
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 古典について、冷静に考えてみました 逸身喜一郎/編 田邊玲子/編 岩波書店

2 002.7 考える力がつく本 池上彰/著 プレジデント社

3 002.7 ふせんの技100 舘神龍彦/著 枻出版社

4 007.1 コンピューターで「脳」がつくれるか 五木田和也/著 技術評論社

5 007.1 人工知能
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部
/編訳

ダイヤモンド社

6 007.3 はじめてのIoTプロジェクトの教科書  朝日新聞社

7 007.3 IoTビジネス入門&実践講座 荻原裕/著 白井和康/著 ソシム

8 007.6 プログラミングって何?親子でゼロからわかる本 アンク/著 秀和システム

9 007.6
仕事のパフォーマンスをアップするExcel関数超・基本
事項

阿部清人/著 秀和システム

10 007.6
名簿も議事録も見積書もエクセルで資料作成丁寧すぎ
る超入門

表恭子/著 秀和システム

11 007.6 Excelデータベースプロ技BESTセレクション 国本温子/著 技術評論社

12 007.6
できるAccessクエリデータ抽出・分析・加工に役立つ
本

国本温子/著 きたみあきこ/著 インプレス

13 007.6 オブジェクト指向言語Java 小林貴訓/共著 Htoo Htoo/共著 コロナ社

14 007.6
エクセルVBAのプログラミングをはじめからじっくり
と。

沢内晴彦/著 秀和システム

15 007.6 DeNAのサイバーセキュリティ 茂岩祐樹/著 日経BP社

16 007.6 あなたのセキュリティ対応間違っています 辻伸弘/著 日経NETWORK/編集 日経BP社

17 007.6 科学技術計算のためのPython入門 中久喜健司/著 技術評論社

18 007.6 プログラムの不思議を解く 日向俊二/著 カットシステム

19 007.6 アルゴリズムとデータ構造 平田富夫/著 森北出版

20 013.1 司書になるには 森智彦/著 ぺりかん社

21 018 情報便利屋の日記 村橋勝子/著 樹村房

22 019.0 読書と日本人  （岩波新書 新赤版） 津野海太郎/著 岩波書店

23 019.1 格差社会を生き延びる“読書”という最強の武器 大岩俊之/著 アルファポリス

24 019.1 7日間で成果に変わるアウトプット読書術 小川仁志/著 リベラル社

25 019.5 あの本この本どんな本 川上博幸/著
児童図書館研究会近
畿支部

26 021.4 就活でどうしても会いたい編集者20人へのOB・OG訪本
老松克博/ユング心理学・性格判断監修 マスメ
ディアンマスナビ編集部/編集

宣伝会議

27 021.4 雑誌のデザイン 視覚伝達ラボ編集部/編 誠文堂新光社

28 023.1 小さな出版社のつくり方 永江朗/著 猿江商會

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成28年12月(№414) 

 
  

（平成28年12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

29 023.1 出版と流通 横田冬彦/編 平凡社

30 023.3 あらゆる文士は娼婦である 石橋正孝/著 倉方健作/著 白水社

31 024.0 アマゾンと物流大戦争  （NHK出版新書） 角井亮一/著 NHK出版

32 024.8 怪書探訪 古書山たかし/著 東洋経済新報社

33 024.8 古本屋ツアー・イン・京阪神 小山力也/著 本の雑誌社

34 049 できる大人の常識力事典 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

35 069.0 ひとが優しい博物館 広瀬浩二郎/編著 青弓社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 100 大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる 貫成人/著 KADOKAWA

2 135.5 作家、学者、哲学者は世界を旅する ミシェル・セール/著 清水高志/訳 水声社

5 141.6 感情を上手に解き放つ技術 和田秀樹/著 新星出版社

6 141.7 「やる気はあるのに動けない」そんな自分を操るコツ 児玉光雄/著 SBクリエイティブ

7 159 金持ち父さんのセカンドチャンス ロバート・キヨサキ/著 岩下慶一/訳 筑摩書房

8 159 スマホをやめたら生まれ変わった クリスティーナ・クルック/著 安部恵子/訳 幻冬舎

10 159 スマホの5分で人生は変わる 小山竜央/著 KADOKAWA

11 159 幸せは日々の中に 葉祥明/著 日本標準

12 159 何があっても打たれ強い自分をつくる逆境力の秘密50 ジョン・リーズ/著 関根光宏/訳 CCCメディアハウス

13 159
なんとなく会社に行くだけの人生を送りたくないあな
たへ。

渡邉賢太郎/著 ポプラ社

14 159 LIFE SHIFT
リンダ・グラットン/著 アンドリュー・スコッ
ト/著

東洋経済新報社

15 159 自分だけはいつも「自分の味方」 和田秀樹/著 新講社

16 159 自分の番を生きるということ 佐々木正美/著 相田みつを/書 小学館

17 159
スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプ
ルなルール

ケリー・マクゴニガル/著 泉恵理子/監訳 日経BP社

18 159
仕事とお金で迷っている私をホンネでズバッと斬って
ください

山崎元/著 すばる舎

19 159.4
誰とでも何をやってもうまくいく人の考え方・仕事の
やり方

松浦拓平/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

20 159.4 「一流の存在感」がある人の気づかいのルール 丸山ゆ利絵/著 日本実業出版社

21 159.4 クリエイターズ・コード エイミー・ウィルキンソン/著 武田玲子/訳 日本実業出版社

22 159.4 入社1年目からの仕事の流儀 柴田励司/著 大和書房

23 159.4 仕事ができる人の逆転ワザ42 濱田秀彦/著 すばる舎リンケージ

24 159.4 ジャック・ウェルチの「リアルライフMBA」 ジャック・ウェルチ/著 スージー・ウェルチ/著 日本経済新聞出版社

25 159.4 会社に「残れる人」と「捨てられる人」の習慣 海老一宏/著 明日香出版社

26 159.4 「できる人」が会社を滅ぼす 柴田昌治/著 PHP研究所

27 159.7 ビジネスマンの私から13歳の君に贈る人生の言葉 佐々木常夫/著 海竜社

28 165.1 修行と信仰 藤田庄市/著 岩波書店

29 175.9 歩いてめぐる春日大社 春日大社/監修 扶桑社

30 186.9 四国八十八ケ所札所めぐりドライブ巡礼ガイド 四国おへんろ倶楽部/著 メイツ出版

31 186.9
山形御朱印を求めて歩く札所めぐり出羽・庄内ルート
ガイド

みちのく巡りん倶楽部/著 メイツ出版

32 186.9
戦国武将ゆかりの神社とお寺でいただく御朱印ハンド
ブック

八木透/監修 辰巳出版

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 188.8 身体(からだ)と心をととのえる禅の作法 藤井隆英/著 秀和システム

34 190 そうか!なるほど!!キリスト教 荒瀬牧彦/監修 松本敏之/監修
日本キリスト教団出
版局

35 192.5 熱狂する「神の国」アメリカ  （文春新書） 松本佐保/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 仕事に効く教養としての「世界史」 2 出口治明/著 祥伝社

2 204 日本人が教えたい新しい世界史 宮脇淳子/著 徳間書店

3 209.5 銀の世界史  （ちくま新書） 祝田秀全/著 筑摩書房

4 209.7 ロレンスがいたアラビア 上・下 スコット・アンダーソン/著 山村宜子/訳 白水社

5 209.7 昭和8年 石黒敬章/著 KADOKAWA

6 209.7 今だから、話す6つの事件、その真相 河瀬大作/著 日経BP社

7 209.7 戦地からのラブレター ジャン=ピエール・ゲノ/編著 永田千奈/訳 亜紀書房

8 209.7 一冊でわかるイラストでわかる図解現代史1945-2020 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

9 209.8 原因と結果の現代史 歴史ジャーナリズムの会/編 青春出版社

10 210.4 げんきな日本論  （講談社現代新書） 橋爪大三郎/著 大澤真幸/著 講談社

11 212.7 樹木と暮らす古代人 樋上昇/著 吉川弘文館

12 213 騎馬文化と古代のイノベーション
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

13 213.2 古墳の古代史  （ちくま新書） 森下章司/著 筑摩書房

14 213.3 飛鳥むかしむかし 国づくり編 奈良文化財研究所/編 早川和子/絵 朝日新聞出版

15 214 中世の古文書入門 小島道裕/著 河出書房新社

16 214 日本海交易と都市 中世都市研究会/編 山川出版社

17 214.7 戦国と宗教  （岩波新書 新赤版） 神田千里/著 岩波書店

18 214.7 応仁の乱  （中公新書） 呉座勇一/著 中央公論新社

19 214.7 戦国大名大全  廣済堂出版

20 214.7 戦国史の俗説を覆す 渡邊大門/編 柏書房

21 215 「武士」の仕事 歴史REAL編集部/編 洋泉社

22 217.5 満州集団自決 新海均/著 河出書房新社

23 219.3
地図と愉しむ東京歴史散歩 地下の秘密篇 （中公新
書）

竹内正浩/著 中央公論新社

24 219.3 江戸はスゴイ  （PHP新書） 堀口茉純/著 PHP研究所

25 219.6 京都の坂 中西宏次/著 明石書店

26 222 敦煌から奈良・京都へ 礪波護/著 法藏館

27 230.4 図解中世の生活 池上正太/著 新紀元社

28 253.0 メイキング・オブ・アメリカ 阿部珠理/著 彩流社

29 288.3 徳川家臣団の謎 菊地浩之/著 KADOKAWA

30 288.4 図説ヨーロッパの王朝 加藤雅彦/著 河出書房新社

31 288.4 昭和天皇実録 第8  東京書籍

32 288.4 天皇・皇室の将来  洋泉社

33 288.4 知られざる天皇明仁 橋本明/著 講談社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 288.4 昭和天皇御召列車全記録 原武史/監修 日本鉄道旅行地図帳編集部/編 新潮社

35 289.1 井伊直虎  （講談社現代新書） 夏目琢史/著 講談社

36 289.1 掘った、考えた 大塚初重/著 鶴原徹也/聞き手 中央公論新社

37 289.1 すごいお母さん、EUの大統領に会う 尾崎美恵/著 文藝春秋

38 289.1 大谷吉継 外岡慎一郎/著 戎光祥出版

39 289.1 皇室をお護りせよ! 鎌田勇/著 ワック

40 289.1 真田信繁 黒田基樹/著 戎光祥出版

41 289.1 田中角栄 人を動かす話し方の極意 齋藤孝/著 朝日新聞出版

42 289.1 ファミリア創業者坂野惇子 中野明/著 中央公論新社

43 289.1 僕は頑固な子どもだった 日野原重明/著 ハルメク

44 289.3 マリー・キュリーの挑戦 川島慶子/著 トランスビュー

45 289.3
美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯  （NHK
出版新書）

中野京子/著 NHK出版

46 289.3
池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊か
さって何ですか?

池上彰/著 KADOKAWA

47 290.9
地球の歩き方 A24 ギリシアとエーゲ海の島々＆キプロ
ス

『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

48 290.9 地球の歩き方 B24 キューバ＆カリブの島々 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

49 290.9 地球の歩き方 B25 アメリカ・ドライブ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

50 290.9 地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

51 290.9 珍国の女王 高井英子/著 西日本新聞社

52 290.9 旅の賢人たちがつくった世界遺産最強ナビ
丸山ゴンザレス/編 世界トラベラー情報研究会/
編

辰巳出版

53 291.0 日本の素敵なオーベルジュ  ガイアブックス

54 291.0 ブラタモリ 4 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

55 291.1 るるぶ冬の北海道 17  JTBパブリッシング

56 291.3 るるぶ箱根熱海湯河原小田原 [2016]  JTBパブリッシング

57 291.3 るるぶ東京ベスト 17  JTBパブリッシング

58 291.3 るるぶ横浜鎌倉 17  JTBパブリッシング

59 291.4 北陸・金沢 17  昭文社

60 291.5 愛知 17  昭文社

61 291.5 静岡 17  昭文社

62 291.5 高山線の全駅乗歩記 澤井泰/著 文芸社

63 291.5 ニッポンを解剖する!名古屋東海図鑑  JTBパブリッシング

64 291.5 飛驒高山・白川郷 飛驒古川・下呂温泉  
TAC株式会社出版事業
部

65 291.5 甲信越の名城を歩く 山梨編 山下孝司/編 平山優/編 吉川弘文館

66 291.6 歩く地図大阪散歩 2017  成美堂出版

67 291.6 京都に行く前に知っておくと得する50の知識 柏井壽/著 ワニブックス

68 291.6 京都・大阪・神戸 17  昭文社

69 291.8 愛媛県の山 石川道夫/著 西田六助/著 山と溪谷社

70 291.8 るるぶ愛媛 17  JTBパブリッシング

71 292.0 シルクロードに仏跡を訪ねて 本多隆成/著 吉川弘文館

72 292.1 ソウル 17  昭文社

73 292.2 るるぶ台湾 17  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 292.5 るるぶモルディブ [2016]  JTBパブリッシング

75 293.0 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口知宏/著 徳間書店

76 293.4 きらめくドイツクリスマスマーケットの旅 久保田由希/著 マイナビ出版

77 293.6 スペインサンティアゴ巡礼の道 高森玲子/編著 井島健至/写真 実業之日本社

78 293.7 るるぶイタリア 17  JTBパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 最新世界情勢地図
パスカル・ボニファス/[著] ユベール・ヴェド
リーヌ/[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2 302.2 インドから考える アマルティア・セン/著 山形浩生/訳 NTT出版

3 302.3 「憲法改正」に最低8年かける国 須永昌博/著 海象社

4 304 やっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人 ケント・ギルバート/著 PHP研究所

5 304 2025年の日本 破綻か復活か 駒村康平/編著 勁草書房

6 304 朝日は今日も腹黒い 高山正之/著 新潮社

7 304 問題は英国ではない、EUなのだ  （文春新書） エマニュエル・トッド/著 堀茂樹/訳 文藝春秋

8 312.1 政策会議と討論なき国会 野中尚人/著 青木遙/著 朝日新聞出版

9 312.2 中国共産党闇の中の決戦 中澤克二/著 日本経済新聞出版社

10 312.2 「アウンサンスーチー政権」のミャンマー 永井浩/編著 田辺寿夫/編著 明石書店

11 312.3 ユーラシアニズム チャールズ・クローヴァー/著 越智道雄/訳 NHK出版

12 312.3 宗教・地政学から読むロシア 下斗米伸夫/著 日本経済新聞出版社

13 312.3 迷走するイギリス 細谷雄一/著 慶應義塾大学出版会

14 312.5 アメリカ大統領制の現在 待鳥聡史/著 NHK出版

15 318 流しの公務員の冒険 山田朝夫/著 時事通信出版局

16 318.6 未来につなげる地方創生
内閣府地方創生人材支援制度派遣者編集チーム/
編

日経BP社

17 318.8 コミュニティデザイン学 小泉秀樹/編 東京大学出版会

18 319.1 東アジア和解への道 天児慧/編 李鍾元/編 岩波書店

19 319.1 現代日本外交史  （中公新書） 宮城大蔵/著 中央公論新社

20 319.3 アウシュヴィッツのコーヒー 臼井隆一郎/著 石風社

21 319.3 欧州複合危機  （中公新書） 遠藤乾/著 中央公論新社

22 319.3 世界とつながるハプスブルク帝国 大井知範/著 彩流社

23 319.8 オバマへの手紙  （文春新書） 三山秀昭/著 文藝春秋

24 323.1 安倍晋三の憲法戦争 塩田潮/著 プレジデント社

25 324.2 山林の境界と所有 寳金敏明/編著 右近一男/編著 日本加除出版

26 324.5 最新契約書の見方・作り方がよ〜くわかる本 高野浩樹/著 秀和システム

27 324.6 パートナーシップ・生活と制度 杉浦郁子/編著 野宮亜紀/編著 緑風出版

28 324.7 家族が亡くなった後の手続きがわかる本 武内優宏/著 内田麻由子/著 プレジデント社

29 324.7 もめない相続困らない相続税 坪多晶子/共著 坪多聡美/共著 清文社

30 327.1 法テラスの10年 司法アクセス推進協会/編
弁護士会館ブックセ
ンター出版部LABO

31 329.3 EUは危機を超えられるか 岡部直明/編著 EU研究会/著 NTT出版

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 330.4 第四次産業革命 クラウス・シュワブ/著 世界経済フォーラム/訳 日本経済新聞出版社

33 331 コンパクト経済学 明石喜彬/著 宇佐美竜一/著 中央経済社

34 331 18歳から考える経済と社会の見方 蔵研也/著 春秋社

35 331 経済学のすすめ  （岩波新書 新赤版） 佐和隆光/著 岩波書店

36 331.2 ガルブレイス 根井雅弘/著 白水社

37 332.1 英EU離脱!日本は円高に対処できるか 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

38 333.6 Brexit<英離脱>ショック企業の選択 吉田健一郎/著 日本経済新聞出版社

39 333.8 グローバル・ガバナンスにおける開発と政治 笹岡雄一/著 明石書店

40 333.8 貧困なき世界 ジャスティン・リン/著 小浜裕久/監訳 東洋経済新報社

41 334.4 ルポ難民追跡  （岩波新書 新赤版） 坂口裕彦/著 岩波書店

42 335.0 論語と算盤と私 朝倉祐介/著 ダイヤモンド社

43 335.0 50歳からの出直し大作戦  （講談社+α新書） 出口治明/[著] 講談社

44 335.0 起業と第二創業 日本工業大学専門職大学院MOT経営研究会/編著
クロスメディア・パ
ブリッシング

45 335.1 カンブリア宮殿 村上龍×経済人 スゴい社長の金言 村上龍/著 テレビ東京報道局/編 日本経済新聞出版社

46 335.3 中小企業の国際経営 丹下英明/著 日本政策金融公庫総合研究所/編集 同友館

47 336 明日、会社に行くのが楽しみになるお仕事のコツ事典 文響社編集部/編 文響社

48 336.1 世界最高峰の頭脳集団NASAに学ぶ決断技法 中村慎吾/著 東洋経済新報社

49 336.1 中小企業の経営改善と会計の知識 増田正志/著 同文舘出版

50 336.2 仕事の結果は「はじめる前」に決まっている 大嶋祥誉/著 KADOKAWA

51 336.2 仕事に追われない仕事術 マーク・フォースター/[著] 青木高夫/訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

52 336.3 最高のリーダーは、チームの仕事をシンプルにする 阿比留眞二/著 三笠書房

53 336.4 伝わる敬語の基本 岩下宣子/監修 ナツメ社

54 336.4
なんとかしたい!「ベテラン社員」がイキイキ動き出す
マネジメント

片岡裕司/著 日本経済新聞出版社

55 336.4 「言いたいことが言えない人」のための本 畔柳修/著 同文舘出版

56 336.4 「チーム」で働く人の教科書 久世浩司/著 大和書房

57 336.4 シニア社員の戦力を最大化するマネジメント 年金トータルサポート・コスモ/監修 第一法規

58 336.4 人間関係が楽になる気づかい&マナー事典 真山美雪/著 池田書店

59 336.4 本当に賢い人の丸くおさめる交渉術 三谷淳/著 すばる舎

60 336.4 雇用が変わる 水川浩之/著
レクシスネクシス・
ジャパン

61 336.4 個性を活かす人材マネジメント 谷内篤博/著 勁草書房

62 337 地域通貨で実現する地方創生 納村哲二/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

63 338.0 16歳のお金の教科書 お金の特別講義プロジェクト/編著 ダイヤモンド社

64 338.2 預金封鎖に備えよ 小黒一正/著 朝日新聞出版

65 338.9
国際弁護士が教える海外進出やっていいこと、ダメな
こと

絹川恭久/著
レクシスネクシス・
ジャパン

66 338.9 成功する海外M&A新10の法則 中田順夫/著
日経BPコンサルティ
ング

67 345.1 パナマ文書とオフショア・タックスヘイブン 合田寛/著
日本機関紙出版セン
ター

68 345.3
年金生活者・定年退職者のための確定申告 平成29年3
月締切分

山本宏/監修 技術評論社

69 345.5 知っておきたい空き家の税金 柴原一/編著 近代セールス社

70 361.4
そもそも、何を話せばいいかわからない人のための雑
談術

櫻井弘/著 SBクリエイティブ

71 361.4 「いい質問」が人を動かす 谷原誠/著 文響社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 361.4 心の地雷を踏まないコツ・踏んだときのコツ 根本裕幸/著 日本実業出版社

73 361.4
理不尽に「攻撃してくる人」から自分の身を守るスキ
ルの身につけ方

橋本佐由理/著 ぱる出版

74 365.3 自治体の「困った空き家」対策 宮崎伸光/編著 ちば自治体法務研究会/著 学陽書房

75 366.2 お父さんのための裏ハローワーク 門倉貴史/著 方丈社

76 366.2 私は自分の仕事が大好き 鴨頭嘉人/[編]著 かも出版

77 366.2 働く人のための超速勉強法 佐藤孝幸/著 大和書房

78 366.2 履歴書・職務経歴書採用される書き方 藤井佐和子/著 新星出版社

79 366.3 キャリアと出産 大葉ナナコ/著 河出書房新社

80 366.3 女性が活躍する社会の実現 加藤久和/編著 財務省財務総合政策研究所/編著 中央経済社

81 366.4 ズボラな人のための確定拠出年金入門 井戸美枝/著 プレジデント社

82 366.8 非正規って言うな! 平賀充記/[著]
クロスメディア・
マーケティング

83 367.6 「ひきこもり」経験の社会学 関水徹平/著 左右社

84 367.6 「プチ虐待」の心理  （青春新書INTELLIGENCE） 諸富祥彦/著 青春出版社

85 367.7 なぜイギリス人は貯金500万円で幸せに暮らせるのか? 井形慶子/著 講談社

86 367.9 人はなぜ不倫をするのか  （SB新書） 亀山早苗/著 SBクリエイティブ

87 367.9 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団/編 明石書店

88 368.6 ワルに学ぶ黒すぎる交渉術 多田文明/著 プレジデント社

89 369.2 障害者運動のバトンをつなぐ 尾上浩二/著 熊谷晋一郎/著 生活書院

90 369.2 ここで差がつく生活困窮者の相談支援
社会的包摂サポートセンター/監修 朝比奈ミカ/
編著

中央法規出版

91 369.2 介護事故をなくすためにやっておくべき51のルール 田中元/著 ぱる出版

92 369.2 介護施設で何が起きているのか 吉田輝美/著 ぎょうせい

93 369.3 御嶽山噴火生還者の証言  （ヤマケイ新書） 小川さゆり/著 山と溪谷社

94 369.3 日本震災史  （ちくま新書） 北原糸子/著 筑摩書房

95 369.3 絆って言うな! 渋井哲也/著 皓星社

96 369.3 中高年のための防災ガイド  ベストセラーズ

97 369.3 災厄からの立ち直り 寺田匡宏/編著 あいり出版

98 369.3 そのときラジオは何を伝えたか 米村秀司/著 ラグーナ出版

99 369.4 給食費未納  （光文社新書） 鳫咲子/著 光文社

100 369.4 徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす  （文春新書） 日本財団子どもの貧困対策チーム/著 文藝春秋

101 369.4 告発児童相談所が子供を殺す  （文春新書） 山脇由貴子/著 文藝春秋

102 371 21世紀の学習者と教育の4つの次元 C.ファデル/著 M.ビアリック/著 北大路書房

103 371.3 教育支援とチームアプローチ 松田恵示/編 大澤克美/編 書肆クラルテ

104 374 いじめ・暴力に向き合う学校づくり
ジョン・ウィンズレイド/著 マイケル・ウィリ
アムズ/著

新曜社

105 374.1 20代教師のためのクラス回復術 桔梗友行/著 学陽書房

106 374.3 「教師を辞めようかな」と思ったら読む本 新井肇/著 明治図書出版

107 374.6 教師を守る保護者トラブル対応術 丸岡慎弥/著 大西隆司/著 学陽書房

108 376.1 子どもはテレビをどう見るか 村野井均/著 勁草書房

109 376.8 中学受験基本のキ! 西村則康/共著 小川大介/共著 日経BP社

110 377.1 18歳からの「大人の学び」基礎講座 向後千春/著 北大路書房

111 378 発達障害の子どもの心がわかる本 笠原麻里/監修 主婦の友社/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

112 378 発達障害の子の子育て相談 5  本の種出版

113 378
自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる
本 幼児・小学生編

本田秀夫/監修 日戸由刈/監修 講談社

114 378.1 視覚障害教育に携わる方のために 香川邦生/編著 猪平眞理/共同執筆 慶應義塾大学出版会

115 378.2 就活・就労のための手話でわかるビジネスマナー 竹村茂/著 たかねきゃら/絵 ジアース教育新社

116 378.6 ダウン症児の学びとコミュニケーション支援ガイド 玉井浩/編集 里見恵子/編集 診断と治療社

117 379.7 結局、ひとりで勉強する人が合格する 鬼頭政人/著 幻冬舎

118 379.7
「忙しい」「できない」「間に合わない」から受かる!
超効率勉強法

吉田穂波/著 すばる舎

119 379.7 五〇歳からの勉強法 和田秀樹/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

120 382.1 旧暦と暮らす沖縄 白井明大/文 當麻妙/写真 講談社

121 382.5 アメリカ先住民を知るための62章 阿部珠理/編著 明石書店

122 383.5 化粧の日本史 山村博美/著 吉川弘文館

123 383.6 入浴と銭湯 中野栄三/著 雄山閣

124 383.8 料理でわかるヨーロッパ各国気質 片野優/著 須貝典子/著 実務教育出版

125 383.8 だれも語らなかったすしの世界 日比野光敏/著 旭屋出版

126 383.9 トイレ 屎尿・下水研究会/編著 ミネルヴァ書房

127 384.6 図説英国レディの世界 岩田託子/著 川端有子/著 河出書房新社

128 385.4 これで安心!結婚準備&マナー 遠藤佳奈子/監修 ナツメ社

129 385.4 花嫁のヘアアレンジ  主婦と生活社

130 385.6 小さな葬儀と墓じまい 大野屋テレホンセンター/監修 自由国民社

131 385.6 葬式に迷う日本人 島田裕巳/著 一条真也/著 三五館

132 386.1 山・鉾・屋台行事 植木行宣/著 福原敏男/著 岩田書院

133 387 災厄と信仰 大島建彦/著 三弥井書店

134 388.1 怪異を歩く 一柳廣孝/監修 今井秀和/編著 青弓社

135 388.1 幽霊 近世都市が生み出した化物 高岡弘幸/著 吉川弘文館

136 388.8 誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サンダース/著イラスト 前
田まゆみ/訳

創元社

137 389.0 人類学者への道 川田順造/著 青土社

138 391.1 戦争社会学 好井裕明/編著 関礼子/編著 明石書店

139 392.1 日本・韓国・台湾は「核」を持つのか? マーク・フィッツパトリック/著 秋山勝/訳 草思社

140 397.2 <証言録>海軍反省会 9 戸高一成/編 PHP研究所

141 397.3 コーベット海洋戦略の諸原則
ジュリアン・スタフォード・コーベット/著 エ
リック・J.グロゥヴ/編

原書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 翻訳のダイナミズム スコット・L.モンゴメリ/著 大久保友博/訳 白水社

2 402.1 短歌を詠む科学者たち 松村由利子/著 春秋社

3 404 今をどう生きる 益川敏英/著 沢田昭二/著 旬報社

4 410 ガリレオ・ガリレイは数学でもすごかった!? 吉田信夫/著 アップ/編集 技術評論社

5 410.7 10分で教える算数 AERA with Kids編集部/編著 朝日新聞出版

6 413.6 だれでもわかる微分方程式 石村園子/著 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 417 広告・ニュースの数字のカラクリがわかる統計学 涌井良幸/著 日本実業出版社

8 417.6 分布からはじめる確率・統計入門 岩沢宏和/著 東京図書

9 417.6 最速の推計統計 渡邊洋/著 コロナ社

10 420.2 ヒトラーと物理学者たち フィリップ・ボール/[著] 池内了/訳 岩波書店

11 421.2 みるみる理解できる相対性理論  ニュートンプレス

12 421.3 宇宙は「もつれ」でできている  （ブルーバックス） ルイーザ・ギルダー/著 山田克哉/監訳 講談社

13 425 工科系学生のための光・レーザ工学入門 中野人志/著 コロナ社

14 425.7 トコトンやさしい色彩工学の本 前田秀一/著 日刊工業新聞社

15 431 数学フリーの物理化学 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

16 431.1 数学フリーの化学結合 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

17 440 私たちは宇宙から見られている? ポール・マーディン/著 古田治/訳 日本評論社

18 450 地球の歴史　上・中・下（中公新書） 鎌田浩毅/著 中央公論新社

19 450.9 関東のジオパーク 目代邦康/編 鈴木雄介/編 古今書院

20 451.6 雪と氷の図鑑 武田康男/文・写真 草思社

21 453
3.11の想定外のM9以降,見直しを迫られる地震研究の最
前線

 ニュートンプレス

22 453.9 温泉と地球科学 大沢信二/編 西村進/編 ナカニシヤ出版

23 457.8 楽しい動物化石 土屋健/著 芝原暁彦/協力 河出書房新社

24 464.2 10万種類のタンパク質  ニュートンプレス

25 474.8 森のきのこ、きのこの森 新井文彦/著 白水貴/監修 玄光社

26 474.9 街なかの地衣類ハンドブック 大村嘉人/著 文一総合出版

27 475 コケを見に行こう! 左古文男/著 樋口正信/監修 技術評論社

28 481.7 捕食動物写真集 新紀元社/編集 新紀元社

29 483.6 イタチムシの世界をのぞいてみよう 鈴木隆仁/著 サンライズ出版

30 485.7 クモの糸でバイオリン 大崎茂芳/著 岩波書店

31 486 虫の目になってみた 海野和男/著 河出書房新社

32 486 虫塚紀行 柏田雄三/著 創森社

33 487.6 ナマズの博覧誌 秋篠宮文仁/編著 緒方喜雄/編著 誠文堂新光社

34 488.9 にっぽんスズメ歳時記 中野さとる/写真 カンゼン

35 489.5 イヌに「こころ」はあるのか
レイモンド・コッピンジャー/著 マーク・ファ
インスタイン/著

原書房

36 490.1 ホスピスからの贈り物  （ちくま新書） 横川善正/著 筑摩書房

37 490.2 描かれた病 リチャード・バーネット/著 中里京子/訳 河出書房新社

38 492.7 お尻をもむだけで痛みの9割は消える 宇田川賢一/著 ダイヤモンド社

39 492.9 よくわかる在宅看護 角田直枝/編集
学研メディカル秀潤
社

40 492.9 ゼロからわかる疾患別検査値読みこなし 栗原毅/監修 成美堂出版

41 493.1 国循のなぜこれが生活習慣病にいいのか? 国立循環器病研究センター/著 宮本恵宏/監修 アスコム

42 493.1 「筋肉」「骨」「歯」「認知症」の最新対策
「きょうの健康」番組制作班/編 主婦と生活社
ライフ・プラス編集部/編

主婦と生活社

43 493.1 本当にすごい冷えとり百科  オレンジページ

44 493.1 五七五転ばぬ先の知恵ことば 武藤芳照/選評 日本転倒予防学会/監修 論創社

45 493.7 時代が締め出すこころ 青木省三/著 日本評論社

46 493.7 鈍感な世界に生きる敏感な人たち イルセ・サン/[著] 枇谷玲子/訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 493.7 精神病院のない社会をめざして
ミケーレ・ザネッティ/[著] フランチェスコ・
パルメジャーニ/[著]

岩波書店

48 493.7 パーキンソン病を知りたいあなたへ 高橋良輔/著 NHK出版

49 493.7 頭痛をスッキリ治す本 寺本純/著 講談社

50 493.7 よくわかる失語症ことばの攻略本 音読編 沼尾ひろ子/著 エスコアール

51 494.6
<くび・肩の痛み>頸椎症・五十肩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

52 494.9 前立腺がんは怖くない  （小学館新書） 頴川晋/著 小学館

53 494.9 専門医が教える慢性腎臓病でも長生きする方法 木村健二郎/著 幻冬舎

54 495 「食事」を知っているだけで人生を大きく守れる 細川モモ/著 ダイヤモンド社

55 495.4 乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部/著 毎日新聞出版

56 496 やってはいけない目の治療 深作秀春/著 KADOKAWA

57 496 目の悩み・疑問がスッキリ解決する500のQ&A 小島隆司/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

58 497.5
納得のいく治療を受けるために知っておきたいインプ
ラント

水木信之/著 NHK出版

59 498.0 不潔都市ロンドン リー・ジャクソン/著 寺西のぶ子/訳 河出書房新社

60 498.0 地域医療と暮らしのゆくえ 高山義浩/著 医学書院

61 498.0 不要なクスリ無用な手術  （講談社現代新書） 富家孝/著 講談社

62 498.3 「ぼんやり」が脳を整理する 菅原洋平/著 大和書房

63 498.3 医者通いせずに90歳まで元気で生きる人の7つの習慣 長尾和宏/著 ベストセラーズ

64 498.3
フィジカルエリートが実践する仕事力を上げる「脱疲
労」「脱ストレス」の技術

中野ジェームズ修一/著 講談社

65 498.5 91歳、現役料理家の命のレシピ 城戸崎愛/著 マガジンハウス

66 498.5
たった3日で自律神経が整うDr.小林流健美腸ファス
ティング

小林暁子/著 主婦の友社

67 498.5 疲れやすい人の食事いつも元気な人の食事 柴崎真木/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

68 498.5 慈恵大学病院のおいしい大麦スイーツ 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部/監修
東京慈恵会医科大学
附属病院栄養部

69 498.5 0〜5歳子どもの味覚の育て方 とけいじ千絵/著 日東書院本社

70 498.6 衛生害虫ゴキブリの研究 辻英明/著 北隆館

71 499.1 危険ドラッグの基礎知識 舩田正彦/著 講談社

72 499.3 医薬品とノーベル賞  （角川新書） 佐藤健太郎/[著] KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 アイデアは敵の中にある 根津孝太/著 中央公論新社

2 504 世界を変える100の技術 日経BP社/編 日経BP社

3 507 ものづくりの発想法 渡邊嘉二郎/著 城井信正/著 法政大学出版局

4 507.9 Nゲージ鉄道模型レイアウトの教科書 松本典久/著 大泉書店

5 509.5
なぜ、日本の製造業はソリューションビジネスで成功
しないのか?

ワイ・ディ・シー共動創発事業本部/編著 日刊工業新聞社

6 515.0 橋を透して見た風景 紅林章央/著 都政新報社

7 517.5 事例からみた水害リスクの減災力 末次忠司/著 鹿島出版会

8 518.5 ごみゼロへの挑戦 山谷修作/著 丸善出版

9 519.4 水辺のすこやかさ指標“みずしるべ” 古米弘明/編著 石井誠治/共著 技報堂出版

10 519.9 日本の防災、世界の災害 石渡幹夫/著 鹿島出版会

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 520.9 名建築が生まれた現場 江村英哲/著 菅原由依子/著 日経BP社

12 521.8 図解ここが見どころ!古建築 妻木靖延/著 学芸出版社

13 528.1 よくわかる最新配管設備の基本と仕組み 土井巖/著 秀和システム

14 536.8 ココからはじめるクロスバイク  
スタジオタッククリ
エイティブ

15 537.0 モビリティー革命2030
デロイトトーマツコンサルティング/著 日経
Automotive/編集

日経BP社

16 537.7
きちんと知りたい!自動車メンテとチューニングの実用
知識

飯嶋洋治/著 日刊工業新聞社

17 537.9 トヨタ2000GTを愛した男たち 細谷四方洋/著 三恵社

18 538.6 トコトンやさしいドローンの本 鈴木真二/監修 日本UAS産業振興協議会/編 日刊工業新聞社

19 538.6 登録記号から見た日本の旅客機  イカロス出版

20 538.9 宇宙システムの安全・ミッション保証
宇宙航空研究開発機構「宇宙システムの安全・
ミッション保証」編集委員会/著

日科技連出版社

21 540 基礎から学ぶ電気電子・情報通信工学 田口俊弘/編著 堀内利一/編著 講談社

22 541.2 文系でもわかる電気数学 山下明/著 翔泳社

23 543.4
熱電併給システムではじめる木質バイオマスエネル
ギー発電

熊崎実/編著 日刊工業新聞社

24 543.4 図解次世代火力発電 高橋毅/編著 日刊工業新聞社

25 546.3 電気鉄道のセクション 持永芳文/著 戎光祥出版

26 546.5 公式パンフレットで見る東京地下鉄車両のあゆみ 東京地下鉄株式会社/編著
ネコ・パブリッシン
グ

27 556.9 伝承戦艦大和 上 原勝洋/編 潮書房光人社

28 557.8 図説海上衝突予防法 福井淡/原著 海文堂出版

29 559.1 大砲からみた幕末・明治 中江秀雄/著 法政大学出版局

30 571 化学工学の基礎 上ノ山周/著 相原雅彦/著 朝倉書店

31 574 よくわかる製造業の化学物質管理 傘木和俊/編 オーム社

32 576.1 脂肪の歴史 ミシェル・フィリポフ/著 服部千佳子/訳 原書房

33 581.0 世界一の金属の町 燕三条の刃物と金物 中川政七商店/編 平凡社

34 581.7 アウトドアナイフがわかる本 蓬萊博史/監修 地球丸

35 583.9 つくって楽しむわら工芸 瀧本広子/編 大浦佳代/取材・執筆 農山漁村文化協会

36 585.5 トコトンやさしい段ボールの本 レンゴー株式会社/編著 斎藤勝彦/監修 日刊工業新聞社

37 586.1 素材いろいろ物語 若狭純子/編著 繊研新聞社

38 588.3 チョコレート語辞典 Dolcerica 香川理馨子/著 千住麻里子/監修 誠文堂新光社

39 589.2
誰からも「感じがいい」「素敵」と言われる大人のシ
ンプルベーシック

鈴木尚子/著 KADOKAWA

40 589.2 愛される色 七江亜紀/著 講談社

41 589.2 ブラジャーで勲章をもらった男 西田清美/著 集英社

42 589.7 PlayStation VRを体感せよ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント/
著

PHP研究所

43 591 お金持ちはなぜ、靴をピカピカに磨くのか? 臼井由妃/著 朝日新聞出版

44 591 やってはいけないお金の習慣 荻原博子/著 青春出版社

45 591 一生お金に困らない人死ぬまでお金に困る人 中嶋よしふみ/著 大和書房

46 593.3 まっすぐ縫って作れる、背が低めな人のための大人服
小峯有華/デザイン考案・制作 船橋愛加/スタイ
リング

誠文堂新光社

47 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2016-2017秋冬  ブティック社

48 593.3 ミセスのスタイルブック 2016秋冬号  文化学園文化出版局

49 593.5 男のお洒落メンテナンス大全集  世界文化社

50 593.8 きものに強くなる  世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 593.8 着こなし広がる帯を楽しむ便利帖 吉田アヤ/監修 ナツメ社

52 594 猫がよろこぶ手作りグッズ 西イズミ/著 五十嵐健太/写真 WAVE出版

53 594 フェルトのお守りラッキーチャーム ピポン/著 文化学園文化出版局

54 594.2 赤・白・緑クリスマス刺しゅう350  アップルミンツ

55 594.2 ふっくらかわいいディズニーの立体刺しゅう アトリエFil/著 ブティック社

56 594.2 くまのプーさんはじめての刺繡 大塚あや子/監修・刺繡制作 KADOKAWA

57 594.3 秋冬ニットセレクション  ブティック社

58 594.3 いちばんかわいい!ベビーニット  辰巳出版

59 594.3 かぎ針あみの模様 1  日本ヴォーグ社

60 594.3 かぎ針で編むあったかふかふかアニマルざぶとん  アップルミンツ

61 594.3 3時間で編めるふだん使いのスヌード&マフラー  辰巳出版

62 594.3 刺しゅう糸で編むウィンターモチーフ  アップルミンツ

63 594.3 ニットのクラッチバッグ 主婦と生活社/編 主婦と生活社

64 594.9 福々ちりめん動物 定森朗子/著 定森美保/著 誠文堂新光社

65 594.9 リアルかわいい羊毛フェルトのうさぎ 畑牧子/著 河出書房新社

66 594.9 うちのコにしたい!羊毛フェルト猫のつくり方 Hinali/著 KADOKAWA

67 594.9 モジパッチワーク F.O.I/著 誠文堂新光社

68 594.9 ポンポンで作るかわいいアニマル歳時記  アップルミンツ

69 595 ニールズヤードレメディーズBEAUTY BOOK
スーザン・カーティス/著 フラン・ジョンソン/
著

緑書房

70 595.4 ショートネイルFun  辰巳出版

71 596.0 一汁一菜でよいという提案 土井善晴/著 グラフィック社

72 596.0 成田屋の食卓 堀越希実子/著 世界文化社

73 596 アルミホイル超楽レシピ 浅野曜子/レシピ監修 日東書院本社

74 596 つくりおきスープ 市瀬悦子/著 家の光協会

75 596 おいしくて大満足!減塩&低カロリーのダイエット鍋 今泉久美/著 文化学園文化出版局

76 596 狭くても、料理が楽しい台所のつくり方 後藤由紀子/著 日本文芸社

77 596 合格賢脳レシピ80 篠原菊紀/監修 法研

78 596 居酒屋の一品料理 志の島忠/編著 旭屋出版

79 596 はじめてのストウブでふだんごはん 重信初江/著 主婦の友社

80 596 スープ、ポタージュ、チャウダーBEST200  枻出版社

81 596 忙しいママでもできる!毎日の時短ごはん 田内しょうこ/著 まちとこ/編 辰巳出版

82 596 材料入れてのんびり煮るだけレシピ 堤人美/著 主婦の友社

83 596 20分で4品ごはん 東京ガス「食」情報センター/著 講談社

84 596 NHKガッテン!発酵パワー全開おかず
NHK科学・環境番組部/編 主婦と生活社「NHK
ガッテン!」編集班/編

主婦と生活社

85 596 段取り上手になる!献立BOOK 牧野直子/著 成美堂出版

86 596 一度にたくさん作るからおいしいスープ 井原裕子/著 成美堂出版

87 596 ポムポムプリンのおいしいレシピ 稲熊由夏/著 山本ちかこ/著 主婦と生活社

88 596 冷凍作りおきでやせる!ダイエットレシピ100 牛尾理恵/著 朝日新聞出版

89 596 大人の自家製  枻出版社

90 596 男めし入門 加藤和子/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

91 596 クックパッドのおいしい厳選!鍋レシピ クックパッド株式会社/監修 新星出版社

92 596 小林カツ代の永久不滅レシピ101 小林カツ代/著 主婦の友社

93 596
砂糖が決め手!コウケンテツのまたつくりたくなる定番
レシピ

コウケンテツ/著 NHK出版

94 596 常備菜 2 飛田和緒/著 主婦と生活社

95 596 のせて焼くだけオーブンレシピ 藤井恵/著 永岡書店

96 596 わたしの作りおき便利帖 坂田阿希子/著 宝島社

97 596 簡単おかず作りおきおいしい230レシピ 齋藤真紀/著 新星出版社

98 596 オーブンでスイッチポン!の絶品レシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

99 596 カレー全書 柴田書店/編 柴田書店

100 596 バーミキュラでつくるSHIORIの日々ごはん SHIORI/[著] 枻出版社

101 596 「留守番めし」の作りおき 牧野直子/著 文化学園文化出版局

102 596 魔法の粉「れんこんパウダー」健康法 村上祥子/著 講談社

103 596 作っておけるごはん ワタナベマキ/著 学研プラス

104 596.2 シスターマリア・コスタのイタリア家庭料理 カトリック新聞社/編 教友社

105 596.2 和食の英語表現事典 亀田尚己/著 青柳由紀江/著 丸善出版

106 596.2 僕が本当に好きな和食 笠原将弘/著 主婦の友社

107 596.2 イタリアマンマの粉ものレシピ パンツェッタ貴久子/著 講談社

108 596.2 安心みそ汁365 村上祥子/著 セブン&アイ出版

109 596.2 セイボリータルト 森崎繭香/著 日東書院本社

110 596.2 レシピのいらない和食の本 行正り香/著 講談社

111 596.3 旬を楽しむ地魚料理の本 野村祐三/著 講談社

112 596.4 持ちよりゴハン ダンノマリコ/著 学研プラス

113 596.4 トラネコボンボンのおもてなし 中西なちお/著 グラフィック社

114 596.4 はるはるママの朝ラクできる部活弁当 はるはる/著 KADOKAWA

115 596.6 C.bonbonの予約のとれないアイシングクッキー教室 生島稚亜子/著 学研プラス

116 596.6 一流シェフのパウンドケーキ ピエール・エルメ/著 和泉光一/著 世界文化社

117 596.6 飴細工 大西達也/著 旭屋出版

118 596.6 贈りたくなるクッキー、マフィン、パウンドの本 坂田阿希子/著 主婦と生活社

119 596.6 ケーキイッチ 日本サンドイッチ協会/著
パルコエンタテイン
メント事業部

120 596.6 からだにいい素材でつくるおやつとパン パンの材料屋maman/著 マイルスタッフ

121 596.6
ニューヨークスタイルの焼き菓子レシピBest
Selection

平野顕子/著 主婦と生活社

122 596.6 型1つで作る、バターとオイルのパイとタルト 福田淳子/著 マイナビ出版

123 596.6
初めてでも失敗しないみのたけ製菓のアイスボックス
クッキー完全レシピ

みのたけ製菓/著 講談社

124 596.6 クイックブレッドで朝ごはん 柳瀬久美子/著 文化学園文化出版局

125 596.6 タルト・ソレイユとタルト・フルール 柳瀬久美子/著 主婦と生活社

126 596.6 「ちょっとのイースト」で作るベーグルとピザの本 幸栄/著 主婦と生活社

127 596.6 はじめてでもおいしく作れる和のお菓子 和のお菓子大好き!の会/編 家の光協会

128 596.7 華麗なる紅茶の世界 磯淵猛/監修 ぴあ

129 597
アンティークの映えるクラシックスタイルのインテリ
ア

 主婦の友社

130 597.5 ゆるミニマルのススメ 阪口ゆうこ/著 日本文芸社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

131 597.5 捨てトレ 野沢恭恵/著 オレンジページ

132 597.5 自然に片づく部屋づくり 小西紗代/監修 宝島社

133 597.5 モノトーン収納でラクする片づけ 小脇美里/著 小学館

134 598.2 はじめてママ&パパの妊娠・出産 安達知子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

135 598.2 やさしくわかる月数別はじめての妊娠・出産 井上裕子/監修 西東社

136 599.0
子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた『男の子マ
マ』の悩みをぶっとばす言葉

須藤暁子/著 KADOKAWA

137 599 男親が賢く元気な子を育てる 能登春男/著 さくら舎

138 599.8 今日から使える読み聞かせテクニック 景山聖子/著
ヤマハミュージック
メディア

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域創生イノベーション 忽那憲治/編著 山田幸三/編著 中央経済社

2 602.2 現代中国の産業と企業 佐々木信彰/編著 晃洋書房

3 606.9 博覧会絵はがきとその時代 高橋千晶/編著 前川志織/編著 青弓社

4 611.6 東日本大震災農業復興はどこまで進んだか 農林中金総合研究所/編著 家の光協会

5 611.7 渋谷の農家 小倉崇/著 本の雑誌社

6 611.7 農業をデザインで変える 長岡淳一/著 阿部岳/著 瀬戸内人

7 627.7 バラの家木村卓功の極上のバラづくり 木村卓功/著 家の光協会

8 627.8 はじめてのエアプランツ 鹿島善晴/著 松田行弘/スタイリング監修 家の光協会

9 627.8 ちいさな盆栽 砂森聡/著 ブティック社

10 627.8 匠の技盆栽技術集  近代出版

11 627.8 インドアグリーンと暮らす TRANSHIP/著 家の光協会

12 627.8 What's BONSAI? 松井孝/監修 関野正/指導 主婦の友社

13 629.2 ガーデニングとイギリス人 飯田操/著 大修館書店

14 629.4 自然保護レンジャーになるには 須藤ナオミ/著 藤原祥弘/著 ぺりかん社

15 629.7 街の木ウォッチング 岩谷美苗/著 東京学芸大学出版会

16 629.7 宿根草でつくる自分好みの庭 NHK出版/編 天野麻里絵/監修 NHK出版

17 635 皇后さまとご養蚕  扶桑社

18 645.2 ウマの科学 近藤誠司/編集 朝倉書店

19 645.4 世界のひつじめぐり 本出ますみ/監修 グラフィック社

20 645.6 愛犬がよろこぶ簡単手づくりごはん 池田英由紀/監修 二見書房

21 645.7 ネコへの恋文 岩合光昭/著 日経BP社

22 646.8 ときめくインコ図鑑 おぴ〜とうもと/写真・監修 山と溪谷社

23 649.0 動物病院を訪れた小さな命が教えてくれたこと 磯部芳郎/著 現代書林

24 650 図解知識ゼロからの林業入門 関岡東生/監修 家の光協会

25 653.4 環境を守る森をつくる 原田洋/著 矢ケ崎朋樹/著 海青社

26 661 魚と日本人  （岩波新書 新赤版） 濱田武士/著 岩波書店

27 670.9 伝わるモノの書き方のコツ 直井章子/監修 ナツメ社

28 672.1 観光の波、激変する京のまちと商い 齊藤哲雄/著 文芸社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 673.8 多店舗展開の基本実務 船井総合研究所流通業活性化プロジェクト/著 すばる舎リンケージ

30 673.9 幻の料亭・日本橋「百川」 小泉武夫/著 新潮社

31 673.9 おけいすし 鈴木正志/著 講談社

32 673.9 最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ〜くわかる本 高山善文/著 秀和システム

33 673.9 3万円からの民泊投資術 高橋洋子/著 WAVE出版

34 673.9 空き家管理ビジネスがわかる本 中山聡/著 田中和彦/監修 同文舘出版

35 673.9 世界の個性派カフェ&レストラン PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

36 673.9 2時間で丸わかり!不動産経営のきほん大全 広瀬智也/著 SBクリエイティブ

37 673.9 なんでお店が儲からないのかを僕が解決する 堀江貴文/著 ぴあ

38 675 会社のホームページはどんどん変えなさい 石嶋洋平/著 あさ出版

39 675 SNSマーケティングのやさしい教科書。 グローバルリンクジャパン/著 清水将之/著
エムディエヌコーポ
レーション

40 675 日本企業で本当に役立つマーケティング7つの原則 近藤隆/著 KADOKAWA

41 675 結果を出すのに必要なまわりを巻き込む技術 小林正典/著 ポプラ社

42 675 価格の掟 ハーマン・サイモン/著 上田隆穂/監訳 中央経済社

43 675 デジタルで変わるマーケティング基礎 宣伝会議編集部/編 野口恭平/監修 宣伝会議

44 675 世界中に販路を拡げる海外Webマーケティングの教科書 高岡謙二/著 日本実業出版社

45 675 実践!Instagramビジュアルマーケティング 田中千晶/著 KADOKAWA

46 675 技術マーケティング戦略 高橋透/著 中央経済社

47 675 なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか? 野村総合研究所/著 松下東子/著 東洋経済新報社

48 678.4 英文契約書ハンドブック 宮田正樹/著
日本能率協会マネジ
メントセンター

49 681.3 すぐに役立つ入門図解交通事故の過失割合ケース別288 木島康雄/監修 三修社

50 686.2 阪急電鉄神戸線 生田誠/著
アルファベータブッ
クス

51 686.2 ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間昌子/著 エクスナレッジ

52 686.2 世界の美しい地下鉄マップ マーク・オーブンデン/編著 鈴木和博/訳
日経ナショナルジオ
グラフィック社

53 686.2 失われた国鉄ローカル線 結解喜幸/著 RGG/撮影 イカロス出版

54 686.2 D&S列車の旅 櫻井寛/写真・文 双葉社

55 686.2
にっぽん縦断民鉄駅物語 西日本編 （交通新聞社新
書）

櫻井寛/著 交通新聞社

56 686.2
誰かに話したくなる大人の鉄道雑学  （サイエンス・
アイ新書）

土屋武之/著 SBクリエイティブ

57 686.2 世界の絶景鉄道 PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

58 686.2 歌で楽しむ鉄道昔と今 松尾定行/著 彩流社

59 686.3 徹底解析!!JR九州  洋泉社

60 686.5 難読駅名を楽しむ,和食,糒,飯給は何と読みますか 西東秋男/編 筑波書房

61 686.7 定刻運行を支える技術 梅原淳/著 秀和システム

62 687.2 旅客機を見れば世界が分かる チャーリイ古庄/著 イカロス出版

63 689.5 東京ディズニーリゾートショー&パレードガイドブック ディズニーファン編集部/編 講談社

64 694.6 スマホ&タブレット+Wi-Fi基本&便利ワザまるわかり  学研プラス

65 694.6 Androidプログラミング入門 長谷篤拓/共著 中庭伊織/共著 コロナ社

66 694.6 Xcodeではじめる簡単iPhoneアプリ開発 正健太朗/著 技術評論社

67 694.6 iPhoneアプリ超事典1000 2017年版 リブロワークス/著 インプレス

68 699.6 笑点五〇年史  ぴあ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 699.6 プロ野球感動名場面完全読本 ニッポン放送/編著
ベースボール・マガ
ジン社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 禅の心  枻出版社

2 702.0 ソーシャルアート たんぽぽの家/編 森下静香/[ほか]著 学芸出版社

3 702.1 もうひとつの京都 アレックス・カー/著 世界文化社

4 702.1 近くても遠い場所 木下直之/著 晶文社

5 702.1 ニセモノ図鑑 西谷大/編著 河出書房新社

6 709 世界遺産事典 2017改訂版 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

7 721.7 仙厓 中山喜一朗/監修 平凡社

8 721.8 日本浮世絵切手総図鑑 稲垣進一/著 日本郵趣出版

9 721.9 美人画づくし 池永康晟/監修 芸術新聞社

10 721.9 鬼才河鍋暁斎展 河鍋楠美/編 河鍋暁斎記念美術館/編 河鍋暁斎記念美術館

11 723.1 繪本歌を訪ねて 安野光雅/著 講談社

12 723.3 ドイツ・ルネサンスの挑戦 田辺幹之助/監修・著 新藤淳/著 東京美術

13 723.3 ゴッホの地図帖
ニーンケ・デーネカンプ/著 ルネ・ファン・ブ
レルク/著

講談社

14 723.3 マルセル・デュシャンとアメリカ 平芳幸浩/著 ナカニシヤ出版

15 723.3 もっと知りたいカンディンスキー 松本透/著 東京美術

16 724.1 特殊技法で学ぶ水墨画 久山一枝/著 日貿出版社

17 724.1 基本が身につく初歩からの水墨画 塩澤玉聖/著 日貿出版社

18 724.1 現代南画の描き方 須藤曉雲/著 秀作社出版

19 724.1 新・十二支図100選 全国水墨画美術協会/編著 秀作社出版

20 724.1 調墨と運筆を極める 日貿出版社/編 伊藤昌/[ほか]描法指導 日貿出版社

21 724.1 調墨と運筆の手引き 日貿出版社/編 久山一枝/描法指導 日貿出版社

22 725.4 手軽でたのしいふわかわパステル画 中村友美/著 誠文堂新光社

23 726.1 『あしたのジョー』とその時代 森彰英/著 北辰堂出版

24 726.1 アメコミフロントライン 柳亨英/編 小野耕世/[ほか著] 出版ワークス

25 726.5 怪獣絵師開田裕治怪獣イラストテクニック 開田裕治/著 玄光社

26 727.8 日本語のロゴ・メイキング 甲谷一/編 リンクアップ/編 グラフィック社

27 727.8 レタリング・バイブル  枻出版社

28 728.2 心は天につながっている 金澤翔子/書 金澤泰子/文 PHP研究所

29 728.7 サイン・署名のつくり方 署名ドットコム/著 林斌/監修 スモール出版

30 740.6 写真をアートにした男 粟生田弓/著 小学館

31 740.7 「写真で食べていく」ための全力授業 青山裕企/著 玄光社

32 742.6 山本まりこのオールドレンズ撮り方ブック 山本まりこ/著 玄光社

33 743.5 自然風景撮影基本からわかる光・形・色の活かし方 萩原史郎/著 萩原俊哉/著 玄光社

34 743.7 おいしいかわいい料理写真の撮り方 佐藤朗/著 小坂桂/著 イカロス出版

35 748 京都「美」百景 岡田正人/写真 昭文社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 748 世界のきらめくイルミネーション グラフィック社編集部/編 グラフィック社

37 748 世界は広く、美しい 黄 長倉洋海/写真・文 新日本出版社

38 748 世界は広く、美しい 黒 長倉洋海/写真・文 新日本出版社

39 751.1 きんしゃい有田珠玉の器紀行 ARITA SELECTIONプロジェクト/編 CCCメディアハウス

40 751.9 本物の花を身にまとうかわいい生花のアクセサリー schaf/著 Lueur/著 日本文芸社

41 751.9
予約のとれない自由が丘のサロンDÉCORのグルーデコ・
アクセサリー

DÉCOR/著 日本文芸社

42 753.3 ナバホラグ ドン・デデラ/著 鈴木幸子/訳 生活書院

43 753.8 更紗 松本路子/写真 佐藤留実/文 淡交社

44 754.9 季節の立体切り紙 川崎由季恵/著 PHP研究所

45 754.9 切りグラフふせんで作る仮面ライダー Killigraph/著 立東舎

46 754.9 すごいぞ!恐竜おりがみ 主婦の友社/編 主婦の友社

47 754.9 たのしい動物おりがみ 主婦の友社/編 主婦の友社

48 754.9
今日からはじめる簡単すてきなペーパークイリングア
クセサリー

しばたあい/著
小学館集英社プロダ
クション

49 754.9 1年中楽しむかわいい実用おりがみ 山口真/著 ソシム

50 755.3 世界の美しいブローチ エリック・エベール/監修・コレクション・執筆
パイインターナショ
ナル

51 756.6 刀に生きる 塩野米松/聞き書き 宮入小左衛門行平/[ほか述] KADOKAWA

52 756.6 刀剣鑑賞の基礎知識 得能一男/著 刀剣春秋

53 757.0 クリエイティブ<アーツ>コア 大倉冨美雄/著 合同フォレスト

54 757.0 オランダのモダン・デザイン ライヤー・クラス/監修・著 新見隆/監修・著 平凡社

55 759 最終決定版インチキ★ガチャガチャの真相 池田浩明/著 ワッキー貝山/構成 双葉社

56 760.3 吹奏楽のための音楽用語・記号辞典  
シンコーミュージック・
エンタテイメント

57 760.4 水の音楽 青柳いづみこ/著 平凡社

58 762.2 トルコ音楽の700年 関口義人/著 DU BOOKS

59 762.2 中東世界の音楽文化 西尾哲夫/編著 水野信男/編著 スタイルノート

60 763.2 ピアノのための楽式論 青島広志/著 全音楽譜出版社

61 763.5 初心者のマンドリン基礎教本 村山雄三/編著 自由現代社(発売)

62 763.7 ブルース・ハープが上手くなる方法 [2016] 田中光栄/編著 自由現代社(発売)

63 763.7 趣味のオカリナ/指のトレーニング 野呂芳文/編 ドレミ楽譜出版社

64 763.9 DJをはじめるための本 EDIT INC./著
リットーミュージッ
ク

65 764.7 バンドマンが読むべきライブハウスの取扱説明書 足立浩志/著
リットーミュージッ
ク

66 764.7 イーグルス  河出書房新社

67 764.7 ビートルズのデザイン地図 石塚耕一/著 東海教育研究所

68 764.7 ライブハウスの散歩者 大槻ケンヂ/[著] 交通新聞社

69 764.7 マイルス・デイヴィスが語ったすべてのこと 小川隆夫/著 河出書房新社

70 764.7 音楽理論まるごとハンドブック [2016] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

71 764.7
水野式アドリブに役立つ曲のコード・スケール・アナ
ライズ

水野正敏/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

72 767.8 百萬両の女喜代三 小野公宇一/著 彩流社

73 767.8 マイケル・ジャクソン 人生を賭けた2秒間 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

74 767.8 ボーン・トゥ・ラン 上・下
ブルース・スプリングスティーン/著 鈴木恵
/[ほか]訳

早川書房

75 767.8 実践!はじめての作曲入門 [2016] 竹内一弘/編著 クラフトーン/編著 自由現代社(発売)
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 767.8 プリンスの言葉
New Breed with Takki/著 New Breed with
Takki/著

秀和システム

77 767.8 おじいとおばあの沖縄ロックンロール 武藤新二/著 ポプラ社

78 767.8 ニッポン エロ・グロ・ナンセンス 毛利眞人/著 講談社

79 769.9 クラシック・バレエ入門 K-BALLET/監修 マイナビ出版

80 775.4 宝塚歌劇に誘う7つの扉 中本千晶/著 東京堂出版

81 778 映画という《物体X》 岡田秀則/著 立東舎

82 778.2 ブルース・リー 命を焼きつけた100分 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

83 778.2 いつかギラギラする日 角川春樹/[著] 清水節/[著] 角川春樹事務所

84 778.2 アメリカ映画のイデオロギー 細谷等/編著 中尾信一/編著 論創社

85 778.4 江川悦子の特殊メイクアップの世界 江川悦子/著 主婦の友社

86 778.4 Homemade SF Book タイム涼介/著 玄光社

87 778.7 吾輩はガイジンである。 スティーブン・アルパート/著 桜内篤子/訳 岩波書店

88 778.7 「里山」を宮崎駿で読み直す 小野俊太郎/著 春秋社

89 778.7 もう一つの「バルス」 木原浩勝/著 講談社

90 778.7 ディズニー黄金期の幻のアート作品集
ディディエ・ゲズ/著 ウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社/監修

CLASSIX MEDIA

91 778.8 べっぴんさん Part1 渡辺千穂/作 NHK出版/編 NHK出版

92 779.1 ぜんぶ落語の話 矢野誠一/著 白水社

93 779.9 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類/著 KADOKAWA

94 780 目の見えないアスリートの身体論  （潮新書） 伊藤亜紗/著 潮出版社

95 780.6 リオデジャネイロオリンピック2016報道写真集  北日本新聞社

96 780.7 坂詰式正しい「筋トレ」の教科書 坂詰真二/著 カンゼン

97 780.7 どんな子も運動神経が必ずよくなるトレーニング 山本晃永/監修 川島浩史/監修 日東書院本社

98 782.3 限界突破マラソン練習帳 岩本能史/著 講談社

99 782.3
かけっこが速くなる親子で楽しく1週間おうちレッスン
+なわとび・さかあがり

野村朋子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

100 782.3 昭和十八年の冬 最後の箱根駅伝 早坂隆/著 中央公論新社

101 782.3 マラソン完走マニュアル [2016] ランニングマガジン・クリール/責任編集
ベースボール・マガ
ジン社

102 783.1 ミニバスケットボール個人技とチーム力向上ドリル 大熊徳久/監修 実業之日本社

103 783.2 小学生バレーボール基本と上達ドリル 小野由美子/監修 実業之日本社

104 783.4 サッカーなら、どんな障がいも超えられる 江橋よしのり/著 講談社

105 783.4 アーセン・ヴェンゲル ジョン・クロス/著 岩崎晋也/訳 東洋館出版社

106 783.4 ジュニアサッカー練習メニュー200 島田 信幸/監修 池田書店

107 783.4 サッカー監督図鑑 杉山茂樹/著 廣済堂出版

108 783.5 テニスプロはつらいよ  （光文社新書） 井山夏生/著 光文社

109 783.7 甲子園を目指せ!進学校野球部の飽くなき挑戦 タイムリー編集部/編 辰巳出版

110 783.7 巨人軍「闇」の深層  （文春新書） 西崎伸彦/著 文藝春秋

111 783.7 野村の遺言 野村克也/著 小学館

112 783.7 科学する野球 平野裕一/著
ベースボール・マガ
ジン社

113 783.7 草野球の教科書 本間正夫/著 主婦の友社

114 783.7 広島カープの血脈 山本浩二/著 野村謙二郎/著 KADOKAWA

115 783.8 チームセリザワに学ぶ「強くなる」思考法 芹澤信雄/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

116 784.3 はじめてスノーボード スノーボーダー編集部/編 実業之日本社

117 784.3 スノーボードフリーランレッスンTHE BEST  実業之日本社

118 784.3 日本スキー教程 [2016]安全編
全日本スキー連盟/著 スキージャーナル株式会
社/編集

スキージャーナル

119 784.6 素顔のフィギュアスケーター 宮本賢二/著 小学館

120 785.2 井村雅代コーチの結果を出す力 井村雅代/著 PHP研究所

121 785.2 スイミングの科学 松田仁美/監修 角皆優人/監修 洋泉社

122 785.5 超入門パドリングテクニック教書  舵社

123 786.1 新編山小屋主人の炉端話 工藤隆雄/著 山と溪谷社

124 786.1 やってはいけない山歩き  （青春新書PLAY BOOKS） 野村仁/著 青春出版社

125 787.1 源流テンカラ 高桑信一/著 山と溪谷社

126 787.1 よくわかる海のルアー釣り  ケイエス企画

127 787.6 オはオオタカのオ ヘレン・マクドナルド/著 山川純子/訳 白水社

128 788.2 一日一日、強くなる  （講談社+α新書） 伊調馨/[著] 宮崎俊哉/構成 講談社

129 788.5 栄光のジョッキー列伝 平松さとし/著 洋泉社

130 789.0 空気を読んではいけない 青木真也/著 幻冬舎

131 789.2 少林寺拳法柔法のコツ
SHORINJI KEMPO UNITY/監修 少林寺拳法連盟/編
集

ベースボール・マガ
ジン社

132 789.3 フェンシング入門 日本フェンシング協会/編 齊田守/監修
ベースボール・マガ
ジン社

133 789.5 サムライの筋肉が疼くスポーツ流鏑馬入門
日本和種馬文化研究協会/監修 流鏑馬競技連盟/
監修

新紀元社

134 789.9 誰も教えてくれない護身術 松元國士/監修 辰巳出版

135 791 茶の本 大久保喬樹/著 NHK出版

136 793 基本セオリーがわかる花のデザイン 基礎科1 磯部健司/監修 花職向上委員会/編 誠文堂新光社

137 795 それも一局 内藤由起子/著 水曜社

138 795 高段者の手筋 劉昌赫/著 成起昌/著 東京創元社

139 796 プロ棋士という仕事 青野照市/著 創元社

140 796 将棋戦型別名局集 2～4  日本将棋連盟

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 809.2 結果を出す人の話し方 中谷彰宏/著 水王舎

2 809.2 超一流の雑談力 超・実践編 安田正/著 文響社

3 809.2 「大人ことば」で穏やかに話す 山崎朋子/著 日本法令

4 810.2 古代の謎を解く「縄文の言葉」 大木紀通/著 花伝社

5 810.4 へんな日本語 市野桂子/著 自由国民社

6 810.4 わかりやすい日本語 野村雅昭/編 木村義之/編 くろしお出版

7 810.7 くらしと旅行のための基礎日本語 小川清美/著 Orrin Cummins/英語監修 IBCパブリッシング

8 810.7 新人日本語教師のための授業づくり練習帖 鴻野豊子/著 高木美嘉/著 翔泳社

9 815.2 日本の助数詞に親しむ 飯田朝子/著 東邦出版

10 816.6 相手の気持ちをグッとつかむ書き方の極意 齋藤孝/著 東京堂出版

11 816.6 「こころ」が伝わる手紙の書き方とマナー文例集 西東社編集部/編 西東社

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 816.6 文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川越/著 東京新聞

13 829.1 文法がしっかりわかる韓国語 長友英子/共著 荻野優子/共著 池田書店

14 830 「僕はビール」と英語で注文できますか? 小池直己/著 佐藤誠司/著 青春出版社

15 830 日常まるごと英語表現ハンドブック 田中茂範/共著 阿部一/共著 コスモピア

16 831.1
怖いくらい通じるカタカナ英語の法則  （ブルーバッ
クス）

池谷裕二/著 講談社

17 833.0 英語辞書をつくる 南出康世/編 赤須薫/編 大修館書店

18 837.8 会話もメールも英語は3語で伝わります 中山裕木子/著 ダイヤモンド社

19 837.8 中学レベルで洗練された英会話ができる本 濱田伊織/著 ダイヤモンド社

20 837.8 30秒でできる!ニッポンの歴史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

21 867.8 おいしいスペイン語 高垣敏博/著 IBCパブリッシング

22 880.3 ロシア語ハンドブック 藤沼貴/著 東洋書店新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 詩、ってなに? 平田俊子/編 小学館

2 901.2 サブテキストで書く脚本術 リンダ・シーガー/著 坪野圭介/訳 フィルムアート社

3 901.3 脳が読みたくなるストーリーの書き方 リサ・クロン/著 府川由美恵/訳 フィルムアート社

4 902.0 世界の8大文学賞 都甲幸治/著 中村和恵/著 立東舎

5 902.1 詩のオデュッセイア 高橋郁男/著 コールサック社

6 902.3 現代SF観光局 大森望/著 河出書房新社

7 904 世界をわからないものに育てること 加藤典洋/著 岩波書店

8 910.2 感情化する社会 大塚英志/著 太田出版

9 910.2 「西遊」の近代 尾高修也/著 作品社

10 910.2 ドーダの人、森鷗外 鹿島茂/著 朝日新聞出版

11 910.2 吉行淳之介 加藤宗哉/著 慶應義塾大学出版会

12 910.2 物語の向こうに時代が見える 川本三郎/著 春秋社

13 910.2 本人に訊く 1 椎名誠/共著 目黒考二/共著 椎名誠旅する文学館

14 910.2 立松和平の文学 黒古一夫/著
アーツアンドクラフ
ツ

15 910.2 辻井喬と堤清二 近藤洋太/著 思潮社

16 910.2 日本の一文30選  （岩波新書 新赤版） 中村明/著 岩波書店

17 910.2 漱石の愛した絵はがき 中島国彦/編 長島裕子/編 岩波書店

18 910.2 宮澤賢治と法華経宇宙 渡邊寶陽/著 大法輪閣

19 910.2 宮尾登美子遅咲きの人生 大島信三/著 芙蓉書房出版

20 910.2 村上春樹と仏教 2 平野純/著 楽工社

21 910.8 ドナルド・キーン著作集 第14巻 ドナルド・キーン/著 新潮社

22 911.0 折々のうた 秋 大岡信/著 折々のうたを読み伝える会/編 童話屋

23 911.0 折々のうた 冬 大岡信/著 折々のうたを読み伝える会/編 童話屋

24 911.1 現代万葉集 2016年版 日本歌人クラブ/編 NHK出版

25 911.1 馬場あき子の「百人一首」 馬場あき子/著 NHK出版

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 911.3 健次はまだか 角川春樹/著 港の人

27 911.3 いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻桃子/著 安部元気/著 主婦の友社

28 911.3 春夏秋冬雑談の達人 堀本裕樹/著 プレジデント社

29 912.6 筒井康隆全戯曲 3 筒井康隆/著 日下三蔵/編 復刊ドットコム

30 913.2 「古事記」に秘めた願い 斉藤登/著 文芸社

31 913.5 假名草子集成 第56巻  東京堂出版

32 913.5 現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛 [十返舎一九/作] 大石学/監修 KADOKAWA

33 914.6 私の「貧乏物語」 岩波書店編集部/編 浅井愼平/[ほか著] 岩波書店

34 914.6 ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木寛之/著 PHP研究所

35 914.6 70歳!  （文春新書） 五木寛之/著 釈徹宗/著 文藝春秋

36 914.6 ごはんの時間 井上都/著 新潮社

37 914.6 ある夜のダリア 内館牧子/著 島本美知子/画 潮出版社

38 914.6 乱歩随筆 江戸川乱歩/著 青蛙房

39 914.6 なんでわざわざ中年体育 角田光代/著 文藝春秋

40 914.6 黄犬ダイアリー ドナルド・キーン/著 キーン誠己/著 平凡社

41 914.6 今日という一日のために 近藤勝重/著 幻冬舎

42 914.6 きみの言い訳は最高の芸術 最果タヒ/著 河出書房新社

43 914.6 「父」という異性(ひと) 下重暁子/著 青萠堂

44 914.6 穂村弘の、こんなところで。 穂村弘/著 荒木経惟/写真 KADOKAWA

45 914.6 レモンパイはメレンゲの彼方へ もとしたいづみ/著 ホーム社

46 914.6 ぐるぐる問答 森見登美彦/著 小学館

47 914.6 試行錯誤に漂う 保坂和志/[著] みすず書房

48 914.6 人生を踊るように生きて行こう 横森理香/著 方丈社

49 915 日記で読む日本文化史  （平凡社新書） 鈴木貞美/著 平凡社

50 915.6 明治の恋 窪田空穂/[著] 亀井藤野/[著] 河出書房新社

51 915.6 ふくしま讃歌 黛まどか/著 新日本出版社

52 916 障害を持つ息子へ 神戸金史/著 ブックマン社

53 916 雪原にひとり囚われて 坂間文子/著 復刊ドットコム

54 916 逃げろツチノコ 山本素石/著 山と溪谷社

55 918 日本文学全集 10 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

56 918.6 堺屋太一著作集 第3巻 堺屋太一/著 東京書籍

57 918.6 谷崎潤一郎全集 第5巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

58 923.7 紫禁城の月 上 王躍文/著 東紫苑/訳 メディア総合研究所

59 929.1 アンニョン、エレナ 金仁淑/著 和田景子/訳 書肆侃侃房

60 929.3 ビルマ1946 テインペーミン/著 南田みどり/訳 段々社

61 929.8 現代版マハーバーラタ物語 シャンタ・R.ラオ/編著 谷口伊兵衛/訳 而立書房

62 930.2 アガサ・クリスティーと14の毒薬 キャサリン・ハーカップ/著 長野きよみ/訳 岩波書店

63 930.2 シャーロック・ホームズ完全ナビ ダニエル・スミス/著 日暮雅通/訳 国書刊行会

64 930.2 マーク・トウェインはこう読め 和栗了/著 柏書房

65 932.5 甦るシェイクスピア 日本シェイクスピア協会/編 研究社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 933.7 アメリカーナ
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ/著 くぼ
たのぞみ/訳

河出書房新社

67 933.7 現代アイルランド女性作家短編集 エドナ・オブライアン/著 メイヴ・ケリー/著 新水社

68 933.7 堆塵館 エドワード・ケアリー/著 古屋美登里/訳 東京創元社

69 933.7 わかっていただけますかねえ ジム・シェパード/著 小竹由美子/訳 白水社

70 933.7 ヘンリー・ジェイムズ短編選集 ヘンリー・ジェイムズ/著 李春喜/訳 関西大学出版部

71 933.7 ヨーロッパ人 ヘンリー・ジェイムズ/著 藤野早苗/訳 彩流社

72 933.7 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/訳 文藝春秋

73 933.7 美食と噓と、ニューヨーク ジェシカ・トム/著 小西敦子/訳 河出書房新社

74 933.7 幸福を見つける20のレッスン
ローリ・ネルソン=スピールマン/著 高里ひろ/
訳

KADOKAWA

75 933.7 J・G・バラード短編全集 1 J.G.バラード/著 柳下毅一郎/監修 東京創元社

76 933.7 アンジェリーナ・フルードの謎 オースティン・フリーマン/著 西川直子/訳 論創社

77 933.7 消えたボランド氏 ノーマン・ベロウ/著 福森典子/訳 論創社

78 933.7 最後の九月 エリザベス・ボウエン/著 太田良子/訳 而立書房

79 933.7 生ける死者に眠りを フィリップ・マクドナルド/著 鈴木景子/訳 論創社

80 933.7 ホームズ、ニッポンへ行く ヴァスデーヴ・ムルティ/著 寺井杏里/訳 国書刊行会

81 936 愛は戦渦を駆け抜けて リンジー・アダリオ/著 堀川志野舞/訳 KADOKAWA

82 936 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー/著 入江真佐子/訳 飛鳥新社

83 936 米国人博士、大阪で主婦になる。 トレイシー・スレイター/著 高月園子/訳 亜紀書房

84 936 黒い司法 ブライアン・スティーヴンソン/著 宮崎真紀/訳 亜紀書房

85 949.5 タイムボックス アンドリ・S.マグナソン/著 野沢佳織/訳 NHK出版

86 949.6 その雪と血を ジョー・ネスボ/著 鈴木恵/訳 早川書房

87 949.8 流砂 ヘニング・マンケル/著 柳沢由実子/訳 東京創元社

88 953.7 最期の教え ノエル・シャトレ/著 相田淑子/訳 青土社

89 953.7 待つ女 マリー・ダリュセック/[著] 高頭麻子/訳 藤原書店

90 953.7 ピエールとリュス ロマン・ロラン/著 三木原浩史/訳 鳥影社

91 954.7 パリはわが町 ロジェ・グルニエ/[著] 宮下志朗/訳 みすず書房

92 960.2 ラテンアメリカ文学入門  （中公新書） 寺尾隆吉/著 中央公論新社

93 963 太陽と痛み ヘスス・カラスコ/著 轟志津香/訳 早川書房

94 969.2 オルフェウ・ダ・コンセイサォン ヴィニシウス・ヂ・モライス/著 福嶋伸洋/訳 松籟社

95 973 冬の夜ひとりの旅人が イタロ・カルヴィーノ/著 脇功/訳 白水社

96 993.6 四人の交差点 トンミ・キンヌネン/著 古市真由美/訳 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ/著 朝日新聞出版

2 F 天を灼く あさのあつこ/著 祥伝社

3 F 越後・八海山殺人事件 梓林太郎/著 光文社

4 F 札幌殺人夜曲 梓林太郎/著 実業之日本社

5 F おんなの城 安部龍太郎/著 文藝春秋

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 F 居酒屋ぼったくり 6 秋川滝美/[著] アルファポリス

7 F VS.こち亀 秋本治/原作 秋田禎信/[ほか]小説 集英社

8 F ショパンの心臓 青谷真未/著 ポプラ社

9 F 最悪の将軍 朝井まかて/著 集英社

10 F 天子蒙塵 第1巻 浅田次郎/著 講談社

11 F 綴られる愛人 井上荒野/著 集英社

12 F パレードの明暗 石持浅海/著 光文社

13 F ジェリーフィッシュは凍らない 市川憂人/著 東京創元社

14 F 虹を待つ彼女 逸木裕/著 KADOKAWA

15 F 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁/著 文藝春秋

16 F 第三次世界大戦 3 大石英司/著 中央公論新社

17 F ツタよ、ツタ 大島真寿美/著 実業之日本社

18 F 小せんとおとき 岡本和明/著 KADOKAWA

19 F 五つ星をつけてよ 奥田亜希子/著 新潮社

20 F ユリシーズ 小田垣邦道/著 文芸社

21 F 阿漕の人 狩野敏也/著 里文出版

22 F お願い離れて、少しだけ。 越智月子/著 祥伝社

23 F 蜜蜂と遠雷 恩田陸/著 幻冬舎

24 F ラーメンにシャンデリア 風カオル/著 小学館

25 F 好きなひとができました 加藤元/著 PHP研究所

26 F トヨトミの野望 梶山三郎/著 講談社

27 F 水に立つ人 香月夕花/著 文藝春秋

28 F あなたのゼイ肉、落とします 垣谷美雨/著 双葉社

29 F 空への助走 壁井ユカコ/著 集英社

30 F 怪盗探偵山猫 [5] 神永学/著 KADOKAWA

31 F 海賊王と開かずの《門》 茅田砂胡/著 中央公論新社

32 F 潮騒のアニマ 川瀬七緒/著 講談社

33 F 七四 神家正成/著 宝島社

34 F 噓ですけど、なにか? 木内一裕/著 講談社

35 F 遠い唇 北村薫/著 KADOKAWA

36 F 虚実(うそまこと)妖怪百物語 序 京極夏彦/著 KADOKAWA

37 F 虚実(うそまこと)妖怪百物語 破 京極夏彦/著 KADOKAWA

38 F すみなれたからだで 窪美澄/著 河出書房新社

39 F 国家とハイエナ 黒木亮/著 幻冬舎

40 F 翼をください こかじさら/著 双葉社

41 F 小島信夫長篇集成 10 小島信夫/著 水声社

42 F 総司の夢 小松エメル/著 講談社

43 F 戦って候 近衛龍春/著 KADOKAWA

44 F こちら文学少女になります 小嶋陽太郎/著 文藝春秋

45 F リリース 古谷田奈月/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 F シャルロットの憂鬱 近藤史恵/著 光文社

47 F 継続捜査ゼミ 今野敏/著 講談社

48 F みやこさわぎ 西條奈加/著 東京創元社

49 F 17歳のうた 坂井希久子/著 文藝春秋

50 F 氷の轍 桜木紫乃/著 小学館

51 F 秋萩の散る 澤田瞳子/著 徳間書店

52 F Mの暗号 柴田哲孝/著 祥伝社

53 F おやすみ人面瘡 白井智之/著 KADOKAWA

54 F コーヒーと小説 庄野雄治/編 mille books

55 F 青光の街(ブルーライト・タウン) 柴田よしき/著 早川書房

56 F 優しい街 新野剛志/著 双葉社

57 F また、桜の国で 須賀しのぶ/著 祥伝社

58 F 青春の彩り 鈴木健二/著 サイゾー(発売)

59 F この青い空で君をつつもう 瀬名秀明/著 双葉社

60 F オライオン飛行 高樹のぶ子/著 講談社

61 F 上流階級 2 高殿円/著 光文社

62 F おね　上・下 田渕久美子/著 NHK出版

63 F 横濱つんてんらいら 橘沙羅/[著] 角川春樹事務所

64 F 世界一ありふれた答え 谷川直子/著 河出書房新社

65 F 浮遊霊ブラジル 津村記久子/著 文藝春秋

66 F 黒涙 月村了衛/著 朝日新聞出版

67 F あなたのいない記憶 辻堂ゆめ/著 宝島社

68 F 籠の鸚鵡 辻原登/著 新潮社

69 F スマイリング! 土橋章宏/著 中央公論新社

70 F 黒い紙 堂場瞬一/著 KADOKAWA

71 F メビウス1974 堂場瞬一/著 河出書房新社

72 F マガイの子 名梁和泉/著 KADOKAWA

73 F パイルドライバー 長崎尚志/著 KADOKAWA

74 F 白衣の噓 長岡弘樹/著 KADOKAWA

75 F 悪玉 鳴海章/著 KADOKAWA

76 F 十津川警部愛と絶望の台湾新幹線 西村京太郎/著 講談社

77 F 一〇一教室 似鳥鶏/著 河出書房新社

78 F 壁の男 貫井徳郎/著 文藝春秋

79 F コクーン 葉真中顕/著 光文社

80 F まことの華姫 畠中恵/著 KADOKAWA

81 F デトロイト美術館の奇跡 原田マハ/著 新潮社

82 F リーチ先生 原田マハ/著 集英社

83 F 廃校先生 浜口倫太郎/著 講談社

84 F 孤篷のひと 葉室麟/著 KADOKAWA

85 F かがやき荘アラサー探偵局 東川篤哉/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 F 恋のゴンドラ 東野圭吾/著 実業之日本社

87 F 火竜の山 樋口明雄/著 新潮社

88 F 穴おやじ 飛驒俊吾/著 双葉社

89 F さよなら、君のいない海 秀島迅/著 KADOKAWA

90 F 卑怯者の流儀 深町秋生/著 徳間書店

91 F 火災調査官 福田和代/著 東京創元社

92 F 桜坂は罪をかかえる 藤本ひとみ/著 講談社

93 F 冒険の森へ 9  集英社

94 F 地鳴き、小鳥みたいな 保坂和志/著 講談社

95 F 星野智幸コレクション 1 星野智幸/著 人文書院

96 F 紙の城 本城雅人/著 講談社

97 F つぶら、快刀乱麻 牧村一人/著 文藝春秋

98 F 水鏡推理 [4] 松岡圭祐/著 講談社

99 F 校閲ガール トルネード 宮木あや子/著 KADOKAWA

100 F 湖底の城 7巻 宮城谷昌光/著 講談社

101 F ヴィジョンズ 宮部みゆき/著 飛浩隆/著 講談社

102 F ドローン・スクランブル 未須本有生/著 文藝春秋

103 F 夜行 森見登美彦/著 小学館

104 F 梅もどき 諸田玲子/著 KADOKAWA

105 F カムパネルラ 山田正紀/[著] 東京創元社

106 F つめ 山本甲士/著 小学館

107 F 慈雨 柚月裕子/著 集英社

108 F 三国志 6 吉川英治/著 1万年堂出版

109 F 賤ケ岳の鬼 吉川永青/著 中央公論新社

110 F 坊っちゃんのそれから 芳川泰久/著 河出書房新社

111 F 犯罪小説集 吉田修一/著 KADOKAWA

112 F 無窮花(むくげ)と海峡 米村晋/著 能登印刷出版部

113 F 人ノ町 詠坂雄二/著 新潮社

114 F 小説田中カツ 渡辺順子/著 随想舎

115 F 渡辺淳一恋愛小説セレクション 7 渡辺淳一/著 集英社

116 F べっぴんさん 上 渡辺千穂/作 中川千英子/ノベライズ NHK出版

117 F 野分けのあとに 和田真希/著 産業編集センター

118 F 手のひらの京(みやこ) 綿矢りさ/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B219.3 貧乏大名“やりくり”物語 山下昌也/[著] 講談社

2 B281.0 戦国を生きた姫君たち 火坂雅志/[著] KADOKAWA

3 B304 最後の深代惇郎の天声人語 深代惇郎/著 朝日新聞出版

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 B420 宇宙の統一理論を求めて 風間洋一/著 岩波書店

5 B596.3 そばと私 季刊「新そば」/編 文藝春秋

6 B675.5 築地 魚の達人 小川貢一/著 集英社

7 B721.8 大津絵 クリストフ・マルケ/[著] 楠瀬日年/絵 KADOKAWA

8 B911.6 近代はやり唄集 倉田喜弘/編 岩波書店

9 B913.7 柳家小三治の落語 4 柳家小三治/著 小学館

10 B914.6 石原吉郎セレクション 石原吉郎/著 柴崎聰/編 岩波書店

11 B915.6 夫婦で行く意外とおいしいイギリス 清水義範/著 集英社

12 B933.7 幻の屋敷 マージェリー・アリンガム/著 猪俣美江子/訳 東京創元社

13 B933.7 死者は語らずとも フィリップ・カー/著 柳沢伸洋/訳 PHP研究所

14 B933.7 霧に橋を架ける キジ・ジョンスン/著 三角和代/訳 東京創元社

15 B933.7 ガール・セヴン ハンナ・ジェイミスン/著 高山真由美/訳 文藝春秋

16 B933.7 ハリー・オーガスト、15回目の人生 クレア・ノース/[著] 雨海弘美/訳 KADOKAWA

17 B933.7 バッド・カントリー C.B.マッケンジー/著 熊谷千寿/訳 早川書房

18 B943.7 オーディンの末裔 ハラルト・ギルバース/著 酒寄進一/訳 集英社

19 B949.6 ザ・サン 上・下 ジョー・ネスボ/著 戸田裕之/訳 集英社

20 B949.8 熊と踊れ 上・下
アンデシュ・ルースルンド/著 ステファン・
トゥンベリ/著

早川書房

21 B953.6 ゴリオ爺さん バルザック/著 中村佳子/訳 光文社

22 B953.6 脂肪の塊/ロンドリ姉妹 モーパッサン/著 太田浩一/訳 光文社

23 B973 パードレはそこにいる 下 サンドローネ・ダツィエーリ/著 清水由貴子/訳 早川書房

24 BF 栗色のスカーフ 赤川次郎/著 光文社

25 BF 神様の御用人 6 浅葉なつ/[著] KADOKAWA

26 BF マルドゥック・アノニマス 2 冲方丁/著 早川書房

27 BF 権益の侵 上田秀人/[著] 幻冬舎

28 BF 乱用 上田秀人/[著] KADOKAWA

29 BF 家康の母お大 植松三十里/著 集英社

30 BF 悪人海岸探偵局 大沢在昌/著 双葉社

31 BF 狐武者 岡本綺堂/著 光文社

32 BF カメリ 北野勇作/著 河出書房新社

33 BF 戦国の尼城主 井伊直虎 楠木誠一郎/著 河出書房新社

34 BF 最高殊勲夫人 源氏鶏太/著 筑摩書房

35 BF 隠密同心 2 小杉健治/[著] KADOKAWA

36 BF セブン殺人事件 笹沢左保/著 双葉社

37 BF 鬼役 19 坂岡真/著 光文社

38 BF 錠前破り、銀太 田牧大和/[著] 講談社

39 BF 入り婿侍商い帖 1 千野隆司/[著] KADOKAWA

40 BF 幻影の手術室 知念実希人/著 新潮社

41 BF 十年交差点 中田永一/著 白河三兎/著 新潮社

42 BF 押絵と旅する美少年 西尾維新/著 講談社

43 BF 還暦猫 野口卓/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 BF やぶ医薄斎 [2] 幡大介/[著] KADOKAWA

45 BF 波動 吉川英梨/[著] 講談社

46 BF らくだ 佐伯泰英/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R314.0 国会便覧 平成28年8月新版  
シュハリ・イニシア
ティブ

2 R318.1 自治六法 平成29年版 地方自治法令研究会/編集 ぎょうせい

3 R318.1 地方自治小六法 平成29年版 地方自治制度研究会/監修 学陽書房編集部/編 学陽書房

4 R330.5 地域経済総覧 2017  東洋経済新報社

5 R332.1 現代日本経済史年表 矢部洋三/代表編 日本経済評論社

6 R366.0 労働経済白書 平成28年版 厚生労働省/編 勝美印刷

7 R367.2 女性白書 2016 日本婦人団体連合会/編 ほるぷ出版

8 R378.0 発達障害事典 日本LD学会/編 丸善出版

9 R498.1 厚生労働白書 平成28年版 厚生労働省/編 日経印刷

10 R498.5 食育白書 平成28年版 農林水産省/編 日経印刷

11 R537.0 自動車年鑑 2016〜2017年版 日刊自動車新聞社/共編 日本自動車会議所/共編 日刊自動車新聞社

12 R537.0 The List 2016〜2017年版 日刊自動車新聞社/共編 日本自動車会議所/共編 日刊自動車新聞社

12 R683.9 数字でみる港湾 2016 国土交通省港湾局/監修 日本港湾協会

13 R833.3 熟語本位英和中辞典 斎藤秀三郎/著 岩波書店

14 R910.2 現代日本文学綜覧シリーズ 37[上・下] 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

15 R912.0 日本戯曲大事典 大笹吉雄/責任編集 岡室美奈子/責任編集 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010.5 富山県の公共図書館 平成27年度 富山県立図書館/編 富山県立図書館

2 T016.4 図書館要覧 平成28年度 高岡市立中央図書館/編 高岡市立中央図書館

3 T027 向島文庫(雑項Ⅱ)目録 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

4 T176 柳瀬比賣神社石造物報告 砺波市教育委員会/編 砺波市教育委員会

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

6 T202 埋蔵文化財年報 平成27年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所/編
富山県文化振興財団埋蔵
文化財調査事務所

7 T209.4 戦国期越中の攻防 高岡徹/著 岩田書院

8 T229 日本中世史のなかの舟橋村 久保尚文/[著] 久保尚文

9 T232 富山市ふるさと歴史map 地図編 富山市教育委員会生涯学習課/編
富山市教育委員会生
涯学習課

10 T234.3 細入地域の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/企画・編 佐田/保

11 T251 小窪廃寺跡・小窪瓦窯跡 氷見市教育委員会/編 氷見市教育委員会

12 T365 消費生活センターのしごと 平成28年度 富山県消費生活センター/[編]
富山県消費生活セン
ター

13 T344
富山市水道事業・工業用水道事業・公共下水道事業会
計決算書 平成27年度

[富山市水道局/編] [富山市水道局]

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

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

富山市国際交流セン
ター

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

富山市国際交流セン
ター

16 T367 地域における男女共同参画推進BOOK [2016] 富山県生活環境文化部男女参画県民協働課/企画
富山県生活環境文化部男
女参画県民協働課

17 T369 富山市の社会福祉 2016 富山市福祉保健部/[編] 富山市福祉保健部

18 T369.2 障害福祉のしおり 平成28年度 富山市福祉保健部障害福祉課/[編]
富山市福祉保健部障
害福祉課

19 T379.6 神通峡ふるさと歩行会 平成14年度のしおり 佐田保/企画・編 佐田/保

20 T383 豊年踊り 心ひとつに50年 赤目谷青年会・婦人会/[編]
赤目谷青年会・婦人
会

21 T388.3 神通峡かいわいの昔話集 no1～no6 佐田保/企画・編 佐田/保

22 T498 病院事業概要 平成27年度 富山市立富山市民病院/編 富山市民病院

23 T510 とやまの土木 2016 平成28年度版 富山県土木部建設技術企画課/編
富山県土木部建設技
術企画課

24 T519 上下水道事業年報 平成27年度 富山市上下水道局/[編] 富山市上下水道局

25 T540 私たちの放射線副読本 増補部別冊 とやま原子力教育を考える会/編
とやま原子力教育を
考える会

26 T708 北陸の三名刹 富山県水墨美術館/編 富山県水墨美術館

27 T710 村上炳人展 村上炳人/[作] 高岡市美術館/編集・執筆 高岡市美術館

28 T915 ざいん 高田みつ子/編 泥土社

29 T959 北の守り 山田俊雄/著 山田俊雄

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あきとふゆ はたけのごちそうなーんだ? すずきもも/作 有村利治/監修 アリス館

2 E あくしゅかい 村上しいこ/文 青山友美/絵 BL出版

3 E 雨ニモマケズ 宮沢賢治/作 柚木沙弥郎/絵 三起商行

4 E 色の魔術師
マージョリー・ブライン・パーカー/さく ホ
リー・ベリー/え

六耀社

5 E ウィニー
サリー・M.ウォーカー/原作 ジョナサン・D.
ヴォス/絵

汐文社

6 E うおいちば 安江リエ/ぶん 田中清代/え 福音館書店

7 E エマのたび
クレール・フロッサール/文・絵 エティエン
ヌ・フロッサール/写真

福音館書店

8 E おしりだよ 乾栄里子/作 西村敏雄/絵 教育画劇

9 E おとうさんねずみのクリスマスイブ
クレメント・C.ムーア/げんさく ダニエル・
カーク/ぶんとえ

瑞雲舎

10 E おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペーニャ/作 クリスチャン・
ロビンソン/絵

鈴木出版

11 E おやしきへいく 庄野ナホコ/作 講談社

12 E かあさんのまほうのかばん よこみちけいこ/文 なかざわくみこ/絵 童心社

13 E かみなりどん 武田美穂/作 あすなろ書房

14 E カラフル 新井洋行/作・絵 岩崎書店

15 E がんばるぞう 塚本やすし/作・絵 金の星社

16 E きつねのがっこう いもとようこ/作 講談社

17 E キルトでつづるものがたり
バーバラ・ハーカート/文 ヴァネッサ・ブラン
トリー=ニュートン/絵

さ・え・ら書房

18 E くうちゃんのホットケーキ わたなべゆうこ/作・絵 ポプラ社

19 E ぐずりっこフンガくん 国松エリカ/作 小学館

20 E けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ/作・絵 岩崎書店

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 E ことりのちこ そうまこうへい/作 阪口笑子/絵 架空社

22 E こねこのプーフー 3
アン・ハレンスレーベン/作 ゲオルグ・ハレン
スレーベン/作

小学館

23 E ざざ虫 松沢陽士/写真・文 フレーベル館

24 E 七五三だよ一・二・三 長野ヒデ子/作・絵 佼成出版社

25 E シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル/作 千葉茂樹/訳 岩波書店

26 E 十二支のおもちつき すとうあさえ/さく 早川純子/え 童心社

27 E 10ねこ 岩合光昭/[作] 福音館書店

28 E しゅばばばばばばびじゅつかん uwabami/作 ひさかたチャイルド

29 E しょうぼうしのサルサさん 中川ひろたか/作 市原淳/絵 講談社

30 E シラユキさんとあみあみモンスター
アンネマリー・ファン・ハーリンゲン/作 野坂
悦子/訳

BL出版

31 E 世界の町1001のさがしもの アンナ・ミルボーン/作 テリ・ガウアー/絵 PHP研究所

32 E 1001のモンスターをさがせ! ジリアン・ドハーティ/作 テリ・ガウアー/絵 PHP研究所

33 E そらとぶそりとねこのタビー C.ロジャー・メイダー/作・絵 齋藤絵里子/訳 徳間書店

34 E たまちゃんとあかちゃん どいかや/さく 学研プラス

35 E だれといっしょにいこうかな? 得田之久/ぶん 和歌山静子/え 童心社

36 E だれのおとしもの? 種村有希子/作・絵 PHP研究所

37 E ダンプのがらっぱち 渡辺茂男/文 山本忠敬/絵 復刊ドットコム

38 E でてくるでてくる 岩田明子/作・絵 ひかりのくに

39 E でんしゃのカキクケコ  交通新聞社

40 E どうして博物館に隕石が展示されたの!? ジェシー・ハートランド/さく 志多田静/やく 六耀社

41 E どうぶつたちのクリスマスツリー
ジャン・ウォール/さく レナード・ワイスガー
ド/え

好学社

42 E どででんかぼちゃ いわさゆうこ/さく 童心社

43 E とびっきりのともだち エイミー・ヘスト/文 エイミー・ベイツ/絵 BL出版

44 E なでなでしてね たんじあきこ/作 ほるぷ出版

45 E にぎやかなえのぐばこ
バーブ・ローゼンストック/文 メアリー・グラ
ンプレ/絵

ほるぷ出版

46 E にげた! 宇治勲/絵と文 PHP研究所

47 E ねこってこんなふう?
ブレンダン・ウェンツェル/さく 石津ちひろ/や
く

講談社

48 E のんびりやのサンタクロース 山田マチ/作 田中六大/絵 あかね書房

49 E はじめてのどうぶつずかん 講談社ビーシー/編 講談社

50 E はじめてののりものずかん 講談社ビーシー/編 講談社

51 E パンダなりきりたいそう いりやまさとし/作 講談社

52 E パン屋のイーストン 巣山ひろみ/文 佐竹美保/絵 出版ワークス

53 E ひげらっぱ ザ・キャビンカンパニー/作・絵 ひさかたチャイルド

54 E 100円たんけん 中川ひろたか/ぶん 岡本よしろう/え くもん出版

55 E ふって!ふって!バニー クラウディア・ルエダ/さく 二宮由紀子/やく フレーベル館

56 E フランドン農学校の豚 宮沢賢治/作 nakaban/絵 三起商行

57 E ぼくはイスです 長新太/さく 亜紀書房

58 E ほしじいたけほしばあたけ 石川基子/作 講談社

59 E まあちゃんのすてきなエプロン たかどのほうこ/さく 福音館書店

60 E マダム・ミャーゴのひみつのいえ 青山邦彦/作・絵 フレーベル館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 E みかんのめいさんち 平田昌広/作 平田景/絵 鈴木出版

62 E みつけてかぞえてどこどこどうぶつ
ガレス・ルーカス/絵 ルース・ラッセル/デザイ
ン

河出書房新社

63 E みつけてん ジョン・クラッセン/作 長谷川義史/訳 クレヨンハウス

64 E もみの木のねがい
エステル・ブライヤー/再話 ジャニィ・ニコル/
再話

福音館書店

65 E ゆきゆきゆき たむらしげる/さく 福音館書店

66 E ゆっくりゆっくりなまけものくん オームラトモコ/作・絵 鈴木出版

67 E わたしのそばできいていて リサ・パップ/作 菊田まりこ/訳 WAVE出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K070 新聞力  （ちくまプリマー新書） 齋藤孝/著 筑摩書房

2 K130 自分で考えよう
ペーテル・エクベリ/作 スヴェン・ノードク
ヴィスト/絵

晶文社

3 K159 こども菜根譚 齋藤孝/監修 日本図書センター

4 K209 池上彰と考える戦争の現代史 1～4 池上彰/監修 ポプラ社

5 K289 仙台真田氏物語 堀米薫/著 大矢正和/絵 くもん出版

6 K289 零戦パイロットからの遺言 原田要/[述] 半田滋/著 講談社

7 K291 都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所/編 実務教育出版

8 K291 よくわかる修学旅行ガイド東京 PHP研究所/編 PHP研究所

9 K319 徳川家が見た戦争  （岩波ジュニア新書） 徳川宗英/著 岩波書店

10 K323 憲法と君たち 佐藤功/著 時事通信出版局

11 K361 ネットで見たけどこれってホント? 2 北折一/著 少年写真新聞社

12 K370 学校犬バディが教えてくれたこと 吉田太郎/著 金の星社

13 K383 トイレの自由研究 2 屎尿・下水研究会/監修 こどもくらぶ/編 フレーベル館

14 K383 にっぽんのおかず 白央篤司/著 理論社

15 K386 日本と世界の祭り  小学館

16 K402 ノーベル賞でつかむ現代科学  （岩波ジュニア新書） 小山慶太/著 岩波書店

17 K440 なぜ?の図鑑 宇宙 縣秀彦/監修 学研プラス

18 K457 パキケファロサウルス たかしよいち/文 中山けーしょー/絵 理論社

19 K469 身体が語る人間の歴史  （ちくまプリマー新書） 片山一道/著 筑摩書房

20 K470 野の花 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/著 六耀社

21 K471 根っこのえほん 3 根研究学会/協力 小泉光久/文 大月書店

22 K481 クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの 1 小宮輝之/監修 こどもくらぶ/編 佼成出版社

23 K481 びっくり!おどろき!動物まるごと大図鑑 2 中田兼介/著 ミネルヴァ書房

24 K486 昆虫たちの世渡り術 海野和男/著 河出書房新社

25 K489 イルカと話したい 村山司/作 新日本出版社

26 K490 いのちって、なんだろう? 1 細谷亮太/監修 フレーベル館

27 K491 カミカミおもしろだ液学 岡崎好秀/著 少年写真新聞社

28 K491 脳とからだ
スティーブ・パーカー/著 デイビッド・ウェス
ト/絵

西村書店

29 K498 臨床検査技師の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 K500 透視絵図鑑なかみのしくみ 楽器 こどもくらぶ/編さん 六耀社

31 K510 日本のインフラ 1 伊藤毅/監修 ほるぷ出版

32 K548 ロボット大研究 1 日本ロボット工業会/監修 フレーベル館

33 K590 1ねんせいのせいかつえじてん WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

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

35 K596 かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月 5 トモコ=ガルシア/作 岩崎書店

36 K657 どんぐり図鑑 宮國晋一/写真・文 汐文社

37 K723 フィンセント・ファン・ゴッホ ルース・トムソン/著 六耀社

38 K723 クロード・モネ スージー・ブルックス/著 六耀社

39 K726 人気漫画家が教える!まんがのかき方 1 久世みずき/著 汐文社

40 K743 鉄道写真をはじめよう! 福園公嗣/監修 メイツ出版

41 K748 いのる 長倉洋海/著 アリス館

42 K754 くぼた式脳をきたえるおりがみマラソン100 講談社/編 久保田競/監修 講談社

43 K780 スポーツ日本地図 1 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガ
ジン社

44 K781
縄文人から「新縄人」・ロープスキッパーへのなわと
び学

稲葉茂勝/著 生山ヒジキ/なわとび監修 今人舎

45 K783 強くなりたいきみへ! エディー・ジョーンズ/著 講談社

46 K786 冒険登山のすすめ  （ちくまプリマー新書） 米山悟/著 筑摩書房

47 K798 いちばんやさしいはじめてのあやとり 野口とも/著 野口廣/監修 永岡書店

48 K798 あやとりであそぼ! 野口とも/著 日本文芸社

49 K811 目と耳で覚える漢字絵ずかん [1] 高梁まい/文 金田一秀穂/監修 六耀社

50 K830 英語で学び,考える今日は何の日around the world [4] 町田淳子/著 光村教育図書

51 K910 賢治童話ビジュアル事典 中地文/監修 岩崎書店

52 K911 季節のことば 中村和弘/監修 岩崎書店

53 K913 X-01 1 あさのあつこ/[著] 田中達之/画 講談社

54 K913 少年Nの長い長い旅 01 石川宏千花/[著] 岩本ゼロゴ/画 講談社

55 K913 二ノ丸くんが調査中 石川宏千花/作 うぐいす祥子/絵 偕成社

56 K913 仰げば尊し いずみ吉紘/脚本 舟崎泉美/小説 学研プラス

57 K913 六時の鐘が鳴ったとき 井上夕香/作 エヴァーソン朋子/絵 てらいんく

58 K913 11歳のバースデー [1] 井上林子/作 イシヤマアズサ/絵 くもん出版

59 K913 氷の上のプリンセス [8] 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

60 K913 王様に恋した魔女 柏葉幸子/作 佐竹美保/絵 講談社

61 K913 流れ星キャンプ 嘉成晴香/作 宮尾和孝/絵 あかね書房

62 K913 おてつだいおばけさん 季巳明代/作 長谷川知子/絵 国土社

63 K913 おにぼう くすのきしげのり/作 伊藤秀男/絵 PHP研究所

64 K913 セカイの空がみえるまち 工藤純子/著 講談社

65 K913 馬琴先生、妖怪です! 楠木誠一郎/作 亜沙美/絵 静山社

66 K913 あかりさん、どこへ行くの? 近藤尚子/作 江頭路子/絵 フレーベル館

67 K913 きみの声を聞かせて 小手鞠るい/著 偕成社

68 K913 真田十勇士 外伝 小前亮/作 小峰書店

69 K913 サバンナのいちにち 斉藤洋/さく 高畠純/え 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 K913 タマタン 神宮輝夫/作 長新太/絵 復刊ドットコム

71 K913 ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉暁子/作 垂石眞子/絵 あかね書房

72 K913 あやしの保健室 1 染谷果子/作 HIZGI/絵 小峰書店

73 K913 まいごのアローおうちにかえる 竹下文子/作 藤原ヒロコ/絵 佼成出版社

74 K913 ココの詩 高楼方子/作 千葉史子/絵 福音館書店

75 K913 十一月の扉 高楼方子/著 福音館書店

76 K913 時計坂の家 高楼方子/著 千葉史子/絵 福音館書店

77 K913 おたんじょうび、もらったの 服部千春/作 たるいしまこ/絵 岩崎書店

78 K913 私のスポットライト 林真理子/著 ポプラ社

79 K913 しゅくだいとびばこ 福田岩緒/作・絵 PHP研究所

80 K913 フラダン 古内一絵/作 小峰書店

81 K913 真田十勇士 5 松尾清貴/著 理論社

82 K913 にわとり城 松野正子/作 大社玲子/絵 こぐま社

83 K913 宮沢賢治童話全集1・2・4・10～12 宮沢賢治/著 宮沢清六/編集 岩崎書店

84 K913 ○を□に! 宮下すずか/作 市居みか/絵 くもん出版

85 K913 お願い!フェアリー♥ 17 みずのまい/作 カタノトモコ/絵 ポプラ社

86 K913 工場見学のお客さま みずのよしえ/作 いづのかじ/絵 偕成社

87 K913 神隠しの教室 山本悦子/作 丸山ゆき/絵 童心社

88 K913 てんぐのはなのたたり やまもとしょうぞう/作・絵 フレーベル館

89 K913 おばけのなつやすみ 吉田純子/作 つじむらあゆこ/絵 あかね書房

90 K913 あたしの、ボケのお姫様。 令丈ヒロ子/著 ポプラ社

91 K916 お母ちゃんとの約束 望月泉/文 望月郁江/絵 ペンコム

92 K929 りこうな子ども 松岡享子/編・訳 下田昌克/絵 こぐま社

93 K932 シェイクスピア名作コレクション１～10
ウィリアム・シェイクスピア/原作 小田島雄志/
文

汐文社

94 K933 ほんとうに怖くなれる幽霊の学校 トビー・イボットソン/著 三辺律子/訳 偕成社

95 K933 ナンタケットの夜鳥 ジョーン・エイキン/作 こだまともこ/訳 冨山房

96 K933 アーサー王の世界 1 斉藤洋/作 静山社

97 K933 エルフとレーブンのふしぎな冒険 4 マーカス・セジウィック/著 中野聖/訳 学研プラス

98 K933 むかしむかしの魔女 ルース・チュウ/作 日当陽子/訳 フレーベル館

99 K933 ねらわれた王座 ジェニファー・A.ニールセン/作 橋本恵/訳 ほるぷ出版

100 K933 ぼくが消えないうちに A.F.ハロルド/作 エミリー・グラヴェット/絵 ポプラ社

101 K933 ヒックとドラゴン 12上・下
ヒック・ホレンダス・ハドック三世/作 クレ
シッダ・コーウェル/古ノルド語訳

小峰書店

102 K933 アラルエン戦記 9 ジョン・フラナガン/作 入江真佐子/訳 岩崎書店

103 K933 キミがくれた希望のかけら
セアラ・ムーア・フィッツジェラルド/作 中林
晴美/訳

フレーベル館

104 K933 イーヨーのあたらしいうち A.A.ミルン/ぶん E.H.シェパード/え 岩波書店

105 K933 プーあそびをはつめいする A.A.ミルン/ぶん E.H.シェパード/え 岩波書店

106 K933 プーのはちみつとり A.A.ミルン/ぶん E.H.シェパード/え 岩波書店

107 K933 ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン
マイケル・モーパーゴ/作 ヘレン・スティーヴ
ンズ/絵

徳間書店

108 K949 ミスターオレンジ トゥルース・マティ/作 野坂悦子/訳 朔北社

109 K995 コヨーテ太陽をぬすむ 高野由里子/編訳 古沢たつお/絵 風濤社
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