
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 知の操縦法 佐藤優/著 平凡社

2 002.7 会社では教えてもらえない仕事が速い人の手帳・メモのキホン 伊庭正康/著 すばる舎

3 002.7 できる研究者の論文作成メソッド
ポール・J.シルヴィア/著 高橋さ
きの/訳

講談社

4 002.7 知の進化論  （朝日新書） 野口悠紀雄/著 朝日新聞出版

5 007.1 機械学習入門 大関真之/著 オーム社

6 007.1 量子コンピュータが人工知能を加速する 西森秀稔/著 大関真之/著 日経BP社

7 007.1 実装ディープラーニング 藤田一弥/共著 高原歩/共著 オーム社

8 007.3 その「エンジニア採用」が不幸を生む 正道寺雅信/著 技術評論社

9 007.3 すべてわかるIoT大全 2017  日経BP社

10 007.3 超監視社会
ブルース・シュナイアー/著 池村
千秋/訳

草思社

11 007.3 エンジニアを説明上手にする本 開米瑞浩/著 翔泳社

12 007.6 大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA/著 技術評論社

13 007.6 PowerPointパワーポイント2016プロ技BESTセレクション 稲村暢子/著 技術評論社

14 007.6 写真の色補正・加工に強くなる 上原ゼンジ/著 庄司正幸/監修 技術評論社

15 007.6 楽しく学ぶアルゴリズムとプログラミングの図鑑 森巧尚/作 まつむらまきお/絵 マイナビ出版

16 007.6 はじめよう!プロセス設計 羽生章洋/著 技術評論社

17 007.6 これから学ぶmacOSターミナル 大津真/著 インプレス

18 007.6 今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 15 技術評論社編集部/著 技術評論社

19 007.6 SQL Server 2016データベース構築・管理ガイド 長岡秀明/著 秀和システム

20 007.6 入門Redmine 前田剛/著 秀和システム

21 010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2016 植村八潮/編 野口武悟/編
電子出版制作・流通
協議会

22 015.8 先生が本(おはなし)なんだね 伊藤明美/著 小澤昔ばなし研究所

23 019 起死回生の読書! 澤野雅樹/著 言視舎

24 019.2 読んじゃいなよ!  (岩波新書 新赤版) 高橋源一郎/編 岩波書店

25 019.9 本を読む 安野光雅/著 山川出版社

26 019.9 見て読んで書いて、死ぬ 高山宏/著 青土社

27 021.2 著作権法入門 2016-2017 文化庁/編著 著作権情報センター

28 024.8 本の時間を届けます 篠賀典子/著 芹澤健介/著 洋泉社

29 049 おかんメール 6 『おかんメール』制作委員会/編 扶桑社

30 070.1 調査報道ジャーナリズムの挑戦 花田達朗/著 別府三奈子/著 旬報社

31 070.1 調査報道実践マニュアル
マーク・リー・ハンター/編著 高
嶺朝一/訳

旬報社

32 070.4 日本語とジャーナリズム 武田徹/著 晶文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 070.4 見張塔からずっと 山田健太/著 田畑書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 112 時間と自由意志 青山拓央/著 筑摩書房

2 114.2 人間と機械のあいだ 池上高志/著 石黒浩/著 講談社

3 114.2 悔いのない人生  (SB新書） 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

4 148.3 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2017〜2018年版
たまごクラブ/編 栗原里央子/監
修

ベネッセコーポレー
ション

5 123.8 論語コンプリート [孔子/著] 野中根太郎/訳 誠文堂新光社

6 131.1 美術で綴るギリシアの宗教と思想 門屋秀一/著 晃洋書房

7 135.5 四つのエコロジー 上野俊哉/著 河出書房新社

8 135.5 アラン、魂の医術 新田昌英/著 中央公論新社

9 140 面白いほどよくわかる!心理学 渋谷昌三/著 西東社

10 141.6 JOYオンデマンド
チャディー・メン・タン/著 マイ
ンドフルリーダーシップインス

NHK出版

11 141.6 いつも笑顔でいられる楽々、感情コントロール 和田秀樹/著 文芸社

12 145.5 脳が驚いて活性化!毎日だまし絵で脳トレ
竹内龍人/編著 おまけたらふく舎
/作画

扶桑社

13 146.8 最新カウンセリング業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 土岐優美/著 秀和システム

14 147 科学で解き明かす超常現象 松浦俊輔/訳
日経ナショナルジオ
グラフィック社

15 159 朝の余白で人生を変える 池田千恵/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

16 159 効率がすべて 井上裕之/著 ワニブックス

17 159 あなたの人生を変えるお金の教養 加谷珪一/著
PHPエディターズ・グ
ループ

18 159 独身40男の歩き方 木村隆志/著 CCCメディアハウス

19 159 結果を出し続ける人が朝やること 後藤勇人/著 あさ出版

20 159 片づけHACKS! 小山龍介/著 東洋経済新報社

21 159 はじめてのホ・オポノポノ イハレアカラ・ヒューレン/著 カ
マイリ・ラファエロヴィッチ/著

宝島社

22 159 成功を引き寄せるアニキのオキテ クロイワショウ/著 丸尾孝俊/著 日本文芸社

23 159 人生に必要な100の言葉 斎藤茂太/著 青春出版社

24 159 しない技術 佐藤有紀/著 プレジデント社

25 159 一流の人生 千田琢哉/著 海竜社

26 159 「なぜかお金が貯まる人」がやっていること  (廣済堂新書) 田口智隆/著 廣済堂出版

27 159 自分の時間を取り戻そう ちきりん/著 ダイヤモンド社

28 159 もうモノは片づけない!
ジェニファー・マッカートニー/
著 杉田七重/訳

潮出版社

29 159 大切なことはすべて日常のなかにある
やましたひでこ/著 おのころ心平
/著

かんき出版

30 159.2 なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか? ひすいこたろう/著 滝本洋平/著 A-Works

31 159.4 〆切仕事術 上阪徹/著 左右社

32 159.4 働き方という病 江上剛/著 徳間書店

33 159.4 逆境からの仕事学  (NHK出版新書) 姜尚中/著 NHK出版

34 159.4 君が会社で幸せになれる一生使える仕事力 佐々木常夫/著 ビジネス社

35 159.4 仕事の基礎力 田中耕比古/著 すばる舎

36 159.4 10年後、後悔しないための自分の道の選び方 ボブ・トビン/著 矢島麻里子/訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

37 159.4 大事なことに集中する
カル・ニューポート/著 門田美鈴
/訳

ダイヤモンド社

38 159.4 99%の会社はいらない  (ベスト新書) 堀江貴文/著 ベストセラーズ

39 159.6 すてきな靴が一歩ふみ出す自信をくれる 横田真由子/[著]
クロスメディア・
パブリッシング

40 159.7 弘兼流60歳からの手ぶら人生 弘兼憲史/著 海竜社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 159.8 科学者と中国古典名言集 藤嶋昭/著 守屋洋/著 朝日学生新聞社

42 172 日本神さま事典
三橋健/編・著 白山芳太郎/
編・著

大法輪閣

43 175 イラストで丸わかり!神社入門  洋泉社

44 175.9 春日大社のすべて 花山院弘匡/著 中央公論新社

45 175.9 すばらしい東京の神社ベスト151 東京神社研究会/監修 自由国民社

46 176.4 大祓詞の心 岡田米夫/著 神社新報社

47 180 イラストで丸わかり!仏教入門  洋泉社

48 180 教養としての仏教入門  (幻冬舎新書) 中村圭志/著 幻冬舎

49 184 おじさん仏教 小池龍之介/著 徳間書店

50 184 老いていく親が重荷ですか。
アルボムッレ・スマナサーラ/
著

河出書房新社

51 186.8 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク/著 エクスナレッジ

52 198.2 聖人366日事典 鹿島茂/著 東京堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 名著で読む世界史120 池田嘉郎/編 上野愼也/編 山川出版社

2 210.4 歴史に学ぶ変革期の経営行動学 童門冬二/著 生産性出版

3 213 古田武彦・古代史コレクション 2 古田武彦/著 ミネルヴァ書房

4 213.5 平城京のごみ図鑑 奈良文化財研究所/監修 河出書房新社

5 213.6 平安京の地域形成 西山良平/編著 鈴木久男/編著 京都大学学術出版会

6 214 最新研究が教えてくれる!あなたの知らない戦国史 かみゆ歴史編集部/編 辰巳出版

7 214.7 川中島合戦 海上知明/著 原書房

8 214.7 徳川四天王と最強三河武士団  双葉社

9 214.8 羽柴を名乗った人々 黒田基樹/著 KADOKAWA

10 215 三流の維新一流の江戸 原田伊織/著 ダイヤモンド社

11 216 日本近現代史入門 広瀬隆/著
集英社インターナ
ショナル

12 217 アジア女性基金と慰安婦問題 和田春樹/著 明石書店

13 217.4 慟哭の通州 加藤康男/著 飛鳥新社

14 219.3 江戸の都市力  (ちくま新書) 鈴木浩三/著 筑摩書房

15 219.5 信濃中世武家伝 田中豊茂/著 信濃毎日新聞社

16 219.6 古地図で見る京都 金田章裕/著 平凡社

17 219.7 呉・江田島・広島戦争遺跡ガイドブック 奥本剛/著 潮書房光人社

18 219.7 出雲国誕生 大橋泰夫/著 吉川弘文館

19 219.7 出雲歴史ワンダーランド 出川卓/著 出川通/著 言視舎

20 222.0 竹簡学入門 陳偉/著 湯浅邦弘/監訳 東方書店

21 222.0 中国の歴史 山本英史/著 河出書房新社

22 230.4 十字軍とイスラーム世界
ロドニー・スターク/著 櫻井康人
/訳

新教出版社

23 233 イギリスの歴史を知るための50章 川成洋/編著 明石書店

24 238 ロシアの歴史を知るための50章 下斗米伸夫/編著 明石書店

25 253.0 大統領を操るバンカーたち 上・下 ノミ・プリンス/著 藤井清美/訳 早川書房

26 288.3 真田氏三代と信濃・大坂の合戦 中澤克昭/著 吉川弘文館

27 283.3 わたしはこうして執事になった
ロジーナ・ハリソン/著 新井潤美
/監修

白水社

28 288.4 天皇 葦津珍彦/著 神社新報社

29 289.1 日本のスパイ王 斎藤充功/著 学研プラス

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 289.1 出光佐三 プレジデント書籍編集部/編 プレジデント社

31 289.1 大山健太郎 大山健太郎/著 日本経済新聞出版社

32 289.1 汝、ふたつの故国に殉ず 門田隆将/著 KADOKAWA

33 289.1 田中克彦自伝 田中克彦/著 平凡社

34 289.1 長野業政と箕輪城 久保田順一/著 戎光祥出版

35 289.1 鍋島直茂 岩松要輔/著 戎光祥出版

36 289.1 花森安治の従軍手帖 花森安治/著 土井藍生/編 幻戯書房

37 289.1 松陰の本棚 桐原健真/著 吉川弘文館

38 289.1 コブのない駱駝 きたやまおさむ/著 岩波書店

39 289.1 義経北紀行伝説 第1巻 山崎純醒/著 批評社

40 289.1 源義経周辺系図解説 山崎純醒/編[著] 批評社

41 289.1 森田療法の誕生 畑野文夫/著 三恵社

42 289.1 井伊直虎と戦国女性列伝  廣済堂出版

43 289.1 いまこそ知りたい井伊直虎 井伊家の歴史研究会/著 水王舎

44 289.1 これからどこへ向かうのか 鈴木邦男/著 柏艪舎

45 289.2 82歳。明日は今日より幸せ 金美齢/著 幻冬舎

46 289.3 ココ・シャネル99の言葉 酒田真実/著
リンダパブリッ
シャーズ

47 289.3 国のために死ぬのはすばらしい? ダニー・ネフセタイ/著 高文研

48 290.9 地球の歩き方 A06 フランス 『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 B05 シアトル＆ポートランド 『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 C04 グアム 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

51 290.9 地球の歩き方 D11 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

52 291.0 ゲストハウスに泊まろう  昭文社

53 291.0 本物の名湯ベスト100  (講談社現代新書) 石川理夫/著 講談社

54 291.0 日本でいちばん美しい村 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

55 291.0 ニッポンの温泉  枻出版社

56 291.1 ロシア極東秘境を歩く 相原秀起/著 北海道大学出版会

57 291.2 るるぶ青森 17  JTBパブリッシング

58 291.2 青森 17  昭文社

59 291.3 茨城 17  昭文社

60 291.3 群馬県の山 太田ハイキングクラブ/著 山と溪谷社

61 291.3 超詳細!もっと東京さんぽ地図  昭文社

62 291.3 るるぶ茨城 17  JTBパブリッシング

63 291.5 中山道浪漫の旅 西編 岸本豊/著 信濃毎日新聞社

64 291.5 るるぶ愛知 17  JTBパブリッシング

65 291.6 京都を知る100章  平凡社

66 291.6 るるぶ神戸 17  JTBパブリッシング

67 291.6 淡路島 17  昭文社

68 291.6 るるぶ南紀伊勢志摩 17  JTBパブリッシング

69 291.7 るるぶ山陽山陰ベスト 17  JTBパブリッシング

70 291.7 山口・萩・下関 17  昭文社

71 291.9 聖地巡礼Returns 内田樹/著 釈徹宗/著 東京書籍

72 291.9 ニッポンを解剖する!沖縄図鑑  JTBパブリッシング

73 292.2 わたしのすきな台湾案内 柳沢小実/著 マイナビ出版

74 297.6 ハワイでしたい101のこと 永田さち子/文 宮澤拓/写真 実業之日本社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

75 297.6 るるぶハワイ 17  JTBパブリッシング

76 297.6 ハワイ 17  昭文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 中東の絶望、そのリアル
リチャード・エンゲル/著 冷泉彰
彦/訳

朝日新聞出版

2 302.2 脱北者が明かす北朝鮮 デイリーNKジャパン/責任編集 宝島社

3 302.2 インド、大国化への道。 森尻純夫/著 而立書房

4 304 トランプ大統領が嗤う日本人の傾向と対策 ケント・ギルバート/著 産経新聞出版

5 304 丘の上のバカ  (朝日新書) 高橋源一郎/著 朝日新聞出版

6 312.3 プーチンの世界
フィオナ・ヒル/著 クリフォー
ド・G.ガディ/著

新潮社

7 312.5 爆誕!トランプ大統領で日本はこう変わる 毎日新聞外信部/編著 毎日新聞出版

8 312.9 富国と強兵 中野剛志/著 東洋経済新報社

9 316.4 世界はなぜ過激化(ラディカリザシオン)するのか?
ファラッド・コスロカヴァール
/[著] 池村俊郎/訳

藤原書店

10 317.9 使用人たちが見たホワイトハウス ケイト・アンダーセン・ブラウ
ワー/著 江口泰子/訳

光文社

11 318 ふるさと納税と地域経営 高松俊和/著 日本教育研究団事業構
想大学院大学出版部

12 318.3 一番やさしい地方公務員制度の本 圓生和之/著 学陽書房

13 319.1 証言北方領土交渉 本田良一/著 中央公論新社

14 319.1 安倍外交で日本は強くなる 屋山太郎/著 海竜社

15 319.5 米中もし戦わば
ピーター・ナヴァロ/著 赤根洋子
/訳

文藝春秋

16 323.1 憲法の時間 井上典之/編 有斐閣

17 324.4 債権回収の法律問題を徹底理解!
加藤英男/監修 リーガルスキルサ
ポート研究会/著

アイバス出版

18 324.5
有利な契約・利用規約を結ぶためのビジネス契約書つくり方とチェッ
クポイント

中野秀俊/著 竹腰幸綱/著 日本実業出版社

19 324.7 有利に解決!相続調停 飯野たから/著 横山正夫/監修 自由国民社

20 324.7 誰も教えてくれない妻のための相続とお金の話 植田統/著 朝日新聞出版

21 324.7 争族図鑑
小川実/編 カリスマ相続診断士/
著

日本法令

22 324.8 記載例から読み解く戸籍の実務 加藤信良/著 木村三男/監修 日本加除出版

23 324.8 空き家にさせない!「実家信託」 杉谷範子/著 日本法令

24 326.3 犯罪はなぜくり返されるのか 藤本哲也/著 ミネルヴァ書房

25 327.0 希望の裁判所 日本裁判官ネットワーク/編
弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO

26 327.2 最新民事訴訟・執行・保全基本法律用語辞典 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

27 327.6 黙秘権と取調拒否権 前田朗/著 三一書房

28 335.0 「出る杭」は伸ばせ! 辻野晃一郎/著 文藝春秋

29 335.1 松下幸之助に学んだ「人が育つ会社」のつくり方 青木仁志/著 PHP研究所

30 335.1 社長の危機突破法 大塚英樹/著 さくら舎

31 335.1 幾代もの繁栄を築く後継社長の実務と戦略 牟田太陽/著 PHP研究所

32 335.4 取締役会改革 中村直人/著 中央経済社

33 335.4 社長になろう。 野呂エイシロウ/著 マガジンハウス

34 336 小さな会社の稼ぐ技術 栢野克己/著 竹田陽一/監修 日経BP社

35 336 はじめての会社経営100問100答
出口秀樹税理士事務所/編著 出口
秀樹/著

明日香出版社

36 336.1 CSIRT 日本シーサート協議会/編著 NTT出版

37 336.1 サーキュラー・エコノミー
ピーター・レイシー/著 ヤコ
ブ・ルトクヴィスト/著

日本経済新聞出版社

38 336.1 事業を継続させる経営計画の立て方・活かし方
飯島彰仁/監修 経営計画の導入を
推進する税理士の会/著

あさ出版

39 336.1 日本電産流「V字回復経営」の教科書 川勝宣昭/著 東洋経済新報社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 336.2 生産性 伊賀泰代/著 ダイヤモンド社

41 336.2 システムデザイン・マネジメントとは何か 慶應義塾大学大学院システムデザ
イン・マネジメント研究科/編

慶應義塾大学出版会

42 336.2 仕事が速い人は図で考える 奥村隆一/著 KADOKAWA

43 336.3 ミッションリーダーシップ組織を動かす無敵のチカラ 岩本仁/著 小学館

44 336.3 課長のための「やらない」教科書 田原洋樹/著 三笠書房

45 336.2 残業ゼロがすべてを解決する 小山昇/著 ダイヤモンド社

46 336.2 会議の9割はムダ 末松千尋/著 PHP研究所

47 336.2 トヨタ公式ダンドリの教科書
トヨタ自動車株式会社業務品質改
善部/編 佐々木眞一/監修

ダイヤモンド社

48 336.3 他人力のリーダーシップ論 新将命/著 アルファポリス

49 336.3 シェアド・リーダーシップ 石川淳/著 中央経済社

50 336.3 仕事にも人生にも自信がもてる!女性管理職の教科書 小川由佳/著 同文舘出版

51 336.3 結果を出し続けるチームリーダーの仕事術 坂本啓介/著 学研プラス

52 336.3 どんな時にも成果を出すリーダーが磨き続ける5つの要諦 藤井義彦/著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

53 336.4 仕事ができる人は「声」が違う! 牛窪万里子/著 すばる舎リンケージ

54 336.4 会社を守る!ユニオン対策が2時間でわかる本 竹内睦/著 自由国民社

55 336.4 頭がいい人のマナー残念な人のマナー 西出ひろ子/著 すばる舎

56 336.4 1万人に聞く!仕事・職場の「みんなはどうしてる?」大会議
マイナビ学生の窓口フレッシャー
ズ/著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

57 336.4 ずっと働ける会社 小酒部さやか/著 花伝社

58 336.4 何を言っても嫌われない人が使っている「超一流の言い訳」 大【ナギ】勝/著 秀和システム

59 336.4 会議でスマートに見せる100の方法
サラ・クーパー/著 ビジネスある
ある研究会/訳

早川書房

60 336.4 新しい働き方 越川慎司/著 講談社

61 350.1 今日から役立つ統計学の教科書 渡辺美智子/監修 ナツメ社

62 336.8 コーポレート・ファイナンス実務の教科書 松田千恵子/著 日本実業出版社

63 336.9 新・IFRSのしくみ
あずさ監査法人IFRSアドバイザ
リー室/編

中央経済社

64 336.9 減価償却資産の50音順耐用年数早見表 平成28年11月改訂 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

65 336.9 消費税中小事業者の特例パーフェクトガイド 金井恵美子/著 ぎょうせい

66 336.9 軽減税率のしくみと実務がよくわかる本 白井岳彦/著 伊藤香代/著 日経BP社

67 337.3 いますぐ金(ゴールド)を買いなさい
ジェームズ・リカーズ/著 藤井清
美/訳

朝日新聞出版

68 338 1時間でわかるビットコイン入門 小田玄紀/著
masterpeace<NextPub
lishing>

69 338 現代金融論 川波洋一/編 上川孝夫/編 有斐閣

70 338 決済の黒船Apple Pay 鈴木淳也/著 日経FinTech/編 日経BP社

71 338 ブロックチェーン・レボリューション
ドン・タプスコット/著 アレック
ス・タプスコット/著

ダイヤモンド社

72 338 仮想通貨の教科書
アーヴィンド・ナラヤナン/著
ジョセフ・ボノー/著

日経BP社

73 338 最新FinTechの基本と仕組みがよ〜くわかる本 長橋賢吾/著 秀和システム

74 338.1 「小売お宝株」だけで1億円儲ける法 坂本彰/著 日本実業出版社

75 338.1
お金のプロに聞いてみた!どうしたら定年までに3000万円貯まります
か?

坂下仁/著 宮大元/著 フォレスト出版

76 338.3 激論マイナス金利政策
日本経済研究センター/編 雨宮正
佳/[ほか著]

日本経済新聞出版社

77 338.5 金融マンのための企業観察10分間速断法 金融ブックス社/編 金融ブックス

78 338.6 地銀大再編 高橋克英/著 中央経済社

79 338.7 「子ども銀行」の社会史 吉川卓治/著 世織書房

80 338.8
めちゃくちゃ売れてるマネー誌ザイZAiと投信の窓口が作った投資信
託のワナ50&真実50

植村佳延/著 ダイヤモンド・ザイ
編集部/編

ダイヤモンド社

81 338.9 ユーロ恐慌 副島隆彦/著 祥伝社

82 345.1 フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック
高橋敏則/監修 Business Train/
著

ダイヤモンド社

83 361 社会学の使い方
ジグムント・バウマン/著 ミカエ
ル・ヴィード・ヤコブセン/聞き手

青土社

84 361.4 嫌いなヤツを消す心理術 神岡真司/著 清流出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 361.5 昭和文化のダイナミクス 中江桂子/編著 ミネルヴァ書房

86 361.8 出世の法則 岸宣仁/著 文藝春秋

87 361.8 えた非人 柳瀬勁介/著 塩見鮮一郎/訳 河出書房新社

88 364.6 精神疾患にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル 塚越良也/著 日本法令

89 364.6 変革迫られる年金運用 年金資産運用研究会/編 日本経済新聞出版社

90 364.6 確定拠出年金iDeCoの手続きと運用が自分でスラスラできる本 石森久雄/著 KADOKAWA

91 364.6 磯野家の老後 「磯野家の老後」編集部/編 ゴマブックス

92 365.3 「持ち家」という病 井上明義/著 PHP研究所

93 365.3 よくわかる!家賃債務保証の知識 中島拓/著 日本経済新聞出版社

94 365.3 マンション管理・修繕&建替え徹底ガイド  日本経済新聞出版社

95 366.2 中学生・高校生の仕事ガイド 2017-2018年版 進路情報研究会/編 桐書房

96 366.3 ここからはじまる早わかり労働安全衛生法 近藤恵子/著 小林浩志/著 東洋経済新報社

97 366.8 ルポニッポン絶望工場  (講談社+α新書) 出井康博/[著] 講談社

98 367.2 女子の生き様は顔に出る 河崎環/著 プレジデント社

99 367.2 ブルマーの謎 山本雄二/著 青弓社

100 368.6 殺人の人類史 上・下
コリン・ウィルソン/著 デイモ
ン・ウィルソン/著

青土社

101 368.6 いつかの夏 大崎善生/著 KADOKAWA

102 369.2 親の介護をする前に読む本  (講談社現代新書) 東田勉/著 講談社

103 369.2 長生きしても報われない社会  (ちくま新書) 山岡淳一郎/著 筑摩書房

104 369.2 ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド 山根俊恵/編著 中央法規出版

105 369.3 福島インサイドストーリー
今井照/編著 自治体政策研究会/
編著

公人の友社

106 369.3 シリア難民
パトリック・キングズレー/著 藤
原朝子/訳

ダイヤモンド社

107 369.3 熊本地震連鎖の衝撃 熊本日日新聞社編集局/編著 熊本日日新聞社

108 369.3 地域防災とまちづくり 瀧本浩一/著 イマジン出版

109 369.4 ネグレクトされた子どもへの支援 安部計彦/編著 加藤曜子/編著 明石書店

110 369.4
病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブック
Q&A

岡野恵里香/編著 前田浩利/監修 メディカ出版

111 369.4 周産期からの子ども虐待予防・ケア 中板育美/著 明石書店

112 369.4 子どもの貧困ハンドブック 松本伊智朗/編著 湯澤直美/編著 かもがわ出版

113 371.4 ファンタジーとアニマシオン 増山均/編 汐見稔幸/編 童心社

114 371.4 コンプリメントで不登校は治り、子育ての悩みは解決する 森田直樹/著 小学館

115 373.4 教育費破産  (祥伝社新書) 安田賢治/[著] 祥伝社

116 374.6 セリフでわかる保護者の安心・信頼につながる対応術 河村茂雄/編著 合同出版

117 375 情報学習支援ツール実践カード&ハンドブック 木村明憲/著 黒上晴夫/監修 さくら社

118 376.1 大人に刺さる園児の名言 東邦出版編集部/編 東邦出版

119 376.1 乳幼児の音楽表現
日本赤ちゃん学会/監修 小西行郎
/編著

中央法規出版

120 376.4 移行支援としての高校教育 続 小野善郎/編著 保坂亨/編著 福村出版

121 378 特別支援教育簡単手作り教材BOOK 東濃特別支援学校研究会/編著 クリエイツかもがわ

122 378 障害がある子どもの文字を読む基礎学習 宮城武久/著 学研プラス

123 379.9 思春期の子どもと親の関係性 小野善郎/著 福村出版

124 384.3 北陸朝市紀行 池田進一/著 こぶし書房

125 385 なぜ日本人は「のし袋」を使うのか?  (淡交新書) 齋藤和胡/著 淡交社

126 386.1 日本の伝統行事 村上龍/著 はまのゆか/絵 講談社

127 386.3 ヴェネツィアの仮面カーニヴァル 勝又洋子/著 社会評論社

128 388.1 怪異を魅せる 飯倉義之/編著 一柳廣孝/監修 青弓社

129 388.2 「スーホの白い馬」の真実 ミンガド・ボラグ/著 風響社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

130 391.6 スノーデン、監視社会の恐怖を語る 小笠原みどり/著 毎日新聞出版

131 395.9 太平洋戦争のロジスティクス 林譲治/著 学研パブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 407 ワクワクドキドキ科学がはじまる
藤嶋昭/監修 東京応化科学技術振
興財団/編

学研プラス

2 407 北海道の海辺を歩く 鈴木明彦/著 中西出版

3 410 なぜ分数の割り算はひっくり返すのか? 板橋悟/著 主婦の友社

4 410.7 数学の研究をはじめよう 2 飯高茂/著 現代数学社

5 410.9 万能コンピュータ
マーティン・デイヴィス/原著 沼
田寛/訳

近代科学社

6 411.7 ガロアとガロア理論 P.デュピュイ/著 辻雄一/訳 東京図書

7 414.1 多面体百科 宮崎興二/著 丸善出版

8 417
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析 回帰分析・判別分析・コンジョイ
ント分析編

菅民郎/著 オーム社

9 421.2 光速c  ニュートンプレス

10 424.8 音のピッチ知覚 大串健吾/著 コロナ社

11 425 光メタマテリアル入門 田中拓男/著 丸善出版

12 431.9 数学フリーの高分子化学 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

13 437 数学フリーの有機化学 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

14 440 COSMOS
Stuart Lowe/[著] Chris
North/[著]

丸善出版

15 441.1 重力波とは何か  (幻冬舎新書) 川村静児/著 幻冬舎

16 443.9 繰り返される宇宙
マーチン・ボジョワルド/著 前田
秀基/訳

白揚社

17 443.9 宇宙のつくり方 ベン・ギリランド/著 真貝寿明/訳 丸善出版

18 450.1 宇宙災害 片岡龍峰/著 化学同人

19 453.4 活断層地震はどこまで予測できるか  (ブルーバックス) 遠田晋次/著 講談社

20 457.7 楽しい植物化石 土屋香/著 土屋健/著 河出書房新社

21 467 生まれつきの女王蜂はいない 鵜木元香/著 講談社

22 468.4 ゾンビ・パラサイト 小澤祥司/著 岩波書店

23 472.1 白山花ガイド 栂典雅/文・写真 橋本確文堂

24 472.1 上高地の花ハンドブック 前田篤史/撮影・著 ほおずき書籍

25 484 貝と文明
ヘレン・スケールズ/著 林裕美子
/訳

築地書館

26 486.1 植物をたくみに操る虫たち 徳田誠/著 東海大学出版部

27 487.6 サケの記憶 上田宏/著 東海大学出版部

28 488.2 日本の美しい色の鳥 上田恵介/監修 大橋弘一/解説 エクスナレッジ

29 490.1 今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤竹俊/著 アスコム

30 490.2 50の事物で知る図説医学の歴史 ギル・ポール/著 野口正雄/訳 原書房

31 491.1 これからの医療を支えるメディカルデザイン
ライフサイエンス出版医療編集室
/編

ライフサイエンス出
版

32 491.3 生きているしくみがわかる生理学 大橋俊夫/編集 河合佳子/編集 医学書院

33 491.5 体の中の異物「毒」の科学  (ブルーバックス) 小城勝相/著 講談社

34 491.6 欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」  (ブルーバックス) 奥田昌子/著 講談社

35 491.7 腸科学
ジャスティン・ソネンバーグ/著
エリカ・ソネンバーグ/著

早川書房

36 491.7 マイクロバイオームの世界
ロブ・デサール/著 スーザン・L.
パーキンズ/著

紀伊國屋書店

37 492.5 温泉はなぜ体にいいのか 松田忠徳/著 平凡社

38 492.9 看護現場のメンタルヘルス支援ガイド
武用百子/著 日経メディカルA
ナーシング/編集

日経BP社

39 493.1 膠原病 藤井隆夫/著 ミネルヴァ書房

400 自然科学  

- 8 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

40 493.1 Q&A生活習慣病の科学Neo 中尾一和/編 京都大学学術出版会

41 493.1 レンジで楽チン!糖尿病レシピ 村上祥子/著 新星出版社

42 493.2 よくわかる塩分1日6gで血圧を正常化するおいしい食事
忍田聡子/指導・監修 主婦の友社
/編

主婦の友社

43 493.6 腰痛借金 松平浩/著 勝平純司/著 辰巳出版

44 493.7 ADHDの人のためのアンガーマネジメント 高山恵子/監修 講談社

45 493.7 心理学者に聞くみんなが笑顔になる認知症の話 竹田伸也/著 遠見書房

46 493.7 確実に治るうつ、治らないうつ 森下茂/著 誠文堂新光社

47 493.7 わたしと統合失調症 佐竹直子/編著 中央法規出版

48 493.9 子どもの危険な病気のサインがわかる本 松永正訓/著 講談社

49 493.9 やってはいけない脳の習慣  (青春新書INTELLIGENCE) 横田晋務/著 川島隆太/監修 青春出版社

50 493.9 犬が来る病院 大塚敦子/著 KADOKAWA

51 494.5 免疫はがんに何をしているのか? 桂義元/著 技術評論社

52 494.5 がんでも、なぜか長生きする人の「心」の共通点 保坂隆/著 朝日新聞出版

53 494.7 <ひざの痛み>変形性膝関節症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

54 494.7 香りで心と体を整える 千葉直樹/著
フレグランスジャー
ナル社

55 494.7 介護に役立つリハビリ・マジック 麦谷眞里/著 東京堂出版

56 495.4 乳がん 山内英子/著 主婦の友社

57 496.4 「よく見える」の落とし穴 田村知則/著 講談社

58 496.4 40歳から眼がよくなる習慣  (青春新書INTELLIGENCE） 日比野佐和子/著 林田康隆/著 青春出版社

59 496.6 自分で治せる!めまい・ふらつき 新井基洋/著 洋泉社

60 497.2 ウルトラ図解歯周病 渡辺久/監修 法研

61 498.1 医療職が部下に悩んだら読む本 裴英洙/著 日経ヘルスケア/編 日経BP社

62 498.1 結局、病院のクレーム対応は最初の1分で決まる! 濱川博招/共著 島川久美子/共著 ぱる出版

63 498.3 医者に「歩きなさい」と言われたら読む本 青山剛/著 山本雅人/監修 池田書店

64 498.3 本当は怖いデスクワーク 佐々木さゆり/著 日本実業出版社

65 498.3 完全版「本物の自分」に出会うゆる身体論 高岡英夫/著 さくら舎

66 498.3 脳が目覚めるたった1つの習慣 瀧靖之/著 かんき出版

67 498.3 脳の老化を99%遅らせる方法 奥村歩/著 幻冬舎

68 498.3 1分間どこでもマインドフルネス 奥田弘美/著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

69 498.3 朝5時起きが習慣になる「5時間快眠法」 坪田聡/著 ダイヤモンド社

70 498.3 8時間睡眠のウソ。 三島和夫/著 川端裕人/著 日経BP社

71 498.3 40代からはやせてもきれいになれません! 中村格子/[著] オレンジページ

72 498.3 「毛細血管」は増やすが勝ち! 根来秀行/著 集英社

73 498.3 老いるほど血管が強くなる健康法 南和友/著
アチーブメント出
版

74 498.5 40代から食べるなら、どっち!? 渡辺雄二/著
サンクチュアリ出
版

75 498.5 賞味期限のウソ  (幻冬舎新書) 井出留美/著 幻冬舎

76 498.5 カフェインの真実
マリー・カーペンター/著 黒沢
令子/訳

白揚社

77 498.5 薬膳・漢方検定公式テキスト 薬日本堂/監修 実業之日本社

78 498.5 スーパーフードの教科書 生活の木/監修 小林理恵/監修 マイナビ出版

79 498.5 あたらしい栄養事典 田中明/監修 蒲池桂子/監修 日本文芸社

80 498.5 栄養がわかる体によく効く食材事典 廣田孝子/監修 学研プラス

81 498.5 低糖質麵でつくる“やせウマ”麵レシピ 美才治真澄/料理 栗原毅/監修 成美堂出版

82 498.5 はじめての食品成分表
香川明夫/監修 女子栄養大学栄
養クリニック/編

女子栄養大学出版
部

83 498.5 スーパーで買っていい食品買ってはダメな食品 河岸宏和/著 さくら舎

84 498.6 感染症の近代史 内海孝/著 山川出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 499.1 薬に殺されないための必須知識 加藤正二郎/監修 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.3 詳解工業力学 入江敏博/著 オーム社

2 501.3 工業力学の基礎 福田勝己/共著 鈴木健司/共著 コロナ社

3 501.8 佐藤オオキのボツ本 佐藤オオキ/著 日経BP社

4 501.8 3D CAD+CAEで設計力を養え 水野操/著 日刊工業新聞社

5 509.6 経営目的を達成するためのISOマネジメントシステム活用法 仲川久史/著 越山卓/著 日科技連出版社

6 510.2 土木遺産 5
建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部/編

ダイヤモンド社

7 516.2 魅惑の鉄道橋 都築雅人/著 交通新聞社

8 518.8 階上都市 阿部寧/著 三和書籍

9 518.8 フランスの地方都市にはなぜシャッター通りがないのか
ヴァンソン藤井由実/著 宇都宮浄
人/著

学芸出版社

10 518.8 都市をつくりかえるしくみ
専門性をつなぐ参画のしくみ研究
会/編著

彰国社

11 520.8 世界の天空の城 アフロ/著 水野久美/著 青幻舎

12 520.9 ここが知りたい建築紛争 建築問題研究会/編 日本加除出版

13 521.8 織田信長の城  (講談社現代新書) 加藤理文/著 講談社

14 523.1 京都の洋館 石川祐一/著 神崎順一/写真 光村推古書院

15 523.1 日本の美しい小学校 山崎鯛介/著 小林正泰/著 エクスナレッジ

16 523.1 のこぎり屋根紀行 吉田敬子/著
上毛新聞社事業局出
版部

17 524.2 考える建築材料 庫川尚益/著 彰国社

18 524.5 接ぎ手完全ガイド
テリー・ノール/著 佐々木昌孝/
監修

グラフィック社

19 525.1 しくみがわかる建築環境工学 上野佳奈子/著 鍵直樹/著 彰国社

20 527.1 読んで楽しい家づくりのなるほどディテール。 島田貴史/共著 徳田英和/共著 オーム社

21 528.2 薪ストーブ入門  地球丸

22 530.7 やさしい機械英語 青柳忠克/共著 齋藤哲治/共著 オーム社

23 530.9 ものづくり日本の源流 酒井陽太/著 方丈社

24 531.9 これだけは知っておきたい!機械設計製図の基本 米田完/著 太田祐介/著 講談社

25 536.8 ロードバイク完全メンテナンス  枻出版社

26 537.0 モータリゼーションの世紀 鈴木直次/著 岩波書店

27 537.0 震災復興にかける、ダイムラーの行動力。
ソーシャルイノベーション研究会
/著

日経BPコンサルティ
ング

28 537.9 車名博物館 PART1 吉川雅幸/著 八重洲出版

29 538.0 負けてたまるか!国産旅客機を俺達が造ってやる 小西透/著 ブックマン社

30 538.1 飛行機の翼理論 片柳亮二/著 成山堂書店

31 538.9 宇宙ロケット工学入門 宮澤政文/著 朝倉書店

32 540.6 鴻海・郭台銘シャープ改革の真実 毎日新聞経済部/著 毎日新聞出版

33 542.0 日本電産永守重信社長からのファクス42枚 川勝宣昭/著 プレジデント社

34 543 よくわかる最新発電・送電の基本と仕組み 木舟辰平/著 秀和システム

35 543.1 デジタルグリッド 阿部力也/著
エネルギーフォーラ
ム

36 547 全国の現場で役立つ通信設備のトラブルQ&A NTT東日本ネットワーク事業推進本部サー
ビス運営部技術協力センタ/編集 電気通信協会

37 547.3 感動の温もり、一生涯の宝 白井治夫/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

38 547.4 新人IT担当者のためのクラウド導入&運用がわかる本 加藤章/著 技術評論社

39 547.4 今すぐ使えるかんたんJimdo リンクアップ/著 技術評論社

40 547.6 はじめよう!アマチュア無線 QCQ企画/編 情報通信振興会

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 548.2 Macはじめよう
Macビギナーズ研究会/著 東弘子/
編

マイナビ出版

42 548.2 コンピュータに記憶を与えた男
ジェーン・スマイリー/著 日暮雅
通/訳

河出書房新社

43 548.2 コンピュータアーキテクチャ 馬場敬信/著 オーム社

44 550.2 図説世界史を変えた50の船 イアン・グラハム/著 角敦子/訳 原書房

45 557.8 海上保安庁特殊救難隊
「海上保安庁特殊救難隊」編集委
員会/編

成山堂書店

46 559 21世紀の戦争テクノロジー エヴァレット・カール・ドルマン/
著 桃井緑美子/訳

河出書房新社

47 559.5 BMD<弾道ミサイル防衛>がわかる 金田秀昭/著 イカロス出版

48 571 ファインバブル入門
ファインバブル学会連合/編 寺坂
宏一/著

日刊工業新聞社

49 576.6 かんたん手づくり!アロマワックスサシェ Candle Studio代官山/著 日東書院本社

50 576.6 てづくりお香教室 松下恵子/監修 日東書院本社

51 583.8 大工道具鍛冶大全 大工道具研究会/編 誠文堂新光社

52 584.7 製靴書 山口千尋/監修 誠文堂新光社

53 588.5 日本酒マニアックBOOK 葉石かおり/監修
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン

54 589.2 お母さん、その服なんとかしよ! あっこたん/著 飛鳥新社

55 589.2 メンズファッションの解剖図鑑 MB/著 エクスナレッジ

56 589.2 「成功している男」の服飾戦略(プレゼンス・マネジメント) しぎはらひろ子/著 三笠書房

57 590.4 家のしごと 山本ふみこ/著 ミシマ社

58 591 ガッツリ貯まる貯金レシピ 加藤梨里/監修 主婦と生活社

59 593.8 おとなの半幅帯結びスタイルブック 弓岡勝美/監修 世界文化社

60 594 ちりめんのお針仕事 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

61 594 初めてでもかんたん!年中使える手作りの通園通学グッズ 2017年版  ブティック社

62 594 かんたん手作り通園グッズ 増山優子/著 日東書院本社

63 594.3 お花のブーケ&リース  アップルミンツ

64 594.3 かぎ針で編むほっこりあったかミトン50  アップルミンツ

65 594.3 手編みのハンドウォーマー  アップルミンツ

66 594.3 ねこの編みもの 俵森朋子/著 河出書房新社

67 594.3 編みねこの毎日 ほしみつき/著
文化学園文化出版
局

68 594.3 3日で完成!すぐにかぶれる!かぎ針編みのニット帽A to Z  アップルミンツ

69 594.4 組ひもディスクで作るウールレターの雑貨 文化出版局/編 文化学園文化出版局

70 594.6 丸小ビーズでキュン♡と作るうちのねこ YuRiy./[著] ブティック社

71 594.7 楽しく作ってね。 秋田景子/著 日本ヴォーグ社

72 594.8 布花図鑑 Veriteco/著 文化学園文化出版局

73 594.9 月下の一群 Part2 綾取糸/著 文芸社

74 594.9 モールの動物たち 国本雅之/著 日本ヴォーグ社

75 594.9 マニキュアフラワー&UVレジンアクセサリー hina工作室/著 日本ヴォーグ社

76 594.9 羊毛フェルトの動物ボンボンマスコット  ブティック社

77 595.4 初めてでも簡単キレイ!自分でできる着物の髪型 鈴木富美子/監修 世界文化社

78 595.4 “たった5分でかわいくなれる”働く女子のon offヘアアレンジBOOK 溝口和也/著 東京書店

79 595.5 大人のMake Book 岡野瑞恵/著 ワニブックス

80 595.5 美肌の王道 小柳衣吏子/著 日経BP社

81 596 100万人のお墨付き Nadia/監修 主婦の友社

82 596 ズボラーさんのたのしい朝ごはん 小田真規子/料理 大野正人/文 文響社

83 596 手づくり健康酢バイブル 金丸絵里加/著 主婦の友社

84 596 タニア式台所しごとがシンプルになるルール 門倉多仁亜/著 学研プラス

85 596 ビンで保存する、おいしくなる。 ジェイブックス編集部/編著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 596 焼きもの 斉藤辰夫/著 主婦と生活社

87 596 100円おかずのきほん 主婦の友社/編 主婦の友社

88 596 四季の味 No.87 冬  ニューサイエンス社

89 596 簡単だから毎日作れるシニアごはん
野崎洋光/教える人 ヨネスケ/教
わる人

世界文化社

90 596 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

91 596.2 お料理はお好き 入江麻木/著 復刊ドットコム

92 596.2 絶品ファルシ サルボ恭子/著 主婦と生活社

93 596.2 銀座レカン総料理長高良康之のお宝ワインレシピ 高良康之/著 ワイン王国

94 596.2 日本の家庭料理をやさしい英語で教えてみませんか? 富永恵美子/著 ベレ出版

95 596.2 飛田和緒の郷土汁 飛田和緒/著 世界文化社

96 596.2 親子で楽しむかわいいデコ巻きずし 若生久美子/著 マガジンランド

97 596.3 魔法のひき肉ストック 本田明子/著 家の光協会

98 596.3 粉豆腐で健康長寿レシピ 前本勝利/監修 太田静栄/料理 河出書房新社

99 596.3 本当に美味しいフライドポテトの教科書 丸山久美/著 KADOKAWA

100 596.3 新しい卵ドリル 松浦達也/著 マガジンハウス

101 596.3 酪農ビストロのとろけるチーズレシピ 吉田健志/著 世界文化社

102 596.4 糖質ほぼ0おもてなしレシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

103 596.6 箱詰めおやつの贈りもの いづいさちこ/著 誠文堂新光社

104 596.6 フラワーゼリーケーキレッスンBOOK 田邉美佐紀/著 河出書房新社

105 596.6 マグカップケーキ 本間節子/著 主婦の友社

106 596.6 かんたんおいしい型なしタルト 星野奈々子/著 日東書院本社

107 596.6 大人のほろ酔いスイーツ 若山曜子/著 産業編集センター

108 596.6 アシェット・デセール専門店の皿盛りデザート 松下裕介/著 河出書房新社

109 596.6 CHOCOLATE BAKE ムラヨシマサユキ/著 主婦と生活社

110 596.6 かわいすぎるカップのふちクッキー 森崎繭香/著 学研プラス

111 596.6 豆腐チーズケーキ 柳瀬久美子/著
文化学園文化出版
局

112 596.6 りんごのお菓子レシピ 吉川文子/著 世界文化社

113 596.6 東京甘味食堂 若菜晃子/著 本の雑誌社

114 596.6 ニッポン全国懐かしのご当地パン図鑑  オークラ出版

115 596.6 サンドシナイッチ めろんぱんママ/監修 辰巳出版

116 596.6 切って楽しいイラストぱんレシピ umi/著 ブティック社

117 596.6 小麦粉なしでおいしいフランス菓子 大森由紀子/著 誠文堂新光社

118 596.6
ホーローバットひとつでできる焼きチーズケーキ&冷たいチーズケー
キ

木村幸子/著 講談社

119 596.6 おいしく作れる低糖質スイーツ
小寺幹成/著 佐々木栄子/栄養
監修

文化学園文化出版
局

120 596.6 バターを使わない。クッキー/マフィン/チーズケーキ 高吉洋江/著 主婦と生活社

121 596.6 重ねるだけでおいしいスコップケーキ 西山朗子/著 池田書店

122 596.7 モクテル 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

123 596.7 たった一杯で、幸せになる珈琲 大塚朝之/著 KADOKAWA

124 596.9 禅に学ぶ台所しごと 小川奈々/著 リベラル社

125 597 縁側のある家と暮らし  エクスナレッジ

126 597 ライフスタイルを生かす素敵なインテリアの基本 大倉祥子/監修 新星出版社

127 597 片づく家のアイデア図鑑 田中ナオミ/著 エクスナレッジ

128 597.5 インテリア上手20人の心地よい収納 主婦の友社/編 主婦の友社

129 597.5 1週間で8割捨てる技術 筆子/著 KADOKAWA

130 597.5 40歳からの「心地よい」が見つかる大人のシンプル片付け 堀川波/著 PHP研究所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

131 599 3〜6歳能力を伸ばす個性を光らせる 汐見稔幸/著 主婦の友社

132 599 最新月齢ごとに「見てわかる!」育児新百科mini 松井潔/総監修
ベネッセコーポ
レーション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 611.6 新明日の農協 太田原高昭/著 農山漁村文化協会

2 611.7 「農企業」のアントレプレナーシップ 小田滋晃/編著 坂本清彦/編著 昭和堂

3 615.8 本当に正しい鳥獣害対策Q&A 江口祐輔/著 誠文堂新光社

4 620.4 はじめての英国流園芸テクニック 舘林正也/著 講談社

5 625.4 岐阜県のカキ 石垣和義/著 樹林舎

6 626.1 古来種野菜を食べてください。 高橋一也/著 晶文社

7 626.2 トマトの長期多段どり栽培 吉田剛/著 農山漁村文化協会

8 626.3 闘うもやし 飯塚雅俊/著 講談社

9 627.8 盆栽
小林國雄/著 田島一彦/アート
ディレクション

パイインターナショ
ナル

10 629.7 まるごとわかる!庭づくりDIYの基本 荒井章/著 エクスナレッジ

11 629.7 和モダンの庭  ブティック社

12 639.0 赤レンガを守った経営者たち 佐滝剛弘/著
上毛新聞社事業局出
版部

13 645.6 OLD DOGS ジーン・ウェインガーテン/文 ミ
カエル・S.ウィリアムソン/写真

原書房

14 645.6 世界の美しい犬101
レイチェル・ヘイル・マッケナ/
写真 山根義久/監修

パイインターナショ
ナル

15 645.7 猫なんて! キノブックス編集部/編 キノブックス

16 645.7 ねこ色、ねこ模様。 富田園子/著 ナツメ社

17 645.7 ねことわたしの終活ハンドブック ねこの終活を考える会/著
パルコエンタテイン
メント事業部

18 645.7 俳句・短歌・川柳と共に味わう猫の国語辞典 佛渕健悟/編 小暮正子/編 三省堂

19 645.7 ネコたちの「看取りの心得」 山本宗伸/監修 メイツ出版

20 645.9 ハリネズミ完全飼育 大野瑞絵/著 三輪恭嗣/監修 誠文堂新光社

21 648.2 屠殺
テッド・ジェノウェイズ/著 井上
太一/訳

緑風出版

22 669.0 塩の日本史 廣山堯道/著 雄山閣

23 672.2 商人たちの共和国 黒田美代子/著 藤原書店

24 673 店長のためのお金の教科書 平林亮子/著 日経BP社

25 673.3 最新EC業界大図鑑 [2016] 小林亮介/監修 ECのミカタ/編著 文芸社

26 673.3 簡単だから伝わる!語学力いらずの3ステップおもてなし術
マネジメントサポートOMOTENASHI
研究チーム/編著 古谷治子/監修

日経BPコンサルティ
ング

27 673.3 ヨドバシ.com大躍進の舞台裏  インプレス

28 673.9 吉野家 安部修仁/著 廣済堂出版

29 673.9 渋谷のすみっこでベジ食堂 小田晶房/著 駒草出版

30 673.9 ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林せかい/著 太田出版

31 674.3 コピーが刺さる広告デザイン
リンクアップ/編 グラフィック社
編集部/編

グラフィック社

32 674.3 カフェ・グラフィックス&インテリア
ヴィクショナリー/編 [和田侑子/
訳]

グラフィック社

33 676.4 めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った「商品先物取引」入門
ダイヤモンド・ザイ編集部/編 日
本商品先物振興協会/編

ダイヤモンド社

34 680.6 日立物流アニュアルレポート 2016 [日立物流/編] 日立物流

35 682.1 古代日本の情報戦略 近江俊秀/著 朝日新聞出版

36 685.5 全国ローカル路線バス  (じっぴコンパクト新書) ブルーガイド編集部/編 実業之日本社

37 686.2 阪神電気鉄道 生田誠/著 牧野和人/著
アルファベータ
ブックス

38 686.2 終着駅巡礼  イカロス出版

39 686.2 終着駅 南正時/写真 井上廣和/写真 自由国民社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 686.2 わが国鉄時代 vol.17  
ネコ・パブリッシ
ング

41 686.2 HAKUTAKA 683/681
永井美智雄/著 北越急行株式会社
/監修

北越急行

42 687 最新航空事業論 井上泰日子/著 日本評論社

43 687.6 航空・貨物の謎と不思議 谷川一巳/著 東京堂出版

44 689.1 カジノとIR。日本の未来を決めるのはどっちだっ!? 高城剛/著 集英社

45 689.2 地域の誇りで飯を食う! 真板昭夫/著 旬報社

46 689.2 旅行年報 2016  日本交通公社

47 689.5 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2017 クロロ/著 TDL&TDS裏技調査隊/編 廣済堂出版

48 689.5 東京ディズニーランドおまかせガイド 2017-2018  講談社

49 689.5 マップで歩く東京ディズニーリゾート 2017  講談社

50 689.5 日本お土産キーホルダー大全 水上友/著 辰巳出版

51 694.6 絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 高橋京介/著 SBクリエイティブ

52 699.6 ラジオブロス 川野将一/著 イースト・プレス

53 699.6 テレビ報道記者 下川美奈/著 ワック

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 706.9 東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山かおり/著 エクスナレッジ

2 709 世界遺産ガイド 文化の道編 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

3 709 世界遺産マップス 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

4 709 文化財保存環境学 三浦定俊/著 佐野千絵/著 朝倉書店

5 720.6 盗まれたフェルメール 朽木ゆり子/著 新潮社

6 721.8 歌麿決定版 浅野秀剛/監修 平凡社

7 724.4 小さな花の水彩画 藤川志朗/画・文 誠文堂新光社

8 724.4 透明水彩の手順パーフェクト・マスター・ブック 風景を描く編 グラフィック社/編 グラフィック社

9 724.4 光と陰影(かげ)をめぐる旅 田中己永/著 日本文芸社

10 725 モルフォ人体デッサン
ミシェル・ローリセラ/著 布施英
利/監修

グラフィック社

11 725.4 手描きチョークアートのアイデア&テクニック 佐藤真理/著 日東書院本社

12 725.5 色鉛筆リアル画超入門 林亮太/著 講談社

13 725.6 ゼンタングル101パターン集
ビート・ウィンクラー/[ほか]著
[佐々木曜/訳]

ブティック社

14 726.1 CLIP STUDIO PAINT デジタルマンガテクニック 摩耶薫子/著 玄光社

15 726.5 ルッツ先生のやさしいイラスト手習い帖 E.G.ルッツ/著 [和田侑子/訳] グラフィック社

16 726.6 アメリカの絵本 吉田新一/著 朝倉書店

17 726.9 幸せを運ぶかわいい切り絵 竹崎里砂/著 日貿出版社

18 727 グラフィックデザイン基礎講座 大里浩二/監修 玄光社

19 728 気持ちが伝わるゆるかわ虹色筆文字 たみのともみ/著 日東書院本社

20 728 誰が書いても美しく見える字手紙入門 戸松葉美/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

21 748 鬼の眼 土門拳の仕事 土門拳/写真 池田真魚/監修 光村推古書院

22 748 のはら 林幸恵/著 風景写真出版

23 748 東京は、秋 荒木経惟/著 荒木陽子/著 月曜社

24 749.0 最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 渡邊滋/著 秀和システム

25 750.2 日本の手仕事をつなぐ旅 いろいろ1 久野恵一/著 グラフィック社

26 754.9 江戸の遊び切り紙 パピエ舎/著 誠文堂新光社

27 755.5 レザーカービングの技法 フィギュアカービング編  
スタジオタッククリ
エイティブ

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 755.5 レザークラフトベーシック 小物&バッグ編  
スタジオタッククリ
エイティブ

29 755.6 魅惑の貝がらアートセーラーズバレンタイン 飯室はつえ/著 成山堂書店

30 757.3 ピンクのかわいい配色パターン
iyamadesign/著 グラフィック社
編集部/編

グラフィック社

31 757.3 デジタル色彩デザイン 南雲治嘉/著 グラフィック社

32 759 スノードームの世界 ものづくりクラブ/著 ほるぷ出版

33 761.2 いちばん親切な楽譜の読み方 轟千尋/著 新星出版社

34 761.5 実践!作曲・アレンジに活かすためのポピュラー和声学 彦坂恭人/編著 自由現代社(発売)

35 762.1 バイオリニストは弾いてない 鶴我裕子/著 河出書房新社

36 762.3 ヴォイセズ・オブ・アイルランド 五十嵐正/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン

37 762.3 葉加瀬太郎の情熱クラシック講座 葉加瀬太郎/著 新井鷗子/監修
ローソンHMVエンタテ
イメント

38 762.5 モーツァルト・イン・ザ・ジャングル 上・下
ブレア・ティンドール/著 柴田
さとみ/訳

ヤマハミュージック
メディア

39 763.2 ひとさし指のノクターン 新井鷗子/著 高橋幸代/著
ヤマハミュージック
メディア

40 763.2 バッハインヴェンションこころの旅 杉浦日出夫/著 音楽之友社

41 763.5 絶対にわかる!弾けるブルーグラス・ギター 北郷真/著
ヤマハミュージック
メディア

42 763.6 初心者のトランペット基礎教本 [2016] 織田祐亮/編著 自由現代社(発売)

43 764.7 ロックフェスの社会学 永井純一/著 ミネルヴァ書房

44 767.8 昭和演歌の歴史 菊池清麿/著
アルファベータ
ブックス

45 767.8 SMAPクロニクル 篠原沙里/著 作品社

46 767.8 SMAPウォッチング 篠原沙里/著 作品社

47 767.8 ボブ・ディラン マイ・バック・ページズ  河出書房新社

48 768.6 奇蹟の爪音 谷口和巳/著 小学館

49 769.1 京舞つれづれ 井上八千代/著 岩波書店

50 769.9 バレリーナ踊り続ける理由 吉田都/著 河出書房新社

51 770.6 ジャニーズと日本  (講談社現代新書) 矢野利裕/著 講談社

52 772.3 メイエルホリドとブレヒトの演劇
キャサリン・ブリス・イートン/
著 谷川道子/編訳

玉川大学出版部

53 773 能の本 村上ナッツ/文 つだゆみ/マンガ 西日本出版社

54 774 歌舞伎キャラクター絵図
辻村章宏/イラスト・解説 「江戸
楽」編集部/編著

メイツ出版

55 774.7 歌舞伎の音楽・音 配川美加/著 音楽之友社

56 775.5 風雪!旅役者水滸伝 橋本正樹/著 現代書館

57 778.2 ワールドシネマ・スタディーズ 小長谷有紀/編 鈴木紀/編 勉誠出版

58 778.2 ゴジラは円谷英二である 指田文夫/著 えにし書房

59 778.2 少年時代 高倉健/著 唐仁原教久/画 集英社

60 778.2 映画は戦争を凝視する 村瀬広/著 新日本出版社

61 778.2 ヒッチコック映画読本 山田宏一/著 平凡社

62 778.2 署名はカリガリ 四方田犬彦/著 新潮社

63 778.2 ライムスター宇多丸の映画カウンセリング 宇多丸/著 新潮社

64 778.2 最も危険なアメリカ映画 町山智浩/著
集英社インターナ
ショナル

65 778.8 月9  (幻冬舎新書) 中川右介/著 幻冬舎

66 778.8 本郷猛/仮面ライダー1号 講談社/編 講談社

67 778.8 セブン&レオ  日之出出版

68 779.1 席亭志願ふたたび 加藤浩/著 彩流社

69 779.1 芸人迷子 ユウキロック/著 扶桑社

70 780.1 トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた 小田伸午/著 小山田良治/著 創元社

71 780.6 近代オリンピックのヒーローとヒロイン 池井優/著 慶應義塾大学出版会

72 782 一流ランナーは必ずやっている!最高のランニングケア
佐藤基之/著 中野ジェームズ修一
/監修

カンゼン
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No, 分類 書名 著者名 出版社

73 782 ゼロベースランニング 高岡尚司/著 実業之日本社

74 782.3 日本のマラソンはなぜダメになったのか 折山淑美/著 文藝春秋

75 783.4 サッカーで子どもの力をひきだす池上さんのことば辞典 島沢優子/著 池上正/監修 カンゼン

76 783.4 電通とFIFA  (光文社新書) 田崎健太/著 光文社

77 783.4 準備する力 岩渕健輔/著 KADOKAWA

78 783.4 ハードワーク エディー・ジョーンズ/著 講談社

79 783.4 サッカー ボールを使ったフィジカルトレーニング 広瀬統一/共著 菅澤大我/共著
ベースボール・マガ
ジン社

80 783.4 サッカーセンス養成講座 A.P.マリーニョ/著 下田哲朗/著 東邦出版

81 783.5 錦織圭に学ぶテニス勝ちにいく教科書 児玉光雄/著 新紀元社

82 783.7 「野球」の真髄  (集英社新書) 小林信也/著 集英社

83 783.7 エース養成完全マニュアル 浜田典宏/監修
ベースボール・マガ
ジン社

84 783.7 早稲田大学野球部 ベースボール・マガジン社/編集
ベースボール・マガ
ジン社

85 783.8 プロゴルファーはなぜ300yも飛ばせるのか 田中秀道/著 ベストセラーズ

86 783.8 ゴルフ現代スイングの結論 内藤雄士/著 河出書房新社

87 784.3 SKIの科学 コブ・新雪・ポール攻略編
鈴木聡一郎/監修 角皆優人/監
修

洋泉社

88 786 楽しい川遊び 伊藤匠/監修 地球丸

89 786.1 南谷真鈴 冒険の書 南谷真鈴/著 山と溪谷社

90 786.5 ロードバイク最速トレーニングBOOK 別府匠/監修 メイツ出版

91 787.1 ゼロから始めるトラウトルアーフィッシング  コスミック出版

92 787.1 平成釣客伝 夢枕獏/著 講談社

93 788.1 大相撲力士名鑑 平成29年版 亰須利敏/編著 水野尚文/編著 共同通信社

94 788.1 ナンバー1 白鵬翔/著 鈴木おさむ/責任編集 扶桑社

95 789.2 甲冑拳法(やわら)柳生心眼流 島津兼治/著 日貿出版社

96 789.3 剣豪夜話 津本陽/著 文藝春秋

97 789.5 弓道基本と上達法 福呂淳/監修 加瀬洋光/共同監修 実業之日本社

98 789.8 忍者の里を旅する  産業編集センター

99 790.4 外国人の友達を作る法 森豊/著 文芸社

100 791.2 茶書は語る 原田茂弘/著 淡交社

101 791.2 千利休 八尾嘉男/著 淡交社

102 791.7 実用茶事 1
淡交社編集局/編 藤井宗悦/指
導・文

淡交社

103 793 植物図鑑 3 東信/著 椎木俊介/著 青幻舎

104 795 解くたびに強くなる井山裕太の基本詰碁 井山裕太/著 マイナビ出版

105 796 内藤國雄のすべて 内藤國雄/著 日本将棋連盟

106 796 横歩取り最前線 日浦市郎/著 マイナビ出版

107 798.5 人工知能の作り方 三宅陽一郎/著 技術評論社

108 798.5 ファミコンコンプリートガイド 山崎功/著
主婦の友インフォ
ス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 翻訳というおしごと 実川元子/著 アルク

2 809.2 内向型人間が声と話し方でソンしない本 齋藤匡章/著 青春出版社

3 809.2 人前であがらず話せる1分声トレ 司拓也/著 世界文化社

4 809.2 上を向いて話そう 桝井論平/著 ほんの木

5 809.4 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書
スティーブン E.ルーカス/著 狩
野みき/監訳

SBクリエイティブ

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 814.9 俗語発掘記消えたことば辞典 米川明彦/著 講談社

7 816 センスをみがく文章上達事典 中村明/著 東京堂出版

8 816 すべては書くことから始まる 坂東眞理子/著
クロスメディア・パ
ブリッシング

9 818.7 これが広島弁じゃ! 灰谷謙二/監修 洋泉社

10 820.4 日中は異文化だから面白い 相原茂/編著 現代書館

11 829.1 基礎からレッスンはじめての韓国語
ちょんひょんしる/著 河本菜穂子
/著

ナツメ社

12 830.7 人生を変える最強の英語習慣 三浦将/著 祥伝社

13 855 NHK出版これならわかるフランス語文法 六鹿豊/著 NHK出版

14 867.5 名作短編で学ぶスペイン語 宇野和美/編訳 網野真木子/編訳 ベレ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 3年でプロになれる脚本術 尾崎将也/著 河出書房新社

2 901.3 空想世界構築教典 宮永忠将/著 洋泉社

3 902.0 ノーベル文学賞 柏倉康夫/著 吉田書店

4 902.0 鳥と人間をめぐる思考 野田研一/編著 奥野克巳/編著 勉誠出版

5 902.3 鉄道ミステリーの系譜  (交通新聞社新書) 原口隆行/著 交通新聞社

6 910.2 本格ミステリ・ベスト10 2017 探偵小説研究会/編著 原書房

7 910.2 ハンドブック日本近代文学研究の方法 日本近代文学会/編 ひつじ書房

8 910.2 文学ご馳走帖  (幻冬舎新書) 野瀬泰申/著 幻冬舎

9 910.2 子規と漱石  (集英社新書) 小森陽一/著 集英社

10 910.2 三島由紀夫の時代 松本徹/著 水声社

11 910.2 愛の不等辺三角形 吉村英夫/著 大月書店

12 910.2 らぶれたあ 鮫肌文殊/著 講談社

13 910.2 生きるためのことば 斎藤卓志/著 風媒社

14 910.2 大岡昇平 川西政明/著 河出書房新社

15 910.2 引揚げ文学論序説 朴裕河/著 人文書院

16 911.1 日本人はなぜ、五七五七七の歌を愛してきたのか 錦仁/編 和歌文学会/監修 笠間書院

17 911.3 尾崎放哉  河出書房新社

18 911.5 扉のかたちをした闇 江國香織/著 森雪之丞/著 小学館

19 912.6 劇作家秋元松代 山本健一/著 岩波書店

20 913.3 説話の中の僧たち 京都仏教説話研究会/編 新典社

21 914.6 パリに住むこと、生きること 雨宮塔子/著 文藝春秋

22 914.6 あなたの思うように生きればいいのよ 桐島洋子/著 KADOKAWA

23 914.6 もったいないばあさんの知恵袋 真珠まりこ/作・絵 講談社

24 914.6 ノッポさんの「小さい人」となかよくできるかな? 高見のっぽ/著 小学館

25 914.6 信じる者はダマされる
中村うさぎ/著 マツコ・デラック
ス/著

毎日新聞出版

26 914.6 華麗なる微狂(びちが)いの世界 平山夢明/著 洋泉社

27 914.6 何がいいかなんて終わってみないとわかりません。 ミゾイキクコ/著 KADOKAWA

28 914.6 女たちが、なにか、おかしい 三砂ちづる/著 ミシマ社

29 914.6 星に願いを、いつでも夢を 村上龍/著 ベストセラーズ

30 914.6 スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件 山本ゆり/著 扶桑社

31 914.6 ふりまわされない。 小池一夫/著 ポプラ社

32 914.6 今日一日がちいさな一生 海原純子/著 あさ出版

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 914.6 人間の煩悩  (幻冬舎新書) 佐藤愛子/著 幻冬舎

34 914.6 あたらしい移住日記 服部みれい/著 大和書房

35 914.6 捨てきらなくてもいいじゃない? 岸本葉子/著 中央公論新社

36 914.6 失われたもの 斎藤貴男/[著] みすず書房

37 916 アフガニスタン戦記 内山進/著 彩流社

38 916 失語症の詩 渡辺鋼/著 本の泉社

39 918 日本文学全集 09 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

40 918.6 谷崎潤一郎全集 第2巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

41 918.6 大坂の陣 日高昭二/編 岩波書店

42 918.6 堺屋太一著作集 第4巻 堺屋太一/著 東京書籍

43 918.6 新編・日本幻想文学集成 3  国書刊行会

44 921.0 漢詩放談 一海知義/著 藤原書店

45 923.7 炸裂志 閻連科/著 泉京鹿/訳 河出書房新社

46 929.1 渓西野譚 李羲準/著 李羲平/著 作品社

47 930.2 エラリー・クイーン推理の芸術
フランシス・M.ネヴィンズ/著 飯
城勇三/訳

国書刊行会

48 933.7 天界の眼 ジャック・ヴァンス/著 中村融/訳 国書刊行会

49 933.7 ウインドアイ
ブライアン・エヴンソン/著 柴田
元幸/訳

新潮社

50 933.7 駆け出し探偵フランシス・ベアードの冒険
レジナルド・ライト・カウフマン
/著 平山雄一/訳

国書刊行会

51 933.7 鳥の巣
シャーリイ・ジャクスン/著 北川
依子/訳

国書刊行会

52 933.7 プレイバック
レイモンド・チャンドラー/著 村
上春樹/訳

早川書房

53 933.7 僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこと
ジェニファー・ニーヴン/著 石崎
比呂美/訳

辰巳出版

54 933.7 ドラゴンの塔 上・下
ナオミ・ノヴィク/著 那波かおり
/訳

静山社

55 933.7 質屋探偵ヘイガー・スタンリーの事件簿
ファーガス・ヒューム/著 平山雄
一/訳

国書刊行会

56 933.7 爆発の三つの欠片
チャイナ・ミエヴィル/著 日暮雅
通/[ほか]訳

早川書房

57 933.7 神よ、あの子を守りたまえ トニ・モリスン/著 大社淑子/訳 早川書房

58 934.6 日本の面影 池田雅之/著 NHK出版

59 936 NO HEROアメリカ海軍特殊部隊の掟
マーク・オーウェン/著 ケヴィ
ン・マウラー/著

講談社

60 943.6 カール・マイ冒険物語 11 カール・マイ/著 戸叶勝也/訳 朝文社

61 950.2 書簡の時代
アントワーヌ・コンパニョン
/[著] 中地義和/訳

みすず書房

62 953.7 盗まれた指 S.A.ステーマン/著 鳥取絹子/訳 論創社

63 953.7 エクリプス
エリック・ファーユ/著 松田浩則
/訳

水声社

64 953.7 貧者の息子
ムルド・フェラウン/著 青柳悦子
/訳

水声社

65 953.7 震える石
ピエール・ボアロー/著 佐藤絵里
/訳

論創社

66 963 襲撃
レイナルド・アレナス/著 山辺弦
/訳

水声社

67 963 バサジャウンの影
ドロレス・レドンド/著 白川貴子
/訳

早川書房

68 988 はだしで大地を
アレクサンドル・ヤーシン/著
太田正一/編訳

群像社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 鼠、噓つきは役人の始まり 赤川次郎/著 KADOKAWA

2 F メシマズ狂想曲 秋川滝美/著 小学館

3 F 十年後のこと 暁方ミセイ/[ほか]著 河出書房新社

4 F 満潮 朝倉かすみ/著 光文社

5 F 天子蒙塵 第2巻 浅田次郎/著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 F 片翼の折鶴 浅ノ宮遼/著 東京創元社

7 F 雨利終活写真館 芦沢央/著 小学館

8 F 14の夜 足立紳/著 幻冬舎

9 F 回天の剣 天野純希/著 角川春樹事務所

10 F 蝮の孫 天野純希/著 幻冬舎

11 F 砂漠の影絵 石井光太/著 光文社

12 F 道昭 石川逸子/著 コールサック社

13 F 天才 石原慎太郎/著 幻冬舎

14 F あひる 今村夏子/著 書肆侃侃房

15 F 後醍醐天皇・記 植木静山/著
幻冬舎メディアコン
サルティング

16 F 竜は動かず 上・下 上田秀人/著 講談社

17 F 墨田区吾嬬町発ブラックホール行き 上野歩/著 小学館

18 F 第三次世界大戦 4 大石英司/著 中央公論新社

19 F 本バスめぐりん。 大崎梢/著 東京創元社

20 F 夜明けまで眠らない 大沢在昌/著 双葉社

21 F 海の見える理髪店 荻原浩/著 集英社

22 F 西郷隆盛 第9巻 海音寺潮五郎/著 朝日新聞社

23 F 直虎と直政 岳真也/著 作品社

24 F 独捜! 霞流一/著 講談社

25 F ブラッシュ! 彼方出/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

26 F ふたり天下 北沢秋/著 河出書房新社

27 F 慶応三年の水練侍 木村忠啓/著 朝日新聞出版

28 F 野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村友祐/著 新潮社

29 F 新釈・皇妃エリザベートとふたりの男たち 桐生操/著 講談社

30 F 209号室には知らない子供がいる 櫛木理宇/著 KADOKAWA

31 F 喧嘩(すてごろ) 黒川博行/著 KADOKAWA

32 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.15
『このミステリーがすごい!』編
集部/編

宝島社

33 F マカロンはマカロン 近藤史恵/著 東京創元社

34 F エクサスケールの少女 さかき漣/著 徳間書店

35 F 花咲小路三丁目のナイト 小路幸也/著 ポプラ社

36 F 私立新宿歌舞伎町学園 新堂冬樹/著 KADOKAWA

37 F 制裁女 新堂冬樹/著 徳間書店

38 F 脇坂副署長の長い一日 真保裕一/著 集英社

39 F ひょうすべの国 笙野頼子/著 河出書房新社

40 F また、同じ夢を見ていた 住野よる/著 双葉社

41 F よるのばけもの 住野よる/著 双葉社

42 F 電王 高嶋哲夫/著 幻冬舎

43 F 東京まで、セルビア 高橋ブランカ/著 未知谷

44 F 指鬘物語 田口ランディ/著 春秋社

45 F ショートショート列車 田丸雅智/文 ニシワキタダシ/絵 キノブックス

46 F 桜奉行 出久根達郎/著 養徳社

47 F 社長室の冬 堂場瞬一/著 集英社

48 F 鉄血の警視 豊田巧/著 講談社

49 F 自生の夢 飛浩隆/著 河出書房新社

50 F 夜の歌 なかにし礼/著 毎日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 F i 西加奈子/著 ポプラ社

52 F 空と海と陸を結ぶ境港 西村京太郎/[著] 徳間書店

53 F 北海道新幹線殺人事件 西村京太郎/著 KADOKAWA

54 F 名もなき風たち はらだみずき/著 KADOKAWA

55 F 救ってみろと放課後は言う 藤石波矢/著 KADOKAWA

56 F 大雪物語 藤田宜永/著 講談社

57 F 冒険の森へ 2  集英社

58 F きみといたい、朽ち果てるまで 坊木椎哉/著 KADOKAWA

59 F Good old boys 本多孝好/著 集英社

60 F イアリー 前川裕/著 KADOKAWA

61 F おばちゃんたちのいるところ 松田青子/著 中央公論新社

62 F 魔女は真昼に夢を織る 松本祐子/著 聖学院大学出版会

63 F ヘルメスの相続 宮城啓/著 幻冬舎

64 F 静かな雨 宮下奈都/著 文藝春秋

65 F 三鬼 宮部みゆき/著 日本経済新聞出版社

66 F 草花たちの静かな誓い 宮本輝/著 集英社

67 F 人魚姫の椅子 森晶麿/著 早川書房

68 F おんな城主直虎 1
森下佳子/作 豊田美加/ノベライ
ズ

NHK出版

69 F あのこは貴族 山内マリコ/著 集英社

70 F 直虎の城 山名美和子/著 時事通信出版局

71 F ヤマンタカ 夢枕獏/著 KADOKAWA

72 F 三国志 8 吉川英治/著 1万年堂出版

73 F 裏関ケ原 吉川永青/著 講談社

74 F 吾輩のそれから 芳川泰久/著 河出書房新社

75 F 戦国革命 上 吉村正夫/著 北國新聞社出版局

76 F いまさら翼といわれても 米澤穂信/著 KADOKAWA

77 F 毒殺魔 若一光司/著 幻冬舎

78 F 渡辺淳一恋愛小説セレクション 8 渡辺淳一/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B288.4 昭和天皇の妹君 河原敏明/著 文芸春秋

2 B949.8 満潮 上・下
シッラ・ボリリンド/著 ロルフ・
ボリリンド/著

東京創元社

3 BF 流れる砂 東直己/著 角川春樹事務所

4 BF 少年Nのいない世界 01 石川宏千花/著 講談社

5 BF 喜連川の風 [2] 稲葉稔/[著] KADOKAWA

6 BF 武士の職分 上田秀人/[著] KADOKAWA

7 BF 崩落 上田秀人/著 徳間書店

8 BF 珈琲店タレーランの事件簿 5 岡崎琢磨/著 宝島社

9 BF 国境の南 風野真知雄/[著] 角川書店

10 BF 涛の彼方 風野真知雄/[著] 角川書店

11 BF 走れ、千吉 倉阪鬼一郎/著 二見書房

12 BF 凶器は壊れた黒の叫び 河野裕/著 新潮社

13 BF 落雲雀 坂岡真/著 双葉社

B 文庫本 

- 20 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

14 BF 待つ春や 辻堂魁/著 祥伝社

15 BF スイーツレシピで謎解きを 友井羊/著 集英社

16 BF 経済マフィアを消せ 柘植久慶/著 角川春樹事務所

17 BF 七人の刺客 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

18 BF ハレのヒ食堂の朝ごはん 成田名璃子/著 角川春樹事務所

19 BF トイプー警察犬メグレ [2] 七尾与史/著 講談社

20 BF パノラマ島美談 西尾維新/著 講談社

21 BF 隠密奉行柘植長門守 藤水名子/著 二見書房

22 BF 雛の鮨 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R010.3 図書館ハンドブック
日本図書館協会図書館ハンドブッ
ク編集委員会/編

日本図書館協会

2 R025.1 書誌年鑑 2016 中西裕/編 日外アソシエーツ

3 R222.4 台湾史小事典 呉密察/監修 遠流台湾館/編著 中国書店

4 R290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2017年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

5 R291.0 今がわかる時代がわかる日本地図 2017年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

6 R326.3 犯罪白書 平成28年版 法務省法務総合研究所/編 日経印刷

7 R335.0 東商信用録 平成28年版北陸版  
東京商工リサーチ富
山支店

8 R335.5 公正取引委員会年次報告 平成28年版 公正取引委員会/編 公正取引協会

9 R351 データでみる県勢 2017 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

10 R364.3 保険と年金の動向 2016/2017 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

11 R366.3 過労死等防止対策白書 平成28年版 厚生労働省/編集 正陽文庫

12 R369.4 保育所運営ハンドブック 平成28年版 中央法規出版編集部/編集 中央法規出版

13 R370.3 全国学校総覧 2017年版 全国学校データ研究所/編 原書房

14 R371.4 世界子ども学大事典
ポーラ・S.ファス/編 北本正章/
監訳

原書房

15 R403.6 理科年表 第90冊(平成29年) 国立天文台/編 丸善出版

16 R653.2 琉球の樹木 大川智史/著 林将之/著 文一総合出版

17 R699.3 日本民間放送年鑑 2016 日本民間放送連盟/編 コーケン出版(発売)

18 R705.9 美術年鑑 2017 美術年鑑編集部/編集 美術年鑑社

19 R760.3 音楽・芸能レファレンスブック 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

20 R770.5 演劇年鑑 2010-2012 別冊 日本演劇協会/監修 日本演劇協会

21 R778.0 映画館名簿 2015年版 日本映画製作者連盟配給部会/編 時事映画通信社

22 R833.2 グランドセンチュリー和英辞典 小西友七/監修 岸野英治/編 三省堂

23 R833.3 グランドセンチュリー英和辞典 宮井捷二/編 P.E.Davenport/編 三省堂

24 R910.2 温泉文学事典 浦西和彦/編著 和泉書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 富山大学教育学部紀要 第46号B(理科系) 富山大学教育学部/編 富山大学教育学部

2 T209 近代史研究 第39号 富山近代史研究会/[編] 富山近代史研究会

3 T241.3 しんみなとの歴史 新湊の歴史編さん委員会/編集 新湊市

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

4 T280 とやま人物一代記 上・下  富山県人社

5 T290 射水市住宅明細図 平成28年版 刊広社/編 刊広社

6 T318.3 富山市議会定例会議案 平成28年12月 富山市/[編] [富山市]

7 T369 記憶の回廊
北日本放送放送本部報道制作局報
道制作部/編

北日本放送

8 T369.7 みちのり 声のライブラリー友の会/編
声のライブラリー友
の会

9 T596 とやまのカフェ Vol.2  シー・エー・ピー

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかちゃんの木
ソフィー・ブラッコール/さく や
まぐちふみお/やく

評論社

2 E あれあれ、タコさん、あしまちがえた!
アドニス・パパテオドゥールゥ/
作 ペトロス・ブルバシス/絵

ワールドライブラ
リー

3 E えとえとがっせん 石黒亜矢子/作 WAVE出版

4 E オオカミから犬へ!
ハドソン・タルボット/作・絵 真
木文絵/訳

岩崎書店

5 E おかしなこともあるもんだ いしいひろし/作・絵 PHP研究所

6 E おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!? トロル/さく・え ポプラ社

7 E オズのまほうつかい フランク・ボーム/原作 木坂涼/文 フレーベル館

8 E おまるにぴょん、できるかな!
サリー・ロイド=ジョーンズ/ぶん
アニタ・ジェラーム/え

評論社

9 E かこちゃんはひとりっこ 石津ちひろ/さく 高畠那生/え 好学社

10 E かぶきわらし 庄司三智子/文・絵 出版ワークス

11 E かめんやさん
まきうちれいみ/文 ひだかきょう
こ/絵

文芸社

12 E きれいずき
エミリー・グラヴェット/さく 福
本友美子/やく

フレーベル館

13 E きをつけて おおかみだ!
セドリック・ラマディエ/ぶん
ヴァンサン・ブルジョ/え

ポプラ社

14 E 雲のような八哥鳥 白冰/文 郁蓉/絵
ワールドライブラ
リー

15 E くろくまくんとしろくまくん 小林ゆき子/作・絵 フレーベル館

16 E こけしがこけて 新井洋行/作・絵 鈴木出版

17 E ここからだしてくれ〜!
セドリック・ラマディエ/ぶん
ヴァンサン・ブルジョ/え

ポプラ社

18 E こどものなかま レイン・スミス/作 青山南/訳 BL出版

19 E すなばばば 鈴木のりたけ/作・絵 PHP研究所

20 E スーパートラック
スティーヴン・サヴェッジ/さく
金原瑞人/やく

講談社

21 E 世界の歴史1001のさがしもの
ジリアン・ドハーティ/作 テリ・
ガウアー/絵

PHP研究所

22 E だじゃれ十二支
中川ひろたか/文 藤本ともひこ/
絵

世界文化社

23 E たのしい農場1001のさがしもの
ジリアン・ドハーティ/作 テリ・
ガウアー/絵

PHP研究所

24 E 単位がわかる グラムのえほん  ほるぷ出版

25 E ちびのミイ、かいぞくになる?
トーベ・ヤンソン/原作 リーナ・
カーラ/文・絵

徳間書店

26 E チャレンジミッケ!ミッケがだいすき 1
ウォルター・ウィック/作 糸井重
里/訳

小学館

27 E トントゥミッラとまほうのスプーン 迫村裕子/作 リーサ カッリオ/作 文溪堂

28 E なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ/作・絵 PHP研究所

29 E 日本の神話古事記えほん 4 三浦佑之/監修 荻原規子/文 小学館

30 E にょっ! ザ・キャビンカンパニー/作 小学館

31 E バスのうんてんしゅのエレフさん 中川ひろたか/作 市原淳/絵 講談社

32 E ピノキオ
カルロ・コッローディ/原作 いも
とようこ/文絵

金の星社

33 E プラレールおはなしえほん
プラレールおはなしえほん制作委
員会/作

岩崎書店

34 E ぼく、ドジオ。 いわいとしお/さく 小学館

35 E 北極の宝もの
ダナ・スミス/文 リー・ホワイト
/絵

あすなろ書房

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 E まねまねおおかみ みやにしたつや/作・絵 ポプラ社

37 E まんまんぱっ! 長野麻子/さく 長野ヒデ子/え 童心社

38 E やだやだパパやだ! 天野慶/文 はまのゆか/絵 ほるぷ出版

39 E ゆき、まだかなあ
マーシャ・ダイアン・アーノルド
/文 レナータ・リウスカ/絵

光村教育図書

86

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K140 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤孝/著 KADOKAWA

2 K154 新・10歳からのルール100 2
10歳からのルールを考える会/編
集

鈴木出版

3 K281 調べ学習にも役立つ日本の歴史「夫婦列伝」 古代〜戦国編 カルチャーランド/著 メイツ出版

4 K291 立体地図で見る日本の国土とくらし 2
早川明夫/監修 国土社編集部/
編集

国土社

5 K361 ネットで見たけどこれってホント? 3 北折一/著 少年写真新聞社

6 K366 気をつけよう!ブラックバイト・ブラック企業 1
ブラックバイトから子どもたちを
守る会/編

汐文社

7 K367 感染症医が教える性の話  (ちくまプリマー新書) 岩田健太郎/著 筑摩書房

8 K369 介護のススメ!  (ちくまプリマー新書) 三好春樹/著 筑摩書房

9 K371 いじめのある世界に生きる君たちへ 中井久夫/著 中央公論新社

10 K383 トイレの自由研究 3
屎尿・下水研究会/監修 こどもく
らぶ/編

フレーベル館

11 K402 北極・南極探検の歴史
Maxine Snowden/[著] 石沢賢二/
監訳

丸善出版

12 K451 雲と天気 武田康男/監修 ポプラ社

13 K457 くらべる恐竜図鑑
土屋健/著 群馬県立自然史博物館
/監修

実業之日本社

14 K498 作業療法士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

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

16 K502 企業内職人図鑑 10 こどもくらぶ/編 同友館

17 K518 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来 1 稲葉茂勝/著 あすなろ書房

18 K536 新しいのりものいっぱい図鑑 井上廣和/監修 チャイルド本社

19 K536 電車大集合1922点 広田尚敬/写真 広田泉/写真 講談社

20 K588 ケーキデザイナー スタジオ248/編著 六耀社

21 K596 かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月 6 トモコ=ガルシア/作 岩崎書店

22 K645 ねこ
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール
/著

六耀社

23 K649 夜やってくる動物のお医者さん 高橋うらら/文 フレーベル館

24 K652 本当はすごい森の話 田中惣次/著 少年写真新聞社

25 K686 新幹線でタイムトラベル 結解喜幸/監修 交通新聞社

26 K687 航空会社図鑑 日本航空/監修 青山邦彦/絵
日経BPコンサルティ
ング

27 K726 人気漫画家が教える!まんがのかき方 2 久世みずき/著 汐文社

28 K759 からくり
安田真紀子/文 からくりおもちゃ
塾奈良町/監修

文溪堂

29 K779 授業が楽しくなる教科別マジック 1 土門トキオ/編著 汐文社

30 K779 ぼくらは壁を飛びこえて
シンシア・レヴィンソン/著 金原
瑞人/訳

文溪堂

31 K784 不可能とは、可能性だ 笹井恵里子/著 金の星社

32 K798 勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター 岸田諭/監修 メイツ出版

33 K798 かんたんあやとり 野口とも/著 野口廣/監修 主婦の友社

34 K801 使って覚える記号図鑑 白鳥敬/著 誠文堂新光社

35 K801 くらしの中のマーク・記号図鑑 村越愛策/監修 岩崎書店

36 K814 わらえる!!やくだつ??ことわざ大全集
ながたみかこ/作 いけだほなみ/
絵

ポプラ社

37 K830 英語で学び,考える今日は何の日around the world [2] 町田淳子/著 光村教育図書

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 K913 うみのとしょかん 葦原かも/作 森田みちよ/絵 講談社

39 K913 カレー男がやってきた! 赤羽じゅんこ/作 岡本順/絵 講談社

40 K913 ハムスターのすてきなお仕事 あんびるやすこ/著 岩崎書店

41 K913 まっしょうめん! あさだりん/作 新井陽次郎/絵 偕成社

42 K913 魔女学校物語 [3] 石崎洋司/作 藤田香/絵 講談社

43 K913 チキン!
いとうみく/作 こがしわかおり/
絵

文研出版

44 K913 仰げば尊し [1] いずみ吉紘/脚本 舟崎泉美/小説 学研プラス

45 K913 こぶたのタミー学校へいく かわのむつみ/作 下間文恵/絵 国土社

46 K913 夏の猫
北森ちえ/著 森川泉/装画・さし
絵

国土社

47 K913 関ケ原で名探偵!! 楠木誠一郎/作 岩崎美奈子/絵 講談社

48 K913 魔法の一瞬で好きになる 小林深雪/作 牧村久実/絵 講談社

49 K913 四年ザシキワラシ組 こうだゆうこ/作 田中六大/絵 学研プラス

50 K913 びょういんのおばけずかん なんでもドクター 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

51 K913 スパゲッティ大さくせん 佐藤まどか/作 林ユミ/絵 講談社

52 K913 ぼくらの太平洋戦争 宗田理/作 はしもとしん/絵 KADOKAWA

53 K913 じいちゃんの鉄工所 田丸雅智/作 藤枝リュウジ/絵 静山社

54 K913 パティシエ☆すばる おねがい!カンノーリ つくもようこ/作 烏羽雨/絵 講談社

55 K913 きみのためにはだれも泣かない 梨屋アリエ/著 ポプラ社

56 K913 ぼくたちのおばけ沼 中村淳/著 藤本四郎/絵 汐文社

57 K913 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 夢
夏目漱石/ほか[著] 芥川龍之介/
ほか[著]

汐文社

58 K913 おとのさま、スキーにいく 中川ひろたか/作 田中六大/絵 佼成出版社

59 K913 お江戸の百太郎 [4]～[6]巻 那須正幹/作 小松良佳/絵 ポプラ社

60 K913 都会(まち)のトム&ソーヤ 14上
はやみねかおる/[著] にしけいこ
/画

講談社

61 K913 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか/さく・え ポプラ社

62 K913 ふたりのカミサウルス 平田昌広/作 黒須高嶺/絵 あかね書房

63 K913 ぼくの教室はふしぎ列車 平野累次/作 冒険企画局/作 KADOKAWA

64 K913 江戸っ子しげぞう タリメーだい!の巻 本田久作/作 杉崎貴史/絵 ポプラ社

65 K913 三島由宇、当選確実! まはら三桃/著 講談社

66 K913 5秒後に意外な結末 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

67 K929 ぼくらのアラビアン・ナイト 宗田理/文 はしもとしん/絵 角川書店

68 K933 動物探偵ミア
ダイアナ・キンプトン/作 武富博
子/訳

ポプラ社

69 K933 7つの怖い夜ばなし
ジリアン・クロス/[ほか]著
ジョーン・エイキン/[ほか]著

ロクリン社

70 K933 少年弁護士セオの事件簿 6
ジョン・グリシャム/作 石崎洋司
/訳

岩崎書店

71 K933 骨董通りの幽霊省
アレックス・シアラー/著 金原瑞
人/訳

竹書房

72 K933 ジョージと秘密のメリッサ
アレックス・ジーノ/作 島村浩子
/訳

偕成社

73 K933 ベストフレンズベーカリー 3
リンダ・チャップマン/著 中野聖
/訳

学研プラス

74 K933 屋根裏のゆうれい
ドリー・ヒルスタッド・バトラー
/作 もりうちすみこ/訳

国土社

75 K933 王女さまのお手紙つき 3～4巻
ポーラ・ハリソン/原作 チーム
151E☆/企画・構成

学研プラス

76 K933 クリスマスとよばれた男の子
マット・ヘイグ/文 クリス・モル
ド/絵

西村書店

77 K933 神々と戦士たち 3
ミシェル・ペイヴァー/著 中谷友
紀子/訳

あすなろ書房

78 K933 オリンポスの神々と7人の英雄 外伝
リック・リオーダン/作 金原瑞人
/訳

ほるぷ出版

79 K933 紅のトキの空 ジル・ルイス/作 さくまゆみこ/訳 評論社

80 K933 暗号クラブ 8 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

81 K973 少女探偵アガサ 1
サー・スティーヴ・スティーヴン
ソン/作 中井はるの/訳

岩崎書店

82 K994 お話は土の城のテラスで 和田正平/[編]著 メディアイランド
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