
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 仕事のミスが激減する「手帳」「メモ」「ノート」術 鈴木真理子/著 明日香出版社

2 007.1 コンピュータが小説を書く日 佐藤理史/著 日本経済新聞出版社

3 007.3 短時間で的確に作り上げるIT現場の文書作成術 森川滋之/著 日経SYSTEMS/編集 日経BP社

4 007.6
効果的なアプリ/Web開発のためのコラボレーション
ツール活用入門

今井瑞江/著 上野正大/著 マイナビ出版

5 007.6
Windows7/XP/Vistaパソコンをずっと使う方法がぜんぶ
わかる本

 洋泉社

6 007.6
できるビジネスパーソンのためのExcel関数&マクロの
仕事術

七條達弘/著 渡辺健/著 SBクリエイティブ

7 007.6 Pythonプログラミングパーフェクトマスター 金城俊哉/著 秀和システム

8 007.6
超初心者のためのサイバーセキュリティ入門  (文春新
書)

齋藤ウィリアム浩幸/著 文藝春秋

9 007.6 子どもに教えるためのプログラミング入門 田中一成/著 オーム社

10 007.6
Windows/Mac/UNIXすべてで20年動くプログラムはどう
書くべきか

松浦智之/著 USP研究所/監修
シーアンドアール研
究所

11 007.6
子どもといっしょにコンピュータとプログラミングを
学ぶ本

矢沢久雄/著 日経BP社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 114.2 脳はいかに意識をつくるのか ゲオルク・ノルトフ/著 高橋洋/訳 白揚社

2 124 知っていると役立つ「東洋思想」の授業 熊谷充晃/著 日本実業出版社

3 141.3 一度読めば忘れない記憶術 継本まどか/著 河出書房新社

4 141.6 未処理の感情に気付けば、問題の8割は解決する 城ノ石ゆかり/著 実業之日本社

5 141.6 怒りを味方につける9つの習慣 瀬戸口仁/著 日本実業出版社

6 141.6 「不安」にならない練習 奈良雅弘/著 プレジデント社

7 141.9 不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち 五百田達成/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

8 148.3
最新「最高の名前」が見つかる!赤ちゃんの名づけ新百
科

栗原里央子/監修
ベネッセコーポレー
ション

9 159 3億円つかってわかった資産のつくり方 鬼頭宏昌/著 ビジネス社

10 159 大富豪が実践しているお金の哲学 冨田和成/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

11 159.4 大人の気づかい 坂東眞理子/著 リベラル社

12 159.4 頭を下げない仕事術 高野誠鮮/著 宝島社

13 159.8 モヤモヤした感情を整理する8つのコツ 植西聰/著 水王舎

14 181.7 教えて、お坊さん!「さとり」ってなんですか 小出遙子/著 KADOKAWA

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成29年 1月(№415) 

 
  

（平成29年 1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 

100  哲学 

- 1 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

15 192.3 異端カタリ派の歴史 ミシェル・ロクベール/著 武藤剛史/訳 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 グローバル時代の歴史学 リン・ハント/[著] 長谷川貴彦/訳 岩波書店

2 210.4 半島をゆく 第1巻 安部龍太郎/著 藤田達生/著 小学館

3 212 邪馬台国(やまとこく)と初期ヤマト政権の謎を探る 塚口義信/著 原書房

4 213 風土記 橋本雅之/著 KADOKAWA

5 213.3 古代史に秘められた飛鳥の謎 千田稔/監修 洋泉社

6 214.7 知識ゼロからのCGで読む戦国合戦 小和田哲男/監修 幻冬舎

7 217.5 日米開戦と情報戦  (講談社現代新書) 森山優/著 講談社

8 281.0 田中角栄と河井継之助、山本五十六 早坂茂三/著 東洋経済新報社

9 288.4 天皇陛下「生前退位」への想い 保阪正康/著 毎日新聞出版

10 289.1 足利義満と京都 早島大祐/著 吉川弘文館

11 289.1 紀州のエジソンの女房 梶山寿子/著 中央公論新社

12 289.1 内藤湖南 高木智見/著 筑摩書房

13 289.1 娯楽番組を創った男 尾原宏之/著 白水社

14 289.2 中国近代化の開拓者・盛宣懐と日本 久保田 文次/監訳 留園

15 289.3 ナポレオンと神 竹下節子/著 青土社

16 289.3 ブラック・ホークの自伝
ブラック・ホーク/著 アントワーヌ・ルクレー
ル/編

風濤社

17 290.9 地球の歩き方 A17 ウィーンとオーストリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

18 290.9 地球の歩き方 A32 シベリア＆シベリア鉄道とサハリン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

19 290.9 地球の歩き方 B10 フロリダ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

20 290.9 地球の歩き方 B02 アメリカ西海岸 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

21 290.9 地球の歩き方 C07 ニューカレドニア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

22 291.3 東京周辺子どもとおでかけ日帰りハイキング  昭文社

23 291.3 るるぶ千葉房総 17  JTBパブリッシング

24 291.3 るるぶ横浜鎌倉 17  JTBパブリッシング

25 291.7 岡山・倉敷 17  昭文社

26 291.7 鳥取 [2016]  昭文社

27 291.6 京都ものがたりの道 彬子女王/著 毎日新聞出版

28 291.9 天草キリシタン紀行 小林健浩/編 渡辺隆義/監修 弦書房

29 291.9 るるぶ鹿児島 17  JTBパブリッシング

30 292.2 満州残映 早瀬利之/著 潮書房光人社

31 292.2 台南 一青妙/著 新潮社

32 292.2 上海スケッチ集 藪野正樹/絵と文 論創社

33 293.4 るるぶスイス [2016]  JTBパブリッシング

34 293.6 スペイン [2016]  昭文社

35 296.2 リオデジャネイロ歴史紀行 内藤陽介/著 えにし書房

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 297.9 会社員自転車で南極点に行く 大島義史/著 THE PAGE編集部/編
小学館クリエイティ
ブ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301.2 高校生からわかる社会科学の基礎知識 酒井峻一/著 ベレ出版

2 302.2 池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾 池上彰/著 小学館

3 304 絶滅の地球誌 澤野雅樹/著 講談社

4 304 文藝春秋オピニオン2017年の論点100  文藝春秋

5 304 2017年日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/編 東洋経済新報社

6 304 毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代  (光文社新書) 三浦展/著 光文社

7 318 自治体の長とそれを支える人びと 大森彌/著 第一法規

8 318.2 小さくても勝てる  (中公新書ラクレ) 平井伸治/著 中央公論新社

9 318.2 地域内分権で地方消滅を跳ね返せ! 横山忠始/著 ぎょうせい

10 318.4 いちばんやさしい地方議会の本 野村憲一/著 学陽書房

11 318.5 自治体職員のための文書起案ハンドブック 澤俊晴/著 第一法規

12 318.6 シティプロモーションでまちを変える 河井孝仁/著 彩流社

13 319.1 北方領土の基礎知識 石郷岡建/著 黒岩幸子/著 東洋書店新社

14 319.2 「カエルの楽園」が地獄と化す日 百田尚樹/著 石平/著 飛鳥新社

15 324.7 お金の終活 山田和美/著 WORKtheMAGICON行政書士法人/監修 すばる舎

16 330 経済用語図鑑 花岡幸子/著 浜畠かのう/イラスト WAVE出版

17 332.5 オバマ政権の経済政策 河音琢郎/編著 藤木剛康/編著 ミネルヴァ書房

18 333.6 世界経済危険な明日 モハメド・エラリアン/著 久保恵美子/訳 日本経済新聞出版社

19 333.6 娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣誠/著 現代企画室

20 335 7日間起業 ダン・ノリス/著 平野敦士カール/訳 朝日新聞出版

21 335.1 孫正義2.0新社長学 嶋聡/著 双葉社

22 335.2 社長引責 破綻からV字回復の内幕 有森隆/著 さくら舎

23 335.2 世界を動かす地域産業の底力 中沢孝夫/著 筑摩書房

24 336 経営のやってはいけない! 岩松正記/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

25 336 コンサルタントになれる人、なれない人 高橋信也/共著 上條淳/共著 プレジデント社

26 336.1 データ競争力を上げる上司、下げる上司 柏木吉基/著 日経BP社

27 336.1 発想する底力 中村隆紀/著 博報堂生活者アカデミー/著 日本経済新聞出版社

28 336.2 すべての仕事は「問い」からはじまる 大嶋祥誉/著 SBクリエイティブ

29 336.2 「時間」はどこへ消えたのか? 吉都紀太介/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

30 336.3 あなたの成果が爆発的に飛躍するできる仲間の集め方 細川馨/著 日経BP社

31 336.4
ビジネスシーン別一番わかりやすい美しい言葉づかい
BOOK

岩下宣子/監修 ふじいまさこ/イラスト 洋泉社

32 336.4 ビジネスはロジカルに伝える! 上田禎/著 すばる舎

33 336.4 世界で通用する一流のビジネスマナー 大部美知子/著 かんき出版

34 336.4 ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン カーマイン・ガロ/著 井口耕二/訳 日経BP社

35 336.4
図解解雇・退職勧奨の上手な進め方と法律問題解決マ
ニュアル

小島彰/監修 三修社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 336.4
現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせない部下指
導

鈴木瑞穂/著 日本経済新聞出版社

37 336.4 めんどくさがる相手を動かす技術 冨山真由/著 石田淳/監修 永岡書店

38 336.4 アルバイト・パート採用・育成入門 中原淳/著 パーソルグループ/著 ダイヤモンド社

39 336.4 超解話し方ひとつで面白いほど仕事がうまくいく本 堀内裕一朗/著 あさ出版

40 336.4 たった一言でいい流れをつくる「あいさつ」の魔法 三上ナナエ/著 朝日新聞出版

41 361.4 「聞き方」を変えればあなたの仕事はうまくいく 上阪徹/著 文響社

42 364.5 過労死・過労自殺の救済Q&A 大阪過労死問題連絡会/編 民事法研究会

43 365.3 老いる家崩れる街  (講談社現代新書) 野澤千絵/著 講談社

44 365.3 空き家の手帖 六原まちづくり委員会/著 ぽむ企画/著 学芸出版社

45 366.2 人材紹介のプロがつくった発達障害の人の転職ノート 石井京子/著 池嶋貫二/著 弘文堂

46 366.6 地域医療の未来を創る
「医療を守る運動」研究プロジェクト/編著 岡
野孝信/編著

旬報社

47 366.9 あなたの仕事、感情労働ですよね? 関谷大輝/著 花伝社

48 367.3 産まなくても、育てられます 後藤絵里/著 講談社

49 367.3 介護殺人 毎日新聞大阪社会部取材班/著 新潮社

50 367.4 はたらく人の結婚しない生き方 池田園子/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

51 367.7 わくわく創年時代 福留強/著 全国生涯学習まちづくり協会/監修 東京創作出版

52 368.6 もう時効だから、すべて話そうか 一橋文哉/著 小学館

53 368.8 危険ドラッグ問題の表と裏 加藤哲太/著 北垣邦彦/著 薬事日報社

54 369.1 介護福祉士まるごとガイド 日本介護福祉士会/監修 ミネルヴァ書房

55 369.2
要介護シニアにも超かんたん!ものまねエア体操で健康
づくり

斎藤道雄/著 黎明書房

56 369.2 老人ホームで生まれた<とつとつダンス> 砂連尾理/著 晶文社

57 369.2 お世話され上手 釈徹宗/著 ミシマ社

58 369.2 訪問看護実務相談Q&A 全国訪問看護事業協会/編集 中央法規出版

59 369.2 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。 松川竜也/監修 石川孝子/監修
ユーキャン学び出版
部

60 369.4 保育園で困ったときに開く本 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

61 369.4 子どもの貧困の解決へ 浅井春夫/ほか著 中西新太郎/ほか著 新日本出版社

62 369.4 児童相談所70年の歴史と児童相談 加藤俊二/著 明石書店

63 371.4 やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル 宮田雄吾/著 日本評論社

64 374.3 教師の声を聴く 浅井幸子/編著 黒田友紀/編著 学文社

65 375.1 問題解決力を高める教室ディベート 鳥越謙造/著 学事出版

66 376.4 投票せよ、されど政治活動はするな!? 石埼学/著 猪野亨/著 社会批評社

67 376.8 現役東大医学部生が教える最強の勉強法 宇佐見天彗/著 二見書房

68 376.8 看護・医療系学校最新入学全ガイド 2017  さんぽう

69 376.8 高大接続改革  (ちくま新書) 山内太地/著 本間正人/著 筑摩書房

70 377.1 日本の大学、崩壊か大再編か 野田恒雄/著 明石書店

71 378 発達障害のある子の父親ストーリー アスペ・エルデの会/編 明治図書出版

72 378 特別支援教育が変わるもう一歩の詰め 小野隆行/著 学芸みらい社

73 378 療育なんかいらない! 佐藤典雅/著 小学館

74 378 ようこそ、マニュアルのない世界へ 原田博子/著 サンルクス

75 378 気になる子もみんないきいき保育 星山麻木/著 武蔵野幼稚園/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 379.7
資格試験に「忙しくても受かる人」と「いつも落ちる
人」の勉強法

鬼頭政人/著 大和書房

77 379.7 ずるい勉強法 佐藤大和/著 ダイヤモンド社

78 379.9 孫育ては子どもとともに子育ては祖父母とともに 石橋剛/編 クリエイツかもがわ

79 379.9 「生き抜く力」の育て方 蝦名玲子/著 大修館書店

80 379.9 本物の学力・人間力がつく尾木ママ流自然教育論 尾木直樹/著 山と溪谷社

81 379.9 考える力を育てる子どもの「なぜ」の答え方 向谷匡史/著 左右社

82 385.9 創業三〇〇年老舗京菓匠女将にならう愛される所作 田丸みゆき/著 主婦と生活社

83 385.9 心から喜んでもらえる贈りもののマナー 冨田いずみ/著 高橋書店

84 387 東京周辺七福神めぐり 七福神散歩会/著 メイツ出版

85 387 日本の神様と楽しく生きる 平藤喜久子/著 東邦出版

86 388.0 昔話を語り継ぎたい人に 石井正己/編 三弥井書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 ホワット・イズ・ディス? ランドール・マンロー/著 吉田三知世/訳 早川書房

2 406.9 見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野興一/[ほか]編著 ベレ出版

3 410 生き抜くための中学数学 芳沢光雄/著 日本図書センター

4 410.4 数学を使えばうまくいく ジョン・D.バロウ/著 松浦俊輔/訳 青土社

5 410.4 数字アタマのつくりかた 深沢真太郎/著 三笠書房

6 410.7 100人の囚人と1個の電球
ハンス・ファン・ディトマーシュ/著 バーテル
ド・クーイ/著

日本評論社

7 417 数理統計学入門 稲葉太一/著 日科技連出版社

8 417 実践のための基礎統計学 下川敏雄/著 講談社

9 425.0 イラストレイテッド光の実験 田所利康/著 大津元一/監修 朝倉書店

10 427 トコトンやさしい電磁気の本 面谷信/著 日刊工業新聞社

11 440 誰かに教えたくなる宇宙のひみつ 竹内薫/著 徳間書店

12 443.8 夜空と星の物語 日本の伝説編 森山晋平/編著
パイインターナショ
ナル

13 445.3 MARS レオナード・デイヴィッド/著 関谷冬華/訳
日経ナショナルジオ
グラフィック社

14 448.9 今尾恵介の地図読み練習帳100問 今尾恵介/著 平凡社

15 452.8 深海底の地球科学 藤岡換太郎/著 朝倉書店

16 453.8 日本の火山ウォーキングガイド 火山防災推進機構/編 丸善出版

17 453.8 富士山大爆発のすべて 島村英紀/著 花伝社

18 455.0 地質職人たちのアーカイブス 六連星の会/編 郁朋社

19 467.5 カラー図解進化の教科書 第1巻 (ブルーバックス) カール・ジンマー/著 ダグラス・J.エムレン/著 講談社

20 469.2 元サルの物語 ジョナサン・マークス/著 長野敬/訳 青土社

21 471.3 絵とき植物生理学入門 山本良一/編著 曽我康一/共著 オーム社

22 488.1 鳥のフィールドサイン観察ガイド 箕輪義隆/著 文一総合出版

23 489.5 ネコ科大型肉食獣の教科書 秋山知伸/著 雷鳥社

24 490.1 軽やかに余命を生きる 田中雅博/著 KADOKAWA

25 491.3 つながる脳科学  (ブルーバックス) 理化学研究所脳科学総合研究センター/編 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 491.4 読んで効くタウリンのはなし 村上茂/監修 国際タウリン研究会日本部会/編著 成山堂書店

27 493.1 ポリファーマシー解決!虎の巻
青島周一/著 日経ドラッグインフォメーション/
編集

日経BP社

28 493.1 いつもと違う高齢者をみたら 荒井千明/著 医歯薬出版

29 493.1 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷正明/著 岩波書店

30 493.1 薬物依存症の回復支援ハンドブック 成瀬暢也/著 金剛出版

31 493.4 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺守/監修 講談社

32 493.7 精神疾患/神経・筋疾患 厚田幸一郎/監修 畝崎榮/共編 オーム社

33 493.7 精神障がい者の家族への暴力というSOS 蔭山正子/編著 横山恵子/[ほか著] 明石書店

34 493.7 自分の「異常性」に気づかない人たち 西多昌規/著 草思社

35 493.7 家族・援助者のためのギャンブル問題解決の処方箋 吉田精次/著 金剛出版

36 493.7 発達障害とどう向き合うか 吉濱ツトム/著 実務教育出版

37 493.9 僕のこころを病名で呼ばないで 青木省三/著 日本評論社

38 493.9 支援から共生への道 2 田中康雄/著 慶應義塾大学出版会

39 494.5 身近な人ががんになったときに役立つ知識76 内野三菜子/著 ダイヤモンド社

40 494.5 大場先生、がん治療の本当の話を教えてください 大場大/著 扶桑社

41 494.5 国立がん研究センターのがんとお金の本 片井均/監修 大江裕一郎/監修
小学館クリエイティ
ブ

42 494.5 がんになったら、何を食べたらいいの? 小林びんせい/著 自由国民社

43 496.6
きこえているのにわからないAPD<聴覚情報処理障害>の
理解と支援

小渕千絵/編著 原島恒夫/編著 学苑社

44 497.9 介護に役立つ口腔ケアの実際 大泉恵美/編著 蓜島桂子/編著 中央法規出版

45 498.0 病気を描くシェイクスピア 堀田饒/著 ホーム社

46 498.1 お墓にまつわる法律実務 遺言・相続リーガルネットワーク/編著 日本加除出版

47 498.3 イヤな自分を1日で変える脳ストレッチ 加藤俊徳/著 KADOKAWA

48 498.3 美人をつくる熟睡スイッチ 小林麻利子/著 G.B.

49 498.3 認知症にならないための歩き方 椎名一博/著 大渕修一/監修 幻冬舎

50 498.3 折れない心のつくりかた 日本ポジティブ心理学協会/著 宇野カオリ/監修 すばる舎

51 498.3 長生き「できる人」と「できない人」の習慣 松井宏夫/著 板倉弘重/監修 明日香出版社

52 498.3 GET UP! ジェイムズ・A.レヴィン/著 鈴木素子/訳 KADOKAWA

53 498.5 糖質量&カロリー事典 上村泰子/監修 吉岡悠里可/監修 新星出版社

54 498.8 ストレスチェック時代のメンタルヘルス 天笠崇/著 新日本出版社

55 498.8
メンタル不調者のための復職・セルフケアガイドブッ
ク

櫻澤博文/著 金剛出版

56 499.8 薬草の呟き 森正孝/著 森昭雄/著
メディカルサイエン
ス社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 工芸とデザインの境目 深澤直人/監修 六耀社

2 514.4 積雪寒冷地の舗装に関する諸問題と対策
土木学会舗装工学委員会寒冷地舗装工学小委員
会/編集

土木学会

3 520.8 断面で読み解く世界の建築 ポール・ルイス/著 マーク・ツルマキ/著 グラフィック社

4 521 「ハイテク」な歴史建築  (ベスト新書) 志村史夫/著 ベストセラーズ

5 523.0 メタル建築史 難波和彦/著 鹿島出版会

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 523.1 東京レトロ建築さんぽ 倉方俊輔/著 下村しのぶ/写真 エクスナレッジ

7 523.1 建築案内@東京 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

8 524.5 伝統木構法に学ぶ構造と意匠の融合 増田一眞/著 建築画報社

9 526.3 美しい刑務所 上條道夫/写真 寮美千子/文 西日本出版社

10 527
30代やりくり上手な夫婦が建てたナチュラルで心地の
いい家

 主婦と生活社

11 527 体験的ライフタイム・ホームズ論 丹羽太一/著 丹羽菜生/著 彰国社

12 527 パッシブデザインの住まいと暮らし 野池政宏/著 小林伸吾/著 泰文館

13 527.1 住まいの3Dしくみ図鑑  エクスナレッジ

14 528.4 実務に役立つ防災・防犯設備の知識 電気設備学会/編 オーム社

15 532.6
目で見てわかるスローアウェイチップの選び方・使い
方

澤武一/著 日刊工業新聞社

16 536 日本おもてなし鉄道 日経デザイン/編 日経BP社

17 537.2 図解自動車エンジンの技術 畑村耕一/著 世良耕太/著 ナツメ社

18 538.6 飛行機のしくみパーフェクト事典 鈴木真二/監修 ナツメ社

19 538.6 日本国政府専用機のすべて  イカロス出版

20 543.5 是か非か!日本の原子力発電 北川浩一郎/著 次世代エネルギー開発協会/編 丸善プラネット

21 545.8 にっぽん家電のはじまり 大西正幸/著 技報堂出版

22 547.4 ゼロから学べるブログ運営×集客×マネタイズ 菅家伸/著 ソーテック社

23 547.4 いちばんよくわかるHTML5&CSS3デザインきちんと入門 狩野祐東/著 SBクリエイティブ

24 547.4 60分でわかる!クラウドビジネス最前線 クラウドビジネス研究会/著 山田賢治/監修 技術評論社

25 547.4 はじめてのホームページ・ビルダー21 桑名由美/著 秀和システム

26 547.4 定番のLINE&Facebook+Messenger,Instagram 丸山弘詩/著 佐々木和宏/著 マイナビ出版

27 547.5 よくわかる最新アンテナの基本と仕組み 吉村和昭/著 重井宣行/著 秀和システム

28 548 60分でわかる!VRビジネス最前線 VRビジネス研究会/著 技術評論社

29 548.2
たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電子
工作

加藤芳夫/著 東京電機大学出版局

30 549.3 はじめての電子回路15講 秋田純一/著 西餅/イラスト 講談社

31 549.3 はじめてのアナログ電子回路 実用回路編 松澤昭/著 講談社

32 558.5 東京湾諸島 加藤庸二/著 駒草出版

33 565.1 図説金の文化史
レベッカ・ゾラック/著 マイケル・W.フィリッ
プス・ジュニア/著

原書房

34 576.8 よくわかる最新塗料と塗装の基本と実際 坪田実/著 秀和システム

35 578.4 事例でわかるプラスチック金型設計の進め方 小松道男/著 日刊工業新聞社

36 584.7 紳士靴の教科書  
スタジオタッククリ
エイティブ

37 585.0 紙の世界史 マーク・カーランスキー/著 川副智子/訳 徳間書店

38 588.0 日本企業CEOの覚悟 安藤宏基/著 中央公論新社

39 588.0 人を幸せにする食品ビジネス学入門 日本大学食品ビジネス学科/編著 オーム社

40 588.3 小さなお店で世界へ挑む 中野富美子/[著]
クロスメディア・
マーケティング

41 588.3 アイスクリームのあゆみ 『アイスクリームのあゆみ』編集委員会/[編]
日本アイスクリーム
協会

42 589.2 靴のお手入れ新常識 安富好雄/監修 NHK出版/編 NHK出版

43 590 仕事も家庭も楽しみたい!わたしがラクする家事時間 Emi/著 ワニブックス

44 590 パリの朝食はいつもカフェオレとバゲット 国末則子/著 プレジデント社

45 590 ためない生活。 高木ゑみ/著 主婦と生活社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 590.4 季節の暮らしと服支度 内田彩仍/著 主婦と生活社

47 591 制度を知って賢く生きる人生を左右するお金のカベ 北村庄吾/著 日本経済新聞出版社

48 591 1年で150万円貯める家計管理術 なな/著 横山光昭/監修 エクスナレッジ

49 591.8 書かずに貯まる!クリアファイル家計簿 いちのせかつみ/著 扶桑社

50 593.3 秋から春まで着られる女の子のお気に入りワンピース  ブティック社

51 593.3 ちくちく手ぬいでいちばんやさしいきものリフォーム 高橋恵美子/[著] KADOKAWA

52 593.3 パターンアレンジを楽しむ 高田祐子/著 文化学園文化出版局

53 593.8 着付けが簡単!自分サイズに作る着物と帯 林良江/著 一戸都/著 池田書店

54 594 スパンコールのアクセサリー 青山美枝子/著 日東書院本社

55 594 ブックカバーとノートカバーの作り方 えかたけい/著 日貿出版社

56 594 はじめてのつるし飾りとちりめん細工 山口信子/著 日東書院本社

57 594.2 カンタン!かわいいフランス・パリの刺しゅう500  アップルミンツ

58 594.2 誰でも簡単!羊毛刺しゅうのファッションリメイク 小林広子/監修 日本ヴォーグ社

59 594.3 かぎ針編みのバッグ  アップルミンツ

60 594.3 かぎ針で編むお花のかわいいルームシューズ  アップルミンツ

61 594.3 おしゃれなレース編み 河島京子/著 主婦と生活社

62 594.3 彼も使える私も使えるふたりのえりまき くげなつみ/著 日東書院本社

63 594.3 おしゃれを彩る、ニットバッグ 小瀬千枝/デザイン 内藤三重子/イラスト アップオン

64 594.3 手あみの冬こもの 小林ゆか/著 日本ヴォーグ社

65 594.3 見せたくなるほどかわいい手編みのくつした 日本文芸社/編 日本文芸社

66 594.3 シェットランドの編み込み模様 miro press/編 誠文堂新光社

67 594.7
ホームソーイングで作る森れいこのボストンバッグミ
ニ

森れいこ/[著] アップルミンツ

68 594.8
プリザーブドフラワーをとじこめたレジンのフラワー
アクセサリー

折田さやか/著 文化学園文化出版局

69 594.9 讃岐かがり手まり 荒木永子/監修 日本ヴォーグ社

70 594.9 羊毛フェルトの花ブローチ 須佐沙知子/著 誠文堂新光社

71 594.9 はじめての水引アレンジ 長浦ちえ/著 世界文化社

72 595.5
コスメのプロが毎朝、実践する1分メイク&1分スキンケ
ア

小西さやか/著 青春出版社

73 595.6 産後美尻ダイエット 山田光敏/著 PHP研究所

74 596 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

75 596 料理上手の自家製レシピ 有元葉子/ほか著 サルボ恭子/ほか著 家の光協会

76 596 夕方5時からお酒とごはん 伊藤まさこ/著
PHPエディターズ・グ
ループ

77 596 焼きもの 斉藤辰夫/著 主婦と生活社

78 596 煮込みの本。  プレジデント社

79 596 無敵の「酢はち」レシピ 浜内千波/著 PHP研究所

80 596 今夜はこの鍋で決まり! 藤野嘉子/[ほか著] 家の光協会

81 596 毎日のおかずレシピBEST600  主婦の友社

82 596 糖質オフの作りおきでやせるワンプレート 牧田善二/著 河出書房新社

83 596 シンプル仕込みでおいしいおかず 武蔵裕子/著 学研プラス

84 596 働くママの時短ごはん 武蔵裕子/著 女子栄養大学出版部

85 596 毎日使える!ハンドブレンダー 村田裕子/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 596 いつものスープでアレンジレシピ60 森崎繭香/著 日東書院本社

87 596 健康おかず作りおき 横山タカ子/著 主婦と生活社

88 596 漬けるおかず ワタナベマキ/著 世界文化社

89 596 ストウブ「ごはんココット」レシピ 若山曜子/著 河出書房新社

90 596.2 「人気の弁当料理」大全 大田忠道/著 旭屋出版

91 596.2 世界のおばあちゃん料理 ガブリエーレ・ガリンベルティ/著 小梨直/訳 河出書房新社

92 596.2 笠原将弘の和食道場 笠原将弘/著 扶桑社

93 596.2 料理のアイデアと考え方 2 柴田日本料理研鑽会/著 川崎寛也/著 柴田書店

94 596.2 鍋の料理と前肴 志の島忠/編著 旭屋出版

95 596.2 すしレシピ 重信初江/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

96 596.2 台湾かあさんの味とレシピ 台湾大好き編集部/編 誠文堂新光社

97 596.2 結婚できる和食教室 田中伶子/著 光文社

98 596.2 小さなごちそうタルト、おやつのタルト 若山曜子/著 日本文芸社

99 596.3 本当に旨いたまご料理の作り方100 ホテルニューオータニ/監修 イカロス出版

100 596.3 スープごはんと煮込みごはん 星野奈々子/[著] 枻出版社

101 596.4 最高の山ごはん ホシガラス山岳会/著
パイインターナショ
ナル

102 596.6 一流シェフのロールケーキ 石塚伸吾/著 小川忠貞/著 世界文化社

103 596.6 菓子パン 高橋教子/[著] アップルミンツ

104 596.6 キラキラ!ステンドグラスクッキーBOOK 高橋洋子/著 河出書房新社

105 596.6 ふちクッキーレシピ Trigo e Cana/著 文化学園文化出版局

106 596.6 軽いバタークリームで作るフラワーケーキ 長嶋清美/著 文化学園文化出版局

107 596.6 スタンプみたいなアイスボックスクッキー 福本美樹/著 学研プラス

108 596.6 キレイをつくる魔法のお菓子ロースイーツレシピ Mii/著 学研プラス

109 596.6 冷蔵庫で作りおきパンいつでも焼きたて 吉永麻衣子/著 主婦の友社

110 597 ヴィンテージな部屋をつくる本  エクスナレッジ

111 597 ふつうの住まいでかなえる外国スタイルの部屋づくり ヘザー ブラッキン/著 文藝春秋

112 597.5 love♥HOME the収納 Mari/著 KADOKAWA

113 597.5 いつまでも美しく暮らす収納のルール 水越美枝子/[著] エクスナレッジ

114 597.9 片づけは「捨てない」ほうがうまくいく 伊藤勇司/著 飛鳥新社

115 597.9 みんなの掃除・片づけ日記 SE編集部/編 翔泳社

116 597.9 ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術 新津春子/著 産業編集センター

117 599
いまの科学で「絶対にいい!」と断言できる最高の子育
てベスト55

トレーシー・カチロー/著 鹿田昌美/訳 ダイヤモンド社

118 599 最新科学でハッピー子育て NHK出版/編 NHK出版

119 599.2 みんなの布おむつ
林さやか/編 布おむつ100人アンケート実行委員
会/編

亜紀書房

120 599.8 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎園子/著 自由国民社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 学校統廃合と廃校活用 嶋津隆文/編著 東京法令出版

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 601.1 防災・減災に資する国土強靱化政策が日本を救う! 森田実/著 武久出版

3 606.9 万博の歴史 平野暁臣/著
小学館クリエイティ
ブ

4 611 多国籍アグリビジネスと農業・食料支配 北原克宣/編著 安藤光義/編著 明石書店

5 611.1 農本主義のすすめ  (ちくま新書) 宇根豊/著 筑摩書房

6 611.7 農の福祉力で地域が輝く 濱田健司/著 創森社

7 614.8 IoTが拓く次世代農業アグリカルチャー4.0の時代 三輪泰史/著 井熊均/著 日刊工業新聞社

8 615.7 百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド 大内信一/著 コモンズ

9 616.2 ポストハーベスト技術で活かすお米の力 佐々木泰弘/著 農山漁村文化協会

10 625.2 ききりんご紀行 谷村志穂/著 集英社

11 625.8 バナナの歴史 ローナ・ピアッティ=ファーネル/著 大山晶/訳 原書房

12 626 最新農業技術野菜 vol.9 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

13 627.7 香りを楽しむ庭木の本 三上常夫/著 若林芳樹/著 講談社

14 627.8 小さな癒しの世界を楽しむテラリウム 松昭教/著 bookwall/著 電波社

15 629.2 図解庭師が読みとく作庭記・山水并野形図 小埜雅章/著 学芸出版社

16 629.3 ふなばしアンデルセン公園公式ガイドブック 船橋市公園協会/監修 学研プラス

17 645.3 和牛の力 増田淳子/著 農林統計協会

18 645.6 はじめてのチワワ 加藤元/監修 主婦の友社

19 645.6 プードル・トリミングの教科書 金子幸一/著 緑書房

20 645.7 日本と世界の猫のカタログ 2017年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

21 645.7 図書館ねこベイカー&テイラー ジャン・ラウチ/著 ライザ・ロガック/著 早川書房

22 646.1 ニワトリ アンドリュー・ロウラー/著 熊井ひろ美/訳 インターシフト

23 646.8 世界のインコ 磯崎哲也/監修 開発社/著 ラトルズ

24 649.0 いい獣医さんに出会いたい! 西山ゆう子/著 ポット出版プラス

25 650.4 水俣の海辺に「いのちの森」を 宮脇昭/著 石牟礼道子/著 藤原書店

26 653.2 珍樹図鑑  (文春新書) 小山直彦/著 文藝春秋

27 653.2 魅惑の巨樹・巨木200本 中江博之/著 [中江博之]

28 661.1 新編漁業法のここが知りたい 金田禎之/著 成山堂書店

29 670.9
一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか  (青春新書
INTELLIGENCE)

柴田真一/著 青春出版社

30 673 「ありがとう」と言われる会社の心動かす物語 三枝理枝子/著 日本経済新聞出版社

31 673.3 本気で売るために実践すること100 田中正志/著 翔泳社

32 673.3
売れる販売員が新人のために書いた接客・販売の教科
書

たかみず保江/著 日本実業出版社

33 673.3 はじめての「カラーミーショップ」オープンBOOK バウンド/著 技術評論社

34 673.7 魚屋の基本 石坂智惠美/著
ダイヤモンド・リテ
イルメディア

35 673.8
すぐ分かるスーパーマーケット使える計数ハンドブッ
ク

紙谷佳伸/著 商業界

36 673.9 図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本 大澤茂雄/著 成美堂出版

37 673.9 経営者には、幸せにするべき5人の人がいる 久保華図八/著 日経BP社

38 673.9 なぜ、コメダ珈琲店はいつも行列なのか? 高井尚之/著 プレジデント社

39 673.9 『収益店舗』所有の極意 和合実/著 清文社

40 674
ロゴをデザインするということ。成功と失敗から伝え
る、君へのアドバイス

David Airey/著 郷司陽子/訳
ビー・エヌ・エヌ新
社

41 674.2 アイビー・リー 河西仁/著 同友館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 674.7 伝える、広める、人を集めるフライヤーのデザイン  
ビー・エヌ・エヌ新
社

43 675 「売る」から、「売れる」へ。 水野学/著 誠文堂新光社

44 675 データサイエンティストの秘密ノート 高橋威知郎/著 白石卓也/著 SBクリエイティブ

45 675 経営とデザインの幸せな関係 中川淳/著 日経BP社

46 675 日本企業は次に何を学ぶべきか
鷲田祐一/編著 一橋大学商学部グローバルマー
ケティング研究室/[編]

同文舘出版

47 675.1 パケ買いしたくなる!ヒット商品のデザイン PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

48 682 「移動」の未来 エドワード・ヒュームズ/著 染田屋茂/訳 日経BP社

49 683.5 飾り毛布 花毛布 新38選 上杉恵美/著 吉田孝志/著 海文堂出版

50 686.2 JR特急列車年鑑 2017  イカロス出版

51 686.2 東海道新幹線クイズ100 鉄道クイズ研究会/著 ウェッジ

52 686.2 知れば知るほど面白い阪急電鉄 野沢敬次/著 洋泉社

53 686.9 路面電車EX vol.08(2016)  イカロス出版

54 687.2 乗ってはいけない航空会社 杉江弘/著 双葉社

55 687.7 飛行機ダイヤのしくみ 杉江弘/著 交通研究協会

56 689.2 PR視点のインバウンド戦略 電通パブリックリレーションズ/著 鄭燕/著 宣伝会議

57 689.5 東京ディズニーリゾート完全ガイド 2017-2018  講談社

58 689.5 るるぶハウステンボス [2016]  JTBパブリッシング

59 693.8 日本普通切手専門カタログ VOL.1  日本郵趣協会

60 694.6 これからつくるiPhoneアプリ開発入門 藤治仁/著 徳弘佑衣/著 SBクリエイティブ

61 699.6 視聴率ゼロ! 大川貴史/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 正倉院宝物 杉本一樹/著 新潮社

2 702.3 西洋美術の歴史 4 小佐野重利/編集委員 小池寿子/編集委員 中央公論新社

3 706.9 美味しい美術館 PART2 飯田郷介/著 求龍堂

4 709 世界遺産データ・ブック 2017年版 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

5 721.8 北斎原寸美術館 [葛飾北斎/画] 小学館

6 721.9 柴田是真の植物図 柴田是真/[画] 黒川廣子/編著 光村推古書院

7 723.3 ファン・ゴッホの生涯 上・下
スティーヴン・ネイフ/著 グレゴリー・ホワイ
ト・スミス/著

国書刊行会

8 724 12カ月を彩る絵てがみ入門 吉川みか/著 日本文芸社

9 724.1 おしゃれに描ける水墨画 小林東雲/著 講談社

10 724.4 旅の時短スケッチ あべまりえ/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

11 725 基礎から応用までわかるデッサンの教科書 安原成美/監修 池田書店

12 725.5 スーパーリアル色鉛筆 2 林亮太/著 マガジンランド

13 726.1 貸本マンガと戦後の風景 高野慎三/著 論創社

14 726.5 オリエンタル・ファンタジー 海野弘/解説◆監修
パイインターナショ
ナル

15 726.5 手塚治虫表紙絵集 手塚治虫/著 森晴路/監修 玄光社

16 726.5 和装・洋装の描き方 八條忠基/監修 徳井淑子/監修 朝日新聞出版

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 726.5 イラストレーション・コントロール 藤田翔/著 誠文堂新光社

18 726.6 えんとつ町のプペル にしのあきひろ/著 幻冬舎

19 726.6 ビアトリクス・ポターが愛した庭とその人生 マルタ・マクドウェル/著 宮木陽子/訳 西村書店

20 726.9 花の切り絵200 大橋忍/著 日本ヴォーグ社

21 727.0 デザインのひきだし 29 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

22 727 たのしごとデザイン論 カイシトモヤ/著
エムディエヌコーポ
レーション

23 727.8 ここちいい文字 高橋善丸/著・アートディレクション
パイインターナショ
ナル

24 728.8 日本書道文化の伝統と継承
帝京大学書道研究所/企画・編集 帝京大学総合
博物館/企画・編集

求龍堂

25 736 じゃがいもデ版画 山室眞二/著・装幀・挿画 求龍堂

26 736 かわいい消しゴムはんこ mogerin/著 朝日新聞出版

27 740.2 我が師、おやじ・土門拳 牛尾喜道/著 藤森武/著 朝日新聞出版

28 743 心を震わせるドラマチック写真術 浅岡省一/著 t.1972/著 インプレス

29 743 写真家のスゴい撮影セオリー  学研プラス

30 743.5 車から降りてすぐ撮れる旬瞬景 川隅功/著 日本カメラ社

31 748 空から見た日本の名峰 根本達久/著 山と溪谷社

32 751.9 フレンチシックにつくるグルーデコ・ジュエリー
日本グルーデコ協会/監修 木村弘子/グルーデコ
デザイン

日東書院本社

33 754.9 英語訳つき おりがみBest 50 青木真理/訳 主婦の友社/編 主婦の友社

34 757.3 わかる!使える!色彩の教科書 勝馬ちなつ/著 洋泉社

35 759 レゴすごいアイデア
ダニエル・リプコーウィッツ/著 五十嵐加奈子/
訳

東京書籍

36 760.7 ティーチング・アーティスト エリック・ブース/著 久保田慶一/監修・訳 水曜社

37 763.5 実践!はじめてのギター作曲入門 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

38 764.7 ロッキング・オンの時代 橘川幸夫/著 晶文社

39 764.7 意味も知らずにブルースを歌うな! 小出斉/著
リットーミュージッ
ク

40 764.7 ビジネスマンのための<こっそり>ジャズ入門 高野雲/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

41 764.7 ディスコの力 DJ OSSHY/著 PHP研究所

42 764.7 私が会ったビートルズとロック★スター 星加ルミ子/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

43 764.7 僕の音楽キャリア全部話します 松任谷正隆/著 新潮社

44 767.4 うたごえの戦後史 河西秀哉/著 人文書院

45 767.8 ヒットの崩壊  (講談社現代新書) 柴那典/著 講談社

46 767.8 ダウン・ザ・ハイウェイ ハワード・スーンズ/著 菅野ヘッケル/訳 河出書房新社

47 769.9 孤独な祝祭 佐々木忠次 追分日出子/著 文藝春秋

48 774.2 僕らの歌舞伎  (淡交新書) 葛西聖司/著 淡交社

49 778.2 鬼才五社英雄の生涯  (文春新書) 春日太一/著 文藝春秋

50 778.2 役者人生、泣き笑い 西田敏行/著 河出書房新社

51 778.2 銀婚式 三田寛子/著 中央公論新社

52 778.2 映画の声 御園生涼子/[著] みすず書房

53 778.2 怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー 森下達/著 青弓社

54 778.2 映画の間取り WOWOW「映画の間取り」編集部/著 扶桑社

55 778.2 原節子の真実 石井妙子/著 新潮社

56 778.8 真田丸 完結編  NHK出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 778.8 「快傑ハリマオ」を追いかけて 二宮善宏/著 河出書房新社

58 779.1 夢になるといけねぇ 橘蓮二/著 河出書房新社

59 779.1 僕らの落語  (淡交新書) 広瀬和生/著 淡交社

60 779.3 カードマジック事典 高木重朗/編 東京堂出版

61 780.6 リオデジャネイロパラリンピック2016報道写真集  共同通信社

62 782 低糖質&抗酸化ランニングのすすめ 鏑木毅/著 菊地恵観子/著 実務教育出版

63 783.2 バレーボール実戦力を高めるドリル 坂本将康/著
ベースボール・マガ
ジン社

64 783.4 スタジアムの宙にしあわせの歌が響く街 天野春果/著 小学館

65 783.4 直撃本田圭佑 木崎伸也/著 文藝春秋

66 783.5 ロジャー・フェデラー マーク・ホジキンソン/著 鈴木佑依子/訳 東洋館出版社

67 783.7 再生 野村貴仁/著 KADOKAWA

68 783.7 左バッターを科学する ベースボール・マガジン社/編
ベースボール・マガ
ジン社

69 783.7 野球アンダースロー 渡辺俊介/著
ベースボール・マガ
ジン社

70 783.8 本番に強くなる!アヤコ流 岡本綾子/著
ゴルフダイジェスト
社

71 784.3 スキーでめぐる世界の雪の絶景 水澤史/著 スキージャーナル

72 786.1 母がつくった山小屋 米川正利/著 山と溪谷社

73 786.5 ロードバイクトレーニングの科学  洋泉社

74 787.1 ショアジギングマガジン  ケイエス企画

75 789.3 剣道基本と戦術 井島章/監修 実業之日本社

76 791.6 利休の茶の花 桑原宗典/著 思文閣出版

77 791.7 茶席のきもの 市田ひろみ/監修 淡交社

78 795 どんどん強くなる井山裕太の囲碁手筋 井山裕太/著 マイナビ出版

79 795 攻めを成功させる必勝法則 小長井克/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

80 795 形で覚えるヨセの基本 蘇耀国/著 マイナビ出版

81 796.0 プロ棋士カラー名鑑 2017  扶桑社

82 796 糸谷&斎藤の現代将棋解体新書 糸谷哲郎/著 斎藤慎太郎/著 マイナビ出版

83 796 ゴキゲン中飛車VS超速4六銀戦法 杉本昌隆/著 マイナビ出版

84 796 勝てる将棋の考え方 渡辺明/著 郷田真隆/著 日本将棋連盟

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.6 たとえる技術 せきしろ/著 文響社

2 809.2 1分でいい声になる! 小泉誠司/著 自由国民社

3 809.2 雑談力  (PHP新書) 百田尚樹/著 PHP研究所

4 810.4 昭和のことば  (文春新書) 鴨下信一/著 文藝春秋

5 814.4 ことわざ生活 あっち篇 あかいわしゅうご/文 ヨシタケシンスケ/絵 草思社

6 814.4 ことわざ生活 こっち篇 あかいわしゅうご/文 ヨシタケシンスケ/絵 草思社

7 816 文章読本X 小谷野敦/著 中央公論新社

8 816 モノの書き方 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 834 英単語の世界  (中公新書) 寺澤盾/著 中央公論新社

10 837 天声人語 2016秋 朝日新聞論説委員室/編 国際編集部/訳 原書房

11 837.8 イギリスをディープに旅する英語 小島智/著 ベレ出版

12 837.8 英語でどう言う? 古我知洋平/著
リンダパブリッ
シャーズ

13 885 ロシア語使える文型80 佐山豪太/著 村田真一/監修 東洋書店新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.3 本格力 喜国雅彦/著 国樹由香/著 講談社

2 910.2 ゲイの可視化を読む 黒岩裕市/著 晃洋書房

3 910.2 中島敦と<南洋> 杉岡歩美/著 翰林書房

4 910.2 文学の胎盤 中西進/著 ウェッジ

5 910.2 夏目漱石  (岩波新書 新赤版) 十川信介/著 岩波書店

6 910.2 作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部/編 平凡社

7 910.2 無頼派浪漫彷徨 山川修平/著 三一書房

8 910.2 村上春樹と私 ジェイ・ルービン/著 東洋経済新報社

9 911.1 斎藤茂吉の百首 大島史洋/著 ふらんす堂

10 911.5 金子みすゞの詩とこころ 小寺誠/著 清風堂書店

11 911.5 いそっぷ詩 谷川俊太郎/詩 広瀬弦/絵 小学館

12 914.6 ザ、コラム 小田嶋隆/著 晶文社

13 914.6 幼年の色、人生の色 長田弘/[著] みすず書房

14 914.6 言葉の降る日 加藤典洋/著 岩波書店

15 914.6 万年筆インク紙 片岡義男/著 晶文社

16 914.6 日本人の甘え  (新潮新書) 曽野綾子/著 新潮社

17 914.6 人は皆、土に還る 曽野綾子/著 祥伝社

18 914.6 独女日記 3 藤堂志津子/著 幻冬舎

19 914.6 見てる、知ってる、考えてる 中島芭旺/著 サンマーク出版

20 914.6 賢女の極意 林真理子/著 文藝春秋

21 914.6 おばさんの金棒 室井滋/著 毎日新聞出版

22 914.6 喫煙室 第23集  文芸春秋企画出版部

23 915.6 きょうもまた好奇心散歩 池内紀/著 新講社

24 916 記憶をつなぐラブレター 城戸真亜子/著 朝日出版社

25 916 リストラ中年奮戦記 高木喜久雄/著 あけび書房

26 916 余命半年、僕はこうして乗り越えた! 西村元一/著 ブックマン社

27 916 泡沫のビルマ戦記 世木徳夫/著
生きがいを支援する
会

28 918.6 神吉拓郎傑作選 1 神吉拓郎/著 大竹聡/編 国書刊行会

29 918.6 小松左京全集完全版 24 小松左京/著 城西国際大学出版会

30 918.6 新編・日本幻想文学集成 2  国書刊行会

31 918.6 島田荘司全集 7 島田荘司/著 南雲堂

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 918.6 谷崎潤一郎全集 第7巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

33 929.3 囚われた天使たちの丘 グエン・ゴック・トゥアン/著 加藤栄/訳
大同生命国際文化基
金

34 930.2 図説英国ファンタジーの世界 奥田実紀/著 河出書房新社

35 930.2 シャーロック・ホームズを歩く 東山あかね/著 青土社

36 932.5 ミルワード先生のシェイクスピア講義 ピーター・ミルワード/著 橋本修一/訳 彩流社

37 933.7 奇妙という名の五人兄妹 アンドリュー・カウフマン/著 田内志文/訳 東京創元社

38 933.7 アーチー・グッドウィン少佐編 レックス・スタウト/著 鬼頭玲子/訳 論創社

39 933.7 ハリー・ポッターへの旅 MOE編集部/[著] 山内史子/[著] 白泉社

40 933.7 緑の髪の娘 スタンリー・ハイランド/著 松下祥子/訳 論創社

41 933.7 天使の鐘 リチャード・ハーヴェル/著 栗原百代/訳 柏書房

42 933.7 ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン ピーター・トライアス/著 中原尚哉/訳 早川書房

43 933.7 ウェンディゴ
アルジャーノン・ブラックウッド/著 夏来健次/
訳

アトリエサード

44 933.7 虎狼 モー・ヘイダー/著 北野寿美枝/訳 早川書房

45 933.7 きみがぼくを見つける サラ・ボーム/著 加藤洋子/訳 ポプラ社

46 933.7 ジュリエット アリス・マンロー/著 小竹由美子/訳 新潮社

47 933.7 フランク・デリク81歳素晴らしき普通の人生 J.B.モリソン/著 近藤隆文/訳 三賢社

48 935.6 フランス・イタリア紀行 トバイアス・スモレット/著 根岸彰/訳 鳥影社

49 936 いま、希望を語ろう ポール・カラニシ/著 田中文/訳 早川書房

50 936 ぼくは原始人になった マット・グレアム/著 ジョシュ・ヤング/著 河出書房新社

51 936 果報者ササル ジョン・バージャー/[著] ジャン・モア/[著] みすず書房

52 949.8 天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン/著 中村久里子/訳 西村書店

53 951.5 「悪知恵」の逆襲 鹿島茂/著 清流出版

54 953.6 名を捨てた家族 ジュール・ヴェルヌ/著 大矢タカヤス/訳 彩流社

55 962 ドン・アルバロあるいは運命の力 リバス公爵/著 稲本健二/訳 現代企画室

56 983 『罪と罰』をどう読むか 川崎浹/著 小野民樹/著 水声社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 「茶の湯」の密室 愛川晶/著 原書房

2 F 雨色の仔羊 麻見和史/著 講談社

3 F 賢者の石、売ります 朱野帰子/著 文藝春秋

4 F クランクイン 相場英雄/著 双葉社

5 F カレンダー・ガール 新井素子/著 出版芸術社

6 F 絶対正義 秋吉理香子/著 幻冬舎

7 F 痣 伊岡瞬/著 徳間書店

8 F Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野晶午/著 KADOKAWA

9 F 決戦!桶狭間 冲方丁/著 砂原浩太朗/著 講談社

10 F 挑戦 大下英治/著 河出書房新社

11 F 闇の平蔵 逢坂剛/著 文藝春秋

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 F 花のこみち 岡本さとる/著 光文社

13 F 足利兄弟 岡田秀文/著 双葉社

14 F 霞という女 川島昭子/著
中日新聞社出版部(発
売)

15 F 水槽の中の女 勝目梓/著 中央公論新社

16 F 四月になれば彼女は 川村元気/著 文藝春秋

17 F パンゲアの零兆遊戯 上遠野浩平/著 祥伝社

18 F 我ら荒野の七重奏(セプテット) 加納朋子/著 集英社

19 F 書楼弔堂 炎昼 京極夏彦/著 集英社

20 F 虚実(うそまこと)妖怪百物語 急 京極夏彦/著 KADOKAWA

21 F あさ美さんの家さがし 黒野伸一/著 河出書房新社

22 F 浜の甚兵衛 熊谷達也/著 講談社

23 F 老乱 久坂部羊/著 朝日新聞出版

24 F 魔法使いと副店長 越谷オサム/著 徳間書店

25 F シャーウッド 上・下 駒崎優/著 佐々木久美子/画 新書館

26 F 現実宿り 坂口恭平/著 河出書房新社

27 F 週末探偵 沢村浩輔/著 文藝春秋

28 F 沈黙法廷 佐々木譲/著 新潮社

29 F 炎魔 左能典代/著 平凡社

30 F 告白の余白 下村敦史/著 幻冬舎

31 F クラッシュマン 柴田哲孝/著 双葉社

32 F 幻影たちの哀哭 直原冬明/著 光文社

33 F 幸せのプチ 朱川湊人/著 日本経済新聞出版社

34 F 私の幽霊 朱川湊人/著 実業之日本社

35 F 三軒茶屋星座館 柴崎竜人/著 講談社

36 F 黒い巨塔 瀬木比呂志/著 講談社

37 F 石黒くんに春は来ない 武田綾乃/著 イースト・プレス

38 F 土の記 上・下 高村薫/著 新潮社

39 F 浮世絵師の遊戯(ゲーム) 高井忍/著 文芸社

40 F QED〜flumen〜月夜見 高田崇史/著 講談社

41 F One Story Restaurant 田家みゆき/著 文芸社

42 F 恋糸ほぐし 田牧大和/著 実業之日本社

43 F 私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー/著 小学館

44 F クローバーナイト 辻村深月/著 光文社

45 F あなたのいない記憶 辻堂ゆめ/著 宝島社

46 F under the bridge 堂場瞬一/著 早川書房

47 F うき世櫛 中島要/著 双葉社

48 F ノスタルジー1972 中島京子/著 早見和真/著 講談社

49 F セイレーンの懺悔 中山七里/著 小学館

50 F 悪意の迷路 日本推理作家協会/編 芦沢央/[ほか著] 光文社

51 F 掟上今日子の旅行記 西尾維新/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 F レールを渡る殺意の風 西村京太郎/[著] 徳間書店

53 F 神仙の告白 仁木英之/著 新潮社

54 F 悪魔を憐れむ 西澤保彦/著 幻冬舎

55 F 君はレフティ 額賀澪/著 小学館

56 F コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介/著 講談社

57 F AIと人類は共存できるか? 長谷敏司/ほか著 藤井太洋/ほか著 早川書房

58 F アンタッチャブル 馳星周/著 毎日新聞出版

59 F 比(なら)ぶ者なき 馳星周/著 中央公論新社

60 F And so this is Xmas 秦建日子/著 河出書房新社

61 F タイムマシンでは、行けない明日 畑野智美/著 集英社

62 F おおあたり 畠中恵/著 新潮社

63 F あおなり道場始末 葉室麟/著 双葉社

64 F 松田さんの181日 平岡陽明/著 文藝春秋

65 F ママたちの下剋上 深沢潮/著 小学館

66 F 広域警察極秘捜査班BUG 福田和代/著 新潮社

67 F 女王さまの夜食カフェ 古内一絵/著 中央公論新社

68 F 冒険の森へ 6  集英社

69 F 物語はいつも僕たちの隣に。 丸山浮草/著 産業編集センター

70 F 珍妙な峠 町田康/著 双葉社

71 F 青が破れる 町屋良平/著 河出書房新社

72 F レベル96少女、不穏な夏休み 汀こるもの/著 講談社

73 F サーモン・キャッチャーthe Novel 道尾秀介/著 光文社

74 F ヘダップ! 三羽省吾/著 新潮社

75 F 月と太陽の盤 宮内悠介/著 光文社

76 F トコとミコ 山口恵以子/著 文藝春秋

77 F しんせかい 山下澄人/著 新潮社

78 F ヒーローの選択 行成薫/著 講談社

79 F 三国志 7 吉川英治/著 1万年堂出版

80 F 清十郎の目 吉村龍一/著 中央公論新社

81 F 溝猫長屋祠之怪 輪渡颯介/著 講談社

82 F ママの人生 和田裕美/著 ポプラ社

83 F 雲隠れの月 田谷麗子/著 西田書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B134.9 この人を見よ ニーチェ/著 丘沢静也/訳 光文社

2 B281.0 井伊直虎と戦国の女城主たち 楠戸義昭/著 河出書房新社

3 B593.1 きもの自在 鶴見和子/著 藤本和子/聞き手 筑摩書房

4 B701.1 『「いき」の構造』を読む 安田武/著 多田道太郎/著 筑摩書房

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 B733 板極道 棟方志功/著 中央公論社

6 B778.0 世界といまを考える 3 是枝裕和/著 PHP研究所

7 B796.0 棋士という人生 大崎善生/編 新潮社

8 B909 児童文学論 リリアン・H.スミス/[著] 石井桃子/訳 岩波書店

9 B913.7 柳家小三治の落語 5 柳家小三治/著 小学館

10 B914.6 言わなかった言わなかった 内館牧子/[著] 幻冬舎

11 B914.6 無理難題が多すぎる 土屋賢二/著 文藝春秋

12 B933.7 転落の街 上・下 マイクル・コナリー/[著] 古沢嘉通/訳 講談社

13 B933.7 救い出される ジェイムズ・ディッキー/[著] 酒本雅之/訳 新潮社

14 B933.7 ブラック・リバー S.M.ハルス/著 高山祥子/訳 東京創元社

15 B933.7 ハイキャッスル屋敷の死 レオ・ブルース/著 小林晋/訳 扶桑社

16 B933.7 殺し屋を殺せ クリス・ホルム/著 田口俊樹/訳 早川書房

17 B933.7 浮かんだ男 シャーロット・マクラウド/著 戸田早紀/訳 東京創元社

18 B933.7 ささやく真実 ヘレン・マクロイ/著 駒月雅子/訳 東京創元社

19 B933.7 魔法使いの塔 上・下 マーセデス・ラッキー/著 山口緑/訳 東京創元社

20 B933.7 アリバイ・アイク リング・ラードナー/[著] 加島祥造/訳 新潮社

21 B933.7 エデンの祭壇 上・下 ジェームズ・ロリンズ/著 遠藤宏昭/訳 扶桑社

22 B933.7 浴室には誰もいない コリン・ワトスン/著 直良和美/訳 東京創元社

23 B949.6 晴れた日の森に死す カーリン・フォッスム/著 成川裕子/訳 東京創元社

24 B949.8 犯罪は老人のたしなみ
カタリーナ・インゲルマン=スンドベリ/著 木村
由利子/訳

東京創元社

25 B953.7 傷だらけのカミーユ ピエール・ルメートル/著 橘明美/訳 文藝春秋

26 B963 ヴェサリウスの秘密 ジョルディ・ヨブレギャット/著 宮崎真紀/訳 集英社

27 B983 偉業 ナボコフ/著 貝澤哉/訳 光文社

28 BF 明日町こんぺいとう商店街 3  ポプラ社

29 BF ぽんこつ 阿川弘之/著 筑摩書房

30 BF 広域指定 安東能明/著 新潮社

31 BF 洗い屋 井川香四郎/著 徳間書店

32 BF 御三家が斬る! 井川香四郎/[著] 講談社

33 BF 橋場之渡 稲葉稔/著 光文社

34 BF 他人の懐 上田秀人/[著] 幻冬舎

35 BF 給食のおにいさん 浪人 遠藤彩見/[著] 幻冬舎

36 BF 月光値千両 風野 真知雄/[著] 角川書店

37 BF 美姫の夢 風野 真知雄/[著] 角川書店

38 BF 胸の振子 風野 真知雄/[著] 角川書店

39 BF 宵闇迫れば 風野 真知雄/[著] 角川書店

40 BF 鬼役 6 坂岡 真/著 光文社

41 BF 夜葬 最東対地/[著] KADOKAWA

42 BF 暗殺 佐伯泰英/著 講談社

43 BF 意次ノ妄 佐伯泰英/著 双葉社

44 BF 陽炎ノ辻 佐伯泰英/著 双葉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

45 BF 血に非ず 佐伯泰英/著 新潮社

46 BF 流鶯 佐伯泰英/著 光文社

47 BF キノの旅 20 時雨沢恵一/[著] KADOKAWA

48 BF ご縁の糸 志川節子/著 新潮社

49 BF 警視庁組対特捜K 鈴峯紅也/著 中央公論新社

50 BF 疑医 仙川環/著 小学館

51 BF 長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖 1 千野隆司/著 小学館

52 BF 時限病棟 知念実希人/著 実業之日本社

53 BF 引っ越し大名三千里 土橋章宏/著 角川春樹事務所

54 BF 鬼面斬り 鳥羽亮/著 光文社

55 BF 顔なし勘兵衛 鳥羽亮/著 文藝春秋

56 BF くらまし奇剣 鳥羽亮/著 実業之日本社

57 BF のっとり奥坊主 鳥羽亮/[著] 講談社

58 BF 凶盗 鳥羽 亮/著 徳間書店

59 BF 愛弟子 鳥羽 亮/著 徳間書店

60 BF トイプー警察犬メグレ [1] 七尾与史/著 講談社

61 BF 夫以外 新津きよみ/著 実業之日本社

62 BF すずの爪あと 乃南アサ/著 新潮社

63 BF ファミリーラブストーリー 樋口卓治/[著] 講談社

64 BF 松谷警部と向島の血 平石貴樹/著 東京創元社

65 BF 激刀 牧秀彦/著 双葉社

66 BF 蟻地獄 松本 賢吾/著 双葉社

67 BF 本懐 松本 賢吾/著 双葉社

68 BF デボラ、眠っているのか? 森博嗣/著 講談社

69 BF 七人の天使 六道慧/著 徳間書店

70 BF 江戸あわび 和田はつ子/著 角川春樹事務所

71 BF 五芒星桔梗の寺殺人事件 和久 峻三/著 光文社

72 BF 吉野山千本桜殺人事件 和久 峻三/著 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R023.8 自費出版年鑑 2016 サンライズ出版/編集 サンライズ出版

2 R031 現代用語の基礎知識 2017 自由国民社/編集 自由国民社

3 R318.0 全国市町村要覧 平成28年版 市町村要覧編集委員会/編 第一法規

4 R318.1 市町村役場便覧 平成29年版 日本加除出版株式会社編集部/編 日本加除出版

5 R335.4 全国企業あれこれランキング 2017  帝国データバンク

6 R382.1 日本生活史辞典 木村茂光/編 安田常雄/編 吉川弘文館

7 R440.5 天文年鑑 2017年版 天文年鑑編集委員会/編 誠文堂新光社

8 R498.5 新食品成分表 2017 新食品成分表編集委員会/編 東京法令出版

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

9 R505.9 科学技術要覧 平成28年版
文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課/編
集

日経印刷

10 R520.9 建築基準法関係法令集 2017年版 建築資料研究社/編 日建学院/編 建築資料研究社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050
富山大学杉谷(医薬系)キャンパス研究活動一覧 第39輯
(2015)

富山大学附属図書館医薬学図書館運営委員会/編
富山大学附属図書館医薬
学図書館運営委員会

2 T209.5 加賀藩の都市の研究 深井甚三/著 桂書房

3 T318.3 富山市くらしの便利帳 [2016] 富山市市民生活相談課/編
富山市市民生活相談
課

4 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成28年9月 富山市議会/[編] 富山市議会

5 T327 えん罪・氷見事件を深読みする 前田裕司/編 奥村回/編 現代人文社

6 T388 越中の民話 第2集 石崎直義/編 未來社

7 T505 富山県鉱工業指数年報 平成27年(2015年) 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統
計調査課

8 T540 北陸電気保安協会50年史 北陸電気保安協会50年史編集委員会/編 北陸電気保安協会

9 T540 トロッコとめぐる90年の旅 黒部市歴史民俗資料館/[編]
黒部市歴史民俗資料
館

10 T687 富山空港概要 平成28年度 富山県富山空港管理事務所/[編]
富山県富山空港管理
事務所

11 T687 はじまる富山物語。 [平成28年度版] 富山県知事政策局総合交通政策室[ほか]/[編] 富山県

12 T913.6 谷と村の行程 白井重之/著 文學の森

13 T946 森のひとりごと それでも 森雅志/著 北日本新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あかちゃんとおるすばん 松谷みよ子/原作 水谷章三/脚本 童心社

2 C かっぱばし 中松まるは/脚本 夏目尚吾/絵 童心社

3 C くぬぎちゃんのくるんくるんぼうし すとうあさえ/脚本 相野谷由起/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あなのなかには… レベッカ・コッブ/作・絵 長友恵子/訳 フレーベル館

2 E 一日だけうさぎ 原知子/ぶん こばようこ/え くもん出版

3 E いとしの毛玉ちゃん 室井滋/作 長谷川義史/絵 金の星社

4 E いのちのはな のぶみ/さく KADOKAWA

5 E いろがみびりびりぴったんこ 松田奈那子/作 アリス館

6 E おおゆきくまちゃん
シャーリー・パレントー/ぶん デイヴィッド・
ウォーカー/え

岩崎書店

7 E おとうさんは、いま 湯本香樹実/ぶん ささめやゆき/え 福音館書店

8 E おならおばけ かとうまふみ/作 講談社

9 E おにぎりにんじゃ おこめがはまのけっせん 北村裕花/作 講談社

10 E おはなしちえあそびえほん 1～4 有賀忍/作 日本図書センター

11 E 女探偵☆ケイト・ウォーン
エリザベス・ヴァン・スティーンウィク/文
ヴァレンティナ・ベローニ/絵

光村教育図書

T 郷土資料 

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 E カイとカイサのぼうけん
エルサ・ベスコフ/さく・え まつむらゆうこ/や
く

福音館書店

13 E かがみのサーカス わたなべちなつ/さく 福音館書店

14 E かぜ
イブ・スパング・オルセン/さく ひだにれいこ/
やく

亜紀書房

15 E かまくらレストラン 真珠まりこ/さく・え 教育画劇

16 E かわいがってくれるの、だぁれ? キルメニー・ナイランド/さく せなあいこ/やく 評論社

17 E キスはまほう
スムリティ・プラサダム=ホールズ/作 サラ・
マッシーニ/絵

フレーベル館

18 E きつねくんのもりのおともだち
ティモシー・ナップマン/さく レベッカ・ハ
リー/え

世界文化社

19 E きょうりゅうたちのいただきます ジェイン・ヨーレン/文 マーク・ティーグ/絵 小峰書店

20 E きょうりゅうどーん 広瀬克也/作 絵本館

21 E きょうはクリスマス 小西英子/絵と文 至光社

22 E くまくん、はるまでおやすみなさい
ブリッタ・テッケントラップ/作・絵 石川素子/
訳

徳間書店

23 E クリスマス ヤン・ピエンコフスキー/絵 木原悦子/文
日本キリスト教団出
版局

24 E ケッセラセラいちざ ふくだじゅんこ/作 フレーベル館

25 E ゴードン・パークス
キャロル・ボストン・ウェザーフォード/文
ジェイミー・クリストフ/絵

光村教育図書

26 E こねこのプーフー 4
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

27 E こわい、こわい、こわい?
ラフィク・シャミ/文 カトリーン・シェーラー/
絵

西村書店

28 E さむがりペンギン
コンスタンツェ・フォン・キッツィング/作 ひ
ろまつゆきこ/訳

小学館

29 E されどオオカミ きむらゆういち/作・絵 あるまじろ書房

30 E サンタクロースの11かげつ
マイク・リース/ぶん マイケル・G.モントゴメ
リー/え

岩崎書店

31 E サンタパスポート のぶみ/さく サンマーク出版

32 E 3びきのこねこ 飯島敏子/原作 いもとようこ/文・絵 ひかりのくに

33 E じいちゃんの火うちばこ 徐魯/文 朱成梁/絵
ワールドライブラ
リー

34 E しちふくじん 立川志の輔/作 中川学/絵 岩崎書店

35 E じゃあじゃあびりびり まついのりこ/さく 偕成社

36 E 小学校の生活 はまのゆか/絵 学研プラス

37 E 新幹線のたび コマヤスカン/作 講談社

38 E たまたまタヌキ 内田麟太郎/文 高畠那生/絵 佼成出版社

39 E 単位がわかる メートルのえほん  ほるぷ出版

40 E たんじょうびはかそうパーティー! カタリーナ・ヴァルクス/作 ふしみみさを/訳 文研出版

41 E ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ・カーラー/ぶん ジェイク・パーカー/え 岩崎書店

42 E 天才こども建築家、世界を救う
アンドレア・ベイティー/作 デイヴィッド・ロ
バーツ/絵

エクスナレッジ

43 E トイレのてんしちゃん 苅田澄子/さく おかべりか/え 佼成出版社

44 E トマとエマのとどけもの 大庭賢哉/作 ほるぷ出版

45 E どんぐりころちゃん 正高もとこ/作・絵 鈴木出版

46 E どんぐりにんじゃとたいほう 浅沼とおる/作・絵 鈴木出版

47 E 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド/文 エミリー・サットン/絵 徳間書店

48 E ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤ノリコ/著 白泉社

49 E ぱーおーぽのうた きくちちき/作・絵 佼成出版社

50 E はじめてのオーケストラ 佐渡裕/原作 はたこうしろう/絵 小学館

51 E は・は・は せなけいこ/さく・え 廣済堂あかつき
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 E パンタロンとケーキやさん
キャサリン・ジャクソン/さく レナード・ワイ
スガード/え

好学社

53 E ファウスト ゲーテ/原作 バルバラ・キンダーマン/再話 西村書店

54 E ふくはなにからできてるの? 佐藤哲也/文 網中いづる/絵 福音館書店

55 E ふたりはバレリーナ バーバラ・マクリントック/作 福本友美子/訳 ほるぷ出版

56 E ぼく、仮面ライダーになる! エグゼイド編 のぶみ/さく 講談社

57 E ほげちゃんとこいぬのペロ やぎたみこ/作 偕成社

58 E まいごのこいぬプッチー
ヒド・ファン・ヘネヒテン/文・絵 石津ちひろ/
訳

パイインターナショ
ナル

59 E まえとうしろどんなくるま? 3 こわせもりやす/[作] 偕成社

60 E まめまめくん
デヴィッド・カリ/文 セバスチャン・ムーラン/
絵

あすなろ書房

61 E まよなかのせんろ 鎌田歩/著 アリス館

62 E みどりのはしご 安房直子/作 黒井健/絵 復刊ドットコム

63 E 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン/文 ジェズ・ツヤ/絵 光村教育図書

64 E みんなでクリスマス
ヒラリー・ロビンソン/文 マンディ・スタンレ
イ/絵

絵本塾出版

65 E みんなの家ってどんな家? 後藤裕美/文・構成 かわぐちいつこ/イラスト アトピッコハウス

66 E モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの ふくざわゆみこ/著 文溪堂

67 E ゆきのしたのおともだち ばんたくま/作 くもん出版

68 E ゆきみちさんぽ えがしらみちこ/作 講談社

69 E ゆっくりおでかけ 五味太郎/さく 童心社

70 E ヨーレのクマー 宮部みゆき/作 佐竹美保/絵 KADOKAWA

71 E リヤカーマンって知ってるかい? 永瀬忠志/写真と文 少年写真新聞社

72 E ローラとつくるあなたのせかい ローラ・カーリン/作 ひろまつゆきこ/訳 BL出版

73 E ワオコッコ  ぴっかぴかえほん よしながこうたく/作 小学館

74 E わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera/作・絵 アリス館

75 E わすれんぼうのサンタクロース 中川ひろたか/作 中川貴雄/絵 教育画劇

76 E わたし、お月さま 青山七恵/文 刀根里衣/絵 NHK出版

86

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 親子でまなぶステップアップ式プログラミング TENTO/監修 洋泉社

2 K007 小学生でもわかるプログラミングの世界 林晃/著
シーアンドアール研
究所

3 K021 学校で知っておきたい著作権 1 小寺信良/著 上沼紫野/監修 汐文社

4 K148
みたい!しりたい!しらべたい!日本の占い・まじない図
鑑 1

中町泰子/監修 ミネルヴァ書房

5 K150 人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ/文 ギヨーム・デジェ/絵 岩崎書店

6 K150 みんなの道徳解体新書  (ちくまプリマー新書) パオロ・マッツァリーノ/著 筑摩書房

7 K154 新・10歳からのルール100 1 10歳からのルールを考える会/編集 鈴木出版

8 K289 円周率の謎を追う 鳴海風/作 伊野孝行/画 くもん出版

9 K291 京都・奈良・大阪修学旅行パーフェクトガイド あんぐる/著 メイツ出版

10 K291 里山で木を織る 川北亮司/作 山田花菜/絵 汐文社

11 K291 東京・横浜修学旅行まるわかりガイド 野崎陽子/著 メイツ出版

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 K310 紛争・対立・暴力  (岩波ジュニア新書) 西崎文子/編著 武内進一/編著 岩波書店

13 K327 裁判所ってどんなところ?  (ちくまプリマー新書) 森炎/著 筑摩書房

14 K334 近代日本移民の歴史 3 「近代日本移民の歴史」編集委員会/編 汐文社

15 K337 お金のヒミツなぞとき図鑑 泉美智子/監修 近代セールス社/編 近代セールス社

16 K345 イラストで学べる税金のしくみ 1-3 大野一夫/著 福田行宏/イラスト 汐文社

17 K375 ぜったいすきになる! 1  フレーベル館

18 K375
アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習
1、2

中村昌子/監修 河出書房新社

19 K383 世界中からいただきます! 中山茂大/文 阪口克/写真 偕成社

20 K383 伝統食 野崎洋光/監修 こどもくらぶ/編 丸善出版

21 K384 学校へいきたい! [1]  六耀社

22 K388 世界恐怖図鑑 3
バーバラ・コックス/著 スコット・フォーブス/
著

文溪堂

23 K402 研究するって面白い!  (岩波ジュニア新書) 伊藤由佳理/編著 岩波書店

24 K407 身近なものでふしぎな科学実験 山村紳一郎/著 誠文堂新光社

25 K408 そもそもなぜをサイエンス 3 大橋慶子/絵 大月書店

26 K431 化学変化のひみつ 小森栄治/監修 PHP研究所

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

28 K444 太陽系のふしぎ109 永田美絵/著 高柳雄一/監修 偕成社

29 K450 数かぎりない粒があつまった地球 ポール・ロケット/文 増本裕江/訳 玉川大学出版部

30 K470 世界に10000種もある有毒植物 ポール・ロケット/文 藤田千枝/訳 玉川大学出版部

31 K480 いまを生きる180万種以上の動物 ポール・ロケット/文 新美景子/訳 玉川大学出版部

32 K481 狩りをする生き物たち 今泉忠明/監修 PHP研究所

33 K481 クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの 3 小宮輝之/監修 こどもくらぶ/編 佼成出版社

34 K481 びっくり!おどろき!動物まるごと大図鑑 3 中田兼介/著 ミネルヴァ書房

35 K487 せぼねのある動物たち 板倉聖宣/著 山田博之/絵 仮説社

36 K487 びっくり!マグロ大百科 葛西臨海水族園クロマグロ飼育チーム/著 講談社

37 K488 鳥のくらし図鑑 おおたぐろまり/絵・文 上田恵介/監修 偕成社

38 K488 鳥のいる地球はすばらしい 国松俊英/著 関口シュン/絵 文渓堂

39 K491 上手な脳の使いかた  (岩波ジュニア新書) 岩田誠/著 岩波書店

40 K491 脳のひみつ 川島隆太/監修 PHP研究所

41 K498 未来のために学ぶ四大公害病 除本理史/監修 岩崎書店

42 K518 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来 3 稲葉茂勝/著 あすなろ書房

43 K538 月はぼくらの宇宙港 佐伯和人/作 新日本出版社

44 K538 宇宙を仕事にしよう! 村沢譲/著 河出書房新社

45 K617 ハーブをたのしむ絵本 大野八生/作 あすなろ書房

46 K619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 12 宮崎祥子/構成・文 白松清之/写真 岩崎書店

47 K625 調べてなるほど!果物のかたち 柳原明彦/絵と文 縄田栄治/監修 保育社

48 K673 商店街で働く人たち 山下久猛/著 ぺりかん社

49 K754 脳をそだてる!おりがみあそび 夢鶴実/監修 主婦の友社

50 K769 バレエ物語集 ジェラルディン・マコックラン/著 井辻朱美/訳 偕成社

51 K780 冒険スポーツ
メアリー・ポープ・オズボーン/著 ナタリー・
ポープ・ボイス/著

KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 K780 スポーツ日本地図 2 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガ
ジン社

53 K783 知ってる?野球 関口勝己/著
ベースボール・マガ
ジン社

54 K783 期待はずれのドラフト1位  (岩波ジュニア新書) 元永知宏/著 岩波書店

55 K811 目と耳で覚える漢字絵ずかん [2] 高梁まい/文 金田一秀穂/監修 六耀社

56 K911 日本の詩 1-10 遠藤豊吉/編・著 小峰書店

57 K911 百人一首人物大事典 渡部泰明/監修 グラフィオ/編 金の星社

58 K913 車夫 2 いとうみく/作 小峰書店

59 K913 14歳 小林深雪/[著] みうらかれん/[著] 講談社

60 K913 いつも心の中に 小手鞠るい/作 金の星社

61 K913 少年探偵カケルとタクト 5 佐藤四郎/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

62 K913 十一月のマーブル 戸森しるこ/著 講談社

63 K913 指きりは魔法のはじまり 富安陽子/著 大庭賢哉/絵 偕成社

64 K913 4年2組がやってきた 野村一秋/作 ささきみお/絵 くもん出版

65 K913 夜空のスター・チャウダー 野中柊/作 長崎訓子/絵 理論社

66 K913 なりたて中学生 上級編 ひこ・田中/著 講談社

67 K913 IQ探偵ムー 赤涙島の秘密 深沢美潮/作 山田J太/画 ポプラ社

68 K913 なきむしにかんぱい! 宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社

69 K913 ドキドキおばけの百人一首!? むらいかよ/著 ポプラ社

70 K913 じてんしゃのほねやすみ 村上しいこ/さく 長谷川義史/え PHP研究所

71 K913 うめちゃんとたらこちゃん もとしたいづみ/作 田中六大/絵 講談社

72 K913 オムライスのたまご 森絵都/作 陣崎草子/絵 講談社

73 K913 あくまで悪魔のアクマント 山口理/作 熊谷杯人/絵 偕成社

74 K913 ライバル・オン・アイス 1 吉野万理子/作 げみ/絵 講談社

75 K913 オレさすらいの転校生 吉野万理子/著 平沢下戸/イラスト 理論社

76 K932 ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング/著 ジョン・ティファニー/著 静山社

77 K933 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト/著 アリスン・マギー/著 あすなろ書房

78 K933 わたしはイザベル エイミー・ウィッティング/作 井上里/訳 岩波書店

79 K933 走れ犬ぞり、命を救え! メアリー・ポープ・オズボーン/著 食野雅子/訳 KADOKAWA

80 K933 ドラゴン・ナイト 1 J.R.キャッスル/著 岡本由香子/訳 KADOKAWA

81 K933 グレッグのダメ日記 いちかばちか、やるしかないね! ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

82 K933 魔法の箱 ポール・グリフィン/作 池内恵/訳 WAVE出版

83 K933 魔女になりたい! ルース・サイムズ/作 神戸万知/訳 ポプラ社

84 K933 スマート キム・スレイター/作 武富博子/訳 評論社

85 K933 青空のかけら S.E.デュラント/作 杉田七重/訳 鈴木出版

86 K933 ピーターとファッジのどたばた日記 ジュディ・ブルーム/著 滝宮ルリ/訳 バベルプレス

87 K933 バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー/作 クララ・ヴリアミー/絵 徳間書店

88 K933 レイン アン・M.マーティン/作 西本かおる/訳 小峰書店

89 K943 コーンフィールド先生とふしぎな動物の学校 5 マルギット・アウアー/著 中村智子/訳 学研プラス

90 K943 赤毛のゾラ 上・下 クルト・ヘルト/作 酒寄進一/訳 福音館書店

91 K993 オンネリとアンネリのふゆ
マリヤッタ・クレンニエミ/作 マイヤ・カルマ/
絵

福音館書店
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