
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 人工知能ガイドブック I O編集部/編集 工学社

2 007.1 心を交わす人工知能 荒木健治/共著 ジェプカ・ラファウ/共著 森北出版

3 007.1 最新人工知能がよ〜くわかる本 神崎洋治/著 秀和システム

4 007.3 <インターネット>の次に来るもの ケヴィン・ケリー/著 服部桂/訳 NHK出版

5 007.3 サードウェーブ スティーブ・ケース/著 加藤万里子/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

6 007.3 インターネット・バイ・デザイン 江崎浩/著 東京大学出版会

7 007.3 IoT入門 三菱総合研究所/編 日本経済新聞出版社

8 007.3 情報サービス産業白書 2016 情報サービス産業協会/編 インプレス

9 007.3 IT技術者の長寿と健康のために 情報通信医学研究所/編 長野宏宣/編著 近代科学社

10 007.3 ビッグデータと人工知能  中公新書 西垣通/著 中央公論新社

11 007.3 ウェブでメシを食うということ 中川淳一郎/著 毎日新聞出版

12 007.6 大きな字でわかりやすいエクセル2016入門 AYURA/著 技術評論社

13 007.6 Shade 3D ver.16ガイドブック shadewriters/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

14 007.6 わかるエクセル・ワード・パワーポイントこれ1冊 コスモメディ/執筆 わかる編集部/執筆 学研プラス

15 007.6 Excel関数プロ技BESTセレクション リブロワークス/著 技術評論社

16 007.6
できるWord & Excelパーフェクトブック困った!&便利
ワザ大全

井上香緒里/著 きたみあきこ/著 インプレス

17 007.6 Excelプロ技BESTセレクション 井上香緒里/著 技術評論社

18 007.6 ソフトウェア工学 岸知二/著 野田夏子/著 近代科学社

19 007.6 エクセル&ワード&パワポの時短レシピ 国本温子/執筆 学研WOMAN編集部/執筆 学研プラス

20 007.6 速効!図解Access 2016 国本温子/著 マイナビ出版

21 007.6 Excelのムカムカ!が一瞬でなくなる使い方 四禮静子/著 技術評論社

22 007.6 新・明解Java入門 柴田望洋/著 SBクリエイティブ

23 007.6 はじめてのExcelピボットテーブル 城井田勝仁/著 秀和システム

24 007.6 ユニバーサルWindowsアプリ開発入門 川俣晶/著 日経BP社

25 007.6 Atom実践入門 大竹智也/著 技術評論社

26 007.6 無料ではじめるBlender CGイラストテクニック 大澤龍一/著 技術評論社

27 007.6 即戦力にならないといけない人のためのJava入門 竹田晴樹/著 渡邉裕史/著 翔泳社

28 007.6 Excel VBA逆引き辞典パーフェクト 田中亨/著 翔泳社

29 010.2 “ひまわり号”から50年、日本の図書館の現状は? 滋賀の図書館を考える会/編集
滋賀の図書館を考え
る会

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成28年9月(№411) 

 
  

（平成28年9月15日発行）  富山市西町5番1号「TOYAMAキラリ」 ℡.461-3200㈹ 

      ホームページ・アドレス http://www.library.toyama.toyama.jp/ 

000  総記 

- 1 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

30 010.2 人物でたどる日本の図書館の歴史 小川徹/著 奥泉和久/著 青弓社

31 010.4 魔女っ子たちの図書館学校 大島真理/編著 郵研社

32 013 図書館つれづれ草 坂井暉/著 樹村房

33 014 学校図書館メディアの構成 北克一/編著 平井尊士/編著 放送大学教育振興会

34 016.2 移動図書館ひまわり号 前川恒雄/著 夏葉社

35 017.0 日本占領期の学校図書館 今井福司/著 勉誠出版

36 017 情報メディアの活用 山本順一/編著 気谷陽子/編著 放送大学教育振興会

37 019.0 読書の愉しみ 中村稔/著 青土社

38 019.1 速読思考 角田和将/著 朝日新聞出版

39 019.5 絵本BOOK END 2016 絵本学会機関誌編集委員会/編集 絵本学会

40 019.5 絵本はパレット 大井むつみ/編著 郵研社

41 019.5 あやしい絵本 東雅夫/監修 平凡社

42 019.9 持つべき友はみな、本の中で出会った 河谷史夫/著 言視舎

43 019.9 枕元の本棚 津村記久子/著 実業之日本社

44 019.9 合本読書入門。  マガジンハウス

45 021.4 学術書の編集者 橘宗吾/著 慶應義塾大学出版会

46 023.1 世紀を吹き抜けた“ページの風” 塩澤実信/著 展望社

47 023.1 戦後編集者雑文抄 松本昌次/著 一葉社

48 023.1 近世金沢の出版 竹松幸香/著 桂書房

49 024.0 書店と民主主義 福嶋聡/著 人文書院

50 024.1 本屋がなくなったら、困るじゃないか ブックオカ/編 西日本新聞社

51 031.5 日本人も知らなかった日本の国力(ソフトパワー) 川口盛之助/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

52 041 知恵のわ vol.2 JBCCホールディングスLink編集室/編著
日経BPコンサルティ
ング

53 049 挫折を経て、猫は丸くなった。 天久聖一/編 新潮社

54 051.1
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇 第12号(通
巻第44号)

国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

55 069.0 ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 中村浩/著 芙蓉書房出版

56 070.1
記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ〜くわか
る本

秋山謙一郎/著 秀和システム

57 071 朝日新聞縮刷版 2016-6  朝日新聞社

58 071 日本経済新聞縮刷版 2016-6  日本経済新聞社

59 071 読売新聞縮刷版 2016-6  読売新聞東京本社

60 080 呉越春秋 趙曄/[撰] 佐藤武敏/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102.8 覚えておきたい人と思想100人 本間康司/絵と文 越田年彦/執筆・監修 清水書院

2 104 哲学者に会いにゆこう 田中さをり/著者代表 永井均/[ほか述] ナカニシヤ出版

3 114.2 新たなる傷つきし者 カトリーヌ・マラブー/著 平野徹/訳 河出書房新社

4 116.3 『不思議の国のアリス』の分析哲学 八木沢敬/著 講談社

5 121.6 三木清『人生論ノート』を読む 岸見一郎/著 白澤社

6 121.6 九鬼周造 藤田正勝/著 講談社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 122 ビジネスに効く教養としての中国古典 守屋洋/著 プレジデント社

8 124.2 老子 守屋洋/著 SBクリエイティブ

9 131 哲学の始原 八木雄二/著 春秋社

10 131.5 セネカ哲学する政治家 ジェイムズ・ロム/著 志内一興/訳 白水社

11 135.5 レヴィナス著作集 2
エマニュエル・レヴィナス/著 ロドルフ・カラ
ン/監修

法政大学出版局

12 135.5 終わりなき不安夢 ルイ・アルチュセール/著 市田良彦/訳 書肆心水

13 140 心理学をまじめに考える方法 キース・E.スタノヴィッチ/著 金坂弥起/監訳 誠信書房

14 140.4 本音を見抜く心理学 齊藤勇/監修 新星出版社

15 141.1 超一流になるのは才能か努力か?
アンダース・エリクソン/著 ロバート・プール
/著

文藝春秋

16 141.1 知能と人間の進歩 ジェームズ・R.フリン/著 無藤隆/訳 新曜社

17 141.2 人は皮膚から癒される 山口創/著 草思社

18 141.3 「名前が出ない」がピタッとなくなる覚え方 宇都出雅巳/著 マガジンハウス

19 141.5 「考える」は技術 グル・マドハヴァン/著 須川綾子/訳 ダイヤモンド社

20 141.5 クリエイティブ思考の邪魔リスト 瀬戸和信/著 朝日新聞出版

21 141.6 笑いとユーモアの心理学 雨宮俊彦/著 ミネルヴァ書房

22 141.9 オレ様化する人たち 片田珠美/著 朝日新聞出版

23 145.2 夢の現象学・入門 渡辺恒夫/著 講談社

24 146.8 ライフレヴュー入門
バーバラ・K.ハイト/著 バレット・S.ハイト/
著

ミネルヴァ書房

25 147.6 幽霊とは何か ロジャー・クラーク/著 桐谷知未/訳 国書刊行会

26 150.2 「衣食足りて礼節を知る」は誤りか 大倉幸宏/著 新評論

27 151.6
世界幸福度ランキング上位13カ国を旅してわかったこ
と

マイケ・ファン・デン・ボーム/著 畔上司/訳
集英社インターナ
ショナル

28 152.1 恋ノウタ 上野陽子/著 講談社

29 152.2 困難な結婚 内田樹/著
アルテスパブリッシ
ング

30 155 天皇畏るべし 小室直樹/著 ビジネス社

31 156 武士道の誤解 清水多吉/著 日本経済新聞出版社

32 159 リセット ゴーピ・カライル/著 白川部君江/訳 あさ出版

33 159 悩みどころと逃げどころ  小学館新書 ちきりん/著 梅原大吾/著 小学館

34 159 1週間に1つずつ。毎日の暮らしが輝く52の習慣
ブレット・ブルーメンソール/著 手嶋由美子/
訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

35 159 人望が集まる人の考え方 レス・ギブリン/[著] 弓場隆/訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

36 159 限界の正体 為末大/著 SBクリエイティブ

37 159 すぐやる人だけがチャンスを手に入れる 久米信行/著 ぱる出版

38 159.4 大切なことだけやりなさい ブライアン・トレーシー/著 本田直之/監訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

39 159.4 いい努力 山梨広一/著 ダイヤモンド社

40 159.6 50代から生きるのがうまい女(ひと)、ヘタな女(ひと) 『PHP』編集部/編 PHP研究所

41 159.6
世界の美女だけが知っている本物の綺麗を手に入れる
方法

金ケ江悦子/著 PHP研究所

42 159.8 人生の教養が身につく名言集 出口治明/著 三笠書房

43 159.8
「がんばれ!」でがんばれない人のための“意外”な名
言集

大山くまお/著 ワニブックス

44 161.4 宗教を心理学する 松島公望/編著 川島大輔/編著 誠信書房

45 162 図解世界5大宗教全史 中村圭志/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

46 162.1 死を巡る知の旅 野村朋弘/著
京都造形芸術大学東北芸術
工科大学出版局藝術学舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 167 イスラームについてQ&A ファドルッラー・チャン・中道/著 創英社

48 169.1 ルポ アフリカに進出する日本の新宗教 上野庸平/著 花伝社

49 175.1 日本人なら知っておくべき靖國神社  綜合図書

50 175.8 変容する聖地伊勢 ジョン・ブリーン/編 思文閣出版

51 175.8 神の宮伊勢神宮 増浦行仁/写真 東京大学出版会

52 175.9 神の宮出雲大社 増浦行仁/写真 東京大学出版会

53 180 島田裕巳の学校では教えてくれない仏教の授業 島田裕巳/著
PHPエディターズ・
グループ

54 185.7 お坊さんのひみつ 村越英裕/著
PHPエディターズ・
グループ

55 186.9 御朱印でめぐる江戸・東京の古寺 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

56 186.9 フランスからお遍路にきました。 マリー=エディット・ラヴァル/著 鈴木孝弥/訳 イースト・プレス

57 188.6 親鸞『西方指南抄』現代語訳 [法然/述] 親鸞/[編] 春秋社

58 188.7 蓮如上人の贈りもの 大谷光見/著 春秋社

59 193.1 声に出して読みたい旧約聖書<文語訳> 齋藤孝/著 草思社

60 199 生きるユダヤ教 勝又悦子/著 勝又直也/著 教文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 203.2 オールカラー図解日本史&世界史並列年表 歴史の読み方研究会/著 PHP研究所

2 208 岡田英弘著作集 8 岡田英弘/著 藤原書店

3 209 父が子に語る世界歴史 1 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

4 209 父が子に語る世界歴史 2 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

5 209 父が子に語る世界歴史 3 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

6 209.7 日本人が知らない最先端の「世界史」 福井義高/著 祥伝社

7 210.2 「考古学エレジー」の唄が聞こえる 澤宮優/著 東海教育研究所

8 210.4 逆説の日本史 22 井沢元彦/著 小学館

9 210.4 日本人の遺伝子 渡部昇一/著 ビジネス社

10 210.4 誰もがその顚末を話したくなる日本史のネタ全書 歴史の謎研究会/編 青春出版社

11 211 いっきに学び直す日本史 教養編 安藤達朗/著 佐藤優/企画編集解説 東洋経済新報社

12 211 いっきに学び直す日本史 実用編 安藤達朗/著 佐藤優/企画編集解説 東洋経済新報社

13 211 もう一度学ぶ日本史 伊藤隆/ほか著 育鵬社

14 211 文学で読む日本の歴史 中世社会篇 五味文彦/著 山川出版社

15 213 渡来人とは何者だったか 武光誠/著 河出書房新社

16 213 日本書紀古代ヤマトを旅する  洋泉社

17 213.2 纒向発見と邪馬台国の全貌
古代史シンポジウム「発見・検証日本の古代」
編集委員会/編

角川文化振興財団

18 213.3 ここまでわかった飛鳥・藤原京 豊島直博/編 木下正史/編 吉川弘文館

19 214.6 分裂から天下統一へ  岩波新書 新赤版 村井章介/著 岩波書店

20 214.7 信長軍の合戦史 日本史史料研究会/監修 渡邊大門/編 吉川弘文館

21 216 日本の戦争解剖図鑑 拳骨拓史/著 エクスナレッジ

22 216 5つの戦争から読みとく日本近現代史 山崎雅弘/著 ダイヤモンド社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 217.5 「戦争」を語る 立花隆/著 文藝春秋

24 217.6 東京復興写真集
東京大空襲・戦災資料センター/監修 山辺昌彦
/編

勉誠出版

25 217.6 ひとびとの精神史 第8巻  岩波書店

26 219.3 古地図で歩く江戸・東京 山本博文/監修 三栄書房

27 219.3 帝都東京を中国革命で歩く 譚【ロ】美/著 白水社

28 219.4 加賀藩救恤考 丸本由美子/著 桂書房

29 219.4 鍋屋文書目録
上田 長生/編 加賀藩研究ネットワーク/調査協
力

[上田長生]

30 219.8 はたらくことは、生きること 石田榮/著 堀瑞穂/監修 羽鳥書店

31 219.9 僕は少年ゲリラ兵だった NHKスペシャル取材班/著 新潮社

32 219.9 沖縄戦・最後の証言 森住卓/著 新日本出版社

33 221.0 朝鮮現代史 糟谷憲一/著 並木真人/著 山川出版社

34 221.0 <独島・竹島>の日韓史 保坂祐二/著 論創社

35 227 オリエント世界はなぜ崩壊したか 宮田律/著 新潮社

36 227.2 ユーラシア文明とシルクロード 山田勝久/著 児島建次郎/著 雄山閣

37 229.2 ウラジオストク ゾーヤ・モルグン/著 藤本和貴夫/訳 東京堂出版

38 230.3 アレクサンドリア戦記 高橋宏幸/訳 岩波書店

39 230.4 時代区分は本当に必要か? ジャック・ル=ゴフ/[著] 菅沼潤/訳 藤原書店

40 233.0 冬の王 トマス・ペン/著 陶山昇平/訳 彩流社

41 234.0 ヒトラーの娘たち ウェンディ・ロワー/著 武井彩佳/監訳 明石書店

42 234.0 ブラックアース 上 ティモシー・スナイダー/著 池田年穂/訳 慶應義塾大学出版会

43 253.0 オリバー・ストーンの「アメリカ史」講義
オリバー・ストーン/著 ピーター・カズニック
/著

早川書房

44 253.8 ラスベガスを創った男たち 烏賀陽正弘/著 論創社

45 259.1 キューバ革命1953〜1959年 河合恒生/著 有志舎

46 280.4 人間晩年図巻 1995-99年 関川夏央/著 岩波書店

47 280.4 遅咲きの成功者に学ぶ逆転の法則 佐藤光浩/著 文響社

48 281.0 カリスマに学ぶ目の前の壁を突破する力 大下英治/著 水王舎

49 281.4 越後の英雄 宮本徹/著 東洋出版

50 281.6 平安人物志 舩橋晴雄/著 中央公論新社

51 288.3 母の母、その彼方に 四方田犬彦/著 新潮社

52 288.3 最後の執権北条守時 守時光暉/著 文芸社

53 288.4 検証天皇陵 外池昇/著 山川出版社

54 288.4 聖徳太子と斑鳩三寺 千田稔/著 吉川弘文館

55 288.9 世界の国旗 メトロポリタンプレス/編著
メトロポリタンプレ
ス

56 289.1 父・伊藤律 伊藤淳/著 講談社

57 289.1 僕はこうして科学者になった 益川敏英/著 文藝春秋

58 289.1 満州国の最期を背負った男・星子敏雄 荒牧邦三/著 弦書房

59 289.1 唐牛伝 佐野眞一/著 小学館

60 289.1 命の尊さについてぼくが思うこと 山田倫太郎/著 KADOKAWA

61 289.1 堤清二 罪と業 児玉博/著 文藝春秋

62 289.1 『暮しの手帖』花森安治と『平凡』岩堀喜之助 新井恵美子/著 北辰堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 289.1 おんな城主 井伊直虎その謎と魅力 石田雅彦/著 井伊達夫/監修 アスペクト

64 289.2 孫文  岩波新書 新赤版 深町英夫/著 岩波書店

65 289.3 アントニウスとクレオパトラ 上
エイドリアン・ゴールズワーシー/著 阪本浩/
訳

白水社

66 289.3 アントニウスとクレオパトラ 下
エイドリアン・ゴールズワーシー/著 阪本浩/
訳

白水社

67 289.3 バーニー・サンダース自伝 バーニー・サンダース/著 萩原伸次郎/監訳 大月書店

68 290 世界の国情報 2016  リブロ

69 290.8 ロマンスの溢れる風景 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

70 290.9 地球の歩き方 A02 イギリス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

71 290.9 地球の歩き方 D02 上海 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

72 290.9 地球の歩き方 D08 チベット 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

73 290.9 地球の歩き方 D21 ベトナム 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

74 290.9 地球の歩き方 D28 インド 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

75 290.9 地球の歩き方 D29 ネパールとヒマラヤトレッキング 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

76 290.9 地球の歩き方 D09 香港 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

77 290.9 地球の歩き方 A23 ポルトガル 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

78 290.9 地球の歩き方 C11 オーストラリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

79 290.9 地球の歩き方 C03 サイパン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

80 290.9 日常を探検に変える トリスタン・グーリー/著 屋代通子/訳 紀伊國屋書店

81 290.9 海外旅行でスマホ活用スマートガイド 山谷剛史/著 田口和裕/著 技術評論社

82 290.9 別世界旅行 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社

83 290.9 海外旅行のスマホ術 2016-2017最新版  日経BP社

84 291.0 ブラタモリ 1 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

85 291.0 ブラタモリ 2 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

86 291.0 城下町・門前町・宿場町がわかる本 外川淳/著 日本実業出版社

87 291.0 ニッポン島遺産 斎藤潤/著 実業之日本社

88 291.0 るるぶ日帰り温泉関東周辺 17  JTBパブリッシング

89 291.1 るるぶ札幌 17  JTBパブリッシング

90 291.2 東北 17  昭文社

91 291.2 福島 17  昭文社

92 291.3 上野アンダーグラウンド 本橋信宏/著 駒草出版

93 291.3 東京  朝日新聞出版

94 291.3 東京 17  昭文社

95 291.3 箱根 [2016]改訂2版  JTBパブリッシング

96 291.3 横浜・元町・中華街  JTBパブリッシング

97 291.3 るるぶ群馬 17  JTBパブリッシング

98 291.3 るるぶ埼玉 17  JTBパブリッシング

99 291.3 るるぶ東京 17  JTBパブリッシング

100 291.3 るるぶ栃木 17  JTBパブリッシング

101 291.4 北陸の海辺自転車紀行 藤井満/著 あっぷる出版社

102 291.4 福井 恐竜博物館 17  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

103 291.5 中山道浪漫の旅 東編 岸本豊/著 信濃毎日新聞社

104 291.5 アルプストレッキングBESTコースガイド  昭文社

105 291.5 るるぶ名古屋 16  JTBパブリッシング

106 291.5 るるぶ伊豆箱根 17  JTBパブリッシング

107 291.5 るるぶ岐阜 17  JTBパブリッシング

108 291.5 るるぶ浜松浜名湖三河 17  JTBパブリッシング

109 291.6 京都・奈良 [2016-2]  昭文社

110 291.6 京都ベストスポット [2016]  昭文社

111 291.6 超詳細!京都さんぽ地図 17  昭文社

112 291.6 るるぶ淡路島 16  JTBパブリッシング

113 291.6 るるぶ京都を歩こう 17  JTBパブリッシング

114 291.7 古代出雲を歩く  岩波新書 新赤版 平野芳英/著 岩波書店

115 291.7 岡山・倉敷 16  昭文社

116 291.7 るるぶ松江出雲石見銀山 17  JTBパブリッシング

117 291.9 秘密の沖縄スポットガイド 北島清隆/写真・著 エクスナレッジ

118 291.9 沖縄  朝日新聞出版

119 291.9 九州ベストプラン [2016]  昭文社

120 291.9 るるぶ宮崎高千穂 16  JTBパブリッシング

121 291.9 るるぶ屋久島奄美種子島 16  JTBパブリッシング

122 292.1 韓国 17  昭文社

123 292.2 ほっこり、台湾レジャーファームの旅 台湾大好き編集部/編 誠文堂新光社

124 292.2 香港&マカオ  朝日新聞出版

125 292.2 るるぶ香港マカオ 17  JTBパブリッシング

126 292.3 タイ・バンコク 17  昭文社

127 292.3 るるぶタイ バンコク・アユタヤ 16  JTBパブリッシング

128 295.7 パナマ 松井恵子/著 三冬社

129 297.1 シドニー [2016]  JTBパブリッシング

130 297.2 ニュージーランド [2016]  JTBパブリッシング

131 297.4 グアム 2017  昭文社

132 297.4 るるぶグアム 17  JTBパブリッシング

133 297.6 初めてのハワイ本 最新2017  枻出版社

134 297.9 南極大陸完全旅行ガイド  
ダイヤモンド・ビッ
グ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 近未来シミュレーション2050日本復活
クライド・プレストウィッツ/著 村上博美/監
訳

東洋経済新報社

2 302.2 韓国はなぜ危機か  中公新書ラクレ 韓国経済新聞/著 豊浦潤一/訳 中央公論新社

3 302.3 苦悶する大欧州世界 中津孝司/編著 雨宮康樹/著 創成社

4 302.5 ニカラグアを知るための55章 田中高/編著 明石書店

5 304 安倍晋三への毒言毒語 佐高信/著 金曜日

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 308 フロンティア実験社会科学 2 西條辰義/監修 勁草書房

7 309.3 グラムシの教育思想 黒沢惟昭/著 シーエーピー出版

8 311.1 民主主義を直感するために 國分功一郎/著 晶文社

9 311.7 日本国民であるために 互盛央/著 新潮社

10 312.1 吉田茂と岸信介 安井浩一郎/著 NHKスペシャル取材班/著 岩波書店

11 312.3 ヨーロッパ・コーリング ブレイディみかこ/著 岩波書店

12 312.5 アメリカはなぜトランプを選んだか 開高一希/著 文藝春秋

13 312.9 現代の地政学 佐藤優/著 晶文社

14 314.8 高校生のための選挙入門 斎藤一久/編著 三省堂

15 315.1 日本共産党研究 産経新聞政治部/著 産経新聞出版

16 315.3 保守の比較政治学 水島治郎/編 岩波書店

17 316.4 「イスラム国」の内部へ
ユルゲン・トーデンヘーファー/著 津村正樹/
訳

白水社

18 316.8 奴隷船の歴史 マーカス・レディカー/[著] 上野直子/訳 みすず書房

19 317.2 会議の政治学 3 森田朗/著 慈学社出版

20 317.7 消防・防災と危機管理 瀧澤忠徳/著 近代消防社

21 318.2 革新自治体  中公新書 岡田一郎/著 中央公論新社

22 318.4 地方議会のズレの構造 吉田利宏/著 三省堂

23 318.6 ニッポン創生!まち・ひと・しごと創りの総合戦略 新井信裕/著 日本地域社会研究所

24 319 国際秩序 ヘンリー・キッシンジャー/著 伏見威蕃/訳 日本経済新聞出版社

25 319.1 戦略的思考の虚妄 東谷暁/著 筑摩書房

26 319.2 満洲国建国の正当性を弁護する ジョージ・ブロンソン・リー/著 田中秀雄/訳 草思社

27 319.3 イギリスとアメリカ 君塚直隆/編 細谷雄一/編 勁草書房

28 319.5 戦争犯罪国はアメリカだった! ヘンリー・S.ストークス/著 藤田裕行/訳 ハート出版

29 319.8 オバマ大統領広島スピーチ全文 オバマ/[述] 国際情勢研究会/編 ゴマブックス

30 320.4 本当にあったトンデモ法律トラブル  幻冬舎新書 荘司雅彦/著 幻冬舎

31 322.1 長崎奉行の歴史 木村直樹/著 KADOKAWA

32 323.0 憲法用語の源泉をよむ 大林啓吾/編著 見平典/編著 三省堂

33 323.1 検証自民党憲法改正草案 国内情勢研究会/編 ゴマブックス

34 323.9 行政紛争処理マニュアル 岩本安昭/編著 越智敏裕/編著 新日本法規出版

35 324 民法の基礎知識 [2016]第4版 山崎郁雄/著 自由国民社

36 324.2
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる道路・境界・建築・住
環境の法律とトラブル解決マニュアル140

梅原ゆかり/監修 三修社

37 324.5 ポイントチェック契約書の作り方 [2016]第4版 山崎郁雄/著 自由国民社

38 324.6 くたびれない離婚 吉成安友/著 ワニブックス

39 324.7 はじめての相続登記ひとりで手続ガイド 碓井孝介/著 中央経済社

40 324.8 事例と関係図でわかる相続税対策としての家族信託 奥村眞吾/著 清文社

41 325.2 株式会社をつくるならこの1冊 河野順一/著 自由国民社

42 327.0 法科大学院はどうなる 渡部容子/編著 永山茂樹/編著 花伝社

43 327.1 田中角栄を逮捕した男 村山治/著 松本正/著 朝日新聞出版

44 327.3 民事執行法のツボとコツがゼッタイにわかる本 石川正樹/著 秀和システム

45 327.4 Q&A家事事件手続法下の離婚調停 水野有子/著 日本加除出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 327.6 伊藤真の刑事訴訟法入門 伊藤真/著 日本評論社

47 329 国際法資料集 西谷元/編著
日本評論社サービス
センター

48 331 見えざる手をこえて カウシック・バスー/著 栗林寛幸/訳 NTT出版

49 331.7 資本主義、社会主義、民主主義 1 ヨーゼフ・シュンペーター/著 大野一/訳 日経BP社

50 332.0 国貧論 水野和夫/著 太田出版

51 332.1 国際競争力 松本和幸/著 文眞堂

52 332.2 新・カンボジア経済入門 廣畑伸雄/著 福代和宏/著 日本評論社

53 334.4 原家の砂時計 篠田顕子/著 悠書館

54 334.7 喰い尽くされるアフリカ トム・バージェス/著 山田美明/訳 集英社

55 335 起業1年目から黒字会社 鏡味義房/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

56 335.1 図解コンプライアンス経営 浜辺陽一郎/著 東洋経済新報社

57 335.2 僕たちは「新しい技術」で生き残る dots./編 日本実業出版社

58 335.3 中小企業のための補助金・助成金徹底活用法
経士会/監修 経士会中小企業診断士チーム/編
著

同友館

59 336 オラクル流コンサルティング キム・ミラー/著 夏井幸子/訳 日本実業出版社

60 336.1 ビッグ・ピボット
アンドリュー・S.ウィンストン/著 藤美保代/
訳

英治出版

61 336.2 超一流のすぐやる技術 横山信弘/著 SBクリエイティブ

62 336.3 社員参謀! 荻阪哲雄/著 日本経済新聞出版社

63 336.4
トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇うルー
ル

井寄奈美/著 日本実業出版社

64 336.5 小さな会社のAccessデータベース作成・運用ガイド 丸の内とら/著 翔泳社

65 336.8 なぜ財務を知っている社員は出世するのか 菅原祥公/著 自由国民社

66 336.9
元・国税調査官税理士が教える経理のためのマイナン
バー実務がすべてわかる本

小田隆一/著 ダイヤモンド社

67 337.1 お金原論 泉正人/著 東洋経済新報社

68 338 ビットコインとブロックチェーン
アンドレアス・M.アントノプロス/著 今井崇也
/訳

NTT出版

69 338.1 知っているようで知らない、お金の貯め方×増やし方 小宮一慶/著
PHPエディターズ・
グループ

70 338.2 金融恐慌1907
ロバート・F.ブルナー/著 ショーン・D.カー/
著

東洋経済新報社

71 338.3 金融政策の「誤解」 早川英男/著 慶應義塾大学出版会

72 338.7 一番トクする住宅ローンがわかる本 16〜'17年版 新屋真摘/著 成美堂出版

73 338.8 プライベートバンカー 清武英利/著 講談社

74 338.9 中小企業のアジア展開 坂本恒夫/編著 境睦/編著 中央経済社

75 339.3 債権法改正と保険実務 保険業法に関する研究会/[編]
損保ジャパン日本興
亜福祉財団

76 339.4 図解わかる生命保険 2016-2017年版 ライフプラン研究会/著 新星出版社

77 339.5 損害保険の法律相談 1 伊藤文夫/編著 丸山一朗/編著 青林書院

78 345 私たちの税金 平成28年度版 大蔵財務協会/編 大蔵財務協会

79 345.1 税務ビギナーのための税法・判例リサーチナビ 高橋創/著 中央経済社

80 345.3 図解法人税法「超」入門 平成28年度改正 三宅茂久/編著 山田&パートナーズ/監修 税務経理協会

81 345.5 土地評価の実務対応 鎌倉靖二/著 清文社

82 345.6 Q&A印紙税の実務 平成28年7月改訂 上願敏来/編 納税協会連合会

83 345.7 図解消費税法「超」入門 平成28年度改正 加藤友彦/編著 山田&パートナーズ/監修 税務経理協会

84 349.5 地方交付税のあらまし 平成28年度 地方交付税制度研究会/編集 地方財務協会

85 349.7 地方債のあらまし 平成28年度 地方債制度研究会/編集 地方財務協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 361 映画は社会学する 西村大志/編 松浦雄介/編 法律文化社

87 361.4 対話で育む多文化共生入門 倉八順子/著 明石書店

88 361.5 腐女子の心理学 山岡重行/著 福村出版

89 361.7 パブリックライフ学入門
ヤン・ゲール/[著] ビアギッテ・スヴァア
/[著]

鹿島出版会

90 361.8 18歳からの格差論 井手英策/著 田渕正敏/[画] 東洋経済新報社

91 361.9 幸福の世界経済史 OECD開発センター/編著 徳永優子/訳 明石書店

92 364.1 「一億総活躍社会」とはなにか 友寄英隆/著 かもがわ出版

93 364.3 社会保険の実務相談 平成28年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

94 364.3 図解わかる定年前後の手続きのすべて 2016-2017年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

95 364.5 新よくわかる労災保険・安全衛生 新弘江/監修 労働調査会出版局/編 労働調査会

96 364.6 年金相談標準ハンドブック 井村丈夫/共著 佐竹康男/共著 日本法令

97 364.7 新よくわかる雇用保険 労働調査会出版局/編 労働調査会

98 365 ライフプラン情報ブック  
生命保険文化セン
ター

99 365.3
モデルルームをじっくり見る人ほど「欠陥マンショ
ン」をつかみやすい

稲葉なおと/著 小学館

100 366.1 労働基準法の実務相談 平成28年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

101 366.2 20代のリアル転職読本 鈴木康弘/著 翔泳社

102 366.3 育児・介護休業法、均等法、雇用保険法 小磯優子/著 島中豪/著 労務行政

103 366.5 新・労働契約Q&A 東京南部法律事務所/編 日本評論社

104 366.8 忘却された支配 伊藤智永/著 岩波書店

105 366.9 心理職の組織への関わり方 新田泰生/編 足立智昭/編 誠信書房

106 367.1 アクションを起こそう ジミー・カーター/著 伊藤淑子/訳 国書刊行会

107 367.2 ノンママという生き方 香山リカ/著 幻冬舎

108 367.3 モラハラ環境を生きた人たち 谷本惠美/著 而立書房

109 367.5 とまどう男たち 生き方編 伊藤公雄/編 山中浩司/編 大阪大学出版会

110 367.7 もう親を捨てるしかない  幻冬舎新書 島田裕巳/著 幻冬舎

111 367.9 セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクト
/編著

弘文堂

112 368.4 娼婦たちから見た戦場 八木澤高明/著 KADOKAWA

113 369 介護のためのボディメカニクス 小川鑛一/共著 北村京子/共著 東京電機大学出版局

114 369.2 もういちど自閉症の世界に出会う
エンパワメント・プランニング協会/監修 浜田
寿美男/編著

ミネルヴァ書房

115 369.3 ヒロシマを伝える 永田浩三/著 WAVE出版

116 369.4 子どもの相談・救済と子ども支援 荒牧重人/編 半田勝久/編 日本評論社

117 371.4 ネットいじめの構造と対処・予防 加納寛子/編著 金子書房

118 372.1 学校教育の戦後70年史 日本児童教育振興財団/編 小学館

119 374.6 PTAがやっぱりコワい人のための本 大塚玲子/著
太郎次郎社エディタ
ス

120 374.9 男性養護教諭がいる学校 川又俊則/著 市川恭平/著 かもがわ出版

121 375 はじめてのエネルギー環境教育 日本エネルギー環境教育学会/編
エネルギーフォーラ
ム

122 375.1 21世紀のICT学習環境
経済協力開発機構/編著 国立教育政策研究所/
監訳

明石書店

123 375.2 親なら知っておきたい学歴の経済学 西川純/著 学陽書房

124 375.3 原爆先生がやってきた! 池田眞徳/著 羽生章洋/著 産学社

125 375.4 アクティブ・ラーニングの授業展開 森田和良/編 日本初等理科教育研究会/著 東洋館出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

126 376.1 保育救命 遠藤登/著 メイト

127 376.2 21世紀を生きる力 木村泰子/著 出口汪/著 水王舎

128 376.4 三本木農業高校の命の授業 青森県立三本木農業高等学校/監修 光文社

129 376.8 大学入試改革 読売新聞教育部/著 中央公論新社

130 377.2 新制大学の誕生 上 天野郁夫/著 名古屋大学出版会

131 377.9 20歳からの文章塾 黒澤晃/著 宣伝会議

132 378 親子で乗り越える思春期のADHD 宮尾益知/監修 河出書房新社

133 378.6 今日からできる!障がいのある子のお金トレーニング 鹿野佐代子/著 前野彩/著 翔泳社

134 379.4
はじめて投票するあなたへ、どうしても伝えておきた
いことがあります。

津田大介/監修 ブルーシープ/編集 ブルーシープ

135 379.7 一生伸び続ける人の学び方 本山勝寛/著 かんき出版

136 379.9
東大・京大生を育てた母親が教えるつい怒ってしまう
ときの魔法の言い換え

河村京子/著 イースト・プレス

137 382.1 民衆史の遺産 第9巻 谷川健一/責任編集 大和岩雄/責任編集 大和書房

138 383.7 イレズミと日本人  平凡社新書 山本芳美/著 平凡社

139 383.8 味噌の民俗 岩城こよみ/著 大河書房

140 384.3 親分子分<俠客>の盛衰史 白柳秀湖/著 国書刊行会

141 384.5 日本懐かし夏休み大全  辰巳出版

142 385 宮本常一日本の人生行事 宮本常一/著 田村善次郎/編 八坂書房

143 385.4
世界にひとつだけ。ドラマチック・ウェディングの叶
え方

是安由香/著 集英社

144 385.6 大切な人が亡くなった後の手続き完全ガイド 佐藤正明/著 高橋書店

145 385.9 徳川家当主に学ぶほんとうの礼儀作法 徳川義親/著 祥伝社

146 386.1 YOKAI NO SHIMA シャルル・フレジェ/著
青幻舎インターナ
ショナル

147 386.2 靈獣が運ぶアジアの山車 齊木崇人/監修 杉浦康平/企画・構成 工作舎

148 386.8 郡上踊りと白鳥踊り 曽我孝司/著 雄山閣

149 388.1 妖怪学入門 阿部主計/著 雄山閣

150 388.3 ドナウ民話集 パウル・ツァウネルト/編 小谷裕幸/訳
冨山房インターナ
ショナル

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 昭和後期の科学思想史 金森修/編著 勁草書房

2 402.9 チベット高原の不思議な自然 村上哲生/著 南基泰/著 築地書館

3 404 もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART5 永田恭介/監修 「科学の芽」賞実行委員会/編 筑波大学出版会

4 407 ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 小野義正/著 丸善出版

5 410.4 実験数学読本 矢崎成俊/著 日本評論社

6 410.7 算数・数学はアートだ! ポール・ロックハート/[著] 吉田新一郎/訳 新評論

7 414.4 楽しもう射影平面 大田春外/著 日本評論社

8 417 身につく入門統計学 向後千春/著 冨永敦子/著 技術評論社

9 417.1 確率で読み解く日常の不思議 Paul J.Nahin/著 蟹江幸博/訳 共立出版

10 417.6 Excelで学ぶ時系列分析 近藤宏/編著 上田太一郎/監修 オーム社

11 420.4 ラッシュ時のバスは、なぜダンゴ状態で来るのか? 柴田正和/著 ベストブック

12 421.2 不思議の国のトムキンス G.ガモフ/著 伏見康治/譯 白揚社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 421.3
マンガ現代物理学を築いた巨人ニールス・ボーアの量
子論  ブルーバックス

ジム・オッタヴィアニ/原作 リーランド・パー
ヴィス/[ほか]漫画

講談社

14 423.6 重力とは何か?  ニュートンプレス

15 423.8 流れのすじがよくわかる流体力学 小森悟/著 朝倉書店

16 429.6 カミオカンデとニュートリノ 鈴木厚人/監修 丸善出版

17 431.1 面白くて眠れなくなる元素 左巻健男/著
PHPエディターズ・
グループ

18 434 有機合成化学 東郷秀雄/著 講談社

19 443.5 ブラックホール マーシャ・バトゥーシャク/著 山田陽志郎/訳 地人書館

20 448.9 地図の物語 アン・ルーニー/著 高作自子/訳
日経ナショナルジオ
グラフィック社

21 448.9 グーグルマップの社会学  光文社新書 松岡慧祐/著 光文社

22 450 人類の未来と地球科学 井田喜明/著 岩波書店

23 451.2 気象予報士・予報官になるには 金子大輔/著 ぺりかん社

24 451.8 気候 Mark Maslin/著 森島済/監訳 丸善出版

25 451.9 いざというときに身を守る気象災害への知恵 伊藤佳子/著 鈴木純子/著 求龍堂

26 452.8 体感!海底凸凹地図 加藤義久/監修 池原研/監修 技術評論社

27 452.9 新編湖沼調査法 西條八束/著 三田村緒佐武/著 講談社

28 453.2 科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 山賀進/著 ベレ出版

29 454.4 3D地形図で歩く日本の活断層 柴山元彦/著 創元社

30 457 はじめての古生物学 柴正博/著 東海大学出版部

31 460 生命科学入門 池北雅彦/著 武村政春/著 丸善出版

32 460.4 このは No.12  文一総合出版

33 460.8 奇界生物図鑑  エクスナレッジ

34 462 そもそも島に進化あり 川上和人/著 技術評論社

35 465 微生物 Nicholas P.Money/著 花田智/訳 丸善出版

36 467.2 ゲノム編集の衝撃 NHK「ゲノム編集」取材班/著 NHK出版

37 468 外来種は本当に悪者か? フレッド・ピアス/著 藤井留美/訳 草思社

38 469.2 人類進化の謎を解き明かす ロビン・ダンバー/著 鍛原多惠子/訳 インターシフト

39 470.4 はつみみ植物園 西畠清順/文 はつみみ工房/画 東京書籍

40 471.9 身近にある毒植物たち  サイエンス・アイ新書 森昭彦/著 SBクリエイティブ

41 474 海藻の疑問50 日本藻類学会/編 成山堂書店

42 480.3 学名の知識とその作り方 平嶋義宏/著 東海大学出版部

43 480.4 未確認動物UMAを科学する
ダニエル・ロクストン/著 ドナルド・R.プロセ
ロ/著

化学同人

44 480.7
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いか
た

松橋利光/著 大和書房

45 482.1 自然がほほえむとき 伊沢紘生/エッセイ 松岡史朗/写真 東京大学出版会

46 486.6 クワガタムシ・カブトムシの知られざる世界 吉田賢治/著 ベストセラーズ

47 487.5 生きざまの魚類学 猿渡敏郎/編著 東海大学出版部

48 487.5 サメ 仲谷一宏/著 ブックマン社

49 488.1 見る聞くわかる野鳥界 生態編 石塚徹/著 山岸哲/監修 信濃毎日新聞社

50 489.5 世界の美しい野生ネコ
フィオナ・サンクイスト/著 メル・サンクイス
ト/著

エクスナレッジ

51 489.7 アフリカゾウから地球への伝言 中村千秋/著
冨山房インターナ
ショナル

52 491.3 生命の閃光 フランシス・アッシュクロフト/著 広瀬静/訳 東京書籍

- 12 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

53 491.3 ボディメカニズム 山口典孝/著 秀和システム

54 491.7 腸内細菌が家出する日 藤田紘一郎/著 三五館

55 492.7 症状改善!ツボ大全 布施雅夫/監修 成美堂出版

56 492.9 看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン
レアネットドライブナースハッピーライフ編集
グループ/著 長尾和宏/監修

秀和システム

57 493.1 現場で役立つ!介護職のための薬の知識 玉井典子/著 尾崎秀子/監修
介護労働安定セン
ター

58 493.2 専門医が教える高血圧でも長生きする本 島田和幸/著 幻冬舎

59 493.2
女子栄養大学栄養クリニックのコレステロールを下げ
る!毎日続けられる食べ飽きない食材&レシピ

弥冨秀江/著 女子栄養大学栄養クリニック/監
修

技術評論社

60 493.6 骨粗鬆症 宮腰尚久/著 ミネルヴァ書房

61 493.6 腰の痛みがたった10分で9割消える! 木村栄吉/著 自由国民社

62 493.7 摂食障害の謎を解き明かす素敵な物語 アニータ・ジョンストン/著 井口萌娜/訳 星和書店

63 493.7 お母さん、お父さんどうしたのかな?
トゥッティ・ソランタウス/著 アントニア・リ
ングボム/イラスト

東京大学出版会

64 493.9 発達障害キーワード&キーポイント 市川宏伸/監修 金子書房

65 493.9 避けたいおやつ・食べさせたいおやつ 天笠啓祐/編著 食べもの文化編集部/編著 芽ばえ社

66 494.5 「がん治療」の正しい受け方
「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

67 494.5 重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック
研友企画出版出版企画部/編著 辻比呂志/編集
協力

法研

68 494.5 がんという病と生きる 北西憲二/著 板村論子/著 白揚社

69 494.7
テレビ・雑誌・ネットが絶対言わない美容医療の最新
事情

大竹奉一/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

70 494.7 「深部感覚」から身体(からだ)がよみがえる! 中村考宏/著 晶文社

71 494.8 アトピー性皮膚炎 江藤隆史/[著] 論創社

72 494.8 「ガサガサかかと」が危ない! 高山かおる/著 家の光協会

73 494.9
図解よくわかる女性の尿もれ男性の頻尿をぐんぐん解
消する!最新治療と予防法

奥井識仁/監修 日東書院本社

74 494.9 慢性腎臓病<CKD>進行させない治療と生活習慣 原茂子/共著 福島正樹/共著 法研

75 495 やさしい東洋医学 伊藤隆/監修 木村容子/監修 ナツメ社

76 495.4 不妊治療を考えたら読む本  ブルーバックス 浅田義正/著 河合蘭/著 講談社

77 496.3 その白内障手術、待った! 平松類/著 宇多重員/監修 時事通信出版局

78 497.3 歯医者に聞きたい顎関節症がわかる本 島田淳/著 口腔保健協会

79 498 おひとりさまでも最期まで在宅 中澤まゆみ/著 築地書館

80 498.5 グリーンスムージー
フェーン・グリーン/著 エンズルード・ミホコ
/監修

文響社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.2 光計測入門 左貝潤一/著 森北出版

2 501.6 地方創生とエネルギーミックス 波形克彦/編著 小林勇治/編著 同友館

3 501.8
はじめて学ぶAutoCAD LT作図・操作ガイド
2017/2016/2015対応

鈴木孝子/著 ソーテック社

4 502 クラフツマン リチャード・セネット/著 高橋勇夫/訳 筑摩書房

5 507
エンジニアがビジネスリーダーをめざすための10の法
則

ベイカレント・コンサルティング/著 翔泳社

6 507.2 知財戦略としての米国特許訴訟 岸本芳也/著 日本経済新聞出版社

7 507.9 Nゲージレイアウトプラン集50 池田邦彦/著 技術評論社

8 509.1 JISマーク認証の手引 日本規格協会/編 日本規格協会

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 509.6 トヨタから学んだ本当のカイゼン カイゼン・マイスター/著 日刊工業新聞社

10 509.6 会社を強くする習慣 古芝保治/著 ダイヤモンド社

11 509.6 活き活きISO 9001 国府保周/著 日本規格協会

12 517 水危機を乗り越える! セス・M.シーゲル/著 秋山勝/訳 草思社

13 517.5 水屋・水塚  LIXIL出版

14 518.5 ごみとトイレの近代誌 山崎達雄/著 彩流社

15 518.8 誘惑のデザイン 彦坂裕/著 繊研新聞社

16 519.1 活き活きISO 14001 国府保周/著 日本規格協会

17 519.2 最新研究で読む地球環境と人類史 石弘之/著 洋泉社

18 519.8 検証・大規模林道 『検証・大規模林道』編集委員会/編著 緑風出版

19 519.8 自然保護と利用のアンケート調査 愛甲哲也/編 庄子康/編 築地書館

20 520.8 謎を呼ぶ大建築 ナショナルジオグラフィック/編著
日経ナショナルジオ
グラフィック社

21 520.9 これで完璧!確認申請 日本ERI株式会社/著 ERIアカデミー/著 エクスナレッジ

22 521 京都の意匠(デザイン) 吉岡幸雄/著 喜多章/写真 紫紅社

23 521.8 ハンドブック日本の城 中井均/著 山川出版社

24 522.7 世界の美しいモスク 深見奈緒子/文・監修 エクスナレッジ

25 523.3 建築家ル・コルビュジエの教科書。  マガジンハウス

26 524.2 仕上げデザイン究極ガイド  エクスナレッジ

27 524.9 建築物の防火避難規定の解説 2016 日本建築行政会議/編集 ぎょうせい

28 525.1 図面でひもとく名建築 五十嵐太郎/編著 菊地尊也/編著 丸善出版

29 525.5 塗装工事の知識 高橋孝治/著 鹿島出版会

30 527 世界にひとつだけのプレミアム・リノベーション 各務謙司/著 エクスナレッジ

31 527 リフォーム業務が一番わかる 小垣外明子/著 佐川旭/監修 技術評論社

32 527.1 暮らしやすい「間取り」づくりのヒント 主婦の友社/編 主婦の友社

33 527.1 木造住宅の実用納まり図鑑  エクスナレッジ

34 527.8 マンションリノベーションの基本 主婦の友社/編 主婦の友社

35 528.1 小さな泡が世界の生活(くらし)を変える 鶴蒔靖夫/著 IN通信社

36 528.4 照明デザイン究極ガイド  エクスナレッジ

37 530 機械工学一般 大西清/編著 オーム社

38 531.9 よくわかる「設計手法」活用入門 大富浩一/著 日刊工業新聞社

39 533.3 トコトンやさしい蒸気の本 勝呂幸男/著 日刊工業新聞社

40 535 日本科学機器協会70年史 日本科学機器協会70年史編纂委員会/編 日本科学機器協会

41 536.4 車掌車 笹田昌宏/著 イカロス出版

42 536.7 ロープウエイ探訪 松本晋一/著 グラフィック社

43 537 クルマのすべてがわかる事典 [2016] 青山元男/著 ナツメ社

44 537.9 もう一度バイクに乗ろう! 西尾淳/著 WINDY Co./編 技術評論社

45 537.9 これだけ!バイク 柏秀樹/著 秀和システム

46 538.0 エアラインパイロットになる本 [2016]新版 阿施光南/著 イカロス出版

47 547.4 パフォーマンス向上のためのデザイン設計 Lara Callender Hogan/著 西脇靖紘/監訳
オライリー・ジャパ
ン

48 547.4 CSSシークレット LEA VEROU/著 牧野聡/訳
オライリー・ジャパ
ン
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 547.4 Spring徹底入門 NTTデータ/著 翔泳社

50 547.4 パーフェクトJava EE 井上誠一郎/著 槇俊明/著 技術評論社

51 547.4 Webシステム入門 羽田野太巳/著 日経BP社

52 547.4 はじめての今さら聞けないFacebook 金城俊哉/著 秀和システム

53 548.2
カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作  ブルー
バックス

金丸隆志/著 講談社

54 548.2 作って楽しい!ラズパイ・プログラミング 松原拓也/著 日経BP社

55 549 目で見てわかるはんだ付け作業の実践テクニック 野瀬昌治/著 日刊工業新聞社

56 549.3 絵ときディジタル回路入門早わかり 堀桂太郎/著 岩本洋/監修 オーム社

57 556.9 戦艦武蔵  中公新書 一ノ瀬俊也/著 中央公論新社

58 556.9 オールアバウト潜水艦  イカロス出版

59 559.4 第一次・第二次世界大戦戦車・戦闘機全史  洋泉社

60 563.7 よくわかる最新さびの基本と仕組み 長野博夫/著 松村昌信/著 秀和システム

61 563.7 64の事例からわかる金属腐食の対策 藤井哲雄/著 森北出版

62 565.1 絵とき貴金属利用技術基礎のきそ 清水進/著 村岸幸宏/著 日刊工業新聞社

63 578.4 プラスチックの表面処理と接着 小川俊夫/著 共立出版

64 581.7 アウトドア刃物マニュアル 荒井裕介/著 誠文堂新光社

65 588.5 自分でつくる最高のビール アドバンストブルーイング/著 マイナビ出版

66 588.5 ビジュアルでわかるワインの知識とテイスティング マーニー・オールド/著 中濱潤子/訳 誠文堂新光社

67 588.5 イタリアワイン 2016年版 宮嶋勲/監修 ワイン王国

68 588.5 ウイスキー案内 栗林幸吉/監修 洋泉社

69 588.5 世界で一番わかりやすいおいしいお酒の選び方 山口直樹/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

70 588.5 世界ナンバーワンの日本の小さな会社 山本聖/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

71 589.2 ファッションコミュニケーション 高田敏代/著 東方出版

72 589.2 60代、70代のアイテム別着こなしレシピ 佐藤恵子/[著] ブティック社

73 589.7 京都文具大全 佐藤紅/編著 光村推古書院

74 589.7 日本デジタルゲーム産業史 小山友介/著 人文書院

75 590 得する家事 あのニュースで得する人損する人/編 マガジンハウス

76 590 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

77 590.2 昭和なくらし方 小泉和子/著 河出書房新社

78 590.4 わたしの暮らし、かえる、かわる。 Emi/著 PHP研究所

79 590.4 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

80 590.4 しない家事 マキ/著 すばる舎

81 591 おトクなお金はどっち?こっち! 荻原博子/著 講談社

82 591 老後破産は必ず防げる 大村大次郎/著 ビジネス社

83 591 老後のお金備えの正解 有山典子/著 朝日新聞出版

84 591.8 シニアのなっとく家計学 梅本正樹/著 水曜社

85 592.7 手づくりインテリア D.I.Y.PROJECT!! 朝日新聞出版編集部/編著 朝日新聞出版

86 592.7 ホームセンターマニアがつくるカッコいいインテリア  主婦と生活社

87 593.3 すべて作れて着まわせるやさしい服 born/著 日本ヴォーグ社

88 593.3 体型も年齢も気にならない!おしゃれソーイング 吉田直美/著 文化学園文化出版局
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No, 分類 書名 著者名 出版社

89 593.3 fabric campのワードローブ 小山千夏/著 文化学園文化出版局

90 594 動物・スイーツ・花モチーフの小さなアクセサリー GMOペパボ株式会社minne事業部/監修 学研プラス

91 594 0〜4歳遊んで学べる手作りの知育おもちゃ  ブティック社

92 594.2 ビーズと刺しゅうのブローチ あべまり/著 日本ヴォーグ社

93 594.2 5つのステッチでできるannasの刺繡工房 川畑杏奈/著 日本文芸社

94 594.3 毛糸でふっくらかわいいざぶとん  主婦と生活社

95 594.3 ズパゲッティでざくざく編むクラッチバッグと小物  主婦と生活社

96 594.4 タッセルのアクセサリーと小もの 岩崎晶乃/著 日本ヴォーグ社

97 594.6 チェコビーズのプチプラ大人アクセ。 大和書房編集部/編 大和書房

98 594.6 つゆつき流つまみ細工のいろは 土田由紀子/[著] 日本ヴォーグ社

99 594.7 口金づかいのバッグ 越膳夕香/著 日本ヴォーグ社

100 594.7 長く愛せる大人のバッグとポーチ 赤峰清香/[著] 日本ヴォーグ社

101 594.9 フェルトのともだち アランジ アロンゾ/著 文化学園文化出版局

102 594.9 羊毛フェルトのキュートなマスコット・ドール 井上典子/著 マガジンランド

103 595.4 おうちでできるヘアカット&アレンジ ZACC/監修 小学館

104 595.4 Hair Arrange Lesson Book 溝口和也/著
パルコエンタテイン
メント事業部

105 595.6 イルミネートボディ・ダイエット 佐々木ルミ/著 サンマーク出版

106 596 ピーナッツバターの本 HAPPY NUTS DAY/著 誠文堂新光社

107 596 パクチーボーイのかんたんパクチーレシピ100! エダジュン/著 KADOKAWA

108 596 腸がよろこぶ料理 たなかれいこ/著 リトルモア

109 596 今日のごはん ついでに明日のおかず ワタナベマキ/著 主婦の友社

110 596 マリネ&マリネ 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

111 596 濃い味、うす味、街のあじ。 江弘毅/著 奈路道程/画 140B

112 596 おいしくやせる美人マリネ 今泉久美/著 永岡書店

113 596 今日も明日もごきげんカレー 山脇りこ/著 小学館

114 596 電子レンジで超ラクごはん 主婦の友社/編 主婦の友社

115 596 旨い!家(うち)カレー 小宮山雄飛/著 朝日新聞出版

116 596.0 みんなの朝ごはん日記 SE編集部/編 翔泳社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 道の駅/地域産業振興と交流の拠点 関満博/編 酒本宏/編 新評論

2 602.1 地域産業の「現場」を行く 第9集 関満博/著 新評論

3 611.7 定年就農 神山安雄/編著 素朴社

4 617.6 ハーブ&スパイス大事典
ナンシー・J.ハジェスキー/著 日本メディカル
ハーブ協会/日本語版監修

日経ナショナルジオ
グラフィック社

5 617.9 育てて楽しむオリーブ栽培・利用加工 柴田英明/編 創森社

6 621.4 野菜消費の新潮流 伊藤雅之/著 筑波書房

7 625.3 オレンジの歴史 クラリッサ・ハイマン/著 大間知知子/訳 原書房

8 626.1 いちばんよくわかる超図解土と肥料入門 加藤哲郎/監修 家の光協会

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 627.1 花の品種改良の日本史 柴田道夫/編 悠書館

10 627.7 多肉植物のあるおしゃれライフ 古谷卓/著 宝島社

11 627.8 エアプランツ 佐々木浩之/著 電波社

12 627.9 テラリウム・デコ フロール・パリクス/著 新田拓真/監修 グラフィック社

13 628 柿づくし 浜崎貞弘/著 農山漁村文化協会

14 629 庭 224  建築資料研究社

15 629.8 世界のお墓 ネイチャー&サイエンス/構成・文 幻冬舎

16 642 動物・人間・暴虐史 デビッド・A.ナイバート/[著] 井上太一/訳 新評論

17 642.5 動物工場 ダニエル・インホフ/編 井上太一/訳 緑風出版

18 645.2 にっぽん!馬三昧 鈴木慈雄/著 文芸社

19 645.5 エスター、幸せを運ぶブタ
スティーヴ・ジェンキンズ/著 デレク・ウォル
ター/著

飛鳥新社

20 645.6 トッピングにお役立ち!わんこの食べもの事典 阿部佐智子/著 渡辺由香/監修 芸文社

21 645.6 ペット判例集 浅野明子/著 大成出版社

22 645.7 愛猫の看取りマニュアル 南直秀/監修 秀和システム

23 646.8 インコ すずき莉萌/著 井川俊彦/写真 誠文堂新光社

24 646.9 はじめてのカブトムシ飼育BOOK 哀川翔/監修 ブックマン社

25 648.1 スーさんの「ガリガリ君」ヒット術 鈴木政次/著 ワニブックス

26 649.0 動物たちの命の灯を守れ! 細田孝充/著 緑書房

27 664.4 遙かなるグルクン 中村征夫/写真・文
日経ナショナルジオ
グラフィック社

28 664.6 ウナギNOW 静岡新聞社/編 南日本新聞社/編 静岡新聞社

29 666.9 ベタの世界 月刊アクアライフ編集部/編 エムピージェー

30 672.1 東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く 藤木TDC/著 実業之日本社

31 672.9 立地の科学
ディー・アイ・コンサルタンツ/著 榎本篤史/
著

ダイヤモンド社

32 673.3 通販ビジネスの教科書 岩永洋平/著 東洋経済新報社

33 673.3 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

34 673.7 生活者視点で変わる小売業の未来 上田隆穂/著 宣伝会議

35 673.8 三越伊勢丹の秘密 大西洋/著 海竜社

36 673.8 おにぎりの本多さん 本多利範/著 プレジデント社

37 673.8 カリスマ鈴木敏文、突然の落日 毎日新聞経済部/編 毎日新聞出版

38 673.9 「工場・倉庫」投資のススメ 三浦孝志/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

39 673.9 ラーメン技術教本 柴田書店/著 柴田書店

40 674.3 キービジュアルで魅せるデザイン展開 リンクアップ/編 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

41 674.6 Twitter広告運用ガイド 高橋暁子/著 翔泳社

42 675 「売れる商品」の原動力 井尻雄久/著 論創社

43 675 パリピ経済  新潮新書 原田曜平/著 新潮社

44 675 日本の色 桜井輝子/著 朝日新聞出版

45 675 これからの中小店は「動画」で販促・集客しよう! 水越浩幸/著 同文舘出版

46 675 そのお金のムダづかい、やめられます 菅原道仁/著 文響社

47 681.3 交通事故と保険の基礎知識 白石悟史/監修・著 和泉宏陽/著 自由国民社

48 683.5 飛鳥ダイニング クルーズトラベラー編集部/著
クルーズトラベラー
カンパニー
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 685.5 タイヤ以外、何に触れても事故である。 神子田健博/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

50 686.2 五能線物語 遠藤功/著 PHP研究所

51 686.2 鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 今尾恵介/著 朝日新聞出版

52 686.2 テツ道のすゝめ 野田隆/著 中日新聞社

53 686.2 にっぽん縦断民鉄駅物語 東日本編 交通新聞社新書 櫻井寛/著 交通新聞社

54 686.2 JR普通列車年鑑 2016-2017  イカロス出版

55 686.2 首都圏鉄道完全ガイド JR編2016-2017年版  双葉社

56 686.2 新幹線まるわかりBOOK  マイナビ出版

57 686.3 第三セクター鉄道の世界 谷川一巳/監修 宝島社

58 686.5 ヨーロッパ鉄道時刻表 2016年夏号 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

59 686.5 異形のステーション 杉崎行恭/著 交通新聞社

60 686.6 本部委員会報告書 平成27年度  鉄道貨物協会業務部

61 687.9 全国空港ウォッチングガイド [2016]最新改訂版  イカロス出版

62 689.4 地方創生の切り札DMOとDMCのつくり方 佐藤真一/監修一部著 枻出版社

63 689.4 アニメが地方を救う!?  ワニブックス|PLUS|新書 酒井亨/著 ワニ・プラス

64 689.5 キッザニア裏技ガイド 2016〜17年版 キッザニア裏技調査隊/編 廣済堂出版

65 689.5 世界遊園地大全 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

66 689.5
東京ディズニーリゾートレストランガイドブック
2016-2017

ディズニーファン編集部/編 講談社

67 689.6 通訳ガイド試験への招待 JFG：(協)全日本通訳案内士連盟/監修 法学書院

68 689.8 一流の品格をつくるホテルオークラの流儀 石原直/著 KADOKAWA

69 689.8 最新ホテル業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 榎木由紀子/著 秀和システム

70 693.8 テーマ別日本切手カタログ Vol.2  日本郵趣協会

71 694.5 最新プロバイダ責任制限法判例集 プロバイダ責任制限法実務研究会/編
弁護士会館ブックセ
ンター出版部LABO

72 694.5 発信者情報開示・削除請求の実務 岡田理樹/著 長崎真美/著 商事法務

73 694.5 基本講義プロバイダ責任制限法 関原秀行/著 日本加除出版

74 694.6 基本からしっかり身につくAndroidアプリ開発入門 森洋之/著 SBクリエイティブ

75 699.2 拡張するテレビ 境治/著 宣伝会議

76 699.2 紀元2600年のテレビドラマ 森田創/著 講談社

77 699.2 ドキュメント「みなさまのNHK」 津田正夫/著 現代書館

78 699.6 ひねり出す力 内村宏幸/著
集英社クリエイティ
ブ

79 699.6 すべての「笑い」はドキュメンタリーである 木村元彦/著 太田出版

80 699.8 大統領の疑惑 メアリー・メイプス/著 稲垣みどり/訳 キノブックス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 仏像を読み解く 宮治昭/著 春秋社

2 702.3 いちばん親切な西洋美術史 池上英洋/著 川口清香/著 新星出版社

3 704 素手のふるまい 鷲田清一/著 朝日新聞出版

4 706.9 夢から生まれた美術館の物語 関たか子/著・監修
日経BPコンサルティ
ング

5 709.1 アートゾーンデザイン 地域デザイン学会/監修 原田保/編著 同友館

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 709.2 掠奪されたメソポタミア
ローレンス・ロスフィールド/著 山内和也/監
訳

NHK出版

7 712.3 ロダン ルース・バトラー/著 馬渕明子/監修 白水社

8 718 仏像の見方が変わる本  洋泉社

9 721.0 現代画家が描く美と幻想の世界  綜合図書

10 721.8 戦争と浮世絵 太田記念美術館/監修 日野原健司/著 洋泉社

11 721.9 意匠の天才小村雪岱 原田治/ほか著 平田雅樹/ほか著 新潮社

12 723 新怖い絵 中野京子/著 KADOKAWA

13 723.1 絹谷幸二自伝 絹谷幸二/著 日本経済新聞出版社

14 723.3 レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密
コスタンティーノ・ドラッツィオ/著 上野真弓
/訳

河出書房新社

15 724.1 仏画のすすめ [正] 松久宗琳/著 日貿出版社

16 724.4 花を描くアニバーサリーペインティング  ブティック社

17 725.4 チョークアート  枻出版社

18 726.1 学べるマンガ100冊 佐渡島庸平/ほか著 里中満智子/ほか著 文藝春秋

19 726.5 新手帳で楽しむスケッチイラスト MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

20 726.6
ピーターラビットの生みの親ビアトリクス・ポター物
語

サラ・グリストウッド/著 本田佐良/訳
スペースシャワー
ネットワーク

21 726.9 切り絵作家gardenのPAPER CUTTING garden/著 朝日新聞出版

22 727.0 アートディレクター江島任 手をつかえ 江島任の本制作委員会/編集、装丁、デザイン リトルモア(発売)

23 727.8 まちの文字図鑑よきかなひらがな 松村大輔/写真・文・デザイン 大福書林

24 728 6歳から親子ではじめる書道教室 松川昌弘/著 霜田あゆ美/イラスト 芸術新聞社

25 728.0 字を書く女 酒井順子/著 芸術新聞社

26 728.2 良寛百人一首 良寛/[書] 加藤僖一/監修 新潟日報事業社

27 736 消しゴムはんこで世界旅行 深沢紅爐/著 江口春畝/著 日貿出版社

28 740.2 明治初期日本の原風景と謎の少年写真家
アルフレッド・モーザー/著 ペーター・パン
ツァー/監修

洋泉社

29 740.4 銀色写真家奮戦記 牧野俊樹/著 渡辺出版

30 742.6
作品づくりのためのマクロレンズプロフェッショナル
撮影BOOK

上田晃司/著 吉住志穂/著 技術評論社

31 743.5
アニメ・映画のようなワンシーンを写し出す情景写真
術

田中達也/著 インプレス

32 746
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!デジカメ写真
活用術

井上香緒里/著 技術評論社

33 748 アルプス星夜 菊池哲男/著 山と溪谷社

34 749 印刷のできるまで
富士フイルムグローバルグラフィックシステム
ズ株式会社/編

印刷学会出版部

35 749 印刷のできるまで
富士フイルムグローバルグラフィックシステム
ズ株式会社/編

印刷学会出版部

36 749.0 たのみやすい!特殊印刷・加工・製本所イエローページ フレア/編
エムディエヌコーポ
レーション

37 750.2 残したい日本の手仕事 久野恵一/[著] 枻出版社

38 751.1 豆皿の本  枻出版社

39 751.5 ガレとラリックのジャポニスム 山根郁信/編 平凡社

40 751.9 レジンでつくる鉱物雑貨 結晶堂/著 グラフィック社

41 753.8
スタンプ ステンシル ペイント 手づくり模様で彩る小
物とインテリア

アンナ・ジョイス/著 松並敦子/訳 エクスナレッジ

42 754 猫つぐらの作り方 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

43 754.6 大人かわいいプラカゴと小物 織田真理子/著 マガジンランド

44 754.9 ふせんで作るミッフィーの切り絵あそび Killigraph/著 双葉社

45 755.3 大人のジュエリールールとコーディネート ジュエリーコーディネート研究会/監修 誠文堂新光社

- 19 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

46 756.6 刀の日本史  講談社現代新書 加来耕三/著 講談社

47 756.7 図説戦国甲冑武者のいでたち 佐藤誠孝/著 石井理恵子/企画・編集 新紀元社

48 757.3 プロとして恥ずかしくない新・配色の大原則 ヤマダジュンヤ/著 柘植ヒロポン/著
エムディエヌコーポ
レーション

49 758 Yチェアの秘密 坂本茂/著 西川栄明/著 誠文堂新光社

50 759 レゴでつくろう世界の名建築 トム・アルフィン/著 大野千鶴/訳 エクスナレッジ

51 761.2 読んで覚える楽譜のカラクリ [2016] 田熊健/編著 自由現代社(発売)

52 761.8 サントラ、BGMの作曲法 [2016] 岡素世/編著 自由現代社(発売)

53 762.3 名コンサートマスター、キュッヒルの音楽手帳 ライナー・キュッヒル/著 野村三郎/取材・文 音楽之友社

54 762.5 フィリップ・グラス自伝 フィリップ・グラス/著 高橋智子/監訳
ヤマハミュージック
メディア

55 763.2 はじめてのたのしいピアノの弾き方 [2016] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

56 763.5 厳選ソロ・ウクレレ名曲集 [2016]
Lele de Bossa/アレンジ 自由現代社編集部/編
著

自由現代社(発売)

57 763.7 ブルースハープの教科書 かつらけいのすけ/著
ヤマハミュージック
メディア

58 763.8 パワーアップ吹奏楽!パーカッション 竹島悟史/著
ヤマハミュージック
メディア

59 764.6 ブラバン甲子園大研究 梅津有希子/著 文藝春秋

60 764.7 ファンクはつらいよ
ジョージ・クリントン/著 ベン・グリーンマン
/著

DU BOOKS

61 767.8 長渕剛論 杉田俊介/著 毎日新聞出版

62 772.1 客席から見染めたひと 関容子/著 講談社

63 774 コクーン歌舞伎 細野晋司/写真
集英社インターナ
ショナル

64 774.6 バイリンガルで楽しむ歌舞伎図鑑 君野倫子/著 市川染五郎/監修 小学館

65 778.0 戦後映画の産業空間 谷川建司/編 森話社

66 778.2 美女の正体 下村一喜/著 集英社

67 778.7 ジブリの仲間たち  新潮新書 鈴木敏夫/著 新潮社

68 778.8 ウルトラマン1966+ 金田益実/編 復刊ドットコム

69 779.0 高田文夫の大衆芸能図鑑 高田文夫/著 佐野文二郎/絵 小学館

70 779.1 落語 横井洋司/写真 山本進/ほか文 山川出版社

71 779.9
1週間の食費が300円だった僕が200坪の別荘を買えた本
当の理由

ボビー・オロゴン/著 サンマーク出版

72 780.1 たくましい心とかしこい体 征矢英昭/編著 坂入洋右/編著 大修館書店

73 780.2 私の失敗 激情篇 サンケイスポーツ運動部/編著
ベースボール・マガ
ジン社

74 780.6 オリンピック教育
ローラント・ナウル/著 筑波大学オリンピック
教育プラットフォーム/監訳

大修館書店

75 780.7 NHK奇跡のレッスン
NHK「奇跡のレッスン」制作班/編 橘田幸雄/イ
ラストレーション

NHK出版

76 781.4
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるよう
になるすごい方法

Eiko/著 サンマーク出版

77 781.9 あそびのじかん しみずみえ/著 英治出版

78 782.3 走ることは、生きること ジェフ・バーリンゲーム/著 古川哲史/訳 晃洋書房

79 782.5 一投に賭ける 上原善広/著 KADOKAWA

80 783.1 ミニバスケットボール基本と能力アップドリル 大熊徳久/監修 実業之日本社

81 783.2 ママさんバレー基本と戦術 丸山由美/監修 実業之日本社

82 783.4 ダン・カーター自伝 ダン・カーター/著 ダンカン・グレイブ/著 東洋館出版社

83 783.5 バドミントン浪岡ジュニア流心技体の磨き方 奈良岡浩/監修
ベースボール・マガ
ジン社

84 783.7
少年野球「審判」マニュアル正しい理解&判断がよくわ
かる

Umpire Development Corporation/監修 メイツ出版

85 783.8 ゴルフの授業実践 大学ゴルフ授業研究会/編 北徹朗/編集主幹 三恵社

- 20 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

86 785.2 井村雅代 不屈の魂 川名紀美/著 河出書房新社

87 786.1 絶景!世界の山小屋 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

88 786.5 折りたたみ自転車&スモールバイクTravel  辰巳出版

89 787.1 堤防さかな別釣り図鑑  海悠出版

90 788.1 土俵一途に 杉山邦博/著 中日新聞社

91 788.2 プロレス語辞典 榎本タイキ/著 高木三四郎/監修 誠文堂新光社

92 789.2 柔道寝技を極める! 柏崎克彦/著 日本文芸社

93 789.8 The NINJA-忍者ってナンジャ!?-公式ブック
「The NINJA-忍者ってナンジャ!?-」実行委員
会/監修

KADOKAWA

94 791.2 茶の湯物語 高山宗東/著 山野肆朗/著 平凡社

95 791.6 茶花がたり 泉本宗悠/著 淡交社

96 795 アマの知らないとっておきの裏定石 小松英樹/著 マイナビ出版

97 795 井山裕太七冠達成への道 井山裕太/著 日本棋院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 802 ことばの起源 ロビン・ダンバー/著 松浦俊輔/訳 青土社

2 809.2 コミュニケーション力が上がる!伝わる声のつくり方 あらたに葉子/著 日本評論社

3 809.2 TED TALKS クリス・アンダーソン/著 関美和/訳 日経BP社

4 809.2 声は1分でよくなる! 福島英/著 秀和システム

5 809.4 恥をかかないスピーチ力  ちくま新書 齋藤孝/著 筑摩書房

6 810.4 孫にそっと教えたい日本の美しい言葉としきたり 山口謠司/監修 徳間書店

7 810.4 字幕屋の気になる日本語 太田直子/著 新日本出版社

8 816.4 読み手に伝わる公用文 岩田一成/著 大修館書店

9 816.5 学術論文の作法 近江幸治/著 成文堂

10 820.4 中国人は言葉で遊ぶ 相原茂/著 現代書館

11 830.7 コスモポリタン国家への道 植木武/著 勉誠出版

12 830.7
あなたのお子さんやお孫さんは英語が話せなくて将来
就職できますか?

森田麻美子/著 イカロス出版

13 835 英語感覚が理屈でわかる英文法 久保聖一/著 ベレ出版

14 837.5 英文翻訳術 行方昭夫/著 DHC

15 837.8 きほんの日常英会話 アーロン・カイズ/著 池田書店

16 837.8 学校英語は忘れなさい デイビッド・セイン/著 アンナ・セイン/著 新星出版社

17 837.8 30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしの英会話 安河内哲也/監修 IBCパブリッシング

18 837.8 スゴイ!英語スピーキング練習法A-LiSM 新崎隆子/著 高橋百合子/著 朝日出版社

19 837.8 パターンで話せる海外旅行の英会話 清水建二/著 成美堂出版

20 889 比較で読みとくスラヴ語のしくみ 三谷惠子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 スクリプトドクターの脚本教室 中級篇 三宅隆太/著 新書館

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 901.2 シナリオ構造論 野田高梧/著 フィルムアート社

3 901.4 はじめての批評 川崎昌平/著 フィルムアート社

4 902 物語のある風景 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

5 904 顔の剝奪 鈴木智之/著 青弓社

6 910.2 強父論 阿川佐和子/著 文藝春秋

7 910.2 夏目漱石 奥泉光/責任編集 河出書房新社

8 910.2 戸井十月全仕事
戸井十月/[著] 『戸井十月全仕事』編集委員会
/編

小学館

9 910.2 いつもおまえが傍にいた 今井絵美子/著 祥伝社

10 910.2 佐藤春夫と大逆事件 山中千春/著 論創社

11 910.2 ドーダの人、小林秀雄 鹿島茂/著 朝日新聞出版

12 910.2 山岸外史から小林勇への手紙 小林勇/編著 ブレーン

13 910.2 太宰治ブームの系譜 滝口明祥/著 ひつじ書房

14 910.2 あとは死ぬだけ 中村うさぎ/著 太田出版

15 910.2 君棲む数 中島信子/著 桜井信夫/著
エスプレス・メディ
ア出版

16 910.2 宮沢賢治童話論集 中野隆之/著 図書出版のぶ工房

17 910.2 果てなき便り 津村節子/著 岩波書店

18 910.2 方丈記と住まいの文学 島内裕子/著 左右社

19 910.2 島尾敏雄 比嘉加津夫/著 言視舎

20 910.2 夜を乗り越える  小学館よしもと新書 又吉直樹/著 小学館

21 910.2 夏目金之助ロンドンに狂せり 末延芳晴/著 青土社

22 910.2 21世紀に安部公房を読む 李先胤/著 勉誠出版

23 911.0 詩の点滅 岡井隆/著 角川文化振興財団

24 911.1 寂しさが歌の源だから 馬場あき子/著 穂村弘/[著] 角川文化振興財団

25 911.3 夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井いつき/著 世界文化社

26 911.3 金子兜太×いとうせいこうが選んだ「平和の俳句」 金子兜太/選 いとうせいこう/選 小学館

27 911.3 俳句文法入門 七田谷まりうす/監修 山西雅子/監修 飯塚書店

28 912.6 長谷川伸の戯曲世界 鳥居明雄/著 ぺりかん社

29 912.7 年鑑代表シナリオ集 15
日本シナリオ作家協会「'15年鑑代表シナリオ
集」出版委員会/編

日本シナリオ作家協
会

30 913.2 神話で読みとく古代日本  ちくま新書 松本直樹/著 筑摩書房

31 913.4 吉野の霧 桜井好朗/[訳]著 吉川弘文館

32 913.5 怪談おくのほそ道 伊藤龍平/訳・解説 国書刊行会

33 914.6 大人の流儀 6 伊集院静/著 講談社

34 914.6 消えるコトバ・消えないコトバ 外山滋比古/著 PHP研究所

35 914.6 週末介護 岸本葉子/著 晶文社

36 914.6 テーブルに何もない日 岸本葉子/著
ミスター・パート
ナー

37 914.6 靴底の減りかた 鬼海弘雄/著 筑摩書房

38 914.6 装幀の余白から 菊地信義/著 白水社

39 914.6 玄冬の門  ベスト新書 五木寛之/著 ベストセラーズ

40 914.6 過去をもつ人 荒川洋治/[著] みすず書房

41 914.6 人生という夢 小檜山博/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 914.6 昭和の親が教えてくれたこと 森まゆみ/著 大和書房

43 914.6 社会人としての言葉の流儀 川村二郎/著 東京書籍

44 914.6 自然が答えを持っている 大村智/著 潮出版社

45 914.6 検事長雑記 中尾巧/著 中央公論新社

46 914.6 孤独って素敵なこと 浜美枝/著 講談社

47 914.6 彼女の家出 平松洋子/著 文化学園文化出版局

48 914.6 鳥肌が 穂村弘/著 PHP研究所

49 914.6 いまそこにいる君は 北方謙三/著 新潮社

50 914.6 老いてますます明るい不良 嵐山光三郎/著 新講社

51 915.6 旅人の表現術 角幡唯介/著 集英社

52 915.6 二人の手紙 壺井繁治/著 壺井栄/著 編集室屋上

53 916 魂の退社 稲垣えみ子/著 東洋経済新報社

54 916 予科練の戦争 久山忍/著 潮書房光人社

55 916 トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳徹子/著 田原総一朗/著 講談社

56 916 年収90万円で東京ハッピーライフ 大原扁理/著 太田出版

57 916 僕たちのカラフルな毎日 南和行/著 吉田昌史/著 産業編集センター

58 918 日本文学全集 18 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

59 918.6 怪談入門 江戸川乱歩/著 東雅夫/編 平凡社

60 918.6 堺屋太一著作集 第1巻 堺屋太一/著 東京書籍

61 918.6 谷崎潤一郎全集 第3巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

62 918.6 新編・日本幻想文学集成 1  国書刊行会

63 923.7 血の報復 王秋蛍/ほか著 岡田英樹/訳編 ゆまに書房

64 929.1 ワンダーボーイ キムヨンス/著 きむふな/訳 クオン

65 930.2 ヘンリー・ソロー野生の学舎 今福龍太/[著] みすず書房

66 930.2 未来を覗くH・G・ウェルズ 小野俊太郎/著 勉誠出版

67 932.5 シェイクスピア大図鑑
スタンリー・ウェルズ/ほか著 河合祥一郎/監
訳

三省堂

68 932.7 ダルトン・トランボ ジェニファー・ワーナー/著 梓澤登/訳 七つ森書館

69 932.7 トランボ ブルース・クック/著 手嶋由美子/訳 世界文化社

70 933.6 ケイレブ・ウィリアムズ ウィリアム・ゴドウィン/著 岡照雄/訳 白水社

71 933.7 プーの細道にたった家 A.A.ミルン/著 阿川佐和子/訳 新潮社

72 933.7 灯火管制 アントニー・ギルバート/著 友田葉子/訳 論創社

73 933.7 イーヴリン・ウォー傑作短篇集 イーヴリン・ウォー/著 高儀進/訳 白水社

74 933.7 守銭奴の遺産 イーデン・フィルポッツ/著 木村浩美/訳 論創社

75 933.7 ウォークラフト クリスティ・ゴールデン/著 定木大介/訳 SBクリエイティブ

76 933.7 人生の真実 グレアム・ジョイス/[著] 市田泉/訳 東京創元社

77 933.7 マトリョーシカと消えた死体 ケイト・アトキンソン/著 青木純子/訳 東京創元社

78 933.7 ユリシーズを燃やせ ケヴィン・バーミンガム/著 小林玲子/訳 柏書房

79 933.7 宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス/著 浅倉久志/訳 国書刊行会

80 933.7 マグノリアの花 ゾラ・ニール・ハーストン/著 松本昇/訳 彩流社

81 933.7 ゴールドフィンチ 1 ドナ・タート/著 岡真知子/訳 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

82 933.7 ゴールドフィンチ 2 ドナ・タート/著 岡真知子/訳 河出書房新社

83 933.7 ゴールドフィンチ 3 ドナ・タート/著 岡真知子/訳 河出書房新社

84 933.7 あたらしい名前 ノヴァイオレット・ブラワヨ/著 谷崎由依/訳 早川書房

85 933.7 アメリカン・ブラッド ベン・サンダース/著 黒原敏行/訳 早川書房

86 933.7 あなたの自伝、お書きします ミュリエル・スパーク/著 木村政則/訳 河出書房新社

87 933.7 ようこそ、映画館へ ロバート・クーヴァー/著 越川芳明/訳 作品社

88 934.6 ブロンテ姉妹エッセイ全集
[シャーロット・ブロンテ/著] [エミリ・ブロ
ンテ/著]

彩流社

89 935.7 70歳の日記 メイ・サートン/[著] 幾島幸子/訳 みすず書房

90 936 イスラム過激派二重スパイ
モーテン・ストーム/著 ポール・クルックシャ
ンク/著

亜紀書房

91 942.7 テロ
フェルディナント・フォン・シーラッハ/著 酒
寄進一/訳

東京創元社

92 943.7 マルクス最後の旅
ハンス・ユルゲン・クリスマンスキ/著 猪股和
夫/訳

太田出版

93 943.7 誰もいないホテルで ペーター・シュタム/著 松永美穂/訳 新潮社

94 945.6 ゲーテ=シラー往復書簡集 上 ゲーテ/[著] シラー/[著] 潮出版社

95 945.6 ゲーテ=シラー往復書簡集 下 ゲーテ/[著] シラー/[著] 潮出版社

96 949.3 ハリネズミの願い トーン・テレヘン/著 長山さき/訳 新潮社

97 950.2 フランス文学は役に立つ! 鹿島茂/著 NHK出版

98 953.7 彼女のひたむきな12カ月 アンヌ・ヴィアゼムスキー/著 原正人/訳 DU BOOKS

99 960.2 南に向かい、北を求めて アリエル・ドルフマン/[著] 飯島みどり/訳 岩波書店

100 963 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G.イトゥルベ/著 小原京子/訳 集英社

101 963 執着 ハビエル・マリアス/著 白川貴子/訳 東京創元社

102 963 《ドン・キホーテ》見参! 桑原聡/著 水声社

103 973 町へゆく道 ナタリーア・ギンツブルグ/著 望月紀子/訳 未知谷

104 980.2 ゴーリキーは存在したのか? ドミートリー・ブイコフ/著 斎藤徹/訳 作品社

105 984 ナボコフの塊 ウラジーミル・ナボコフ/著 秋草俊一郎/編訳 作品社

106 991.2 悲劇全集 5 エウリピデス/[著] 丹下和彦/訳 京都大学学術出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 海と山のピアノ いしいしんじ/著 新潮社

2 F 玉依姫 阿部智里/著 文藝春秋

3 F 安芸広島水の都の殺人 梓林太郎/著 祥伝社

4 F 山の霊異記 安曇潤平/著 KADOKAWA

5 F 歌姫メイの秘密 伊藤たかみ/著 講談社

6 F 聖女の毒杯 井上真偽/著 講談社

7 F マシュマロ・ナイン 横関大/著 KADOKAWA

8 F 横溝正史探偵小説選 4 横溝正史/著 論創社

9 F 西洋古家具店アシュリと白い猫 岡篠名桜/著 光文社

10 F 治部の礎 吉川永青/著 講談社

11 F 三国志 3 吉川英治/著 1万年堂出版

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 F にじゅうよんのひとみ 吉田恵里香/著 キノブックス

13 F レイン 14 吉野匠/[著] アルファポリス

14 F 長流の畔(ほとり) 宮本輝/著 新潮社

15 F お春 橋本治/著 中央公論新社

16 F 九十三歳の関ケ原 近衛龍春/著 新潮社

17 F 水戸黄門 月村了衛/著 徳間書店

18 F 青藍の峠 犬飼六岐/著 集英社

19 F 眠りなき夜明け 高城高/著 寿郎社

20 F 神の時空(とき) [7] 高田崇史/著 講談社

21 F 新宿物語'70 高部務/著 光文社

22 F 去就 今野敏/著 新潮社

23 F 少女ABCDEFGHIJKLMN 最果タヒ/著 河出書房新社

24 F 怪談のテープ起こし 三津田信三/著 集英社

25 F 恋するハンバーグ 山口恵以子/[著] 角川春樹事務所

26 F 美しい距離 山崎ナオコーラ/著 文藝春秋

27 F ずんずん! 山本一力/著 中央公論新社

28 F 偶然屋 七尾与史/著 小学館

29 F 紫式部の娘。賢子がまいる! 篠綾子/作 小倉マユコ/絵 静山社

30 F 行方 春口裕子/著 双葉社

31 F 弁慶役者七代目幸四郎 小谷野敦/著 青土社

32 F 小島信夫長篇集成 8 小島信夫/著 水声社

33 F クララ殺し 小林泰三/著 東京創元社

34 F 小説家の姉と 小路幸也/著 宝島社

35 F すごろく巡礼 松崎有理/著 光文社

36 F 月刊「小説」 松波太郎/著 河出書房新社

37 F ダイエット物語…ただし猫 新井素子/著 中央公論新社

38 F レミニという夢 森川智喜/著 光文社

39 F 私が失敗した理由は 真梨幸子/著 講談社

40 F 三舟、奔る! 仁木英之/著 実業之日本社

41 F 十津川警部日本周遊殺人事件 西村京太郎/[著] 徳間書店

42 F 蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村賢太/著 集英社

43 F 海の家族 石原慎太郎/著 文藝春秋

44 F このあたりの人たち 川上弘美/著
スイッチ・パブリッ
シング

45 F 青い海の宇宙港 春夏篇 川端裕人/著 早川書房

46 F 失恋覚悟のラウンドアバウト 浅倉秋成/著 講談社

47 F ラヴィアンローズ 村山由佳/著 集英社

48 F コンビニ人間 村田沙耶香/著 文藝春秋

49 F ナゴヤドームで待ちあわせ 太田忠司/著 吉川トリコ/著 ポプラ社

50 F 田中角栄の酒 大下英治/著 たる出版

51 F 鬼手 大塚卓嗣/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 F 大沼ワルツ 谷村志穂/著 小学館

53 F 陸王 池井戸潤/著 集英社

54 F 落陽 朝井まかて/著 祥伝社

55 F ブッポウソウは忘れない 鳥飼否宇/著 ポプラ社

56 F ケレスの龍 椎名誠/著 KADOKAWA

57 F 東京會舘とわたし 上 辻村深月/著 毎日新聞出版

58 F 東京會舘とわたし 下 辻村深月/著 毎日新聞出版

59 F ショートショート千夜一夜 田丸雅智/著 小学館

60 F 渡辺淳一恋愛小説セレクション 3 渡辺淳一/著 集英社

61 F 渡辺淳一恋愛小説セレクション 4 渡辺淳一/著 集英社

62 F スタフ 道尾秀介/著 文藝春秋

63 F ミステリ珍本全集 12 日下三蔵/編 戎光祥出版

64 F 記憶の渚にて 白石一文/著 KADOKAWA

65 F おおあたり 畠中恵/著 新潮社

66 F 祐介 尾崎世界観/著 文藝春秋

67 F ウンメイト 百舌涼一/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

68 F 生還せよ 福田和代/著 KADOKAWA

69 F ライオンズ、1958。 平岡陽明/[著] 角川春樹事務所

70 F ヤギより上、猿より下 平山夢明/著 文藝春秋

71 F 待ってよ 蜂須賀敬明/著 文藝春秋

72 F 小説・非正規 北沢栄/著 産学社

73 F ベスト本格ミステリ 2016 本格ミステリ作家クラブ/選・編 講談社

74 F 英雄の条件 本城雅人/著 新潮社

75 F 北高野球部学生監督ガイ 本田有明/著 河出書房新社

76 F 推理は一日二時間まで 霧舎巧/著 光文社

77 F 現世怪談 木原浩勝/著 講談社

78 F ラストナイト 薬丸岳/著 実業之日本社

79 F アンマーとぼくら 有川浩/著 講談社

80 F 津軽双花 葉室麟/著 講談社

81 F 中島ハルコはまだ懲りてない! 林真理子/著 文藝春秋

82 F ファイティング40、ママはチャンピオン 鈴木一功/著 新潮社

83 F 松本城、起つ 六冬和生/著 早川書房

84 F ジニのパズル 崔実/著 講談社

85 F 受難 帚木蓬生/著 KADOKAWA

86 F 酔狂市街戦 戌井昭人/著 扶桑社

87 F ドッグファイト 楡周平/著 KADOKAWA

88 F ずうのめ人形 澤村伊智/著 KADOKAWA

89 F 君と夏が、鉄塔の上 賽助/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

- 26 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

90 F 冒険の森へ 18  集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B135.4 笑い ベルクソン/著 増田靖彦/訳 光文社

2 B704 造形思考 上 パウル・クレー/著 土方定一/訳 筑摩書房

3 B704 造形思考 下 パウル・クレー/著 土方定一/訳 筑摩書房

4 B726.1 定本消されたマンガ 赤田祐一/共著 ばるぼら/共著 彩図社

5 B740.2 蜷川実花になるまで 蜷川実花/著 文藝春秋

6 B933.7 非(ナル)Aの世界 A.E.ヴァン・ヴォークト/著 中村保男/訳 東京創元社

7 B933.7 蜂のざわめき ヴァレリー・ギアリ/著 新井ひろみ/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

8 B933.7 幽霊はお見通し エミリー・ブライトウェル/著 田辺千幸/訳 東京創元社

9 B933.7 結婚式のメンバー カーソン・マッカラーズ/[著] 村上春樹/訳 新潮社

10 B933.7 邂逅 キャンディス・フォックス/著 冨田ひろみ/訳 東京創元社

11 B933.7 地底世界 上 ジェームズ・ロリンズ/著 遠藤宏昭/訳 扶桑社

12 B933.7 地底世界 下 ジェームズ・ロリンズ/著 遠藤宏昭/訳 扶桑社

13 B933.7 ジョイランド スティーヴン・キング/著 土屋晃/訳 文藝春秋

14 B933.7 ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール/著 松原葉子/訳 小学館

15 B933.7 白夜の爺スナイパー デレク・B.ミラー/著 加藤洋子/訳 集英社

16 B933.7 素晴らしいアメリカ野球 フィリップ・ロス/[著] 中野好夫/訳 新潮社

17 B963 偽りの書簡 R.リーバス/著 S.ホフマン/著 東京創元社

18 BF カレーライスの唄 阿川弘之/著 筑摩書房

19 BF スーパーあずさ殺人車窓 梓林太郎/著 実業之日本社

20 BF 死の舞い 佐伯泰英/著 新潮社

21 BF 鬼役 18 坂岡真/著 光文社

22 BF ティファニーで昼食を 七尾与史/著 角川春樹事務所

23 BF 飛んで火に入る料理番 小早川涼/[著] KADOKAWA

24 BF 日雇い浪人生活録 1 上田秀人/著 角川春樹事務所

25 BF 殺生伝 2 神永学/[著] 幻冬舎

26 BF はぐれ烏 辻堂魁/著 祥伝社

27 BF 盗賊の首 藤井邦夫/著 双葉社

28 BF 雪の果て 藤原緋沙子/著 新潮社

29 BF しのぶ雨江戸恋慕 平岩弓枝/監修 光文社

30 BF 初しぐれ 北原亞以子/著 文藝春秋

31 BF 痴れ者の果 鈴木英治/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おうさまのひげ 横笛太郎/脚本 織茂恭子/絵 童心社

B 文庫本 

C かみしばい 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 C おにぎりたべよう! 五味太郎/脚本・絵 童心社

3 C さんごのくにのおきゃくさま やえがしなおこ/脚本 くすはら順子/絵 童心社

4 C トイレのおばけちゃん 礒みゆき/脚本 長谷川知子/絵 童心社

5 C 花嫁さん サワジロウ/脚本・絵 雲母書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいうえおでんしゃじてん くにすえたくし/え はるくゆう/え 視覚デザイン研究所

2 E あきのもり 竹下文子/文 さこももみ/絵 ハッピーオウル社

3 E あたまのうえのかみさま のぶみ/さく サンマーク出版

4 E 穴の本 ピーター・ニューエル/作 高山宏/訳 亜紀書房

5 E あつくてあつくて ほんまわか/ぶん 中川洋典/え 解放出版社

6 E あらかわ・すみだがわ 村松昭/さく 偕成社

7 E アリのたんけん 栗林慧/写真 小学館

8 E いつでもいっしょだーいすき! 権田章江/作・絵 教育画劇

9 E いもさいばん きむらゆういち/文 たじまゆきひこ/絵 講談社

10 E 宇宙人っているの? 長沼毅/作 吉田尚令/絵 金の星社

11 E うんこちゃんようちえんへいく のぶみ/さく ひかりのくに

12 E えのでんタンコロ 倉部今日子/作 偕成社

13 E 絵本眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦/作 長崎訓子/絵 講談社

14 E えんとつと北極のシロクマ 藤原幸一/写真と文 少年写真新聞社

15 E おおきなねことちいさなねこ 石黒亜矢子/再話・絵 好学社

16 E おつかいおねがい!おつかいくん 鈴木のりたけ/作 小学館

17 E おたからパン 真珠まりこ/作・絵 ひさかたチャイルド

18 E おばけマンション 鈴木翼/文 村上康成/絵 世界文化社

19 E おもちのかいすいよく 苅田澄子/作 植垣歩子/絵 学研プラス

20 E きもだめし 新井洋行/作 講談社

21 E 恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

22 E くりちゃんとエーメさんのトマト どいかや/さく ポプラ社

23 E くりちゃんとピーとナーとツー どいかや/さく ポプラ社

24 E くりちゃんとひまわりのたね どいかや/さく ポプラ社

25 E くるくるくるくる 新井洋行/作・絵 PHP研究所

26 E げたにばける 新美南吉/作 西村敏雄/絵 鈴木出版

27 E こうくんとちいさなゆきだるまのなつやすみ はせがわさとみ/作 小学館

28 E こうさぎクーとおにんぎょう みやにしたつや/作絵 鈴木出版

29 E こうさぎとほしのどうくつ わたりむつこ/作 でくねいく/絵 のら書店

30 E ココアラ はまのゆか/文・絵 小学館

31 E ごっこやさん ほそいさつき/作 くもん出版

32 E さがそ!ちくちくぬいぬい かみおまり/作 学研教育みらい

33 E さけのかけごえどんどこせ 菅原たくや/[作] 文化学園文化出版局

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 E さよならママがおばけになっちゃった! のぶみ/さく 講談社

35 E しあわせなおうじ オスカー・ワイルド/原作 間所ひさこ/文 フレーベル館

36 E しげちゃんとじりつさん 室井滋/作 長谷川義史/絵 金の星社

37 E ジョンくんのてがみ 新川智子/作 市居みか/絵 童心社

38 E シロナガスクジラ ジェニ・デズモンド/さく 福本由紀子/やく BL出版

39 E すいぞくかんのあいうえお 中村元/監修・写真 小坂タイチ/イラスト 交通新聞社

40 E すすめ!うみのきゅうじょたい 竹下文子/文 鈴木まもる/絵 金の星社

41 E セラフィナせんちょうになる ロラン・ド・ブリュノフ/作 石津ちひろ/訳 BL出版

42 E そだつ 寺山修司/文 小竹信節/絵 復刊ドットコム

43 E だってたのしくたべたいんだもん! キャリル・ハート/作 リー・ホジキンソン/絵 バベルプレス

44 E たのしいひっこし 岡田よしたか/作 小学館

45 E ちいさなかえる
ヤコブ・マーティン・ストリッド/作絵 たねだ
まや/訳

ワールドライブラ
リー

46 E ちがうけれど、いっしょ
フェリドゥン・オラル/文・絵 うえむらくみこ
/訳

ワールドライブラ
リー

47 E 月をめざしてしゅっぱつ! 山本省三/作 本田隆行/監修 小学館

48 E つんっ! 新井洋行/作 ほるぷ出版

49 E とうきび クォンジョンセン/詩 キムファンヨン/絵 童心社

50 E どうぶつえんのあいうえお 小宮輝之/監修・写真 喜多村素子/イラスト 交通新聞社

51 E どんどろめがね はやしますみ/作 佼成出版社

52 E ないちゃったまねぎ わたなべあや/絵 窪田愛/文・企画編集 ひかりのくに

53 E 庭のマロニエ
ジェフ・ゴッテスフェルド/ぶん ピーター・
マッカーティ/え

評論社

54 E ねずみくんとおばけ なかえよしを/作 上野紀子/絵 ポプラ社

55 E のびのびおおかみ みやにしたつや/作・絵 ポプラ社

56 E はしる!新幹線「はやぶさ」 鎌田歩/[作] PHP研究所

57 E はだかのおうさま アンデルセン/[原作] 立原えりか/文 フレーベル館

58 E バナーナ! 藤本ともひこ/作 講談社

59 E はーい!タクシー さくらせかい/作 アリス館

60 E 人くい鬼 グリム/原作 グリム/原作 あすなろ書房

61 E ぶきみなよるのけものたち ジアナ・マリノ/さく なかがわちひろ/やく BL出版

62 E ふしぎなカサやさん みやにしたつや/作絵 金の星社

63 E 船を見にいく アントニオ・コック/作 ルーカ・カインミ/絵 きじとら出版

64 E ふわふわちゃんおでかけこんにちは こがようこ/文 たかおゆうこ/絵 教育画劇

65 E ぼくはかわです 植田真/作 WAVE出版

66 E ぼくんちのシロ すずきみほ/著 白泉社

67 E MONUMENTAL世界のすごい建築
サラ・タヴェルニエ/著 アレクサンドル・ヴェ
ルイーユ/著

ポプラ社

68 E マララの物語
レベッカ・L.ジョージ/文 ジャンナ・ボック/
絵

西村書店

69 E
みなみのしまのカウカウ カイじいさんとおおきなさか
な

森野熊八/さく イシカワチヒロ/え 新日本出版社

70 E みどりのトカゲとあかいながしかく スティーブ・アントニー/作・絵 吉上恭太/訳 徳間書店

71 E みんなともだち 二宮由紀子/さく 海谷泰水/え 教育画劇

72 E も・や・し〜! わたなべあや/絵 窪田愛/文・企画編集 ひかりのくに

73 E ゆうびんくまさんのおおきなれっしゃ 海一慶子/作 小学館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 E 夢は牛のお医者さん 時田美昭/作 江頭路子/絵 小学館

75 E ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口智則/作 アリス館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 Raspberry Piではじめるどきどきプログラミング 阿部和広/監修・著 石原淳也/著 日経BP社

2 K031 なぞなぞチャレンジ!No.1 2345問 嵩瀬ひろし/著 新星出版社

3 K114 死ってなんだろう。死はすべての終わりなの?
フランソワーズ・ダステュール/文 アンネ・ヘ
ムステッヘ/絵

岩崎書店

4 K159 きみが世界を変えるなら [1] 石井光太/著 ポプラ社

5 K159 きみが世界を変えるなら [2] 石井光太/著 ポプラ社

6 K209 戦争とは何だろうか  ちくまプリマー新書 西谷修/著 筑摩書房

7 K211 10分で読む日本の歴史  岩波ジュニア新書 NHK「10min.ボックス」制作班/編 岩波書店

8 K217 綾瀬はるか「戦争」を聞く 2 岩波ジュニア新書 TBSテレビ『NEWS23』取材班/編 岩波書店

9 K289 さかなクンの一魚一会 さかなクン/著・イラスト・題字 講談社

10 K310
学校が教えないほんとうの政治の話  ちくまプリマー
新書

斎藤美奈子/著 筑摩書房

11 K319 これから戦場に向かいます 山本美香/写真と文 ポプラ社

12 K375 ジンブン系自由研究アイディア51 福井直秀/著 かもがわ出版

13 K378 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 高橋昌巳/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

14 K388 お化けの迷路 香川元太郎/作・絵 PHP研究所

15 K400 ウソのような現実の大図鑑 アンドレア・ミルズ/著 増田まもる/監訳 東京書籍

16 K404 もしも地球がひとつのリンゴだったら
デビッド・J.スミス/文 スティーブ・アダムス
/絵

小峰書店

17 K407 小学生の夏休み自由研究ブック ガリレオ工房/編著 永岡書店

18 K421 ふしぎ?ふしぎ!<時間>ものしり大百科 1 藤沢健太/著 山口大学時間学研究所/監修 ミネルヴァ書房

19 K421 ふしぎ?ふしぎ!<時間>ものしり大百科 2 藤沢健太/著 山口大学時間学研究所/監修 ミネルヴァ書房

20 K440 星と星座のふしぎえほん 大藪健一/文 常永美弥/絵 PHP研究所

21 K443 よむプラネタリウム夏の星空案内 野崎洋子/文 中西昭雄/写真 アリス館

22 K451 地球温暖化は解決できるのか  岩波ジュニア新書 小西雅子/著 岩波書店

23 K460 生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼毅/著 河出書房新社

24 K471 根っこのえほん 1 中野明正/編著 根研究学会/協力 大月書店

25 K481 猛毒生物大図鑑 長沼毅/監修 高橋書店

26 K486 昆虫 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/著 六耀社

27 K486 トンボをさがそう、観察しよう 新井裕/著 PHP研究所

28 K487 さめ先生が教えるサメのひみつ10 仲谷一宏/著 ブックマン社

29 K494 子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害 岡村理栄子/監著 少年写真新聞社

30 K500 どうなっているの?だんめん図鑑 断面マン/製作・監修 小学館

31 K508 地球のくらしの絵本 1 四井真治/著 宮崎秀人/立体美術 農山漁村文化協会

32 K508 地球のくらしの絵本 5 四井真治/著 宮崎秀人/立体美術 農山漁村文化協会

33 K521
これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城
西日本編

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の城編集委員会/編著

汐文社

34 K537 未来のクルマができるまで 岩貞るみこ/作 講談社

35 K537 はたらく車 小賀野実/監修 ポプラ社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 K538 航空機のひみつ  小学館

37 K596 10歳からのお料理教室 大瀬由生子/著 日東書院本社

38 K596 30分でできる伝統おやつ [1] 伝統おやつ研究クラブ/編 偕成社

39 K596 30分でできる伝統おやつ [2] 伝統おやつ研究クラブ/編 偕成社

40 K596 30分でできる伝統おやつ [3] 伝統おやつ研究クラブ/編 偕成社

41 K596 30分でできる伝統おやつ [4] 伝統おやつ研究クラブ/編 偕成社

42 K626 菌ちゃん野菜をつくろうよ! あんずゆき/文 佼成出版社

43 K667 チリメンモンスターのひみつ きしわだ自然資料館/監修 武田正倫/監修 偕成社

44 K678 よくわかる貿易 泉美智子/監修 PHP研究所

45 K686 鉄道ものしりスーパー地図帳  学研プラス

46 K723 ピーテル・ブリューゲル ポール・ロケット/著 六耀社

47 K750 ラクラク!かわいい!!女の子の自由工作BOOK いしかわまりこ/著 主婦と生活社

48 K750 1ねんきせつのこうさくあそび まるばやしさわこ/著 ポプラ社

49 K750 小学生のアイデア工作  学研プラス

50 K750 作って楽しい☆おもしろ工作BOOK  ブティック社

51 K750 ゲーム&動くおもちゃ工作小学生  学研プラス

52 K754 男の子のおりがみ 新井康允/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

53 K754 女の子のおりがみ 新井康允/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

54 K754 きせつで楽しいみんなのおりがみ 新宮文明/著 日本文芸社

55 K754 ダンボールで作るおもしろ自動販売機 大野萌菜美/監修 ブティック社

56 K785 ジュニアのためのサーフィン最強上達バイブル 日本サーフィン連盟/監修 メイツ出版

57 K798 あそぼう、ヨーヨー JYYA/編著 中村名人/監修
ベースボール・マガ
ジン社

58 K830 楽しく習得!英語多読法  ちくまプリマー新書 クリストファー・ベルトン/著 渡辺順子/訳 筑摩書房

59 K908 10分で読めるこわい話 1年生 藤田のぼる/監修 学研プラス

60 K908 10分で読めるこわい話 2年生 藤田のぼる/監修 学研プラス

61 K913 ルルとララのようこそタルト あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店

62 K913 ほねほねザウルス 16
カバヤ食品株式会社/原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ/作・絵

岩崎書店

63 K913 みてろよ!父ちゃん!! くすのきしげのり/作 小泉るみ子/絵 文溪堂

64 K913 マーサとリーサ 2 たかおかゆみこ/作・絵 岩崎書店

65 K913 パティシエ☆すばる はじまりのいちごケーキ つくもようこ/作 烏羽雨/絵 講談社

66 K913 怪盗クイーン ブラッククイーンは微笑まない はやみねかおる/作 K2商会/絵 講談社

67 K913 戦国ベースボール [4] りょくち真太/作 トリバタケハルノブ/絵 集英社

68 K913 レイさんといた夏 安田夏菜/著 佐藤真紀子/装画・挿絵 講談社

69 K913 わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田依世子/作 ウラモトユウコ/絵 偕成社

70 K913 セカイヲカエル 嘉成晴香/作 小倉マユコ/絵 朝日学生新聞社

71 K913 キノコのカミサマ 花形みつる/作 鈴木裕之/絵 金の星社

72 K913 大さわぎ!ばけもの芝居と白いねこ 岩崎京子/作 長谷川義史/絵 文溪堂

73 K913 3、2、1、ゼロ? 宮下すずか/作 市居みか/絵 くもん出版

74 K913 齋藤孝のイッキによめる!小学生のための宮沢賢治 宮沢賢治/[著] 齋藤孝/編 講談社

75 K913 南総里見八犬伝 2 曲亭馬琴/原作 時海結以/文 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 K913 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原ゆたか/さく・え ポプラ社

77 K913 プティ・パティシエール マカロンは夢のはじまり 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

78 K913 大久野島からのバトン 今関信子/作 ひろかわさえこ/絵 新日本出版社

79 K913 なきむしこぞう 今村葦子/さく 酒井駒子/え 理論社

80 K913 こころのともってどんなとも 最上一平/作 みやこしあきこ/絵 ポプラ社

81 K913 キャベたまたんていからくりにんじゃやしきのなぞ 三田村信行/作 宮本えつよし/絵 金の星社

82 K913 逆転!ドッジボール 三輪裕子/作 石山さやか/絵 あかね書房

83 K913 ロケットじどうはんばいき 山口タオ/作 田丸芳枝/絵 講談社

84 K913 戦争ガ起キルカモシレナイ 芝田勝茂/作 倉馬奈未×ハイロン/絵 そうえん社

85 K913 ぼくらの魔女戦記 3 宗田理/作 ポプラ社

86 K913 ひっこしをした かばのこカバオ 森山京/作 木村かほる/絵 風濤社

87 K913 あらしをよぶ名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

88 K913 ふしぎパティシエールみるか 1 斉藤洋/作 村田桃香/絵 あかね書房

89 K913 アリスのうさぎ 斉藤洋/作 森泉岳土/絵 偕成社

90 K913 坂の上の図書館 池田ゆみる/作 羽尻利門/絵 さ・え・ら書房

91 K913 金色の流れの中で 中村真里子/作 今日マチ子/画 新日本出版社

92 K913 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子/著 講談社

93 K913 もりモリさまの森 田島征三/作 さとうなおゆき/絵 理論社

94 K913 サッカク探偵団 3 藤江じゅん/作 ヨシタケシンスケ/絵 KADOKAWA

95 K913 まじょのナニーさん 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

96 K913 本格ハロウィンは知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

97 K913 うさぎのぴょんぴょん 二宮由紀子/さく そにしけんじ/え 学研プラス

98 K913 トキメキ♥図書館 PART12 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

99 K913 「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希一樹/著 usi/絵 学研プラス

100 K913 温泉アイドルは小学生! 3 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

101 K913 バンドガール! 濱野京子/作 志村貴子/絵 偕成社

102 K933 サメ王国のグレイ 3 E.J.アルトバッカー/著 桑原洋子/訳 KADOKAWA

103 K933 裏庭探偵クラブ 1 M.G.レナード/著 河井直子/訳 KADOKAWA

104 K933 フォックスクラフト 1 インバリ・イセーレス/著 金原瑞人/訳 静山社

105 K933 ペーパーボーイ ヴィンス・ヴォーター/作 原田勝/訳 岩波書店

106 K933 フェラルズ 1 ジェイコブ・グレイ/著 岡田好惠/訳 講談社

107 K933 サバイバー 1 ジェフ・プロブスト/著 クリス・テベッツ/著 講談社

108 K933 四人のおばあちゃん
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作 野口絵美/
訳

徳間書店

109 K933 月は、ぼくの友だち ナタリー・バビット/作 こだまともこ/訳 評論社

110 K933 君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル/作 渋谷弘子/訳 文研出版

111 K933 イザドラ・ムーン学校へいく! ハリエット・マンカスター/著 井上里/訳 静山社

112 K933 世界を7で数えたら
ホリー・ゴールドバーグ・スローン/作 三辺律
子/訳

小学館

113 K933 エルフとレーブンのふしぎな冒険 3 マーカス・セジウィック/著 中野聖/訳 学研プラス

114 K933 ミス・ビアンカ ダイヤの館の冒険 マージェリー・シャープ/作 渡辺茂男/訳 岩波書店

115 K933 ベストフレンズベーカリー 1 リンダ・チャップマン/著 中野聖/訳 学研プラス

116 K933 サーティーナイン・クルーズ 23 小浜杳/訳 [HACCAN/イラスト] KADOKAWA
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