
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 「百学連環」を読む 山本貴光/著 三省堂

2 002.7 情報を活かす力  PHPビジネス新書 池上彰/著 PHP研究所

3 007.1 人工知能のための哲学塾 三宅陽一郎/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

4 007.1 人間さまお断り ジェリー・カプラン/著 安原和見/訳 三省堂

5 007.3 ICT未来予想図 土井美和子/著 原隆浩/コーディネーター 共立出版

6 007.3 インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル 中澤佑一/著 中央経済社

7 007.3 韓流経営LINE  扶桑社新書 NewsPicks取材班/著 扶桑社

8 007.3 シリコンバレーで起きている本当のこと 宮地ゆう/著 朝日新聞出版

9 007.3 スマホ断食 藤原智美/著 潮出版社

10 007.3 ツイッターの心理学 北村智/著 佐々木裕一/著 誠信書房

11 007.3 デジタル時代のクオリティライフ 淺間正通/編著 遊行社

12 007.3
ハーバード数学科のデータサイエンティストが明かす
ビッグデータの残酷な現実

クリスチャン・ラダー/著 矢羽野薫/訳 ダイヤモンド社

13 007.3 VRコンテンツ最前線 桜花一門/著 翔泳社

14 007.6 今さら聞けないPhotoshop 駒形文隆/著 秀和システム

15 007.6 インタフェースデザインの心理学 続 Susan Weinschenk/著 武舎広幸/訳
オライリー・ジャパ
ン

16 007.6 Excel & Wordプロ技BESTセレクション 門脇香奈子/著 技術評論社

17 007.6 Excelマクロ&VBAプロ技BESTセレクション 土屋和人/著 技術評論社

18 007.6 親子で始めるプログラミング  日経BP社

19 007.6 世界一わかりやすいエクセル&ワード  学研プラス

20 007.6 セキュリティ最強の指南書 日経NETWORK/編集 日経SYSTEMS/[編] 日経BP社

21 007.6 速効!図解PowerPoint 2016 野々山美紀/著 川上恭子/著 マイナビ出版

22 007.6 超速パソコン仕事術 岡田充弘/著 かんき出版

23 007.6 できるExcel関数 尾崎裕子/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

24 007.6 できるWindows 10 法林岳之/著 一ケ谷兼乃/著 インプレス

25 007.6 独習Python入門 湯本堅隆/著 技術評論社

26 007.6 Docker Adrian Mouat/著 玉川竜司/訳
オライリー・ジャパ
ン

27 007.6 バーコード入門テキスト  
日本工業出版株式会社月
刊「自動認識」編集部

28 007.6 FileMaker Pro 15スーパーリファレンス 野沢直樹/著 胡正則/著 ソーテック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 007.6 プログラムの動作原理 矢沢久雄/著 日経ソフトウエア/編集 日経BP社

30 007.6 もじのみほん アイデア編集部/編 誠文堂新光社

31 007.6 Unix考古学 藤田昭人/著 ドワンゴ

32 010 「図書館のめざすもの」を語る 第101回全国図書館大会第14分科会運営委員/編 日本図書館協会

33 010.1 図書館ノート 山口真也/著 教育史料出版会

34 016.2 姫路市の図書館 平成28年度(2016年度) 姫路市立城内図書館/編 姫路市立城内図書館

35 017 学びと育ちを支える学校図書館 渡邊重夫/著 勉誠出版

36 019.1 家の光読書エッセイ入選作品集 第15回 家の光協会/[編] 家の光協会

37 019.2 白熱!「中学読書プロジェクト」 赤荻千恵子/編著 浜本純逸/監修 学事出版

38 019.5 絵本から「子ども福祉」を考える 青木文美/編 春風社

39 019.5 私が選ぶ絵本100 マイルスタッフ/[編] マイルスタッフ

40 019.9 テーマ別のビブリオトーク 笹倉剛/著 あいり出版

41 019.9 本屋大賞 2016 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

42 021.2 音楽ビジネスの著作権 前田哲男/著 谷口元/著 著作権情報センター

43 021.4 伝わるデザインの基本 高橋佑磨/著 片山なつ/著 技術評論社

44 021.4 編集 豊田きいち/著 久野寧子/取材・構成・執筆
パイインターナショ
ナル

45 023 EPUB戦記 小林龍生/著 慶應義塾大学出版会

46 024.1 これからの本屋 北田博充/著 書肆汽水域

47 041 生命(いのち)のことば 毎日新聞社/編 高野山真言宗総本山金剛峯寺/編 毎日新聞出版

48 049 偶然短歌 いなにわ/著 せきしろ/著 飛鳥新社

49 071 ジャパンタイムズ社説集 2016年上半期 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

50 080 エリュトラー海案内記 2 蔀勇造/訳註 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 いま哲学に何ができるのか? ガリー・ガッティング/[著] 外山次郎/訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2 123.8 実践・論語塾 安岡定子/著 ポプラ社

3 130.4 哲学のメガネ 三好由紀彦/著 河出書房新社

4 135.5 哲学においてマルクス主義者であること ルイ・アルチュセール/著 市田良彦/訳 航思社

5 135.5 リクール読本 鹿島徹/編 越門勝彦/編 法政大学出版局

6 140 高校生に知ってほしい心理学 宮本聡介/編著 伊藤拓/編著 学文社

7 140.4 影響力の心理 ヘンリック・フェキセウス/著 樋口武志/訳 大和書房

8 141.3 仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方 宇都出雅巳/著
クロスメディア・パ
ブリッシング

9 141.6 許せないという病  扶桑社新書 片田珠美/著 扶桑社

10 141.9 筆跡の魔法 芳田マサヒロ/著 飛鳥新社

11 146.1 人生を変える勇気  中公新書ラクレ 岸見一郎/著 中央公論新社

12 146.8 暮らしの中のカウンセリング入門 神戸松蔭女子学院大学人間科学部心理学科/編 北大路書房

13 146.8 心を読み解く技術 原田幸治/著 晶文社

14 146.8 心理療法という謎 山竹伸二/著 河出書房新社

100  哲学 

- 2 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

15 146.8 スタンフォード大学マインドフルネス教室 スティーヴン・マーフィ重松/著 坂井純子/訳 講談社

16 146.8 「すべて投げ出してしまいたい」と思ったら読む本 諸富祥彦/著 朝日新聞出版

17 146.8 「自分の居場所がない」と感じたときに読む本 水島広子/著 かんき出版

18 146.8
「どうせうまくいかない」が「なんだかうまくいきそ
う」に変わる本

杉山崇/著 永岡書店

19 146.8 フォーカシングの心得 ビビ・サイモン/著 ロザ・ズビザリタ/編 創元社

20 148.3 未来輝く赤ちゃんの名前事典 2016-2017年版 牧野恭仁雄/監修 主婦の友社

21 151.6 世界の学者が語る「幸福」 レオ・ボルマンス/編 猪口孝/監訳 西村書店

22 159 1秒で「気がきく人」がうまくいく 松澤萬紀/著 ダイヤモンド社

23 159 一流のウソは、人を幸せにする。 中谷彰宏/著 ぱる出版

24 159 嫌なことを笑って済ませる心の習慣 植西聰/著 さくら舎

25 159 結局、「1%に集中できる人」がすべてを変えられる 藤由達藏/著 青春出版社

26 159 桜井章一の折れない心のつくり方 桜井章一/著 ぱる出版

27 159 人生の超難問Q&A ひろさちや/著
集英社インターナ
ショナル

28 159 好きなように生きる下準備  ベスト新書 中川淳一郎/著 ベストセラーズ

29 159 成長思考 赤羽雄二/著 日本経済新聞出版社

30 159 世界一受けたい「心理学×哲学」の授業 嶋田将也/著 ワニブックス

31 159 超一流はアクティブラーニングを、やっている。 相川秀希/著 東京書籍

32 159 +1cm キムウンジュ/文 ヤンヒョンジョン/イラスト 文響社

33 159 本物の大人になる 川北義則/著 三笠書房

34 159 「水」のように生きる 植西聰/著 ダイヤモンド社

35 159 目からウロコの!「生き方」人間学 入江光海/著 まこといちオフィス

36 159.4
お客さまにもスタッフにも愛されるお店の「ありがと
う」の魔法

福島雄一郎/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

37 159.4 気力より体力 吉越浩一郎/著 KADOKAWA

38 159.4 自分の給料をいまより上げる方法 木暮太一/著 アスコム

39 159.4 47原則 服部周作/著 ダイヤモンド社

40 159.6 結局、丁寧な暮らしが美人をつくる。 松本千登世/著 講談社

41 159.6 30代から知っておきたい大人女子のお金レッスン 五丈凛華/著 フォレスト出版

42 159.6 美人な「しぐさ」 中井信之/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

43 159.7 わが息子よ、君はどう生きるか
フィリップ・チェスターフィールド/著 竹内均/
訳・解説

三笠書房

44 159.8 名言に学ぶ成功の条件  洋泉社

45 167 人名から読み解くイスラーム文化 梅田修/著 大修館書店

46 167 となりのイスラム 内藤正典/著 ミシマ社

47 167.1 イスラーム信仰概論 水谷周/著 明石書店

48 175.9 新羅神社と古代の日本 出羽弘明/著 同成社

49 180.9 ダライ・ラマ子どもと語る クラウディア・リンケ/著 森内薫/訳 春秋社

50 182.1 お坊さんが明かすあなたの町からお寺が消える理由 橋本英樹/著 洋泉社

51 182.1 西行・慈円と日本の仏教 大隅和雄/著 吉川弘文館

52 186.9 巡礼日記 垣添忠生/著 中央公論新社

53 188.8 禅と掃除 枡野俊明/著 沖幸子/著 祥伝社

54 198.2 戦国河内キリシタンの世界 神田宏大/編 大石一久/編 批評社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 198.3 カルヴァン C.シュトローム/著 菊地純子/訳 教文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 父が子に語る世界歴史 4 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

2 209 父が子に語る世界歴史 5 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

3 209 父が子に語る世界歴史 6 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 7 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 8 ジャワーハルラール・ネルー/[著] 大山聰/訳 みすず書房

6 212.7 台与の正体 関裕二/著 河出書房新社

7 213 龍神のコード 池田潤/著 戎光祥出版

8 213.3 飛鳥むかしむかし 飛鳥誕生編 奈良文化財研究所/編 早川和子/絵 朝日新聞出版

9 214.2 鎌倉文化の思想と芸術 田中英道/著 勉誠出版

10 216 世界から見た20世紀の日本 保阪正康/ほか著 山川出版社

11 216 明治という奇跡 皿木喜久/著 展転社

12 217 昭和史講義 2 ちくま新書 筒井清忠/編 筑摩書房

13 217 昭和時代 1980年代 読売新聞昭和時代プロジェクト/著 中央公論新社

14 217 戦争まで 加藤陽子/著 朝日出版社

15 217
伝説の英国人記者が見た日本の戦争・占領・復興1935-
1965

ヘッセル・ティルトマン/著 加瀬英明/訳 祥伝社

16 217 「日本スゴイ」のディストピア 早川タダノリ/著 青弓社

17 217.5 皇居炎上 中澤昭/著 近代消防社

18 217.5 戦争と看護婦 川嶋みどり/著 川原由佳里/著 国書刊行会

19 217.5 戦地からの最期の手紙 将口泰浩/著 海竜社

20 217.5 天馬山 浅井亜紀子/編著 春風社

21 217.5 特攻なぜ拡大したのか 大島隆之/著 幻冬舎

22 217.5 密室の戦争 片山厚志/著 NHKスペシャル取材班/著 岩波書店

23 217.6 教養としての戦後<平和論> 山本昭宏/著 イースト・プレス

24 217.6 戦後史の決定的瞬間  ちくま新書 藤原聡/著 筑摩書房

25 217.6 ひとびとの精神史 第9巻  岩波書店

26 219.2 よくわかる盛岡の歴史 加藤章/著 高橋知己/著 東京書籍

27 219.5 宮坂武男と歩く戦国信濃の城郭 宮坂武男/著 戎光祥出版

28 219.9 誤国 高江洲歳満/著 東海教育研究所

29 222 中国の論理  中公新書 岡本隆司/著 中央公論新社

30 222.0 逆転の大中国史 楊海英/著 文藝春秋

31 222.0 天下と天朝の中国史  岩波新書 新赤版 檀上寛/著 岩波書店

32 236.0 カルリスタ戦争 石塚秀雄/著 彩流社

33 280.4 マスラオ礼賛 ヤマザキマリ/著 幻冬舎

34 281.0 殿様の通信簿 上 磯田道史/著 埼玉福祉会

35 281.0 殿様の通信簿 下 磯田道史/著 埼玉福祉会

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 281.0 戦国武将英雄譚の誕生 橋本章/著 岩田書院

37 281.0 不透明な時代を生き抜く名将の戦略 皆木和義/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

38 281.4 新潟が生んだ七人の思想家たち 小松隆二/著 論創社

39 288.4 随行記 川島裕/著 文藝春秋

40 288.4 天皇陵謎解き完全ガイド 中山良昭/監修・著 廣済堂出版

41 289.1 前田利家・利長 大西泰正/編著 戎光祥出版

42 289.1 城主になった女 井伊直虎 梓澤要/著 NHK出版

43 289.1 ディズニーを目指した男大川博 津堅信之/著 日本評論社

44 289.1 15歳の被爆者 切通理作/著 狩野美智子/著 彩流社

45 289.1 高坂正堯と戦後日本 五百旗頭真/編 中西寛/編 中央公論新社

46 289.1 「私」を受け容れて生きる 末盛千枝子/著 新潮社

47 289.1 花森安治と『暮しの手帖』 山田俊幸/編著 岩崎裕保/編著 小学館

48 289.1 父母の記 渡辺京二/著 平凡社

49 289.1 孫文を助けた山田良政兄弟を巡る旅 岡井禮子/著 彩流社

50 289.2 乾隆帝伝 後藤末雄/著 新居洋子/校注 国書刊行会

51 289.3 ミッテラン ミシェル・ヴィノック/著 大嶋厚/訳 吉田書店

52 290.9
本当にお値打ちな海外パックツアーの選び方・楽しみ
方

佐藤治彦/著 扶桑社

53 290.9 地球の歩き方 B16 カナダ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

54 290.9 地球の歩き方 D13 ソウル 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

55 290.9 地球の歩き方 E09 東アフリカ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

56 291.0 絶景ドライブ日本の峠を旅する  学研プラス

57 291.0 HAPPY MOUNTAIN 山と溪谷社/編 山と溪谷社

58 291.0 六角精児「呑み鉄」の旅 六角精児/[著] 世界文化社

59 291.1 温泉やど北海道 [2016-2]  昭文社

60 291.2 温泉やど東北 [2016-2]  昭文社

61 291.3 温泉やど関東・甲信越 17  昭文社

62 291.3 太田和彦の東京散歩、そして居酒屋 太田和彦/著 河出書房新社

63 291.3 ニッポンを解剖する!東京図鑑  JTBパブリッシング

64 291.4 るるぶ石川 17  JTBパブリッシング

65 291.6 るるぶ天橋立城崎 17  JTBパブリッシング

66 291.6 大阪ベストスポット [2016]  昭文社

67 291.7 松江・出雲・石見銀山・境港  JTBパブリッシング

68 291.9 やえやまガイドブック [2016]改訂版  南山舎

69 292.2 るるぶ上海・蘇州  JTBパブリッシング

70 292.4 るるぶフィリピン [2016]  JTBパブリッシング

71 292.7 トルコ・イスタンブール [2016]  昭文社

72 293.0 旅の賢人たちがつくったヨーロッパ旅行最強ナビ
山田静withひとり旅活性化委員会/編 山田静
withひとり旅活性化委員会/編

辰巳出版

73 293.3 イギリス  実業之日本社

74 293.4 夢見る美しき古都ハンガリー・ブダペストへ 鈴木文恵/著 イカロス出版

75 293.4 ウィーン プラハ・ブダペスト [2016]  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 293.5 オランダ・ベルギー・ルクセンブルク  実業之日本社

77 293.7 イタリア  朝日新聞出版

78 293.7 ロベルトからの手紙 内田洋子/著 文藝春秋

79 293.7 北イタリア国境の町々 下 河野穣/著 朝日出版社

80 297.2 ニュージーランド  実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 沖縄への短い帰還 池澤夏樹/著 ボーダーインク

2 304 日の沈む国から 加藤典洋/著 岩波書店

3 304 いよいよ歴史戦のカラクリを発信する日本人 ケント・ギルバート/著 PHP研究所

4 304 デタラメが世界を動かしている 小浜逸郎/著 PHP研究所

5 304 日本はこの先どうなるのか 高橋洋一/著 幻冬舎

6 304 日本一心を揺るがす新聞の社説 3 水谷もりひと/著 ごま書房新社

7 308 岩波講座現代 9 デジタル情報社会の未来 大澤真幸/編集委員 佐藤卓己/編集委員 岩波書店

8 312.1 偽りの保守・安倍晋三の正体  講談社+α新書 岸井成格/[著] 佐高信/[著] 講談社

9 312.1 総理 山口敬之/著 幻冬舎

10 312.2 金正日秘録 李相哲/著 産経新聞出版

11 312.9 図解でよくわかる地政学のきほん 荒巻豊志/監修 誠文堂新光社

12 315 「野党」論  ちくま新書 吉田徹/著 筑摩書房

13 317.6 情報公開・開示請求実務マニュアル 坂本団/編 民事法研究会

14 318.2 しごとの「強化」書 広島県マネジメント研究会/編著 湯崎英彦/監修 ぎょうせい

15 318.6 地域創生成功の方程式 木村俊昭/著 ぎょうせい

16 318.6 神山プロジェクトという可能性 グリーンバレー/共著 信時正人/共著 廣済堂出版

17 318.6 series田園回帰 5  農山漁村文化協会

18 318.6 大学生、限界集落へ行く 専修大学経営学部森本ゼミナール/編 専修大学出版局

19 319 世界史の大転換  PHP新書 佐藤優/著 宮家邦彦/著 PHP研究所

20 319.1 ドキュメント北方領土問題の内幕 若宮啓文/著 筑摩書房

21 319.1 日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 矢部宏治/著
集英社インターナ
ショナル

22 319.5 「核なき世界」の終着点 吉野直也/著 日本経済新聞出版社

23 319.8 安保論争  ちくま新書 細谷雄一/著 筑摩書房

24 319.8 原爆ドーム 頴原澄子/著 吉川弘文館

25 319.8 ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班/著 筑摩書房

26 320.4 子どもと法 丹羽徹/編 法律文化社

27 323.1 君は憲法第8章を読んだか 大前研一/著 小学館

28 323.1 憲法の地図 大島義則/著 法律文化社

29 323.1 スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える 松井茂記/編著 有斐閣

30 324.4 債権回収の法律と実務 奈良恒則/監修 三修社

31 324.7
これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて
16-17年版

堀招子/監修 原木規江/監修 ナツメ社

300 社会科学  

- 6 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

32 332.1 人口と日本経済  中公新書 吉川洋/著 中央公論新社

33 332.1 日本経済入門の入門 勝又壽良/著 アイバス出版

34 332.1 人びとの戦後経済秘史 東京新聞・中日新聞経済部/編 岩波書店

35 332.1 戦後70年の日本資本主義 渡辺治/著 石川康宏/著 新日本出版社

36 333.6 欧州壊滅世界急変 渡邉哲也/著 徳間書店

37 333.8 持続する情熱 国際協力機構/監修 万葉舎

38 334.4 太平洋戦争と日系アメリカ人の軌跡 吉浜精一郎/著 芙蓉書房出版

39 335 企業法務のための訴訟マネジメント 笹川豪介/編著 小長谷真理/[ほか]著 中央経済社

40 335 ひとりビジネスのはじめ方 吉田英樹/著 青月社

41 335.1 ソーシャルパワーの時代 玉村雅敏/編著 産学社

42 335.1 「いい会社」のつくり方 藤井正隆/著 坂本光司/監修 WAVE出版

43 336.1 事業計画書は1枚にまとめなさい 上野光夫/著 ダイヤモンド社

44 336.1 役員になれる人の「数字力」使い方の流儀 田中慎一/著 明日香出版社

45 336.2
能力以上の成果を引き出す本物の仕分け術  青春新書
INTELLIGENCE

鈴木進介/著 青春出版社

46 336.2 トヨタの失敗学 OJTソリューションズ/著 KADOKAWA

47 336.2 仕事が速いお金持ち仕事が遅い貧乏人 午堂登紀雄/著 学研プラス

48 336.2 超仮説思考 高野研一/著 かんき出版

49 336.2
超解ロジカルシンキングで面白いほど仕事がうまくい
く本

本田一広/著 あさ出版

50 336.4
日本でいちばん社員のやる気が上がる会社  ちくま新
書

坂本光司/著 坂本光司研究室/著 筑摩書房

51 336.4 やってはいけない!職場の作法  ちくま新書 高城幸司/著 筑摩書房

52 336.4
小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 16
〜'17年版

池本修/監修 鹿田淳子/著 成美堂出版

53 336.4 言いにくいことをハッキリ言っても好かれる人の習慣 能町光香/著 すばる舎

54 336.4 戦力「内」通告 ダン・ラスト/著 武藤陽生/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

55 336.5 超・箇条書き 杉野幹人/著 ダイヤモンド社

56 336.5 お金をドブに捨てないシステム開発の教科書 中川充/著 技術評論社

57 336.8 これならわかる決算書キホン50! 2017年版 木村直人/著 中央経済社

58 336.9 税務署は3年泳がせる。 飯田真弓/著 日本経済新聞出版社

59 336.9 ひとり社長の経理の基本 井ノ上陽一/著 ダイヤモンド社

60 336.9 経理のしくみ 河原大輔/監修 三修社

61 337.2 通貨の日本史  中公新書 高木久史/著 中央公論新社

62 338.1 バフェットからの手紙
バフェット/[著] ローレンス・A.カニンガム
/[編]著

パンローリング

63 338.1 百人百色の投資法 Vol.4 JACK/著 パンローリング

64 338.3 マイナス金利政策 岩田一政/編著 左三川郁子/編著 日本経済新聞出版社

65 338.3 超金融緩和からの脱却 白井さゆり/著 日本経済新聞出版社

66 338.7 住宅ローンがよ〜くわかる本 石橋知也/著 秀和システム

67 345 税務ハンドブック 平成28年度版 杉田宗久/著 宮口定雄/編 コントロール社

68 345.1 改正電子帳簿保存法完全ガイド 袖山喜久造/著 税務研究会出版局

69 345.5 路線価による土地評価の実務 平成28年8月改訂 小野山匠海/共著 長井庸子/共著 清文社

70 345.5
トップクラスの専門家集団が教える相続、贈与、譲
渡、法律完全攻略

法律・税金・経営を学ぶ会/編
明日香出版社アシス
ト出版部

71 345.5 相続の6つの物語 本郷尚/著 日本経済新聞出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 360.4 結婚クライシス 山田昌弘/著 東京書籍

73 361.4 文化とコミュニケーション 大屋幸恵/編著 内藤暁子/編著 北樹出版

74 361.4 こうすれば人は動いてくれる ボブ・バーグ/著 弓場隆/訳 サンマーク出版

75 361.4 一緒にいてイライラする人、ホッとする人 本郷陽二/著 PHP研究所

76 361.4 人を動かす人の「質問力」 ジョン・C.マクスウェル/著 岡本行夫/監訳 三笠書房

77 361.5 在日本 毛丹青/責任編集 李淵博/中国語版発行人 潮出版社

78 361.6 日本会議とは何か 上杉聰/著 合同出版

79 364.6 もらえる年金が本当にわかる本 16〜'17年版 下山智恵子/著 甲斐美帆/著 成美堂出版

80 365 企業担当者のための消費者法制実践ガイド 武井一浩/監修 矢嶋雅子/監修 日経BP社

81 365 今日からはじめるライフプラン [2016]  
地域社会ライフプラ
ン協会

82 365.3 なぜ母親は娘を手にかけたのか 井上英夫/編 山口一秀/編 旬報社

83 366.2 士業者が身につけたい顧客をつかむ面談術 坪田まり子/著 清文社

84 366.3 労働安全衛生法のはなし  中災防新書 畠中信夫/著
中央労働災害防止協
会

85 366.3 予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷英夫/著 日本加除出版

86 367.3 働くママと子どもの<ほどよい距離>のとり方 榊原洋一/監修 高石恭子/編 柘植書房新社

87 367.6 18歳選挙世代は日本を変えるか  ポプラ新書 原田曜平/著 ポプラ社

88 367.7 下流老人と幸福老人  光文社新書 三浦展/著 光文社

89 367.7 一生お金に困らない老後の生活術 保坂隆/著 PHP研究所

90 367.7 両親の送り方 宮子あずさ/著 さくら舎

91 368.5 ヤクザになる理由  新潮新書 廣末登/著 新潮社

92 368.5 海賊船ハンター ロバート・カーソン/著 森夏樹/訳 青土社

93 368.6 「鬼畜」の家 石井光太/著 新潮社

94 369 これから介護を始める人が知っておきたい介助術 田中義行/著 日本実業出版社

95 369.0
損保ジャパン日本興亜福祉財団賞受賞記念講演録 第16
回

 
損保ジャパン日本興
亜福祉財団

96 369.1 ニーズ対応型福祉サービスの開発と起業化 福祉マネジメント研究会/[編]
損保ジャパン日本興
亜福祉財団

97 369.2
障害者総合支援法事業者ハンドブック 2016年版指定基
準編

 中央法規出版

98 369.2 「ユマニチュード」という革命
イヴ・ジネスト/著 ロゼット・マレスコッティ/
著

誠文堂新光社

99 369.2 障害者のリアル×東大生のリアル
野沢和弘/編著 「障害者のリアルに迫る」東大
ゼミ/著

ぶどう社

100 369.2 介護のこころが虐待に向かうとき 松本一生/著 松本章子/著
ワールドプランニン
グ

101 369.2 発症から看取りまで認知症ケアがわかる本 渡辺千鶴/著 杉山孝博/監修 洋泉社

102 369.2
入門図解これだけは知っておきたい介護施設の法律問
題・施設管理マニュアル

若林美佳/監修 三修社

103 369.3 もしもごはん 今泉マユ子/著 清流出版

104 369.3 地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト/編 寄藤文平/絵 ポプラ社

105 369.4 保育園に入ろう! 山下真実/著 洋泉社

106 370.4 子どもの疑問を大切に 大前孝夫/著 丸善プラネット

107 370.4 勉強しなければだいじょうぶ 五味太郎/著 内海陽子/聞き手 集文社

108 371.4 子どもは発達まっ最中 棚橋啓一/著 文理閣

109 371.5 コミュニティ・スクール 佐藤晴雄/著 エイデル研究所

110 373.1 公教育をイチから考えよう リヒテルズ直子/著 苫野一徳/著 日本評論社

111 374.1 まさかの学級崩壊!?「ヤバいクラス」立て直し術! 中嶋郁雄/著 学陽書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

112 374.9 みんなの学校安全 喜多明人/編著 浅見洋子/編著 エイデル研究所

113 374.9 給食・食育で子どもが変わる 新村洋史/編著 新日本出版社

114 375.1 入門情報リテラシーを育てる授業づくり 鎌田和宏/著 少年写真新聞社

115 375.1 開かれた『学び合い』はこれで成功する! 水落芳明/編著 阿部隆幸/編著 学事出版

116 375.3 ここまで変わった日本史教科書 高橋秀樹/著 三谷芳幸/著 吉川弘文館

117 375.3 特別の教科道徳Q&A 松本美奈/編 貝塚茂樹/編 ミネルヴァ書房

118 375.7 小学生のやさしい器楽合奏曲集 [2016] 芦川登美子/編著 自由現代社(発売)

119 376.1 0〜5歳児うたってかんたんパネルシアター 古宇田亮順/監修 ひかりのくに

120 376.1 子どもに伝える行事の由来と行事食 すとうあさえ/監修 メイト

121 376.4 NLAナキワラ! 第38回(2015)
ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会/
編

ニューライフ・アドベン
チャー運動実行委員会

122 377.9 「音大卒」の戦い方 大内孝夫/著 武蔵野音楽大学/協力
ヤマハミュージック
メディア

123 377.9 集団面接・集団討論完全対策マニュアル 中谷充宏/著 秀和システム

124 378 特別支援の必要な子に役立つかんたん教材づくり29 武井恒/著 学芸みらい社

125 379.4 「18歳選挙権」で社会はどう変わるか  集英社新書 林大介/著 集英社

126 379.4 きみがもし選挙に行くならば 古川元久/著 集英社

127 379.9 楽しく遊んで、子どもを伸ばす
茨城大学教育学部/編 茨城大学教育学部附属幼
稚園/編

福村出版

128 379.9 子どもの「書く力」は家庭で伸ばせる 高濱正伸/著 竹谷和/著 実務教育出版

129 379.9 アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉 和田秀樹/著 大和書房

130 382.1 季節の民俗誌 野本寛一/著 玉川大学出版部

131 383.1 軍装・服飾史カラー図鑑 辻元よしふみ/著 辻元玲子/イラスト イカロス出版

132 383.1 近代日本学校制服図録 難波知子/著 創元社

133 383.1 こども服の歴史 エリザベス・ユウィング/著 能澤慧子/訳 東京堂出版

134 383.8 江戸の食と暮らし  洋泉社

135 383.8 食の歴史 ウィリアム・シットウェル/著 栗山節子/訳 柊風舎

136 385.6 葬儀とお墓の「新常識」 醍醐武明/編著 徳間書店

137 385.6 葬儀・法要・相続マナーと手続きのすべて 主婦の友社/編 主婦の友社

138 390.9 写真で見る明治の軍装 藤田昌雄/著 潮書房光人社

139 391.2 日本海海戦の真実 野村實/著 吉川弘文館

140 391.6 サイバー戦争論 伊東寛/著 原書房

141 395.3 軍港都市史研究 6  清文堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 400 小学6年分の理科が面白いほど解ける65のルール 倉橋修/著 明日香出版社

2 410.4 数学の作法 蟹江幸博/著 近代科学社

3 410.4 ニューヨークタイムズの数学 ジーナ・コラータ/編 小川浩一/訳 WAVE出版

4 418.6 パブロフくんと学ぶ電卓使いこなしBOOK よせだあつこ/著 中央経済社

5 424 「音響学」を学ぶ前に読む本 坂本真一/共著 蘆原郁/共著 コロナ社

6 427
光と電磁気 ファラデーとマクスウェルが考えたこと
ブルーバックス

小山慶太/著 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 431.5
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か  ブルー
バックス

光化学協会/編 井上晴夫/監修 講談社

8 440.2 天文学者たちの江戸時代  ちくま新書 嘉数次人/著 筑摩書房

9 445 最新惑星入門  朝日新書 渡部潤一/著 渡部好恵/著 朝日新聞出版

10 448.9 日本の山岳標高1003山 日本地図センター/編集 日本地図センター

11 449.3 春夏秋冬土用で暮らす。 冨田貴史/著 植松良枝/著 主婦と生活社

12 449.3 七十二候のゆうるり歳時記手帖 森乃おと/著 ささきみえこ/絵 雷鳥社

13 451.8 気候変化レポート 2015 東京管区気象台/[編] 東京管区気象台

14 465 雪と氷の世界を旅して 植竹淳/著 東海大学出版部

15 465 ときめく微生物図鑑 塩野正道/写真 塩野暁子/写真 山と溪谷社

16 467.2 ゲノム編集とは何か  講談社現代新書 小林雅一/著 講談社

17 468 観察する目が変わる水辺の生物学入門 西川潮/著 伊藤浩二/著 ベレ出版

18 468 となりの生物多様性 宮下直/著 工作舎

19 469.2 ヒト  中公新書 島泰三/著 中央公論新社

20 471.3 植物たちの静かな戦い 藤井義晴/著 化学同人

21 472.1 ガイドブック白山の花 安原修次/撮影・著 ほおずき書籍

22 480.4 進化くん マラ・グランバム/著 早川いくを/訳 飛鳥新社

23 481.3 サイボーグ化する動物たち エミリー・アンテス/著 西田美緒子/訳 白揚社

24 481.7 動物言語の秘密 ベニュス/著 バルベリス/絵 西村書店

25 482.1 野生動物の餌付け問題 畠山武道/監修 小島望/編著 地人書館

26 484 ときめく貝殻図鑑 寺本沙也加/文 大作晃一/写真 山と溪谷社

27 485.7 世にも美しい瞳ハエトリグモ 須黒達巳/著 ナツメ社

28 486.1 昆虫は最強の生物である
スコット・リチャード・ショー/著 藤原多伽夫/
訳

河出書房新社

29 486.1 趣味からはじめる昆虫学 熊澤辰徳/編 オーム社

30 486.1 虫のすみか 小松貴/著 ベレ出版

31 486.4 鳴く虫ハンドブック 奥山風太郎/著 文一総合出版

32 486.4 鳴く虫の捕り方・飼い方 後藤啓/著 築地書館

33 487.7 ベラ&ブダイ 加藤昌一/著 誠文堂新光社

34 488.6 ペンギンの楽園 水口博也/著 山と溪谷社

35 488.9 カラスと京都 松原始/著 旅するミシン店

36 490.1 死すべき定め アトゥール・ガワンデ/[著] 原井宏明/訳 みすず書房

37 490.1 家族で看取るおくりびとの心得10 高丸慶/著 学研プラス

38 490.4 いのちの分水嶺 石川恭三/著 埼玉福祉会

39 490.4 しあわせに死ぬために 近藤誠/著 双葉社

40 490.4 ハラゴンの診療日記 原和人/著 いかだ社

41 490.4 日野原重明先生の生き方教室 日野原重明/著 大西康之/聞き手 日経BP社

42 490.4 今すぐ「それ」をやめなさい! 森田豊/著 すばる舎

43 491.3 カラー図解はじめての生理学 上 ブルーバックス 田中(貴邑)冨久子/著 講談社

44 491.3 自力で腸を強くする30の法則 辨野義己/著 宝島社

45 491.5 毒!生と死を惑乱 船山信次/著 さくら舎

46 491.7 あなたの体は9割が細菌 アランナ・コリン/著 矢野真千子/訳 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 492.3 基礎からわかる服薬指導 浜田康次/著 吉江文彦/著 ナツメ社

48 492.7 血管指圧で血流をよくし、身心の疲れをスッと消す! 浪越孝/著 さくら舎

49 493.1 現場で役立つ!ケアマネジャーのための医療知識 コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版

50 493.1 膠原病・リウマチがわかる本 宮坂信之/著 法研

51 493.1 終わっとらんばい!ミナマタ 矢吹紀人/著 合同出版

52 493.6
腰痛・脊柱管狭窄症と坐骨神経痛を治すコツがわかる
本

竹川広三/監修 主婦の友インフォス/編 主婦の友インフォス

53 493.6 痛くないストレッチ 三木英之/監修 KADOKAWA

54 493.7 はじめての森田療法  講談社現代新書 北西憲二/著 講談社

55 493.7 頭痛女子バイブル 五十嵐久佳/監修 世界文化社

56 493.7 てんかんが怖くなくなる本 大槻泰介/著 法研

57 493.7 14歳からの発達障害サバイバルブック 難波寿和/著 高橋稚加江/イラスト 学苑社

58 493.7 夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾益知/著 滝口のぞみ/著 河出書房新社

59 493.7 認知症の食事ケア ともに笑顔の毎日ごはん 山口晴保/監修 大越郷子/料理制作 主婦と生活社

60 493.7 「認知症」がとまった!? 山本朋史/著 朝日新聞出版

61 493.7 よくわかる失語症ことばの攻略本 ことば体操編 沼尾ひろ子/著 エスコアール

62 493.7 うつ病のことが正しくわかる本 野村総一郎/監修 西東社

63 493.9 発達障害とはなにか 古荘純一/著 朝日新聞出版

64 493.9 やさしくわかる子どもの起立性調節障害 田中大介/著 洋泉社

65 493.9 子どものうつ病 長尾圭造/著 明石書店

66 494.5 口腔ケアでがん治療はグッと楽になる 百合草健圭志/監修 講談社

67 494.5 抗がん剤治療と上手につきあう本 岩瀬弘敬/監修 陶山浩一/編集 日経BP社

68 494.5 人生の最期を医者任せにするのはやめなさい 小野寺時夫/著 PHP研究所

69 494.5
難しいことはわかりませんが、「がん」にならない方
法を教えてください!

水上治/著 大橋弘祐/著 文響社

70 494.7 ひざ痛は自分で治せる! 杉本和隆/著 主婦の友社

71 494.9 腎臓病のことがよくわかる本 小松康宏/監修 講談社

72 495 女性の気になる不調を解決! 池谷敏郎/著 清流出版

73 495 女が40代になったら知っておきたいこと
クリスティアン・ノースロップ/著 姫野友美/監
訳

三笠書房

74 495 女30代からのなんだかわからない体の不調を治す本 松村圭子/[著] 東京書店

75 495.4 生殖医療の衝撃  講談社現代新書 石原理/著 講談社

76 498.0 天国の扉をたたくとき ケイティ・バトラー/著 布施由紀子/訳 亜紀書房

77 498.1 ルポ看護の質  岩波新書 新赤版 小林美希/著 岩波書店

78 498.3 自律神経を整える「長生き呼吸」 坂田隆夫/著 マキノ出版

79 498.3 走れば脳は強くなる 重森健太/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

80 498.3 健康寿命を10年延ばす免疫力の高め方 小田治範/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

81 498.3 一流の睡眠 裴英洙/著 ダイヤモンド社

82 498.4 その痛みやめまい、お天気のせいです  健康人新書 若林理砂/著 廣済堂出版

83 498.5 なにをどれだけ食べたらいいの? 香川芳子/監修 女子栄養大学出版部

84 498.5 10日間でやせ体質に生まれ変わる野菜レシピ 岸村康代/著 アスコム

85 498.5 ココナッツオイル健康事典 白澤卓二/監修 誠文堂新光社

86 498.5 科学的データでわかる果物の新常識 田中敬一/共著 原田都夫/共著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

87 498.5 やせる冷蔵庫 村山彩/著 サンマーク出版

88 498.5 図解ダイエットは運動1割、食事9割 森拓郎/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

89 498.8 中小企業のメンタルヘルス対策 土屋留美/著 第一法規

90 498.8 “うつ”からの完全復職バイブル 藤田潔/著 古川修/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

91 499.8 アロマセラピーパーフェクトBOOK アネルズあづさ/著 ナツメ社

92 499.8 アロマテラピー検定公式テキスト 1級 日本アロマ環境協会/編 日本アロマ環境協会

93 499.8 アロマテラピー検定公式テキスト 2級 日本アロマ環境協会/編 日本アロマ環境協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507.1 世界をつくった6つの革命の物語 スティーブン・ジョンソン/著 大田直子/訳 朝日新聞出版

2 507.9 作る!超リアルなジオラマ 情景師アラーキー/著 誠文堂新光社

3 509.1 標準化教本 江藤学/編集委員長 日本規格協会

4 509.2 ベトナムの工業化と日本企業 前田啓一/編著 池部亮/編著 同友館

5 518.5 「進化する」日本のトイレ空間デザイン  
アルファブックス/ア
ルファ企画

6 518.8 みず・ひと・まち 畔柳昭雄/著 上山肇/著 技報堂出版

7 519.7 事件に学ぶ廃棄物処理法 堀口昌澄/編著 日経エコロジー/編著 日経BP社

8 523.1 京都・大阪・神戸名建築さんぽマップ 円満字洋介/執筆・写真撮影 エクスナレッジ

9 523.1 東京建築さんぽマップ 松田力/執筆・写真撮影 エクスナレッジ

10 524.9 なぜ新耐震住宅は倒れたか 日経ホームビルダー/編 日経BP社

11 527.1 海外ドラマの間取りとインテリア 小野まどか/著 イエマガ編集部/著 エクスナレッジ

12 527.1
知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガイ
ドブック

西村顕/著 本田秀夫/著 中央法規出版

13 532.0 ザ・町工場 諏訪貴子/著 日経BP社

14 536 観光列車データブック  双葉社

15 536.8 電動アシスト自転車を使いつくす本 疋田智/著 東京書籍

16 537.0 偽りの帝国 熊谷徹/著 文藝春秋

17 537.2 4Rの突破力 ダイヤモンド・ビジネス企画/編・著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

18 539.9 プルートピア ケイト・ブラウン/著 高山祥子/訳 講談社

19 547.4 LINE&Facebook & Twitter & Instagram超入門 リンクアップ/著 技術評論社

20 547.4 この一冊で全部わかるサーバーの基本 きはしまさひろ/著 SBクリエイティブ

21 547.4 この一冊で全部わかるネットワークの基本 福永勇二/著 SBクリエイティブ

22 547.4
Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガ
イド

上野宣/著 翔泳社

23 547.4 かんたんネットワーク入門 三輪賢一/著 技術評論社

24 547.6 衛星通信ガイドブック 2016  
サテマガ・ビー・ア
イ

25 549.0 鴻海帝国の深層 王樵一/著 永井麻生子/訳 翔泳社

26 549.3 電子回路が一番わかる 清水暁生/著 技術評論社

27 552.7 帆船讃歌 大杉勇/著 成山堂書店

28 557.8 漂流 角幡唯介/著 新潮社

29 584.7 靴磨きの本 長谷川裕也/著 亜紀書房

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 588.3 南蛮貿易とカステラ  福砂屋

31 588.5 全国の日本酒大図鑑 西日本編
友田晶子/監修 日本酒サービス研究会・酒匠研
究会連合会/監修

マイナビ出版

32 588.5 全国の日本酒大図鑑 東日本編
友田晶子/監修 日本酒サービス研究会・酒匠研
究会連合会/監修

マイナビ出版

33 588.5 The WINE
マデリン・パケット/著 ジャスティン・ハマッ
ク/著

日本文芸社

34 588.5 酒の科学 アダム・ロジャース/著 夏野徹也/訳 白揚社

35 588.9 日本懐かし即席めん大全 山本利夫/著 辰巳出版

36 590 もっと使える!ジップロックで暮らし上手 ジップロック暮らし上手編集部/著 KADOKAWA

37 590
「忙しいのにきちんとしてる」と言われる人の31の
ルール

毎田祥子/著 サンマーク出版

38 590 シンプル生活55のヒント みしぇる/著 SBクリエイティブ

39 590.4
3人子持ち働く母のモノを減らして家事や家計をラクに
する方法

尾崎友吏子/著 KADOKAWA

40 591
普通の人が、ケチケチしなくても毎年100万円貯まる59
のこと

佐藤治彦/著 扶桑社

41 594 いっぱい作って!遊ぼう!フェルトのおままごとこもの  ブティック社

42 594 手作りを楽しむイキイキかんたん手芸  ブティック社

43 594 かわうそブックのフェルトのスイーツ&フード かわうそ/著 主婦の友社

44 594.2
週末で完成!刺しゅうのアクセサリーベストセレクショ
ン

 アップルミンツ

45 594.3 カンタン!かぎ針編みアニマル大好き!エコたわし100  アップルミンツ

46 594.3 天使の赤ちゃんニット  アップルミンツ

47 594.3 3日でカンタン!かぎ針編みマフラー&スヌード50  アップルミンツ

48 594.6 下田直子のビーズ編み 下田直子/[著] 日本ヴォーグ社

49 594.6 つまみ細工の美しい色あわせ hong presents/著 誠文堂新光社

50 594.9 パン生地でつくるミニチュアパン雑貨 ぱんころもち/[著] カリーノぱん/[著] ブティック社

51 594.9 フェルト花の作り方BOOK  日本ヴォーグ社

52 595.4 nico…'sヘア・アレンジ・レッスン 溝口和也/著 グラフィック社

53 595.6 自宅でできるライザップ 食事編  扶桑社

54 596 接待の手土産 2016 ぐるなび「こちら秘書室」編集室/編 日本経済新聞出版社

55 596 つくりおきBEST200  枻出版社

56 596 薪ストーブ料理のレシピ  地球丸

57 596 誰でもカンタンらくらくつまみ 間口一就/著 世界文化社

58 596 予約のとれない料理教室レシピ 水島弘史/著 講談社

59 596.0 カレー語辞典 オカタオカ/絵 加来翔太郎/監修 誠文堂新光社

60 596.2 本日も餃子日和。 橘田いずみ/著 主婦と生活社

61 596.3 パワーサラダ 平岡淳子/監修 辰巳出版

62 596.3 プロに学ぶそばの自家製粉&自家製麵 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

63 596.3 野菜おかず作りおきかんたん217レシピ 岩崎啓子/著 新星出版社

64 596.3 フムス 佐藤わか子/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

65 596.6 はじめてのシュークリーム 熊谷裕子/著 旭屋出版

66 596.6 切ったら絵が出るちいさなべこもち 秋山直美/著 誠文堂新光社

67 596.6 琥珀糖のレシピ 杉井ステフェス淑子/著 池田書店

68 597 COFFEE LOVERの暮らす部屋  主婦の友社

69 597 ミニマリストという生き方 辰巳渚/著 宝島社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 599
あなたが自分らしく生きれば、子どもは幸せに育ちま
す

柴田愛子/[著] 小学館

71 599 赤ちゃんの脳を育む本 久保田競/共著 久保田カヨ子/共著 主婦の友社

72 599 重曹でナチュラルベビーケア 岩尾明子/著 主婦の友社

73 599 0〜3歳能力を育てる好奇心を引き出す 汐見稔幸/著 主婦の友社

74 599 なるほど!育じい道 石蔵文信/著 講談社

75 599.3 「健康おやつ」で子どもに免疫力を育む! 小山浩子/[著] 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 東京飛ばしの地方創生 山崎朗/共著 久保隆行/共著 時事通信出版局

2 602.1 みんなが知らない超優良企業  講談社+α新書 田宮寛之/[著] 講談社

3 610.1 地産地消の歴史地理 有薗正一郎/著 古今書院

4 612.1 農業カンブリア革命 齋藤章一/著 まつやま書房

5 615.8 鳥獣害  岩波新書 新赤版 祖田修/著 岩波書店

6 617.6 おいしいハーブガイド  主婦の友社

7 625.7 ナッツの歴史 ケン・アルバーラ/著 田口未和/訳 原書房

8 625.8 パイナップルぷるぷる本 谷山武士/文 小林紀晴/写真 コスモの本

9 627 誕生花と幸せの花言葉366日 主婦の友社/編 主婦の友社

10 627.8 はじめてのテラリウム 勝地末子/著 エクスナレッジ

11 627.8 日本の観葉植物スタートBOOK  栃の葉書房

12 627.8 苔の本 大野好弘/著 グラフィス

13 627.8 趣味の小もの盆栽 杉本佐七/編著 光芸出版編集部/編著 光芸出版

14 627.9 Atelier HANA 櫻井花代子/著 誠文堂新光社

15 629.7 実例リビングガーデン  ブティック社

16 629.7 リーフハンドブック 荻原範雄/監修 エフジー武蔵

17 645.6 動物愛護法入門 東京弁護士会公害・環境特別委員会/編 民事法研究会

18 645.6 愛犬の看取りマニュアル 南直秀/監修 秀和システム

19 645.6 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 井上こみち/著 ぺりかん社

20 645.6 犬連れ宿完全ガイド 2016-2017  枻出版社

21 645.6 イヌの看取りガイド 小林豊和/監修 エクスナレッジ

22 645.6 伊勢屋稲荷に犬の糞 仁科邦男/著 草思社

23 645.7 ネコのキモチ解剖図鑑 服部幸/監修 エクスナレッジ

24 645.9 モルモット 大崎典子/著 井川俊彦/写真 誠文堂新光社

25 646 かわいいフクロウと暮らす本 藤田征宏/監修 エムピージェー

26 652.1 山のきもち 山本悟/著 東京農業大学出版会

27 653.2 図説樹木の文化史 フランシス・ケアリー/著 小川昭子/訳 柊風舎

28 653.2 木のタネ検索図鑑 小南陽亮/編著 田内裕之/編著 文一総合出版

29 666.9 カクレクマノミの上手な飼い方  枻出版社

30 670.9 即効会社の英語ハンドブック 味園真紀/著 ベレ出版

600 産業 

- 14 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

31 670.9 英文ビジネスメールモノの言い方辞典 上野陽子/著 KADOKAWA

32 670.9 “カタチ”から入るビジネス英会話 児玉教仁/著 ダイヤモンド社

33 673.3 空間創造発想帖 日本空間デザイン協会/企画・監修 六耀社

34 673.3 人材が育つ営業現場の共通点 北澤孝太郎/著 PHP研究所

35 673.3 大型・新規案件獲得のための新法人営業マニュアル 北澤治郎/著 同友館

36 673.3 即決営業 堀口龍介/著 サンマーク出版

37 673.3 クレーム応対の教科書 西村宏子/著 すばる舎

38 673.3
あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バ
イブル

岡本達彦/著 ダイヤモンド社

39 673.3 自力でドカンと売上が伸びるネットショップの鉄則 竹内謙礼/著 技術評論社

40 673.3 販売員は夢を売る! 高橋伸枝/著 同友館

41 673.3 売れる企画、買わせるアイデア 矢田多都彦/著 合同フォレスト

42 673.8 さらばカリスマ 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

43 673.9
トップ美容業コンサルタントが教える驚異のカウンセ
リング会話術

橋本学/著 同文舘出版

44 673.9 「肉ひと筋」で、勝つ。 尾崎弘之/著 集英社

45 673.9 追憶のほんやら洞 甲斐扶佐義/編著 風媒社

46 673.9 志が人と組織を育てる 堀地速男/著 神渡良平/著 廣済堂出版

47 673.9
地域密着型デイサービス大競争時代を生き抜く黒字戦
略

浅岡雅子/著 浅岡伴夫/著 翔泳社

48 673.9 飲食店を開店・開業する前に読む本 藤岡千穂子/著 同文舘出版

49 673.9 お客が殺到する飲食店の始め方と運営 16〜'17年版 入江直之/著 成美堂出版

50 673.9
フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務
マニュアル

服部真和/監修 三修社

51 673.9 サラリーマン大家さん“1棟目”の教科書 峯島忠昭/著 ごま書房新社

52 674 超分類!キャッチコピーの表現辞典 森山晋平/編 誠文堂新光社

53 674.3 サードウェーブ・デザイン  
パイインターナショ
ナル

54 674.7 繁盛店が必ずやっているチラシ最強のルール 渋谷雄大/著 ナツメ社

55 674.9 金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか? 金鳥宣伝部/編
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

56 675 カスタマーセントリック思考 藤田康人/編著 三宅隆之/著 宣伝会議

57 675 人口減少時代を生き抜く中小企業 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

58 675
使えないとアウト!30代からはマーケティングで稼ぎな
さい

蛭川速/著 明日香出版社

59 675 「行動デザイン」の教科書 博報堂行動デザイン研究所/著 國田圭作/著 すばる舎

60 681.3 ストーリーから学ぶ交通事故の示談金を受け取るまで 篠田恵里香/編 アディーレ法律事務所/著 中央経済社

61 681.8 バスがまちを変えていく 中村文彦/著 牧村和彦/著 計量計画研究所

62 686.2 ニッポン鉄道の旅68選  平凡社新書 谷川一巳/著 平凡社

63 686.2 特別編成全国新幹線ライン全駅・全車両基地 川島令三/編著 講談社

64 686.2 ローカル鉄道という希望 田中輝美/著 河出書房新社

65 686.5 駅名・地名不一致の事典 浅井建爾/著 東京堂出版

66 689.4 旅とオーガニックと幸せと 星野紀代子/著 コモンズ

67 689.5 ディズニーランドの社会学 新井克弥/著 青弓社

68 689.5 キッザニア東京&甲子園 キッザニア探検倶楽部/著 メイツ出版

69 689.5 世界魅惑の遊園地 洋泉社編集部/編 洋泉社

70 689.8
伝説のホテルマンが教える大人のためのホテルの使い
方  SB新書

窪山哲雄/著 SBクリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 689.8 ホテル業界大研究 中村正人/著 産学社

72 693.2 図説・戦前記念切手 原田昌幸/著 日本郵趣出版

73 693.8 日本切手カタログ 2017
日本郵便切手商協同組合カタログ編集委員会/編
集

日本郵便切手商協同
組合

74 694.6 iPhone 6s/6s Plus完全(コンプリート)大事典 秋葉けんた/著 井上真花/著 技術評論社

75 699.6 岩合光昭の世界ネコ歩き番組ガイドブック 続 岩合光昭/著 クレヴィス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 あやしいルネサンス 池上英洋/監修・著 深田麻里亜/著 東京美術

2 706.7 巨大アートビジネスの裏側  文春新書 石坂泰章/著 文藝春秋

3 706.9 TOKYO美術館 2016-2017  枻出版社

4 708.7 宇宙と芸術 森美術館/編 平凡社

5 718.3 仏像彫刻のすすめ [正] 松久朋琳/著 日貿出版社

6 721.4 洛中洛外図屛風 小島道裕/著 吉川弘文館

7 721.8 浮世絵でみる!お化け図鑑 中右瑛/監修
パイインターナショ
ナル

8 721.8 怖い浮世絵 日野原健司/[編]著 渡邉晃/[編]著 青幻舎

9 723 名画で読む!神話とおとぎ話の世界 木村泰司/監修 綜合図書

10 723.1 写実絵画の新世紀  平凡社

11 723.1 明るき光の中へ 窪島誠一郎/著 新日本出版社

12 723.1 シベリア抑留 勇崎作衛/絵 石黒謙吾/構成 彩流社

13 723.3 マネ ジョルジュ・バタイユ/著 江澤健一郎/訳 月曜社

14 723.3 もっと知りたいサルバドール・ダリ 村松和明/著 東京美術

15 723.3 もっと知りたいマティス 天野知香/著 東京美術

16 723.3 ピカソになりきった男 ギィ・リブ/著 鳥取絹子/訳 キノブックス

17 723.5 フリーダ愛と痛み 石内都/著 岩波書店

18 724.1 仏画のすすめ 続 松久宗琳/著 日貿出版社

19 724.1 入門・水墨 花の描き方 全国水墨画美術協会/編 秀作社出版

20 724.1 基本が身につく水墨画黄金の法則 馬艶/著 日貿出版社

21 725.5 林亮太の超リアル色鉛筆入門 林亮太/著 マール社

22 726.1 マンガキャラの集中トレーニング 基本動作編 廣済堂マンガ工房/編 廣済堂出版

23 726.1 少年(ショタ)の描き方 スタジオ・ハードデラックス/著 廣済堂出版

24 726.1 漫画で使えるストーリー講座100 榎本秋/監修 榎本事務所/編著
エムディエヌコーポ
レーション

25 726.1 マンガ熱 斎藤宣彦/著 荒川弘/[ほか述] 筑摩書房

26 726.1
CLIP STUDIO PAINT PRO/EX プロに学ぶマンガ描画テク
ニック

平井太朗/著 ふかさくえみ/漫画
エムディエヌコーポ
レーション

27 726.5
近景/中景/遠景の描き分けでイラスト・背景がみるみ
るうまくなる

 玄光社

28 726.5 カワイイおばあさんの「ひらめきノート」 田村セツコ/著 洋泉社

29 726.6 ピーターラビットの世界へ 河野芳英/著 河出書房新社

30 726.6 五味太郎絵本図録 五味太郎/著 青幻舎

31 726.6 ミス・ポターの夢をあきらめない人生 伝農浩子/著 講談社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 726.9 自然の形が美しい草花や動物モチーフの切り絵 松原真紀/著 文化学園文化出版局

33 727.0 30年30話 クリエイションギャラリーG8/監修 誠文堂新光社

34 727.8 江戸文字 日向数夫/編 グラフィック社

35 727.8 フリーハンド・レタリングガイドブック ピポン/著 グラフィック社

36 728.4 常用漢字字典毛筆 楷書・行書編 奥江晴紀/著 木耳社

37 728.4 五字書 上 幕田魁心/著 木耳社

38 728.4 禅語墨場必携 矢島峰月/編著 日貿出版社

39 728.5 今のことばで覚える初めてのくずし字 齋藤均/編 柏書房編集部/編 柏書房

40 740.2 北の動物カメラマン泊和幸 北野麦酒/著 彩流社

41 740.2 星野道夫 風の行方を追って 湯川豊/著 新潮社

42 742.5 銀塩カメラを使いなさい! 赤城耕一/著 平凡社

43 743 SNS時代の写真ルールとマナー  朝日新書 日本写真家協会/編 朝日新聞出版

44 743.5 風景描写の展開 山口高志/著 日本カメラ社

45 743.5 ニッポンぶらりカメラ旅 丹野清志/著 玄光社

46 746 デジタル一眼構図&露出大事典  学研プラス

47 748 森 小林廉宜/著 世界文化社

48 748 中国の古橋 榊晃弘/著 花乱社

49 748 世界は広く、美しい 青 長倉洋海/写真・文 新日本出版社

50 748 世界は広く、美しい 白 長倉洋海/写真・文 新日本出版社

51 748 世界は広く、美しい 緑 長倉洋海/写真・文 新日本出版社

52 750.2 ニッポン最高の手しごと ジェイブックス編集部/編著 BEAMS/監修 光文社

53 750.4 サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。 里文出版/編 松井健/[ほか著] 里文出版

54 751.5 世界のきらめくステンドグラス グラフィック社編集部/編 グラフィック社

55 751.5 はじめて作るガラスドームのアクセサリー hyu-na/デザイン・製作 KADOKAWA

56 751.53 グラスリッツェン 宮崎純子/著
講談社エディトリア
ル

57 753.8 鈴木マサルのテキスタイル 鈴木マサル/著 誠文堂新光社

58 754.9 かんたんおしゃれな実用雑貨折り紙 折居和美/監修 ブティック社

59 754.9 和の風合いを楽しむ飾り折り紙 小宮はじめ/著 ブティック社

60 754.9 美しい立体切り絵 朝弘華代/制作 学研プラス

61 754.9 切らずに1枚で折る爬虫類・両生類折り紙 フチモトムネジ/著
エムディエヌコーポ
レーション

62 756.3 シルバージュエリー  枻出版社

63 756.6 花鳥絢爛 刀装 石黒派の世界 刀剣博物館/編集 東京美術

64 757.0 デザイン史 籔亨/著 作品社

65 760.4 久石譲音楽する日乗 久石譲/著 小学館

66 760.8 至高の音楽  PHP新書 百田尚樹/著 PHP研究所

67 762.1 一柳慧 現代音楽を超えて 一柳慧/著 平凡社

68 762.3 古楽でめぐるヨーロッパの古都 渡邊温子/著
アルテスパブリッシ
ング

69 763.2
手軽に弾ける!訪問コンサートでよろこばれる昭和歌謡
30曲

安蒜佐知子/[ほか]ピアノ編曲
ヤマハミュージック
メディア

70 763.2
はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ
講座 [2016]

自由現代社編集部/編著 遠藤尚美/監修 自由現代社(発売)

71 763.3 初心者のアコーディオン基礎教本 [2016] 片山真弥子/編著 自由現代社(発売)

- 17 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

72 763.5 憧れの銘品ギター図鑑  枻出版社

73 763.5 ギターの音作り入門 宮脇俊郎/著
ヤマハミュージック
メディア

74 763.5 ウクレレが上手くなる方法 Lele de Bossa/編著 自由現代社(発売)

75 764.7 エマーソン・レイク&パーマー  河出書房新社

76 764.7 鉱山(ヤマ)のビッグバンド 小田豊二/著 白水社

77 764.7 音楽を愛して、音楽に愛されて 湯川れい子/著 ぴあ編集部/著 ぴあ

78 769
兵庫県立芸術文化センター薄井憲二バレエ・コレク
ション 第4巻

薄井憲二/総監修 関典子/監修
兵庫県立芸術文化セ
ンター

79 772.1 「仕事クラブ」の女優たち 青木笙子/著 河出書房新社

80 772.1 右胸にありがとうそしてさようなら 生稲晃子/著 光文社

81 773.2 世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ 大槻文藏/監修 天野文雄/編集 大阪大学出版会

82 775.1 月に憑かれたかたつむり 市原悦子/編著 春秋社

83 775.7 全員参加の楽しい児童劇脚本集 日本児童劇作の会/編著 明治図書出版

84 777.1 文楽の男  淡交新書 吉田玉男/著 山川静夫/著 淡交社

85 777.1 文楽の女  淡交新書 吉田簑助/著 山川静夫/著 淡交社

86 778.0 超企画会議 川村元気/著 エイガウォーカー

87 778.2 モンスターメイカーズ STUDIO28/編・著 洋泉社

88 778.2 「世界のクロサワ」をプロデュースした男 本木荘二郎 鈴木義昭/著 山川出版社

89 778.2 塚本晋也『野火』全記録 塚本晋也/著 洋泉社

90 778.2 スター・ウォーズ/フォースの覚醒クロス・セクション ジェイソン・フライ/文 ケンプ・レミラード/絵 講談社

91 778.2 パタゴニアの野兎ランズマン回想録 上 クロード・ランズマン/著 中原毅志/訳 人文書院

92 778.2 パタゴニアの野兎ランズマン回想録 下 クロード・ランズマン/著 中原毅志/訳 人文書院

93 778.2 ハリー・ポッター魔法グッズ大図鑑
ジョディ・レベンソン/著 松岡佑子/日本語版監
修

静山社

94 778.4 映像制作スタンダードブック 田所貴司/著 誠文堂新光社

95 778.4 日本特撮技術大全  学研プラス

96 778.8 とと姉ちゃん Part2 西田征史/作 NHK出版/編 NHK出版

97 779.1 <男>の落語評論 稲田和浩/著 彩流社

98 780.1 子どもに作ってあげたい最新版スポーツめし 新生暁子/[監修] 枻出版社

99 780.1 ほんとうに危ないスポーツ脳振盪 谷諭/著 大修館書店

100 780.2 希望をくれた人 宮崎恵理/著 協同医書出版社

101 780.6 学問としてのオリンピック 橋場弦/編 村田奈々子/編 山川出版社

102 780.6 パラリンピックを学ぶ 平田竹男/編著 河合純一/編著 早稲田大学出版部

103 780.6 パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭/著 小学館

104 780.7
いまどきの子を「本気」に変えるメンタルトレーニン
グ

飯山晄朗/著 秀和システム

105 780.7 子どもの運動力は4スタンス理論で引き出せる! 廣戸聡一/著 日本文芸社

106 780.7 「関節力」トレーニング 牧野講平/著 ウイダートレーニングラボ/監修 講談社

107 781.4 100歳まで動ける「おはよう」あとのしゃっきり!体操 中野ジェームズ修一/著 ポプラ社

108 782 走りのサイエンス 桜井智野風/著 枻出版社

109 782.3 トレイルランニングスタートBOOK 2016  枻出版社

110 782.3 トレイルトリップガイドブック 石川弘樹/著 講談社

111 783.2 バレーボールの科学 根本研/監修 小川良樹/監修 洋泉社

- 18 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

112 783.4 未到  ベスト新書 岡崎慎司/著 ベストセラーズ

113 783.4 徳は孤ならず 木村元彦/著 集英社

114 783.4 清水サッカー物語 高部務/著 静岡新聞社

115 783.4 世界で通じる子供の育て方 浜田満/著 徳間書店

116 783.5 テニスがみるみるうまくなる超入門 GODAIテニスカレッジ/著 PHP研究所

117 783.5 バドミントン上達システム 高瀬秀雄/著
ベースボール・マガ
ジン社

118 783.7 鉄人のひとり言 衣笠祥雄/著 青志社

119 783.7 勝ち過ぎた監督 中村計/著 集英社

120 783.7 背番号なし 戦闘帽の野球 山室寛之/著
ベースボール・マガ
ジン社

121 783.7 ここで負けてしまってごめんな 岩崎夏海/監修 廣済堂出版

122 783.7 野球の教え方、教えます! 大石滋昭/著 実業之日本社

123 783.7 たった17人の甲子園 中大輔/著 竹書房

124 783.7 甲子園の魔物 楊順行/著
ベースボール・マガ
ジン社

125 783.7
野球少年のやる気と能力を最大限に引き出す魔法のア
ドバイス

立花龍司/著 竹書房

126 783.8 「9時・4時スイング」でゴルフはすべて上手くいく 阿河徹/著 日本文芸社

127 783.8 ゴルフすぐ武器になる最強のヒント ライフ・エキスパート/編 河出書房新社

128 785.2 明日に向かって 田坂友暁/著
ベースボール・マガ
ジン社

129 785.4 ポセイドンジャパン応援ブック ベースボール・マガジン社/編
ベースボール・マガ
ジン社

130 785.5 カヌー&カヤックを楽しむ
内田正洋/監修 モンベル・アウトドア・チャレ
ンジ/監修

地球丸

131 786.4 知識ゼロからのロングトレイル入門 日本ロングトレイル協会/監修 幻冬舎

132 786.5 ロードバイクスキルアップ教本  枻出版社

133 787.1 3倍釣るためのチヌ<クロダイ>釣り術  ケイエス企画

134 787.6 鷹狩りの書 フリードリッヒ二世/著 吉越英之/訳 文一総合出版

135 788.1 ヤクザより悪い男たち 古市満朝/著 宝島社

136 788.2 強く、潔く。 吉田沙保里/著 KADOKAWA

137 788.5 競馬の世界史  中公新書 本村凌二/著 中央公論新社

138 789.0 本当の強さとは何か 増田俊也/著 中井祐樹/著 新潮社

139 789.2 少林寺拳法 宗道臣/著 宗由貴/監修
ベースボール・マガ
ジン社

140 789.2 吉田豪の空手★バカ一代 吉田豪/著 白夜書房

141 789.6 馬を楽しむ乗馬術 三木田照明/著 あさ出版

142 791.0 茶の湯ブンガク講座  淡交新書 石塚修/著 淡交社

143 791.2 茶を好んだ人 依田徹/著 淡交社

144 791.2 売茶翁の生涯 ノーマン・ワデル/著 樋口章信/訳 思文閣出版

145 793 初花レッスン 坪内裕子/著 六耀社

146 795 なぜヤキモチをやめると碁に勝てるのか? 小林覚/著 マイナビ出版

147 795 戦って勝つ囲碁 中野寛也/著 マイナビ出版

148 795 初段の常識 死活の基本マスター 林漢傑/著 NHK出版

149 795 アルファ碁VS李世【ドル】 洪【ミン】杓/著 金振鎬/著 東京創元社

150 795.7 連珠入門 三浦和/著 小林高一/著 虹有社

151 796 石田流を指しこなす本 持久戦と新しい動き 戸辺誠/著 浅川書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

152 796 早分かり先手でも後手でも使える横歩取り定跡ガイド 所司和晴/著 マイナビ出版

153 796 藤森流中飛車左穴熊破り 藤森哲也/著 マイナビ出版

154 796 羽生善治の将棋序盤〜中盤強くなる指し方 羽生善治/著 成美堂出版

155 796 将棋名人戦七番勝負 第74期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

156 798.5 つくりながら覚えるスマホゲームプログラミング 掌田津耶乃/著 m7kenji/イラスト
エムディエヌコーポ
レーション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 基礎から学ぶ音声学講義 加藤重広/著 安藤智子/著 研究社

2 809.2 雑談の心得。 美濃部達宏/著 ぱる出版

3 809.4 大人の女の話し方 クリスティーン・ヤーンケ/著 関美和/訳 海と月社

4 810 仕事で大差をつける国語力の磨き方 小杉拓也/著 PHP研究所

5 810.4 不適切な日本語  新潮新書 梶原しげる/著 新潮社

6 810.7 やさしい日本語  岩波新書 新赤版 庵功雄/著 岩波書店

7 816 「接続詞」の技術 石黒圭/著 実務教育出版

8 816 「伝わる文章力」がつく本 樋口裕一/著 大和書房

9 816.5 小論文これだけ! 教育超基礎編 樋口裕一/著 大原理志/著 東洋経済新報社

10 816.6 手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集 主婦の友社/編 主婦の友社

11 816.8 天国ポスト 寺井広樹/著 志茂田景樹/監修
トランスワールド
ジャパン

12 816.8 「言葉の力」を感じるとき 2 言の葉協会編集委員会/編 京都柿本書房

13 829.3 初級タイ語のすべて 宇戸清治/著 IBCパブリッシング

14 830.4 笑える英語のジョーク百連発! 大島希巳江/著 研究社

15 830.7 英語を使いこなすための実践的学習法 田中茂範/著 大修館書店

16 834
イメージと語源でよくわかる似ている英単語使い分け
BOOK

清水建二/共著 すずきひろし/共著 ベレ出版

17 837 天声人語 2016夏 朝日新聞論説委員室/編 国際編集部/訳 原書房

18 837.4 まねてはいけない!マズい英語 山岸勝榮/著 学研プラス

19 837.5
「読む・聞く・話す・書く」が劇的に伸びる!英語の授
業

肘井学/著 祥伝社

20 837.8 英語で雑談できるようになる生活フレーズ集 新崎隆子/著 石黒弓美子/著 研究社

21 837.8 最初のひとことがすっと言える!英会話 デイビッド・セイン/著 青春出版社

22 837.8
海外旅行ひとこと英会話タブー編言ってはいけないフ
レーズ333

藤田英時/著 主婦の友インフォス

23 880 ロシア語のリピーティング・トレーニング 阿部昇吉/著 菱川邦俊/著 IBCパブリッシング

24 892 基本から学ぶラテン語 河島思朗/著 ナツメ社

25 893.2 英語という選択 嶋田珠巳/著 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 読者の心をつかむWEB小説ヒットの方程式 田島隆雄/著 ヒナプロジェクト/監修
幻冬舎メディアコン
サルティング

2 909.3 少年少女のための文学全集があったころ 松村由利子/著 人文書院

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 910.2 装いの王朝文化 川村裕子/著 KADOKAWA

4 910.2 北杜夫  河出書房新社

5 910.2 鏡花水月抄 久保田淳/著 翰林書房

6 910.2 石川達三 川上勉/著 萌書房

7 910.2 海の文学史 鈴木健一/編 三弥井書店

8 910.2 坪田譲治と日中戦争 劉迎/著 吉備人出版

9 910.2 漱石とホームズのロンドン 多胡吉郎/著 現代書館

10 910.5 調査研究報告 第36号 国文学研究資料館調査収集事業部/編
国文学研究資料館調
査収集事業部

11 910.7 国文学研究資料館 2016(平成28年度) 国文学研究資料館/[編] 国文学研究資料館

12 911.1 あなた 河野裕子/[著] 永田和宏/編 岩波書店

13 911.1 西行はどのように作られたのか 花部英雄/著 笠間書院

14 911.3 金子兜太の俳句入門 金子兜太/著 埼玉福祉会

15 911.3 乞食路通 正津勉/著 作品社

16 911.3 そうだったのか、山頭火 西本正彦/著 春陽堂書店

17 911.4 スポーツ川柳 飯塚書店編集部/編著 飯塚書店

18 911.4 川島隆太教授の脳トレ川柳 川島隆太/編 毎日新聞科学環境部/編 毎日新聞出版

19 911.4 ハゲ川柳 ツル多はげます会/著 竹浪正造/絵 河出書房新社

20 911.4 シルバー川柳 元気百倍編
みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編集部/
編

河出書房新社

21 911.4 シルバー川柳 特別編[3]
みやぎシルバーネット/著 河出書房新社編集部/
著

河出書房新社

22 911.5 はじまりはひとつのことば 覚和歌子/著 港の人

23 911.5 おとなのための俊太郎
谷川俊太郎/[著] ネーモー・コンチェルタート/
編

アルテスパブリッシ
ング

24 911.5 賢治 詩の世界へ 三上満/著 新日本出版社

25 911.6 不機嫌な作詞家 三田完/著 文藝春秋

26 912.6 筒井康隆全戯曲 2 筒井康隆/著 日下三蔵/編 復刊ドットコム

27 912.7 ゆとりですがなにか 宮藤官九郎/著 KADOKAWA

28 912.7 ぐーたら女の成功術 中園ミホ/著 文藝春秋

29 912.7 ゴジラVSビオランテ 田中友幸/製作 大森一樹/脚本 [学研プラス]

30 912.7 三大怪獣地球最大の決戦 田中友幸/製作 関沢新一/脚本 [学研プラス]

31 913.2 古事記 [太安万呂/撰] 梅原猛/[訳]著 学研プラス

32 913.2 古事記・再発見。 三浦佑之/著 KADOKAWA

33 913.3 正訳源氏物語 第5冊 [紫式部/著] 中野幸一/訳 勉誠出版

34 913.4 太平記 1 山下宏明/校注 新潮社

35 913.4 太平記 2 山下宏明/校注 新潮社

36 913.4 太平記 3 山下宏明/校注 新潮社

37 913.7 円朝全集 別巻2 [三遊亭円朝/著] 佐藤至子/[ほか]校注 岩波書店

38 914.4 絵巻で見る・読む徒然草 海北友雪/絵 島内裕子/監修 朝日新聞出版

39 914.6 不思議の国のトットちゃん 上 黒柳徹子/著 埼玉福祉会

40 914.6 不思議の国のトットちゃん 下 黒柳徹子/著 埼玉福祉会

41 914.6 稲垣足穂 稲垣足穂/著 平凡社

42 914.6 小説家と過ごす日曜日 石田衣良/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 914.6 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子/著 小学館

44 914.6 朝からスキャンダル 酒井順子/著 講談社

45 914.6 分身入門 鈴木創士/著 作品社

46 914.6 さりげない許しと愛 曽野綾子/著 海竜社

47 914.6 折々の民俗学 常光徹/著 河出書房新社

48 914.6 あの午後の椅子 永田和宏/著 白水社

49 914.6 戦争とおはぎとグリンピース 西日本新聞社/編 西日本新聞社

50 914.6 正直に語る100の講義 森博嗣/著 大和書房

51 915.6 旅の食卓 池内紀/著 亜紀書房

52 915.6 リオデジャネイロに降る雪 福嶋伸洋/著 岩波書店

53 916 ぼくが発達障害だからできたこと  朝日新書 市川拓司/著 朝日新聞出版

54 916 脳が壊れた  新潮新書 鈴木大介/著 新潮社

55 916 破婚 及川眠子/著 新潮社

56 916 あの夏、兵士だった私 金子兜太/著 清流出版

57 916 失った記憶ひかりはじめた僕の世界 GOMA/著 中央法規出版

58 916 熱闘!介護実況 松本秀夫/著 バジリコ

59 916 5連敗!! 宮本昌哉/著 中日出版

60 918.6 谷崎潤一郎全集 第16巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

61 923.7 わたしは潘金蓮じゃない 劉震雲/著 水野衛子/訳 彩流社

62 924.7 莫言の文学とその精神 莫言/著 林敏潔/編 東方書店

63 926 「暗黒・中国」からの脱出  文春新書 顔伯鈞/著 安田峰俊/編訳 文藝春秋

64 929.1 ある作為の世界 鄭泳文/著 奇廷修/訳 書肆侃侃房

65 929.5 ウイグルの荒ぶる魂 萩田麗子/著 高木書房

66 930.2 英米文学にみる検閲と発禁 英米文化学会/編 彩流社

67 933.6 クィア短編小説集 A.C.ドイル/ほか著 H.メルヴィル/ほか著 平凡社

68 933.7 九つの解決 J.J.コニントン/著 渕上瘦平/訳 論創社

69 933.7 エターナル・フレイム グレッグ・イーガン/著 山岸真/訳 早川書房

70 933.7 塔の中の部屋 E.F.ベンスン/著 中野善夫/訳 アトリエサード

71 933.7 終わりなき道 ジョン・ハート/著 東野さやか/訳 早川書房

72 933.7 すべての見えない光 アンソニー・ドーア/著 藤井光/訳 新潮社

73 933.7 チェンジ・ザ・ネーム アンナ・カヴァン/著 細美遙子/訳 文遊社

74 933.7 ミスター・メルセデス 上 スティーヴン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋

75 933.7 ミスター・メルセデス 下 スティーヴン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋

76 933.7 プリンセス・ダイアリー [14] メグ・キャボット/著 河出書房新社

77 933.7 運命の25セント シドニィ・シェルダン/作 天馬龍行/超訳 アカデミー出版

78 933.7 ゴールドフィンチ 4 ドナ・タート/著 岡真知子/訳 河出書房新社

79 933.7 見てごらん道化師(ハーレクイン)を!
ウラジーミル・ナボコフ/著 メドロック皆尾麻
弥/訳

作品社

80 933.7 ベスト・ストーリーズ 3 若島正/編 早川書房

81 936 キッド ダン・サヴェージ/[著] 大沢章子/訳 みすず書房

82 936 あるミニマリストの物語
ジョシュア・フィールズ・ミルバーン/著 ライ
アン・ニコデマス/著

フィルムアート社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 942.6 『ファウスト』研究序説 田中岩男/著 鳥影社・ロゴス企画

84 943.6 カール・マイ冒険物語 10 カール・マイ/著 戸叶勝也/訳 朝文社

85 961 セサル・バジェホ全詩集 セサル・バジェホ/著 松本健二/訳 現代企画室

86 963 第三帝国 ロベルト・ボラーニョ/著 柳原孝敦/訳 白水社

87 963 ペルーの異端審問 フェルナンド・イワサキ/[著] 八重樫克彦/訳 新評論

88 963 ギュンターの冬 ファン・マヌエル・マルコス/著 坂本邦雄/原訳 悠光堂

89 973 古森の秘密 ディーノ・ブッツァーティ/著 長野徹/訳 東宣出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 横溝正史探偵小説選 5 横溝正史/著 論創社

2 F 深泥丘奇談 続々 綾辻行人/著 KADOKAWA

3 F 蜜柑花子の栄光 市川哲也/著 東京創元社

4 F 三国志 4 吉川英治/著 1万年堂出版

5 F 西一番街ブラックバイト 石田衣良/著 文藝春秋

6 F おいち不思議がたり 上 （大活字本） あさのあつこ/著 埼玉福祉会

7 F おいち不思議がたり 下 （大活字本） あさのあつこ/著 埼玉福祉会

8 F 月下の恋人 上 （大活字本） 浅田次郎/著 埼玉福祉会

9 F 月下の恋人 下 （大活字本） 浅田次郎/著 埼玉福祉会

10 F 平蔵の首 上 （大活字本） 逢坂剛/著 埼玉福祉会

11 F 平蔵の首 下 （大活字本） 逢坂剛/著 埼玉福祉会

12 F 噂の女 上 （大活字本） 奥田英朗/著 埼玉福祉会

13 F 噂の女 下 （大活字本） 奥田英朗/著 埼玉福祉会

14 F 夜の小紋 （大活字本） 乙川優三郎/著 埼玉福祉会

15 F さびしい王様 上 （大活字本） 北杜夫/著 埼玉福祉会

16 F さびしい王様 中 （大活字本） 北杜夫/著 埼玉福祉会

17 F さびしい王様 下 （大活字本） 北杜夫/著 埼玉福祉会

18 F 院長の恋 （大活字本） 佐藤愛子/著 埼玉福祉会

19 F 青雲遙かに 1 （大活字本） 佐藤雅美/著 埼玉福祉会

20 F 青雲遙かに 2 （大活字本） 佐藤雅美/著 埼玉福祉会

21 F 青雲遙かに 3 （大活字本） 佐藤雅美/著 埼玉福祉会

22 F 青雲遙かに 4 （大活字本） 佐藤雅美/著 埼玉福祉会

23 F 冬の巡礼 上 （大活字本） 志水辰夫/著 埼玉福祉会

24 F 冬の巡礼 下 （大活字本） 志水辰夫/著 埼玉福祉会

25 F 一命 （大活字本） 滝口康彦/著 埼玉福祉会

26 F 第三の時効 上 （大活字本） 横山秀夫/著 埼玉福祉会

27 F 第三の時効 上 （大活字本） 横山秀夫/著 埼玉福祉会

28 F ベルサイユの秘密 鯨統一郎/著 光文社

29 F 撫物語 西尾維新/著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 F 彼方からの幻影 小林泰三/著 羅門祐人/著 創土社

31 F 友の墓の上で 赤川次郎/著 集英社

32 F 第三次世界大戦 2 大石英司/著 中央公論新社

33 F 風を繡(ぬ)う あさのあつこ/著 実業之日本社

34 F 衝天の剣 上 天野純希/著 角川春樹事務所

35 F お坊さんがくれた拭いても拭いても涙がこぼれるお話 浅田宗一郎/著 PHP研究所

36 F 藍の雨 浅野里沙子/著 ポプラ社

37 F 原発サイバートラップ 一田和樹/著 原書房

38 F ブルーネス 伊与原新/著 文藝春秋

39 F 7デイズ 五十嵐貴久/著 PHP研究所

40 F 月兎耳の家 稲葉真弓/著 河出書房新社

41 F 天下を計る 岩井三四二/著 PHP研究所

42 F スクープのたまご 大崎梢/著 文藝春秋

43 F よっつ屋根の下 大崎梢/著 光文社

44 F 800年後に会いにいく 河合莞爾/著 幻冬舎

45 F 先人群像七話(ななつばなし) かつおきんや/著 能登印刷出版部

46 F 四百三十円の神様 加藤元/著 講談社

47 F COLORS カスヤナガト/著 講談社

48 F たてもの怪談 加門七海/著 エクスナレッジ

49 F 青い海の宇宙港 秋冬篇 川端裕人/著 早川書房

50 F 少年聖女 鹿島田真希/著 河出書房新社

51 F ゆけ、おりょう 門井慶喜/著 文藝春秋

52 F 室町無頼 垣根涼介/著 新潮社

53 F 猿の見る夢 桐野夏生/著 講談社

54 F 揺らぐ街 熊谷達也/著 光文社

55 F 小島信夫長篇集成 9 小島信夫/著 水声社

56 F 始皇帝の永遠 小前亮/著 講談社

57 F 40歳の言いわけ 斉木香津/著 双葉社

58 F QJKJQ 佐藤究/著 講談社

59 F 女子的生活 坂木司/著 新潮社

60 F 刑罰0号 西條奈加/著 徳間書店

61 F 税金亡命 佐藤弘幸/著 ダイヤモンド社

62 F 侍の本分 佐藤雅美/著 KADOKAWA

63 F 妻籠め 佐藤洋二郎/著 小学館

64 F 罪の声 塩田武士/著 講談社

65 F 小説の家 柴崎友香/著 岡田利規/著 新潮社

66 F ホームズ四世 新堂冬樹/著 講談社

67 F あおぞら町 春子さんの冒険と推理 柴田よしき/著 原書房

68 F 龍宮の鍵 田中経一/著 幻冬舎

69 F エスカルゴ兄弟 津原泰水/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 F 狩りの時代 津島佑子/著 文藝春秋

71 F 作家刑事毒島 中山七里/著 幻冬舎

72 F カオルちゃーん!! 中場利一/著 光文社

73 F 陥没地帯 オペラ・オペラシオネル 蓮實重彦/著 河出書房新社

74 F 日蝕えつきる 花村萬月/著 集英社

75 F 危険なビーナス 東野圭吾/著 講談社

76 F ウェディング・マン 日野草/著 講談社

77 F 詩あきんど其角 別所真紀子/著 幻戯書房

78 F 冒険の森へ 4  集英社

79 F 道徳の時間/園児の血 前田司郎/著 キノブックス

80 F メビウス・ファクトリー 三崎亜記/著 集英社

81 F 水の都黄金の国 三木笙子/著 講談社

82 F 図書館ホスピタル 三萩せんや/著 河出書房新社

83 F ドナ・ビボラの爪 上 宮本昌孝/著 中央公論新社

84 F ドナ・ビボラの爪 下 宮本昌孝/著 中央公論新社

85 F スペース金融道 宮内悠介/著 河出書房新社

86 F 空はいまぼくらふたりを中心に 村上しいこ/著 講談社

87 F 俗・偽恋愛小説家 森晶麿/著 朝日新聞出版

88 F 蜜と唾 盛田隆二/著 光文社

89 F 柳屋商店開店中 柳広司/著 原書房

90 F 壁抜けの谷 山下澄人/著 中央公論新社

91 F 信長さまはもういない 谷津矢車/著 光文社

92 F バイバイ・バディ 行成薫/著 講談社

93 F あしたの君へ 柚月裕子/著 文藝春秋

94 F 小説「怒り」と映画「怒り」 吉田修一/ほか著 中央公論新社

95 F ヒワマン日和 吉永南央/著 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B049 お客に言えないまさかのウラ事情 ㊙情報取材班/編 青春出版社

2 B152.1
年をとってもモテるフランス人 年をとるとモテなくな
る日本人

吉村葉子/著 宝島社

3 B214.7 「戦国大名」失敗の研究 群雄割拠篇 瀧澤中/著 PHP研究所

4 B331.6 資本論第一部草稿 マルクス/著 森田成也/訳 光文社

5 B914.6 日本近代随筆選 3 千葉俊二/編 長谷川郁夫/編 岩波書店

6 B933.7 エルフ皇帝の後継者 上 キャサリン・アディスン/著 和爾桃子/訳 東京創元社

7 B933.7 エルフ皇帝の後継者 下 キャサリン・アディスン/著 和爾桃子/訳 東京創元社

8 B933.7 探偵は孤高の道を サラ・グラン/著 高山祥子/訳 東京創元社

9 B933.7 20億の針 ハル・クレメント/著 鍛治靖子/訳 東京創元社

10 B933.7 剣より強し 上 ジェフリー・アーチャー/[著] 戸田裕之/訳 新潮社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 B933.7 剣より強し 下 ジェフリー・アーチャー/[著] 戸田裕之/訳 新潮社

12 B933.7 61時間 上 リー・チャイルド/[著] 小林宏明/訳 講談社

13 B933.7 暗殺者の反撃 上 マーク・グリーニー/著 伏見威蕃/訳 早川書房

14 B933.7 暗殺者の反撃 下 マーク・グリーニー/著 伏見威蕃/訳 早川書房

15 B933.7 無実 ジョン・コラピント/著 横山啓明/訳 早川書房

16 B933.7 さわらぬ先祖にたたりなし アン・ジョージ/著 寺尾まち子/訳 原書房

17 B943.6 水の精(ウンディーネ) フケー/著 識名章喜/訳 光文社

18 B943.7 ミルク殺人と憂鬱な夏
フォルカー・クルプフル/著 ミハイル・コブル/
著

早川書房

19 B949.8 死神遊び カミラ・レックバリ/著 富山クラーソン陽子/訳 集英社

20 BF 流麗の刺客 早見俊/著 二見書房

21 BF 道然寺さんの双子探偵 岡崎琢磨/著 朝日新聞出版

22 BF 金メダル男 内村光良/著 中央公論新社

23 BF ゾディアック計画 太田忠司/著 中央公論新社

24 BF クラン 3 沢村鐵/著 中央公論新社

25 BF 特捜本部 堂場瞬一/著 中央公論新社

26 BF 別離 小杉健治/著 双葉社

27 BF 鈍刀 坂岡真/著 双葉社

28 BF 陰陽師阿部雨堂 田牧大和/著 新潮社

29 BF コントレール〜罪と恋〜 大石静/原作脚本 松平知子/ノベライズ 小学館

30 BF 埋蔵金発掘課長 室積光/著 小学館

31 BF 時代小説ザ・ベスト 2016 日本文藝家協会/編 藤原緋沙子/[ほか著] 集英社

32 BF 吸血鬼は初恋の味 赤川次郎/著 集英社

33 BF 水族館ガール 3 木宮条太郎/著 実業之日本社

34 BF 貸借 上田秀人/[著] 講談社

35 BF 超高速!参勤交代リターンズ 土橋章宏/[著] 講談社

36 BF 風は青海を渡るのか? 森博嗣/著 講談社

37 BF アリス殺人事件 有栖川有栖/著 宮部みゆき/著 河出書房新社

38 BF 鬼の福招き 小松エメル/[著] ポプラ社

39 BF 幸せのかたち 今井絵美子/著 角川春樹事務所

40 BF オムライス日和 伊吹有喜/著 角川春樹事務所

41 BF みみずく小僧 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

42 BF 神かくし 和田はつ子/著 角川春樹事務所

43 BF 浪人若さま新見左近 [11] 佐々木裕一/著 コスミック出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G913.5 好色五人女 井原西鶴/著 Wm.Theodore de Bary/訳
チャールズ・イー・
タトル出版

2 G211.2 JAPANESE CULTURE ロジャー・J.デイビス/著
チャールズ・イー・
タトル出版

3 G789 SECRETS OF THE SAMURAI OSCAR RATTI/著 ADELE WESTBROOK/著
チャールズ・イー・
タトル出版

G 外国語資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 G789.8 THE NINJA KACEM ZOUGHARI/著
チャールズ・イー・
タトル出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.6 情報セキュリティ白書 2016 情報処理推進機構/企画・著作・制作 情報処理推進機構

2 R010.5 図書館年鑑 2016 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会/編集 日本図書館協会

3 R025.1 出版年鑑 2016-1 出版年鑑編集部/編 出版ニュース社

4 R025.1 出版年鑑 2016-2 出版年鑑編集部/編 出版ニュース社

5 R317.7 警察白書 平成28年版 警察庁/編 日経印刷

6 R326.3 犯罪被害者白書 平成28年版 国家公安委員会/編集 警察庁/編集 勝美印刷(印刷)

7 R330.5 経済財政白書 平成28年版 内閣府/編集 日経印刷

8 R335.3 小規模企業白書 2016年版 中小企業庁/編 日経印刷

9 R345.1 税務経理ハンドブック 平成28年度版 日本税理士会連合会/編 中央経済社

10 R351 統計でみる市区町村のすがた 2016 総務省統計局/編集 日本統計協会

11 R358.1 住民基本台帳人口要覧 平成28年版1  国土地理協会

12 R358.1 住民基本台帳人口要覧 平成28年版2  国土地理協会

13 R365.0 消費者白書 平成28年版 消費者庁/編集 勝美印刷

14 R365.7 レジャー白書 2016 日本生産性本部/編集 日本生産性本部

15 R368.3 自殺対策白書 平成28年版 厚生労働省/編集 日経印刷

16 R369.2 障害者総合支援六法 平成28年版  中央法規出版

17 R369.4 子ども白書 2016 日本子どもを守る会/編 本の泉社

18 R373.1 文部科学白書 平成27年度 文部科学省/編集 日経印刷

19 R376.1 保育白書 2016年版 全国保育団体連絡会/編 保育研究所/編 ちいさいなかま社

20 R468.8 写真でわかる磯の生き物図鑑 今原幸光/編著 有山啓之/共著 トンボ出版

21 R470.3 植物別名辞典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

22 R501.6 資源エネルギー年鑑 2016 資源エネルギー年鑑編集委員会/編 通産資料出版会

23 R501.6 エネルギー白書 2016年版 経済産業省/編 経済産業調査会

24 R509.2 ものづくり白書 2016年版 経済産業省/編 厚生労働省/編 経済産業調査会

25 R517.1 実用水理学ハンドブック 岡本芳美/著 築地書館

26 R519.1 公害紛争処理白書 平成28年版 公害等調整委員会/編 蔦友印刷

27 R540.9 電気技術者のための電気関係法規 平成28年版  日本電気協会

28 R598.3 家庭の医学 川名正敏/総監修 成美堂出版

29 R615.8 天敵活用大事典 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

30 R660.5 水産白書 平成28年版 水産庁/編 農林統計協会

31 R673.9 介護経営白書 2016-2017年版  日本医療企画

32 R692.1 情報通信白書 平成28年版 総務省/編 日経印刷

33 R796.0 将棋年鑑 平成28年版  日本将棋連盟

34 R813.1 大きな字で読む常用辞典 国語・カタカナ語 三省堂編修所/編 三省堂

35 R813.2 例解新漢和辞典 山田俊雄/編著 戸川芳郎/編著 三省堂

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 R813.4
大きな字で読む常用辞典 故事成語・ことわざ決まり文
句

三省堂編修所/編 三省堂

37 R813.4 大きな字で読む常用辞典 四字熟語・難読語 三省堂編修所/編 三省堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010 富山県図書館学振興基金報告書 平成28年 富山県図書館学振興基金事務局/[編]
富山県図書館学振興
基金

2 T172 雄山神社  
デアゴスティーニ・
ジャパン

3 T208 外国御奉行御廻リニ付出府日記 平成27年度 新湊古文書に親しむ会/[編]
新湊古文書に親しむ
会

4 T209 小学生・中学生時代の戦争体験 柴田巌/著 柴田巌(1930-)

5 T209.5 政隣記 安永8-天明2年 津田政隣/[著] 高木喜美子/校訂・編集 桂書房

6 T220 黒部川扇状地 第41号 研究紀要編集委員会/編 黒部川扇状地研究所

7 T229 舟橋村史 舟橋村史編さん委員会/編 舟橋村

8 T250 氷見春秋 第73号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

9 T280 Toyama 富山市 TEAM HOMING/[編] 富山市 TEAM HOMING

10 T290 高岡市住宅明細図 平成28年版 刊広社/編 刊広社

11 T290.2 富山県文化財・文化施設等一覧 [2016] 富山県教育委員会生涯学習・文化財室/編
富山県教育委員会生
涯学習・文化財室

12 T290.9 富山 立山・黒部 17  昭文社

13 T290.9 るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷 16〜'17  JTBパブリッシング

14 T290.9 北陸温泉宿の旅  
ウララコミュニケー
ションズ

15 T290.9 地方民鉄旅ガイド 2016-2017年版 日本民営鉄道協会/[編] 日本民営鉄道協会

16 T290.9 日和 vol.129  
まちなみカントリー
プレス

17 T315 自由民主党富山県支部連合会60年史
自由民主党富山県支部連合会60年史編集委員会/
編

自由民主党富山県支
部連合会

18 T317 とやまの姿 2016 富山県経営管理部広報課/[編]
富山県経営管理部広
報課

19 T320 高岡法学 第34号 高岡法科大学法学会出版物刊行委員会/編集 高岡法科大学法学会

20 T335 NPOによる地域活性化ガイド兼事例集 富山県民ボランティア総合支援センター/[編]
富山県民ボランティ
ア総合支援センター

21 T367 富山県男女共同参画社会に関する意識調査 平成27年度
富山県生活環境文化部男女参画・県民協働課
/[編]

富山県生活環境文化部男
女参画・県民協働課

22 T369.2 みんながいっしょに暮らせるまちへ 平野方紹/監修 富山市障害福祉課

23 T370 富山市教育センター要覧 平成28年度 富山市教育センター/編 富山市教育センター

24 T375 研究集録 第11号(平成27年度) 富山市教育センター/編 富山市教育センター

25 T377 COLLEGE GUIDE 2017 富山高等専門学校/[編] 富山高等専門学校

26 T377 富山ガラス造形研究所 2017年 学校案内 2017年 富山ガラス造形研究所/[編]
富山ガラス造形研究
所

27 T377.2 富山大学理学部活動報告 2015年 理学部活動報告2015編集WG/編 富山大学理学部

28 T379 あゆみ 富山市大沢野婦人会/[編] 富山市大沢野婦人会

29 T380 民村 Vol.2 2015-2016 富山市民俗民芸村/編 富山市民俗民芸村

30 T388 富山県民謡五十曲撰 油谷城舟/編 北陸秀城会

31 T451.7 蜃気楼のすべて! 日本蜃気楼協議会/著 草思社

32 T515 富山大橋 技術資料 富山県/編 富山県富山土木センター/[担当] 富山県

33 T515 富山大橋 富山県/編 富山県富山土木センター/[担当] 富山県

34 T588 北陸日本酒ほろ酔い紀行 イースト・プレス/編 イースト・プレス

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 T596 とやまのカフェ Vol.2  シー・エー・ピー

36 T596 富山のラーメン 2016-17  シー・エー・ピー

37 T672 学生まちづくりコンペティション2015レポート誌  
学生まちづくりコンペ
ティション実行委員会

38 T748 万華鏡 288号  ふるさと開発研究所

39 T751 富山ガラス造形研究所卒業制作展 第24回 2016 富山ガラス造形研究所/編
富山ガラス造形研究
所

40 T786 北アルプス北部 西田省三/著 実業之日本社

41 T786 夏、山へ。 2016  三栄書房

42 T786 富山県警レスキュー最前線 富山県警察山岳警備隊/編 山と溪谷社

43 T905 文芸思潮 第63号(2016春号) [アジア文化社/編] アジア文化社

44 T906 へるん倶楽部 第14号 富山八雲会/[編] 富山八雲会

45 T911.6 天狼星のごと 野口芙美/著 NHK学園

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C いたずらかっぱのきずぐすり やえがしなおこ/脚本 篠崎三朗/絵 童心社

2 C うしかたとやまんば 坪田譲治/脚本 やべみつのり/絵 童心社

3 C ざしきわらしほーいほい! さえぐさひろこ/脚本 梅田俊作/絵 童心社

4 C ちゃんぷくおばけ こがようこ/脚本 ひろかわさえこ/絵 童心社

5 C ニョキニョキおばけ 常光徹/脚本 村田エミコ/絵 童心社

6 C やつばけずきん 津田真一/脚本 武田美穂/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あおのじかん イザベル・シムレール/文・絵 石津ちひろ/訳 岩波書店

2 E アマミホシゾラフグ 江口絵理/ぶん 大方洋二/しゃしん ほるぷ出版

3 E あんちゃんのよだれかけ 田仲由佳/作絵 教育画劇

4 E いちにちこんちゅう ふくべあきひろ/さく かわしまななえ/え PHP研究所

5 E 海べの町へ ときさききよし/著 射水市大島絵本館

6 E エイハブ船長と白いクジラ マヌエル・マルソル/作絵 美馬しょうこ/訳
ワールドライブラ
リー

7 E 王さまABC 寺村輝夫/原作 和歌山静子/作絵 理論社

8 E おおきなでんしゃ 座二郎/作 あかね書房

9 E お月さまのこよみ絵本 千葉望/文 阿部伸二/絵 理論社

10 E おはなし王国のさがしもの 山本真嗣/作・絵 PHP研究所

11 E おやすみぞうちゃん 三浦太郎/作 講談社

12 E カァーカァードタバタ 中村陽子/作絵 岩崎書店

13 E かっぱ 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

14 E きょうりゅうもうちゅうじんもパンツがだいすき クレア・フリードマン/文 ベン・コート/絵 講談社

15 E クークーグーグー たなかしん/作 あかね書房

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 E くまさんどこ? ジョナサン・ベントレー/作 林木林/訳 講談社

17 E 「ごめんなさい」がいっぱい くすのきしげのり/作 鈴木永子/絵 PHP研究所

18 E こんやもバクはねむらない 澤野秋文/作 講談社

19 E ざしき童子のはなし 宮澤賢治/作 小林敏也/画 好学社

20 E サニーちゃん、シリアへ行く 葉祥明/絵 長有紀枝/文 自由国民社

21 E シャバーニだいすき 岡田新吾/作 宮崎一人/絵 三恵社

22 E そんなときどうする?
セシル・ジョスリン/文 モーリス・センダック/
絵

岩波書店

23 E そんなときなんていう?
セシル・ジョスリン/文 モーリス・センダック/
絵

岩波書店

24 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

25 E てんぐのてんちゃんぴよよよーん フィリケえつこ/作・絵 学研プラス

26 E ドライバー マイルズ ジョン・バーニンガム/作 谷川俊太郎/訳 BL出版

27 E とりがいるよ 風木一人/さく たかしまてつを/え KADOKAWA

28 E どろろんびょういんどっきりどきどき 苅田澄子/作 かとうまふみ/絵 金の星社

29 E トントンがゆく きむらよしお/作 絵本館

30 E 泣いた赤おに 浜田広介/作 つちだのぶこ/絵 あすなろ書房

31 E 夏のあらしとムーミントロール
トーベ・ヤンソン/原作・絵 ラルス・ヤンソン/
原作・絵

徳間書店

32 E なつめやしのおむこさん 市川里美/作 BL出版

33 E はこぶ 佐々木幹郎/文 いわむらかずお/絵 復刊ドットコム

34 E パパとママのつかいかた
ピーター・ベントリー/ぶん サラ・オギル
ヴィー/え

BL出版

35 E ひつじのショーン おもいでの木
アードマン・アニメーションズ/原作 アン
ディー・ジェインズ/絵

金の星社

36 E 風雲しょうが丸 川端誠/作 BL出版

37 E ベイリーはくぶつかんにいく ハリー・ブリス/作絵 北川静江/訳 バベルプレス

38 E ぼくが見た戦争 しまだゆきお/文 秋元なおと/絵 文芸社

39 E ぼくのきんぎょをやつらがねらう! 武田美穂/作 小学館

40 E まだかなまだかな 竹下文子/作 えがしらみちこ/絵 ポプラ社

41 E ママのスマホになりたい のぶみ/さく WAVE出版

42 E みんなにゴリラ 高畠那生/作 ポプラ社

43 E もりがもえた きむらゆういち/作 堀越千秋/絵 架空社

44 E やきそばばんばん はらぺこめがね/作・装丁 あかね書房

45 E ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわいとしお/著 白泉社

46 E 夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス/作 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

47 E わにのスワニー しまぶくろさんとあそぶの巻 中川ひろたか/作 あべ弘士/絵 講談社

48 E わるわるイッサイ 佐々木マキ/[作] フレーベル館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K140 こころのふしぎたんけんえほん 平木典子/監修 PHP研究所

2 K159 大勢の中のあなたへ ひきたよしあき/著 杉浦範茂/絵 朝日学生新聞社

3 K159 ミライの授業 瀧本哲史/著 講談社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 K159 きみが世界を変えるなら [3] 石井光太/著 ポプラ社

5 K217 30代記者たちが出会った戦争  岩波ジュニア新書 共同通信社会部/編 岩波書店

6 K288 世界の国旗図鑑 苅安望/著 偕成社

7 K288 世界の国旗
シャスタインターナショナル/編 国際政治文化
研究会/監修

シャスタインターナ
ショナル

8 K289 ハッブル  岩波ジュニア新書 家正則/著 岩波書店

9 K289 シュヴァル 岡谷公二/文 山根秀信/絵 福音館書店

10 K289 田中舘愛橘ものがたり 松浦明/著 銀の鈴社

11 K291 イラストマップとデータでわかる日本の地理  朝日新聞出版

12 K314 こどものとうひょう おとなのせんきょ かこさとし/著 復刊ドットコム

13 K317 よくわかる警察 倉科孝靖/監修 PHP研究所

14 K323 文学部で読む日本国憲法  ちくまプリマー新書 長谷川櫂/著 筑摩書房

15 K334 近代日本移民の歴史 2 「近代日本移民の歴史」編集委員会/編 汐文社

16 K345 よくわかる税金 新井明/著 泉美智子/監修 PHP研究所

17 K367 LGBTなんでも聞いてみよう QWRC/著 徳永桂子/著 子どもの未来社

18 K375 調べ学習ナビ 新聞編 山本紫苑/著 調べ学習ナビ編集室/著 理論社

19 K383 和服がわかる本 こどもくらぶ/編 岩崎書店

20 K388 隅田川の妖怪教室 隅田川妖怪絵巻PROJECT/編 講談社

21 K407
すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理科 New
チャレンジ

野田新三/監修 造事務所/編著 永岡書店

22 K407
すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理科 New
ベーシック

野田新三/監修 造事務所/編著 永岡書店

23 K407 やってみよう!理科の工作 川村康文/著 東京理科大学川村研究室/著
エネルギーフォーラ
ム

24 K408 そもそもなぜをサイエンス 2 大橋慶子/絵 大月書店

25 K421 ふしぎ?ふしぎ!<時間>ものしり大百科 3 藤沢健太/著 井上愼一/著 ミネルヴァ書房

26 K421 14歳のための宇宙授業 佐治晴夫/著 春秋社

27 K457 アパトサウルス たかしよいち/文 中山けーしょー/絵 理論社

28 K457 世界の恐竜MAP 土屋健/文 ActoW/絵 エクスナレッジ

29 K465 ずかん細菌 鈴木智順/監修 ネイチャー&サイエンス/編集 技術評論社

30 K468 小さなプランクトンの大きな世界 小田部家邦/文 高岸昇/絵 福音館書店

31 K480 となりに生きる動物たち 共同通信社写真部/著 講談社

32 K480 アニマリウム ジェニー・ブルーム/著 ケイティ・スコット/絵 汐文社

33 K486 くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑 盛口満/絵・文 岩崎書店

34 K486 みつけた!おもしろ虫 谷本雄治/文 石森愛彦/絵 童心社

35 K486 みつけた!びっくり虫 谷本雄治/文 石森愛彦/絵 童心社

36 K494 転んでも、大丈夫 臼井二美男/著 ポプラ社

37 K498 歯科医師の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

38 K502 企業内職人図鑑 8 こどもくらぶ/編 同友館

39 K538 世界初の宇宙ヨット「イカロス」 山下美樹/文 森治/監修 文溪堂

40 K594 子どもの手芸アイロンビーズ 寺西恵里子/著 日東書院本社

41 K596 15分でカフェごはん 春 しらいしやすこ/著 小澤綾乃/著 理論社

42 K616 まるごとえだまめ 八田尚子/構成・文 野村まり子/構成・絵 絵本塾出版

43 K720 名画で遊ぶあそびじゅつ! エリザベート・ド・ランビリー/著 大澤千加/訳 ロクリン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 K726 いわさきちひろ 松本由理子/文 あかね書房

45 K750 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 2 寺西恵里子/作 汐文社

46 K750 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 3 寺西恵里子/作 汐文社

47 K751
100円ショップでつくってあそぶ なんでも!ねんどあそ
び

吉田未希子/著 いかだ社

48 K754 こども折り紙あそび いしばしなおこ/著 ブティック社

49 K754 ダンボールで作るわくわくコロコロ装置 コロコロ研究所/監修 ブティック社

50 K754 おえかきおりがみ 小林一夫/監修 朝日新聞出版

51 K774 歌舞伎一年生  ちくまプリマー新書 中川右介/著 筑摩書房

52 K779 大研究落語と講談の図鑑 国土社編集部/編 国土社

53 K783
しらべよう!たのしもう!かならずわかるラグビー入門
2

稲葉茂勝/文・構成 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガ
ジン社

54 K783 すごいぞ!甲子園の大記録 講談社/編 講談社

55 K783 知ってる?ハンドボール 水野裕矢/著
ベースボール・マガ
ジン社

56 K798 たのしいあやとり大図鑑 みんなであやとり フィグインク/編 汐文社

57 K809 暗号学 稲葉茂勝/著 今人舎

58 K810 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野真二/著 丸山誠司/イラスト 河出書房新社

59 K913 戦国ベースボール [5] りょくち真太/作 トリバタケハルノブ/絵 集英社

60 K913 ドアのノブさん 大久保雨咲/作 ニシワキタダシ/絵 講談社

61 K913 時間の女神のティータイム あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

62 K913 おばけのコッチわくわくとこやさん 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

63 K913 なかよしおまもり、きいた? 松井ラフ/作 狩野富貴子/絵 PHP研究所

64 K913 透明犬メイ 辻貴司/作 丹地陽子/絵 岩崎書店

65 K913 おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル/さく・え ポプラ社

66 K913 学校の怖すぎる話 1 加藤一/編・著 市川友章/絵 あかね書房

67 K913 駅鈴(はゆまのすず) 久保田香里/作 坂本ヒメミ/画 くもん出版

68 K913 トンチンさんはそばにいる さえぐさひろこ/作 ほりかわりまこ/絵 童心社

69 K913 ゆず先生は忘れない 白矢三恵/著 山本久美子/絵 くもん出版

70 K913 星になった子ねずみ 手島悠介/作 岡本颯子/絵 講談社

71 K913 天馬のゆめ ばんひろこ/さく 北住ユキ/え 新日本出版社

72 K913 ハルとカナ ひこ・田中/作 ヨシタケシンスケ/絵 講談社

73 K913 いい人ランキング 吉野万理子/著 あすなろ書房

74 K933 モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス/作 永瀬比奈/訳 鈴木出版

75 K933 雨の日の魔女 ルース・チュウ/作 日当陽子/訳 フレーベル館

76 K933 ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー/作 斎藤倫子/訳 ほるぷ出版

77 K933 ウォーリアーズ 4-2 エリン・ハンター/作 小峰書店

78 K933 青い目の人形物語 2 シャーリー・パレントー/作 河野万里子/訳 岩崎書店

79 K933 サバイバー 2 ジェフ・プロブスト/著 クリス・テベッツ/著 講談社

80 K933 まいごのまいごのアルフィーくん ジル・マーフィ/著 松川真弓/訳 評論社

81 K933 暗号クラブ 7 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

82 K943 世界一の三人きょうだい グードルン・メプス/作 はたさわゆうこ/訳 徳間書店

83 K953 ダニーの学校大革命
ラッシェル・オスファテール/作 ダニエル遠藤
みのり/訳

文研出版
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