/作 さこ

ももみ/絵 廣済堂あかつき 

E  くまのしゅげいやさん おまたたかこ/文・絵  小

学館 

E  ごはんのじかん レベッカ・コッブ/ぶんえ おーな

り由子/やく ポプラ社 

E  こびとのナーシャ 権田章江/[作] PHP 研究所 

E  ちいさなりすのエメラルド そのだえり/作 文溪堂 

E  地球のみえないところをのぞいてみたら てづか

あけみ/さく・え PHP 研究所 

E  デパートねずみルーシーのいそがしいいちにち 

タイース ファンデルヘイデン/作 よこやまかず

こ/訳 えほんの杜 

E  でんしゃがはしる  山本忠敬/さく・え 福音館書店 

E  どうぶつなあに  はたこうしろう/さく・え ポプ

ラ社 

E  とっきゅうでんしゃあつまれ 山本忠敬/さく 福

音館書店 

E  とんでもない 鈴木のりたけ/作・絵 アリス館 

E  ながいながいみち フランク・ビバ/さく アサダワ

タル/やく バナナブックス 

E  なきむしおばけ なかのひろたか/さく・え 福音館

書店 

E  夏のおわり 長谷川集平/著 復刊ドットコム 

E  にっぽんしょうがっこう のぶみ/さく WAVE 出版 

E  ねことこねこね 林木林/文 山村浩二/絵・構成 BL

出版 

E  ねこのひけしや 渡辺有一/作 フレーベル館 

E  ブルくんのだいじなひ キャンデス・フレミング/

さく エリック・ローマン/え 講談社 

E  文房具のやすみじかん 土橋正/文 小池壮太/絵 

福音館書店 

E  ぼくのわんこ ローリー・アン・トンプソン/ぶん 

ポール・シュミッド/え 岩崎書店 

E  ぼくらはうまいもんフライヤーズ 岡田よしたか/

さく ブロンズ新社 

E  ポテトむらのコロッケまつり 竹下文子/文 出口

かずみ/絵 教育画劇 

E  ホーホーはらへりフクロウさまだ! ショーン・テ

イラー/文 ジャン・ジュリアン/絵 BL 出版 

E  ライオン 1頭 ケイティ・コットン/文 スティーブ

ン・ウォルトン/絵 BL 出版 

E  ワニと 7わのアヒルのこ カイオ・ヒッテル/作 ロ

ーレン・カルドン/絵 ワールドライブラリー 

E  わんわん丘に冬がきた! マウリ・クンナス/作 い

ながきみはる/訳 猫の言葉社 

 

 

            

K007 ｵﾕ 2016  こどもが楽しむ「プログラミン」入門 

岡嶋裕史/著 技術評論社 

K031 ｲﾕ 2016  ちがいはっけん図鑑 井戸ゆかり/監

修 PHP 研究所 

K031 ｸ 2016  あっぱれ!なんでも日本一 グループ・

コロンブス/構成 講談社 

K116 ｲﾋ 3  ウソ?ホント?トリックを見やぶれ 3 市

村均/文 曽木誠/監修 岩崎書店 

K141 ﾔｼ 2016  五感ってナンだ!まるごとわかる「感じ

る」しくみ 山村紳一郎/著 坂井建雄/監修 誠文

堂新光社 

K145 ﾜﾄ 2016  超びっくり!奇妙で妖しい?錯覚美術館 

涌田利之/編著 竹内龍人/監修 汐文社 

K152 ｵﾏ 2016  恋ってなに? 大野正人/作 熊本奈津

子/絵 汐文社 

K159 ｵﾏ 2016  お金があればしあわせなの? 大野正

人/作 赤澤英子/絵 汐文社 

K159 ﾂｼ 2016  弱虫でいいんだよ （ちくまプリマー新

書 辻信一/著 筑摩書房 

K204 ﾌ 2016  1年まるごときょうはなんの日? 4月〜6

月 「1 年まるごと きょうはなんの日?」編集委員

会/編 文研出版 

K221 ﾂｹ 2  朝鮮半島がわかる本 2 津久井惠/文 長

田彰文/監修 かもがわ出版 

K289 ｱﾖ 2016  光を失って心が見えた 新井淑則/著 

金の星社 

K289 ｲﾀ 2016  伊能忠敬 歩いてつくった日本地図 

国松俊英/著 岩崎書店 

K289 ｴﾄ 2016  エジソンと電灯 キース・エリス/作 

児玉敦子/訳 玉川大学出版部 

K289 ｶｲ 2016  インディラ・ガンディー 筑摩書房編

集部/著 筑摩書房 

K289 ｽｼ 2016  スティーブンソンと蒸気機関車 コー

リン・クレスウェル・ドーマン/作 小川真理子/訳 

玉川大学出版部 

K289 ﾀﾁ 2016  ダーウィンと進化論 バーナード・ス

トーンハウス/作 菊池由美/訳 玉川大学出版部 

K289 ﾉｱ 2016  ノーベルと爆薬 トレバー・I.ウィリ

アムズ/作 片神貴子/訳 玉川大学出版部 

K290 ｲｱ 3  池上彰が注目するこれからの大都市・経済

大国 3 池上彰/監修 稲葉茂勝/訳・著 講談社 

K  児 童 図 書 
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K291 ｲﾖ 2016  ビジュアルデータブック日本の地理 

井田仁康/監修 学研プラス 

K311 ﾊﾀ 2016  国ってなんだろう? 早尾貴紀/著 平

凡社 

K337 ｲﾏ 2016  ビジュアル日本のお金の歴史 飛鳥時

代〜戦国時代 井上正夫/著 ゆまに書房 

K361 ｲｼ 2  みんなで考えよう!つかう・つかわない?

どうつかう? 2 稲葉茂勝/著 秋田喜代美/監修 フ

レーベル館 

K361 ｺ 1  コミュニケーションナビ話す・聞く 1 鈴

木出版 

K366 ｺ 3 現場で働く人たち 3  こどもくらぶ/編・著 

あすなろ書房 

K367 ﾋﾔ 1  もっと知りたい!話したい!セクシュアル

マイノリティ 1 日高庸晴/著 サカイノビー/イ

ラスト 汐文社 

K369 ﾔﾅ 2016  それでも、海へ 安田菜津紀/写真・文 

ポプラ社 

K374 ﾜﾏ 4  どこがあぶないのかな? 4 渡邉正樹/監修 

池田蔵人/イラスト 少年写真新聞社 

K388 ｺﾊ 2  世界恐怖図鑑 2 バーバラ・コックス/著 

スコット・フォーブス/著 文溪堂 

K388 ﾔﾖ 2016  だれが幸運をつかむのか （ちくまプリ

マー新書） 山泰幸/著 筑摩書房 

K404 ｼ 2016  理科好きな子に育つふしぎのお話 365 

自然史学会連合/監修 誠文堂新光社 

K410 ｻｽ 2016  親子で楽しむはじめての算数 桜井進

/監修 ナツメ社 

K419 ｺﾋ 2016  和算って、なあに? 小寺裕/著 少年写

真新聞社 

K420 ｾ 2016  目で見てわかる身近な単位 子供の科

学編集部/編 ガリレオ工房/監修 誠文堂新光社 

K429 ｱﾕ 2016  ニュートリノって何? （ちくまプリマ

ー新書） 青野由利/著 筑摩書房 

K440 ｷﾕ 2016  発見!?宇宙生物 北村雄一/著 汐文社 

K443 ｸ 2016  星座の神話伝説大図鑑 グラフィオ/編 

金の星社 

K451 ﾎﾅ 2  これは異常気象なのか? 2 保坂直紀/著 

こどもくらぶ/編 岩崎書店 

K451 ﾓﾏ 1 よくわかる!天気の変化と気象災害 第 1巻  

森田正光/監修 学研プラス 

K460 ｾ 6  せんせい!これなあに? 6 偕成社 

K467 ﾓﾐ 2016  食べ物で見つけた進化のふしぎ 盛口

満/文・絵 少年写真新聞社 

K478 ﾊﾁ 2016  イチョウの絵本 濱野周泰/編 竹内通

雅/絵 農山漁村文化協会 

K480 ﾆ 3  絶滅から救え!日本の動物園&水族館 3 日

本動物園水族館協会/監修 河出書房新社 

K481 ﾅｹ 2  みてビックリ!動物のウンコ図鑑 2 中居

惠子/文 山本麻由/監修 ミネルヴァ書房 

K488 ｲﾉ 2016  国をつなぐ奇跡の鳥クロツラヘラサギ 

今関信子/著 汐文社 

K491 ｷﾉ 3  もっと知りたい!微生物大図鑑 3 北元憲

利/著 ミネルヴァ書房 

K491 ｻﾀ 2016  人体キャラクター図鑑 坂井建雄/監

修 いとうみつる/イラスト 日本図書センター 

K491 ｼｸ 1  脳と目の科学 1 クライブ・ギフォード/

著 ゆまに書房 

K502 ｺ 8  企業内職人図鑑 8 こどもくらぶ/編  同

友館 

K508 ﾖｼ 3  地球のくらしの絵本 3 四井真治/著 宮

崎秀人/立体美術 農山漁村文化協会 

K519 ﾀﾏ 2016  くるくるくるりんまなぶくん 立田真

文/著 ルー大柴/著 電気書院 

K590 ｱｱ 4  きみもなれる!家事の達人 4 阿部絢子/

監修 こどもくらぶ/編 少年写真新聞社 

K596 ｱﾔ 2016  ルルとララのすてきなパーティブック 

あんびるやすこ/監修 ぴあ 

K596 ｱﾔ 2016 ルルとララの手作り Sweets 春のお菓子 

あんびるやすこ/監修 岩崎書店 

K596 ｱﾔ 2016 ルルとララの手作り Sweets 夏のお菓子 

あんびるやすこ/監修 岩崎書店 

K612 ｺﾐ 3  農業の発明発見物語 3 小泉光久/著 堀

江篤史/絵 大月書店 

K615 ｱﾕ 2016  モンキードッグの挑戦 あんずゆき/

著 文溪堂 

K619 ｶﾐ 1  すがたをかえる食べもの 1 香西みどり/

監修 学研プラス 

K645 ﾀﾕ 2016  イヌとネコのふしぎ 101 武内ゆかり/

文 福田豊文/写真 偕成社 

K649 ﾀｹ 2016  生き物と向き合う仕事 （ちくまプリマ

ー新書） 田向健一/著 筑摩書房 

K686 ﾐｼ 2016  御殿場線ものがたり 宮脇俊三/文 黒

岩保美/絵 復刊ドットコム 

K725 ｱｶ 2016  骨からえがく!恐竜スケッチ 荒木一

成/著 こどもくらぶ/編 童心社 

K727 ｵﾕ 1  NEWマーク・記号の大百科 1 太田幸夫/

監修 学研プラス 

k750 ﾀｶ 2  つくろう楽しもう学校かざり 2 高橋香

苗/総監修 岩崎書店 

K750 ﾃｴ 1 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 1 

寺西恵里子/作 汐文社 

K751 ｱｶ 2016  筋肉からつくる!恐竜ねんど 荒木一

成/監修 こどもくらぶ/編 童心社 

K754 ｱｶ 2016  きみにもできる!恐竜おり紙 荒木一

成/監修 高井弘明/おり紙指導 童心社 
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K754 ｲﾅ 2016  こども折り紙あそび いしばしなおこ

/著 ブティック社 

K754 ﾊｸ 3  紙ひこうきクラフトスクール レベル 3 ク

リストファー・L.ハーボ/著 鎌田歩/絵 ほるぷ出版 

K762 ﾁ 2016  武満徹 筑摩書房編集部/著 筑摩書房 

K773 ｺ 2016  大研究能と狂言の図鑑 国土社編集部/

編 国土社 

K779 ｵｷ 2016  林家三平のみんなが元気になる英語落

語入門  大島希巳江/監修 林家三平/出演 彩流社 

K779 ﾊｷ 2016  林家きく姫のみんなが元気になる女性

落語家入門 林家きく姫/監修 林家きく姫/出演 

彩流社 

K780 ｼﾄ 1  つくろう!食べよう!勝負ごはん 1 新生

暁子/監修 日本図書センター 

K791 ﾅｲ 5  おしゃれさんの茶道はじめて物語 5 永

井郁子/著 淡交社 

K798 ﾀﾁ 2016  あそべる!たのしい!あやとり 多田千

尋/監修 ナツメ社 

K798 ﾌ 2016  たのしいあやとり大図鑑 ひとりであや

とり フィグインク/編 汐文社 

K811 ﾀﾏ 1  目と耳でおぼえるかんじ絵ずかん [1] 

高梁まい/文 金田一秀穂/監修 六耀社 

K908 ﾜｵ 2016  親友のつくり方、教えましょう。 オ

スカー・ワイルド/ほか作 田波御白/ほか訳 くも

ん出版 

K911 ｵ 1  大人になるまでに読みたい 15歳の短歌・俳

句・川柳 1 ゆまに書房 

K911 ｼｹ 2016  写真で読み解く俳句・短歌・歳時記大

辞典 塩見恵介/監修 あかね書房 

K913 ｲｴ 2016  てんきのいい日はつくしとり 石川え

りこ/さく・え 福音館書店 

K913 ｲﾋ 20  黒魔女さんが通る!! part20 石崎洋司/

作 藤田香/絵 講談社 

K913 ｲﾋ 2016  墓守りのレオ 石川宏千花/著 小学館 

K913 ｳﾏ 2016  ときめき団地の夏祭り 宇佐美牧子/

作 小栗麗加/画 くもん出版 

K913 ｸｾ 2016 真田十勇士は名探偵!!  楠木誠一郎/

作 岩崎美奈子/絵 講談社 

K913 ｺｶ 2016 壇ノ浦に消えた剣  小森香折/作 染谷

みのる/絵 偕成社 

K913 ｻﾂ 2016 表参道高校合唱部!  櫻井剛/脚本 桑畑

絹子/小説 学研プラス 

K913 ﾀｹ 2016 ここから物語がはじまる  高田桂子/

作 宇野亞喜良/絵 そうえん社 

K913 ﾀﾎ 2016 ポンちゃんはお金もち  たかどのほう

こ/さく・え こぐま社 

K913 ﾂﾖ 2016 パティシエ☆すばる 夢のスイーツホテ

ル  つくもようこ/作 烏羽雨/絵 講談社 

K913 ﾅｾ 2016 べんり屋、寺岡の春。  中山聖子/作 文

研出版 

K913 ﾆ 2016 1週間後にオレをふってください  日本

児童文学者協会/編 泉雅史/絵 偕成社 

K913 ﾆ 2016 消えた 1日をさがして  日本児童文学者

協会/編 浅賀行雄/絵 偕成社 

K913 ﾆﾄ 2016 ハルと歩いた  西田俊也/作 徳間書店 

K913 ﾊﾁ 11 トキメキ♥図書館 PART11  服部千春/作 

ほおのきソラ/絵 講談社 

K913 ﾊﾉ 2016 たらふくまんま  馬場のぼる/さく・え 

こぐま社 

K913 ﾊﾕ 2016 きえた!?かいけつゾロリ  原ゆたか/

さく・え ポプラ社 

K913 ﾌﾕ 2016 ショコラとコロンおかしの家のいたずら

クッキー  ふくざわゆみこ/作・絵 KADOKAWA 

K913 ﾏﾋ 2016 パスワードはじめての事件  松原秀行/

作 梶山直美/絵 講談社 

K913 ﾑｼ 2 ねこ探! [2]  村上しいこ/作 かつらこ/絵 

ポプラ社 

K913 ﾔﾐ 2016 チョコちゃんときゅうしょく  椰月美

智子/さく またよし/え そうえん社 

K913 ﾘｼ 2 戦国ベースボール [2]  りょくち真太/作 

トリバタケハルノブ/絵 集英社 

K916 ｻｼ 2016 目がみえない耳もきこえないでもぼくは

笑ってる  佐々木志穂美/著 YUME/絵 

KADOKAWA 

K923 ﾜｾ 1 水滸伝 上  渡辺仙州/編訳 佐竹美保/絵 

偕成社 

K929 ﾓﾅ 2016 お静かに、父が昼寝しております  母

袋夏生/編訳 岩波書店 

K933 ｱｴ 2016 さかさ町  F.エマーソン・アンドリュ

ース/作 ルイス・スロボドキン/絵 岩波書店 

K933 ｷｼ 1 少年キム 上  ラドヤード・キプリング/

作 三辺律子/訳 岩波書店 

K933 ｼﾀ 2016 いたずらロバート  ダイアナ・W.ジョ

ーンズ/作 復刊ドットコム 

K933 ｽｱ 3-1 タイムライダーズ [3-1]  アレックス・

スカロウ/作 金原瑞人/訳 小学館 

K933 ｽｼ 2-1 ロックウッド除霊探偵局 2[上]  ジョナ

サン・ストラウド/作 金原瑞人/訳 小学館 

K933 ﾏﾊ 2016 きょうはかぜでおやすみ  パトリシ

ア・マクラクラン/ぶん ウィリアム・ペン・デュ

ボア/え 大日本図書 

KR440 ﾌｱ 2016 藤井旭の天文年鑑 2016年版  藤井旭

/著 誠文堂新光社 

KT938 ﾀｼ 2016 コエルのにじのたび  高野真悟/絵・

文 鈴木賢一/監修 富山県  
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ジャンル 分類 誌名 出版社 発行頻度 貸出開始日
007 情報の科学と技術 情報科学技術協会 月刊 1日
007 日経SYSTEMS 日経BP社 月刊 26日
007 日経パソコン 日経ＢＰ社 月2回刊 第2・4月曜日
007 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月刊 24日
007 Mac Fan（マック ファン） マイナビ 月刊 29日
548 I/O（アイオー） 工学社 月刊 18日
548 Interface（インターフェイス） CQ出版 月刊 25日
010 こどもとしょかん 東京子ども図書館 季刊 1.4.7.10月/20日

010 ライブラリーリソースガイド アカデミック・リソース・ガイド 季刊 受入より3ヶ月経過日

017 学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 7日
019 子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月刊 奇数月/21日
019 子どもと昔話 小澤昔ばなし研究所 季刊 1.4.7.10月/20日

019 こどもの本 日本児童図書出版協会 月刊 15日
019 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 1日
019 この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 2.5.8.11月/30日

019 ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 月刊 6日
019 TOPPOINT（トップポイント） パーソナルブレーン 月刊 1日
019 本の雑誌 本の雑誌社 月刊 15日
051 AERA（アエラ） 朝日新聞出版 週刊 月曜日
051 週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 水曜日
051 週刊金曜日 金曜日 週刊 月曜日
051 週刊サンデー毎日 毎日新聞社 週刊 水曜日
051 週刊新潮 新潮社 週刊 金曜日
051 週刊文春 文藝春秋 週刊 金曜日
051 TIME タイム社 週刊 火曜日
051 Newsweek＜USA＞ IBT MEDIA 週刊 金曜日
051 Newsweek 日本語版 CCCメディアハウス 週刊 水曜日
330 週刊エコノミスト 毎日新聞社 週刊 火曜日
330 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 火曜日
330 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 火曜日
336 日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 月曜日
783 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 木曜日
051 いきいき いきいき 月刊 10日
051 WiLL ワック 月刊 26日
051 WEDGE（ウェッジ） ウェッジ 月刊 20日
051 Voice（ヴォイス） PHP研究所 月刊 10日
051 考える人 新潮社 季刊 1.4.7.10月/4日
051 ケトル 太田出版 隔月刊 偶数月/23日
051 KOTOBA（コトバ） 集英社 季刊 3.6.9.12月/6日
051 SAPIO（サピオ） 小学館 月刊 4日
051 サライ 小学館 月刊 10日
051 思想 岩波書店 月刊 29日
051 自遊人 自遊人 季刊 3.6.9.12月/26日

051 新潮４５ 新潮社 月刊 18日
051 正論 産経新聞社 月刊 1日
051 世界 岩波書店 月刊 8日
051 Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス 半月刊 第2・4木曜日
051 TURNS（ターンズ） 第一プログレス 隔月刊 偶数月/20日
051 ＤＩＭＥ 小学館 月刊 16日

平成28年度　富山市立図書館本館　所蔵雑誌一覧

昨年度の新本館開館に伴い、所蔵する雑誌タイトルが増えましたので、ご案内します。

　　　　　　　　　　　　　　　＊一覧に寄贈雑誌は掲載しておりません。
　　　　　　　　　　　　　　　＊最新号の貸出は行いません。

　　　　　　　　　　　　　　　＊発売予定日は、暦や雑誌郵送の都合上、変わる場合があります。

コンピュータ

総合

出版・読書・
図書館

週刊誌
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051 致知 致知出版社 月刊 5日
051 中央公論 中央公論社 月刊 10日
051 創（つくる） 創出版 月刊 7日
051 NATIONAL GEOGRAPHIC-日本版- 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 30日
051 日経トレンディ 日経ホーム出版社 月刊 4日
051 BRUTUS マガジンハウス 半月刊 1・15日
051 文芸春秋 文藝春秋 月刊 10日
051 孫の力 木楽舎 隔月刊 奇数月/25日
051 リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 3日
070 月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊 15日
070 DAYS JAPAN デイズジャパン 月刊 20日
778 日経エンタテイメント！ 日経ＢＰ社 月刊 4日
051 &Premium（アンドプレミアム） マガジンハウス 月刊 20日
051 ＷＩＴＨ 講談社 月刊 28日
051 eclat（エクラ） 集英社 月刊 1日
051 oz magazine（オズ マガジン） スターツ出版 月刊 12日
051 家庭画報 世界文化社 月刊 1日
051 Ku;nel（クウネル） マガジンハウス 隔月刊 奇数月/20日
051 ＣＲＥＡ(クレア) 文藝春秋 月刊 7日
051 クロワッサン マガジンハウス 半月刊 10・25日
051 Ｓａｉｔａ セブン＆アイ出版 月刊 7日
051 STORY（ストーリー） 光文社 月刊 1日
051 ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン） 集英社 月刊 1日
051 nice things（ナイス シングス） 実業之日本社 月刊 23日
051 日経ＷＯＭＡＮ 日経ホーム出版社 月刊 7日
051 ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 月刊 20日
051 婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊 1日
051 婦人公論 中央公論社 半月刊 第2・4火曜日
051 婦人之友 婦人之友社 月刊 12日
051 ＦＲＡＵ(フラウ) 講談社 月刊 12日
051 VERY 光文社 月刊 7日
051 マダム フィガロ ジャポン CCCメディアハウス 月刊 20日
051 ミセス 文化出版局 月刊 7日
051 MORE(モア) 集英社 月刊 28日
051 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 1日
051 ＬＥＥ（リー） 集英社 月刊 7日
051 和楽 小学館 隔月刊 奇数月/1日
051 一個人(いっこじん) ベストセラーズ 隔月刊 偶数月/10日
051 男の隠れ家 プラネットライツ 月刊 27日
051 Gainer（ゲイナー） 光文社 月刊 24日
051 GOETHE（ゲーテ） 幻冬舎 月刊 24日
051 Get Navi（ゲット ナビ） 学研パブリッシング 月刊 24日
051 日経大人のOFF 日経ＢＰ社 月刊 6日
051 Begin 世界文化社 月刊 16日
051 BIG tomorrow（ビッグ トゥモロー） 青春出版社 月刊 25日
051 Ｐｅｎ CCCメディアハウス 半月刊 1・15日
589 Safari（サファリ） 日之出出版 月刊 24日

哲学・宗教 105 現代思想 青土社 月刊 1日
205 歴史群像 学研パブリッシング 隔月刊 奇数月/6日
210 歴史街道 ＰＨＰ研究所 月刊 6日
290 地理 古今書院 月刊 24日
291 Ｃｌｕｂｉｓｍ(クラビズム) 金沢倶楽部 月刊 19日
290 ＣＲＥＡ Traveller(クレア トラベラー) 文藝春秋 季刊 3.6.9.12月/10日

291 月刊北国アクタス 北國新聞社 月刊 20日
291 旅の手帖 交通新聞社 月刊 10日
291 Discover Japan 枻出版社 月刊 6日
291 旅行読売 旅行読売出版社 月刊 2日
302 Hir@gana Times（ヒラガナ タイムズ） ヤック企画 月刊 20日

旅行・観光

歴史・地理

総合

女性総合誌

男性総合誌

 

ジャンル 分類 誌名 出版社 発行頻度 貸出開始日
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686 ＪＴＢ時刻表 日本交通公社 月刊 20日
689 ディズニーファン 講談社 月刊 25日
305 選択 選択 月刊 1日
318 ガバナンス ぎょうせい 月刊 1日
601 地域開発 日本地域開発センター 隔月刊 偶数月/3日
320 ジュリスト 有斐閣 月刊 26日
320 判例タイムズ 判例タイムズ社 月刊 1日
320 法律時報 日本評論社 月刊 27日
327 受験新報 法学書院 月刊 1日
330 経済界 経済界 隔週刊 火曜日
330 経済研究 岩波書店 季刊 1.4.7.10月/30日

330 経済セミナー 日本評論社 隔月刊 奇数月/27日
330 ZAITEN（ザイテン） 財界展望新社 月刊 1日
330 Forbes Japan（フォーブス ジャパン） プレジデント社 月刊 25日
335 財界 財界研究所 隔週刊 火曜日
335 実業界 実業界 月刊 1日
335 ビジネスチャンス ビジネスチャンス 隔月刊 偶数月/22日
336 安全と健康 中央労働災害防止協会 月刊 1日
336 企業会計 中央経済社 月刊 4日
336 企業実務 日本実業出版社 月刊 28日
336 近代中小企業 データエージェント 月刊 1日
336 月刊事業構想 事業構想大学院大学出版部 月刊 1日
336 FACTA（ザ・ファクタ） ファクタ出版 月刊 20日
336 組織科学 白桃書房 季刊 3.6.9.12月/20日

336 日経情報ストラテジー 日本経済新聞社 月刊 29日
336 日経トップリーダー 日経ＢＰ社 月刊 1日
336 ハーバードビジネスレビューダイヤモンド ダイヤモンド社 月刊 10日
336 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社 季刊 3.6.9.12月/15日

336 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） プレジデント社 半月刊 第2・4月曜日
336 労働の科学 大原記念労働科学研究所 月刊 17日
338 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 3.6.9.12月/15日

338 月刊金融ジャーナル 金融ジャーナル社 月刊 28日
338 ダイヤモンドZai ダイヤモンド社 月刊 21日
338 投資経済 投資経済社 月刊 10日
338 日経会社情報 日本経済新聞社 季刊 3.6.9.12月/15日

340 ファイナンス 財務省 月刊 14日
361 コロンブス 東方通信社 月刊 20日
366 Works リクルートホールディングス 隔月刊 偶数月/10日
370 教育ジャーナル 学研教育みらい 月刊 1日
370 子どものしあわせ 草土文化 月刊 1日
371 児童心理 金子書房 月刊 12日
376 おそい・はやい・ひくい・たかい ジャパンマシニスト社 隔月刊 奇数月/25日
376 蛍雪時代 旺文社 月刊 14日
376 ちいさいなかま ちいさいなかま社 月刊 28日
376 保育の友 全国社会福祉協議会 月刊 10日
379 ＦＱ ＪＡＰＡＮ(エフキュージャパン) アクセスインターナショナル 季刊 3.6.9.12月/1日
379 社会教育 日本青年館 月刊 2日
379 母の友 福音館書店 月刊 5日

冠婚葬祭 385 ヴァンサンカンウェディング ハースト婦人画報社 不定期刊 受入より3ヶ月経過日

405 科学 岩波書店 月刊 29日
405 日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊 25日
405 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 月刊 26日
410 数理科学 サイエンス社 月刊 22日
420 パリティ 丸善出版 月刊 25日
440 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 5日
486 昆虫と自然 ニューサイエンス社 月刊 20日
488 ＢIRDER（バーダー） 文一総合出版 月刊 16日

健康情報 051 ゆほびか マキノ出版 月刊 16日

政治・行政・
まちづくり

法律

ビジネス・経済

教育

数学・科学

旅行・観光

 

ジャンル 分類 誌名 出版社 発行頻度 貸出開始日
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369 おはよう21 中央法規出版 月刊 27日
369 ケアマネジャー 中央法規出版 月刊 27日
369 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 10日
369 Bricolage（ブリコラージュ） 七七舎 年6回刊 奇数月/20日
369 ふれあいケア 全国社会福祉協議会 月刊 24日
374 健康教室 東山書房 月刊 13日
490 月刊へるすあっぷ21 法研 月刊 1日
490 日経メディカル 日経ＢＰ社 月刊 10日
492 エキスパートナーズ 照林社 月刊 20日
492 がん看護 南江堂 隔月刊 奇数月/20日
492 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊 20日
493 月刊糖尿病 医学出版 月刊 20日
493 こころの科学 日本評論社 隔月刊 偶数月/25日
493 こころの元気＋（こころのげんきぷらす） 地域精神保健福祉機構 月刊 15日
494 がんサポート エビデンス社 月刊 16日
498 栄養学レビュー 国際生命科学研究機構 季刊 2.5.8.11月/20日

498 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 9日
498 ＮＨＫきょうの健康 NHK出版 月刊 21日
498 からだにいいこと 祥伝社 月刊 16日
498 健康 主婦の友インフォス情報社 月刊 2日
498 健康365 エイチアンドアイ 月刊 16日
498 こどもの栄養 こども未来財団 月刊 14日
498 チャイルドヘルス 診断と治療社 月刊 1日
498 日経ヘルスケア 日経ＢＰ社 月刊 10日
498 Yoga Journal（ヨガ ジャーナル） セブン＆アイ出版 隔月刊 奇数月/25日
498 わかさ わかさ出版 月刊 16日
499 月刊ジェネリック アズクルー 月刊 15日
499 月刊薬事 じほう 月刊 1日
499 日経ドラッグインフォメーション 日経ＢＰ社 月刊 10日
595 日経ヘルス 日経ＢＰ社 月刊 2日
599 ちいさい・おおきい・よわい・つよい ジャパンマシニスト社 隔月刊 偶数月/25日
518 月刊廃棄物 日報ビジネス 月刊 5日
519 環境ビジネス 日本ビジネス出版 季刊 3.6.9.12月/15日

519 官公庁環境専門資料 公害研究対策センター 隔月刊 偶数月/5日
519 生活と環境 日本環境衛生センター 月刊 1日
519 日経エコロジー 日経ＢＰ社 月刊 8日
510 土木技術 土木技術社 月刊 28日
510 日経コンストラクション 日経ＢＰ社 月2回刊 第2・4月曜日
513 土木施工 オフィス・スペース 月刊 22日
520 建築技術 建築技術 月刊 17日
520 新建築 新建築社 月刊 1日
520 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ社 半月刊 10・25日
525 積算資料 北陸版 経済調査会 年2回刊 4.10月/15日
527 日経ホームビルダー 日経ＢＰ社 月刊 22日
520 A+U（エーアンドユー） 新建築社 月刊 27日
527 カザベラジャパン アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 年11回刊 8月以外/25日
527 近代建築 近代建築社 月刊 11日
527 新建築住宅特集 新建築社 月刊 19日
527 チルチンびと 風土社 季刊 3.6.9.12月/11日

529 I'm home（アイムホーム） 商店建築社 隔月刊 奇数月/16日
597 ELLE　ＤＥＣＯＲ（エルデコ） ハースト婦人画報社 隔月刊 奇数月/7日
597 住む。 泰文館 季刊 3.6.9.12月/21日

597 DOMUS（ドムス） Editoriale Domus 年11回刊 8月以外/15日
597 モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月刊 偶数月/10日
501 エネルギーフォーラム エネルギーフォーラム社 月刊 8日
501 工業材料 日刊工業出版プロダクション 月刊 15日
507 発明 発明推進協会 月刊 1日
507 Hobby JAPAN（ホビージャパン） ホビージャパン 月刊 25日

健康情報

機械・電気・
工業

環境

建設・土木

建築・インテリア
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509 QCサークル 日本科学技術連盟 月刊 30日
509 工場管理 日刊工業新聞社 月刊 20日
530 日経ものづくり 日経ＢＰ社 月刊 1日
531 機械設計 日刊工業新聞社 月刊 10日
540 ＯＨＭ(オーム) オーム社 月刊 5日
540 新電気 オーム社 月刊 1日
547 ＳＴＥＲＥＯ 音楽之友社 月刊 19日
547 ＨｉＶｉ(ハイヴィ) ステレオサウンド 月刊 17日
547 ラジオ技術 アイエー出版 月刊 12日
570 化学工業 化学工業社 月刊 21日
576 塗装技術 理工出版社 月刊 3日
367 終活読本ソナエ 産経新聞出版 季刊 3.7.9.1月/15日
590 明日の友 婦人之友社 隔月刊 偶数月/5日
590 田舎暮らしの本 宝島社 月刊 3日
590 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 月刊 7日
590 NHKためしてガッテン 主婦と生活社 季刊 3.6.9.12月/16日

590 オレンジページ オレンジページ 隔週刊 2・17日
590 Casa BRUTUS（カサ ブルータス） マガジンハウス 月刊 10日
590 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 3.6.9.12月/5日
590 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 奇数月/25日
590 ＣＯＭＯ（コモ） 主婦の友社 隔月刊 奇数月/7日
590 ソトコト 木楽社 月刊 5日
590 CHANTO（チャント） 主婦と生活社 月刊 7日
590 天然生活 地球丸 月刊 20日
590 ノジュール JTBパブリッシング 月刊 5日
590 毎日が発見 角川マガジンズ 月刊 28日
592 ドゥーパ！ 学研パブリッシング 隔月刊 奇数月/8日
675 LDK（エルディーケー） 晋遊舎 月刊 28日
675 特選街 マキノ出版 月刊 3日
675 MONOQLO（モノクロ） 普遊舎 月刊 19日
589 ＡｎｅＣａｎ（姉キャン） 小学館 月刊 7日
589 In Style＜USA> Time Inc 年13回 10日（8月は10.28日）

589 InRed（インレッド） 宝島社 月刊 7日
589 25ans(ヴァンサンカン) ハースト婦人画報社 月刊 28日
589 ViVi（ヴィヴィ） 講談社 月刊 23日
589 VOGUE＜USA＞（ヴォーグ） Conde Nast Publication 月刊 28日
589 VOGUE ＪＡＰＡＮ コンデナスト・ジャパン 月刊 28日
589 ELLE＜USA＞ Hearst Magazine 月刊 28日
589 エルジャポン ハースト婦人画報社 月刊 28日
589 Ｏｇｇｉ(オッジ) 小学館 月刊 28日
589 ＣａｎＣａｍ(キャンキャン) 小学館 月刊 23日
589 ＧＩＮＺＡ(ギンザ) マガジンハウス 月刊 12日
589 CLASSY(クラッシィ) 光文社 月刊 28日
589 GLITTER（グリッター） トランスメディア 月刊 7日
589 GLOW（グロウ） 宝島社 月刊 28日
589 Cosmopolitan＜USA＞ Hearst Magazine 月刊 30日
589 ＪＪ（ジェイジェイ） 光文社 月刊 23日
589 JELLY（ジェリー） ぶんか社 月刊 17日
589 GISELe（ジゼル） 主婦の友社 月刊 28日
589 Ｚｉｐｐｅｒ(ジッパー) 祥伝社 年4回刊 3.6.9.12月/23日

589 SPUR（シュプール） 集英社 月刊 23日
589 GINGER（ジンジャー） 幻冬舎 月刊 23日
589 Sweet（スウィート） 宝島社 月刊 12日
589 Soup.（スープ） モール・オブ・ティーヴィー 月刊 23日
589 SPRiNG（スプリング） 宝島社 月刊 23日
589 装苑 文化学園文化出版局 月刊 28日
589 NYLON JAPAN（ナイロン ジャパン） カエルム 月刊 28日

生活情報誌

機械・電気・
工業

ファッション
（女性）
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589 Numero TOKYO（ヌメロ トーキョー） 扶桑社 年10回刊 28日
589 HERS（ハーズ） 光文社 月刊 12日
589 Harper's BAZAR（ハーパーズバザー） ハースト婦人画報社 年10回刊 6.12月以外/20日

589 美人百花 角川春樹事務所 月刊 12日
589 FUDGE（ファッジ） 三栄書房 月刊 12日
589 Marisol（マリソル） 集英社 月刊 7日
589 LARME（ラルム） 徳間書店 隔月刊 奇数月/16日
589 リンネル 宝島社 月刊 20日
589 UOMO（ウオモ） 集英社 月刊 24日
589 OCEANS（オーシャンズ） ライトハウスメディア 月刊 24日
589 Goods Press（グッズ プレス） 徳間書店 月刊 6日
589 GQ JAPAN（ジーキュージャパン） コンデナスト・ジャパン 月刊 24日
589 FINE（ファイン） 日之出出版 月刊 10日
589 POPEYE（ポパイ） マガジンハウス 月刊 10日
589 Ｍｅｎ’ｓ  ＥＸ(メンズイーエックス) 世界文化社 月刊 6日
589 ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ（メンズ クラブ） ハースト婦人画報社 月刊 24日
589 ＭＥＮ’Ｓ　JOKER（メンズ ジョーカー） ベストセラーズ 月刊 10日
589 LEON（レオン） 主婦と生活社 月刊 24日
593 美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 2.5.8.11月/20日

593 きものSalon 世界文化社 年2回刊 2.8月/20日
593 七緒（ななお） プレジデント社 季刊 3.6.9.12月/10日

595 VoCE（ヴォーチェ） 講談社 月刊 23日
595 bea's up（ビーズアップ） スタンダードマガジン 月刊 12日
595 美ST（ビスト） 光文社 月刊 17日
595 美的 小学館 月刊 23日
595 MAQUIA（マキア） 集英社 月刊 23日
593 ＮＨＫすてきにハンドメイド NHK出版 月刊 21日
596 うかたま 農山漁村文化協会 季刊 3.6.9.12月/5日
596 ＮＨＫきょうの料理 NHK出版 月刊 21日
596 ｄａｎｃｙｕ(ダンチュウ) プレジデント社 月刊 6日
598 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 15日
598 Pre-mo（プレモ） 主婦の友社 季刊 1.4.7.10月/15日

599 Nina's（ニーナズ） 祥伝社 隔月刊 偶数月/7日
599 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 15日
611 農業経営者 農業技術通信社 月刊 15日
620 農耕と園藝 誠文堂新光社 月刊 23日
625 果実日本 日本園芸農業協同組合連合会 月刊 22日
626 ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間 NHK出版 月刊 21日
626 やさい畑 家の光協会 隔月刊 奇数月/3日
627 ＮＨＫ趣味の園芸 NHK出版 月刊 21日
627 近代盆栽 近代出版 月刊 4日
627 趣味の山野草 栃の葉書房 月刊 12日
627 MyGARDEN（マイ ガーデン） マルモ出版 季刊 3.6.9.12月/16日

629 エクステリア＆ガーデン ブティック社 季刊 3.6.9.12月/16日

645 愛犬の友 誠文堂新光社 隔月刊 偶数月/25日
645 猫びより 辰巳出版 隔月刊 偶数月/12日
666 AQUA LIFE（アクアライフ） エムピージェー 月刊 11日
596 月刊専門料理 柴田書店 月刊 19日
596 料理王国 CUISINE KINGDOM 月刊 6日
605 経済産業統計 経済産業調査会 月刊 12日
670 商業界 商業界 月刊 1日
673 Café＆Restaurant（カフェアンドレストラン） 旭屋出版 月刊 19日
673 Café＆sweets（カフェスイーツ） 柴田書店 隔月刊 偶数月/5日
673 激流 国際商業出版 月刊 1日
673 月刊食堂 柴田書店 月刊 20日

ファッション
（女性）

商業

園芸

ペット

ファッション
（男性）

ファッション
（和装）

ファッション
（化粧）

手芸・料理

農業・漁業
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673 ファッション販売 商業界 月刊 27日
673 PREPPY（プレッピー） 枻出版社 月刊 1日
673 フローリスト 誠文堂新光社 月刊 8日
674 月刊アドセレクト リブラ出版 月刊 25日
674 宣伝会議 宣伝会議 月刊 1日
674 日経デザイン 日経ＢＰ社 月刊 24日
674 ブレーン 宣伝会議 月刊 1日
678 ジェトロセンサー 日本貿易振興機構（ジェトロ） 月刊 15日
537 オートメカニック 内外出版社 月刊 8日
537 ＣＧ(カーグラフィック) 二玄社 月刊 1日
537 月刊自家用車 内外出版社 月刊 26日
537 Motorcyclist（モーターサイクリスト） 八重洲出版 月刊 1日
538 航空ファン 文林堂 月刊 21日
686 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 21日
686 鉄道ファン 交友社 月刊 21日
687 AIRLINE（エアライン） イカロス出版 月刊 30日
701 美術フォーラム21 醍醐書房 年2回刊 5.11月/30日
705 芸術新潮 新潮社 月刊 25日
705 SWITCH（スイッチ） スイッチ・パブリッシング 月刊 30日
706 ミュゼ アム・プロモーション 季刊 3.6.9.12月/25日

709 月刊文化財 第一法規 月刊 7日
720 一枚の繪 一枚の絵 月刊 21日
726 ILLUSTRATION（イラストレーション） 玄光社 季刊 1.4.7.10月/18日

727 デザインノート 誠文堂新光社 隔月刊 奇数月/30日
728 墨 芸術新聞社 隔月刊 奇数月/1日
730 版画芸術 阿部出版 季刊 3.6.9.12月/5日
757 アイデア 誠文堂新光社 隔月刊 3.6.9.12月/10日

757 AXIS（アクシス） アクシス 隔月刊 奇数月/1日
740 アサヒカメラ 朝日新聞社 月刊 20日
740 CAPA（キャパ） 学研プラス 月刊 20日
740 日本カメラ 日本カメラ社 月刊 20日

ガラス 751 Neues Glass（ノイエスグラース） vertriebsunion meynen 季刊 受入より3ヶ月経過日

756 小さな蕾 創樹社美術出版 月刊 30日
756 目の眼 目の眼 月刊 1日
760 音楽の友 音楽之友社 月刊 18日
760 ＣＤ Journal 音楽出版社 月刊 20日
760 レコード芸術 音楽之友社 月刊 20日
763 Guitar magazine リットーミュージック 月刊 13日
763 Keｙboard magazine リットーミュージック 季刊 3.6.9.12月/10日

763 月刊ピアノ ヤマハミュージックメディア 月刊 20日
764 音楽と人 音楽と人 月刊 5日
764 JAZZ LIFE（ジャズ ライフ） ジャズライフ 月刊 14日
764 Band Journal（バンドジャーナル） 音楽之友社 月刊 10日
764 ミュージックマガジン ミュージック・マガジン 月刊 20日
768 邦楽の友 邦楽の友社 月刊 30日
706 CM NOW（シーエム ナウ） 玄光社 隔月刊 偶数月/10日
769 DANCE MAGAZINE 新書館 月刊 27日
770 演劇ぶっく えんぶ 隔月刊 奇数月/9日
778 アニメージュ 徳間書店 月刊 10日
778 Ｃｕｔ ロッキング・オン 月刊 19日
778 キネマ旬報 キネマ旬報社 半月刊 5・20日
778 ＳＣＲＥＥＮ 近代映画社 月刊 21日
778 LOCATION JAPAN 地域活性プランニング 隔月刊 奇数月/15日
780 Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ 文藝春秋 隔週刊 木曜日
780 臨床スポーツ医学 文光社 月刊 28日
782 ランナーズ アールビーズ 月刊 22日
782 陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 14日
783 月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊 25日
783 GOLF DIGEST（ゴルフダイジェスト） ゴルフダイジェスト社 月刊 21日

写真

商業

自動車・乗り物

美術

工芸

音楽

映画・テレビ
演劇

スポーツ
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783 Choice（チョイス） ゴルフダイジェスト社 季刊 4.6.10.12月/1日

783 サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月2回刊 第2・4木曜日
783 ZONE（ゾーン） ベースボール・マガジン社 月刊 24日
783 SOFT-TENNIS MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊 27日
783 SOFT BALL MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊 24日
783 卓球王国 卓球王国 月刊 21日
783 Tennis Magazine ベースボール・マガジン社 月刊 21日
783 Badminton MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊 22日
783 VOLLEY BALL（バレーボール） 日本文化出版 月刊 15日
783 Rugby magazine ベースボール・マガジン社 月刊 25日
784 ＳＫＩ　ｊｏｕｒｎａｌ スキージャーナル 月刊 10日
785 SWIMMING MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊 11日
785 Marine Diving（マリン ダイビング） 水中造形センター 月刊 10日
788 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 30日
789 近代柔道 ベースボール・マガジン社 月刊 22日
789 剣道日本 スキージャーナル 月刊 25日
786 GARVY（ガルヴィ） 実業之日本社 月刊 10日
786 BiCYCLE CLUB（バイシクルクラブ） 枻出版社 月刊 20日
786 ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 月刊 10日
786 山と渓谷 山と溪谷社 月刊 15日
786 ランドネ エイ出版 月刊 23日
786 ワンダーフォーゲル 山と溪谷社 隔月刊 奇数月/10日
787 つり人 つり人社 月刊 25日
791 茶道雑誌 河原書店 月刊 3日
791 淡交 淡交社 月刊 28日
793 The Ikenobo（ざ・いけのぼう） 日本華道社 月刊 20日
795 月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 20日
796 将棋世界 日本将棋連盟 月刊 3日
799 素敵なフラスタイル イカロス出版 季刊 3.6.9.12月/27日

799 ダンスビュウ モダン出版 月刊 27日
830 ENGLISH JOURNAL アルク 月刊 6日
830 多聴多読マガジン コスモピア 隔月刊 奇数月/6日
850 ふらんす 白水社 月刊 22日
910 新潮 新潮社 月刊 7日
905 ＳＦマガジン 早川書房 隔月刊 偶数月/25日
905 ハヤカワミステリマガジン 早川書房 隔月刊 奇数月/25日
909 飛ぶ教室 光村図書出版 季刊 受入より3ヶ月経過日

909 日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月刊 奇数月/9日
910 群像 講談社 月刊 7日
910 すばる 集英社 月刊 6日
910 文学 岩波書店 隔月刊 奇数月/29日
910 文學界（ぶんがくかい） 文藝春秋 月刊 7日
910 文藝 河出書房新社 季刊 1.4.7.10月/7日
910 yom yom（ヨム ヨム） 新潮社 季刊 2.5.8.11月/1日
910 ｐａｐｙｒｕｓ(パピルス) 幻冬舎 隔月刊 偶数月/28日
912 シナリオ シナリオ作家協会 月刊 3日
F オール讀物 文藝春秋 月刊 22日
F 小説現代 講談社 月刊 22日
F 小説新潮 新潮社 月刊 22日
F 小説推理 双葉社 月刊 28日
F 小説すばる 集英社 月刊 17日
F 小説宝石 光文社 月刊 22日
F 野性時代 角川書店 月刊 12日

901 現代詩手帖 思潮社 月刊 28日
911 短歌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 25日
911 短歌研究 短歌研究社 月刊 21日
911 俳句 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 25日
911 俳句α あるふぁ 毎日新聞社 隔月刊 奇数月/14日
911 ユリイカ 青土社 月刊 1日

アウトドア

諸芸・娯楽

スポーツ

言語・語学

文芸

詩・俳句・短歌
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TZ290 itona（イトナ） itona編集室 年刊 受入より1年経過日

TZ290 グッドラックとやま グッドラック 月刊 1日
TZ290 タウン情報とやま シー・エー・ピー 月刊 25日
TZ290 Ｔａｋｔ (タクト) シー・エー・ピー 月刊 10日
TZ330 実業之富山 実業之富山社 月刊 15日
TZ385 結婚賛歌 北陸版 カラフルカンパニー 季刊 3.6.9.12月/20日

TZ385 ゼクシィ 富山・石川・福井版 リクルートホールディングス 月刊 25日
TZ527 とやま住まい情報 シー・エー・ピー 月刊 25日
TZ595 BiRAKU（ビラク） シー・エー・ピー 不定期刊 受入より半年経過日

TZ599 はっぴーママ 富山版 楓工房 季刊 2.5.8.11月/30日

051 北國文華 北國新聞社 季刊 3.6.9.12月/5日
KZ051 月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 15日
KZ051 月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 5日
KZ051 月刊Newsがわかる 毎日新聞社 月刊 15日
KZ405 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 10日
KZ589 ニコ☆プチ 新潮社 隔月刊 偶数月/22日
KZ589 ｎｉｃｏｌａ（ニコラ） 新潮社 月刊 1日
KZ610 ちゃぐりん 家の光協会 月刊 1日
KZ610 のらのら 農山漁村文化協会 季刊 2.5.8.11月/5日
KZE かがくのとも 福音館書店 月刊 5日
KZE こどものとも 福音館書店 月刊 5日
KZE こどものとも ０・１・２ 福音館書店 月刊 5日
KZE こどものとも 年少版 福音館書店 月刊 5日
KZE こどものとも 年中向き 福音館書店 月刊 5日
KZE ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 5日

幼児雑誌

地域情報

児童雑誌
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