
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 コクヨのシンプルノート術 コクヨ株式会社‖著 KADOKAWA

2 002.7 手帳の選び方・使い方 舘神龍彦‖著 枻出版社

3 002.7 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰‖著 佐藤優‖著 東洋経済新報社

4 007.1 トコトンやさしい人工知能の本 辻井潤一‖監修 産業技術総合研究
所人工知能研究センター‖編

日刊工業新聞社

5 007.1 現代暗号のしくみ 中西透‖著 井上克郎‖コーディ
ネーター

共立出版

6 007.3 YAHOO!JAPAN全仕事 実業之日本社‖編 実業之日本社

7 007.6 Pythonプログラミングのツボとコツがゼッタイにわかる本 Shannon Lab株式会社‖著 秀和システム

8 007.6 難しそうなプログラミングをやさしく教えてくれる本 安藤正芳‖[ほか]著 日経ソフトウ
エア‖編集

日経BP社

9 015 認知症予防におすすめ図書館利用術 結城俊也‖著 日外アソシエーツ

10 016.2 社史の図書館と司書の物語 高田高史‖著 柏書房

11 019.9 人間力を高める読書法 武田鉄矢‖著 プレジデント社

12 019.9 文庫解説ワンダーランド（岩波新書 新赤版） 斎藤美奈子‖著 岩波書店

13 021.2 初めての人のためのビジネス著作権法 牧野和夫‖著 中央経済社

14 021.2 標準著作権法 高林龍‖著 有斐閣

15 022 「本をつくる」という仕事 稲泉連‖著 筑摩書房

16 069.0 ぶらりあるきチェンマイ・アユタヤの博物館 中村浩‖著 芙蓉書房出版

17 070.1 ジャーナリスト後藤健二 栗本一紀‖著 法政大学出版局

18 070.4 報じられなかったパナマ文書の内幕 シッラ・アレッチ‖著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 140.8 アドラー心理学を語る2 野田俊作‖著 創元社

2 141.2 地図をグルグル回しても全然わからない人の方向オンチ矯正読本 北村壮一郎‖著 秀和システム

3 141.5 意思決定の心理学 阿部修士‖著 講談社

4 141.5 失敗の科学 マシュー・サイド‖著 有枝春‖訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

5 141.5 熟考する力 木山泰嗣‖著 大和書房

6 141.5 心配学（光文社新書） 島崎敢‖著 光文社

7 141.6 読むだけでさみしい心が落ち着く本 柿木隆介‖著 日本実業出版社

8 141.9 日本人の9割が知らない遺伝の真実（SB新書） 安藤寿康‖著 SBクリエイティブ

9 146.8 「母と子」という病（ちくま新書） 高橋和巳‖著 筑摩書房

10 146.8 色は無言であなたの心を動かしている。 七江亜紀‖著 大和書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 151 悪とはなにか テリー・イーグルトン‖著 前田和
男‖訳

ビジネス社

12 151.6 幸福の哲学（講談社現代新書） 岸見一郎‖著 講談社

13 156 図解葉隠 齋藤孝‖著 ウェッジ

14 159 のびのび生きるヒント 武田双雲‖著 青春出版社

15 159 バビロンでいちばんの大金持ち ジョージ・S.クレイソン‖著 坂本
貢一‖訳

サンマーク出版

16 159 ムダの片づけ方 千田琢哉‖著 総合法令出版

17 159 運命をひらく 本田健‖著 PHP研究所

18 159 銀行員だけが知っているお金が貯まる人のお金の使い方 長岐隆弘‖著 大和書房

19 159 内なる平和が世界を変える
シーラ・エルワージー‖[著] 伊藤
守‖監訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

20 159 悩みいろいろ（岩波新書 新赤版） 金子勝‖著 岩波書店

21 159.7 50歳から男振りを上げる人 田中和彦‖著 明日香出版社

22 159.7 定年の後をしあわせに生きる ケネス・S.シュルツ‖著 藤井留美
‖訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

23 162 図解世界5大宗教全史 中村圭志‖[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

24 162.2 失われた宗教を生きる人々
ジェラード・ラッセル‖著 臼井
美子‖訳

亜紀書房

25 175.8 るるぶお伊勢まいり[2017] JTBパブリッシング

26 175.8 斎王研究の史的展開 所京子‖著 勉誠出版

27 175.9 御朱印でめぐる関東の神社 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

28 175.9 神社の解剖図鑑2 エクスナレッジ

29 175.9 神々が見える神社100選 芸術新潮編集部‖編 新潮社

30 188.7 浄土真宗とは何か（中公新書） 小山聡子‖著 中央公論新社

31 188.8 お坊さんが教える悟り入門 長谷川俊道‖[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

32 188.8 泥があるから、花は咲く 青山俊董‖著 幻冬舎

33 192.8 パウロ（岩波新書 新赤版） 青野太潮‖著 岩波書店

34 198.2 描かれたザビエルと戦国日本 鹿毛敏夫‖編 勉誠出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201.1 モンゴルから世界史を問い直す 岡田英弘‖編 藤原書店

2 202.5 ムシの考古学続 森勇一‖著 雄山閣

3 204 世界史と世界地理 歴史の謎研究会‖編 青春出版社

4 209 世界全戦争史 柘植久慶‖著 PHP研究所

5 210.2 森浩一著作集5 森浩一‖著 森浩一著作集編集委員
会‖編

新泉社

6 210.4 疑問に迫る日本の歴史 松本一夫‖著 ベレ出版

7 211.2 日本十二支考 濱田陽‖著 中央公論新社

8 211.9 鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台 歴史群像編集部‖編 学研プラス

9 212.7 卑弥呼の墓は、すでに発掘されている!! 安本美典‖著 勉誠出版

10 213 よみがえる古代山城 向井一雄‖著 吉川弘文館

11 213 倭人とはなにか 出野正‖著 張莉‖著 明石書店

12 213.2 百舌鳥・古市古墳群 一瀬和夫‖著 同成社

13 213.6 平安京はいらなかった 桃崎有一郎‖著 吉川弘文館

14 214.7 戦国時代の舞台裏大全 歴史の謎研究会‖編 青春出版社

15 215.2 謀略!大坂城 加来耕三‖著 さくら舎

16 215.8 幕末ハードボイルド 伊藤春奈‖著 原書房

17 215.8 幕末維新のすべて 洋泉社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 217 なつかしの昭和時代 鈴木育男‖写真・文 国書刊行会

19 217 日本人の「戦争観」を問う 保阪正康‖著 山川出版社

20 217.4 思想戦
バラク・クシュナー‖著 井形彬‖
訳

明石書店

21 217.5 シベリア抑留（中公新書） 富田武‖著 中央公論新社

22 219.3 古代の東国1 吉川弘文館

23 223 入門東南アジア近現代史（講談社現代新書） 岩崎育夫‖著 講談社

24 227.4 トルコ現代史中公新書 今井宏平‖著 中央公論新社

25 231 ギリシア人の物語2 塩野七生‖著 新潮社

26 234.0 想起する帝国 溝井裕一‖編 細川裕史‖編 勉誠出版

27 238.0 ロシア革命（岩波新書 新赤版） 池田嘉郎‖著 岩波書店

28 242.0 河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江肖剰‖著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

29 259.1 キューバ現代史 後藤政子‖著 明石書店

30 280.4 「修身」教科書に学ぶ偉い人の話 長山靖生‖編 中央公論新社

31 281.0 不屈の日本人 関厚夫‖著 イースト・プレス

32 288.3 安倍三代 青木理‖著 朝日新聞出版

33 288.3 井伊家の教え 井伊裕子‖著 朝日新聞出版

34 288.3 井伊家十四代と直虎 彦根商工会議所‖編集 彦根商工会議所

35 288.4 皇族と天皇（ちくま新書） 浅見雅男‖著 筑摩書房

36 288.4 世界遺産と天皇陵古墳を問う 今尾文昭‖編 高木博志‖編 思文閣出版

37 288.4 天皇にとって退位とは何か 本郷和人‖著 イースト・プレス

38 288.4 秘蔵写真で見る若き日の今上天皇 ビジネス社

39 289.1 わが道、わが信条 有馬朗人‖著 春秋社

40 289.1 紀州藩主徳川吉宗 藤本清二郎‖著 吉川弘文館

41 289.1 真珠湾攻撃総隊長の回想 淵田 美津雄‖著 中田 整一‖編 解
説 講談社

42 289.1 帯の伊勢丹 模様の伊勢丹 飛田健彦‖著 国書刊行会

43 289.1 土方久功正伝 清水久夫‖著 東宣出版

44 289.1 本多静六自伝体験八十五年 本多静六‖著 本多健一‖監修 実業之日本社

45 289.3 ヒロシマのグウエーラ 林立雄‖著相原香織‖編 溪水社

46 290.9 地球の歩き方B15　アラスカ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

47 290.9 地球の歩き方D20　シンガポール 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

48 291.0 ブラタモリ5 NHK「ブラタモリ」制作班‖監修 KADOKAWA

49 291.0 ブラタモリ6 NHK「ブラタモリ」制作班‖監修 KADOKAWA

50 291.0 出雲を原郷とする人たち 岡本雅享‖著 藤原書店

51 291.0 東海道新幹線の車窓は、こんなに面白い! 栗原景‖著・撮影 東洋経済新報社

52 291.3 小笠原 ダイヤモンド・ビッグ
社

53 291.3 東京エレジー 太田和彦‖著 集英社

54 291.3 東京ノスタルジック百景 フリート横田‖著 世界文化社

55 291.5 るるぶ名古屋17 JTBパブリッシング

56 291.5 静岡県の歩ける城70選 加藤理文‖編著 静岡新聞社

57 291.5 浜松・浜名湖[2017] 昭文社

58 291.6 京都を学ぶ洛北編 京都学研究会‖編 ナカニシヤ出版

59 291.6 大阪ベストスポット[2017] 昭文社

60 291.9 るるぶ沖縄17 JTBパブリッシング

61 291.9 長崎と天草の教会を旅して 繁延あづさ‖著 マイナビ出版

62 292.2 雲のうえの千枚ダム 西谷大‖著・写真 社会評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 292.2 香港[2017-2] 昭文社

64 292.3 タイ謎解き町めぐり 桑野淳一‖著 彩流社

65 292.4 バリ島[2017-2] 昭文社

66 292.7 ようこそアラブへ ハムダなおこ‖著 国書刊行会

67 293.3 ロンドン 実業之日本社

68 295.3 アメリカ西海岸 実業之日本社

69 295.3 ニューヨーク[2017] 昭文社

70 295.5 わたしのイスパニア語の旅 市川慎一‖著 彩流社

71 297.1 オーストラリア 実業之日本社

72 297.6 ハワイ 実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 シンガポール
ケント・カルダー‖著 長谷川和弘
‖訳

中央公論新社

2 302.2 フィリピンを知るための64章 大野拓司‖編著 鈴木伸隆‖編著 明石書店

3 302.2 現代中国を知るための44章 藤野彰‖編著 曽根康雄‖編著 明石書店

4 302.2 北朝鮮入門 礒崎敦仁‖著 澤田克己‖著 東洋経済新報社

5 302.3 現代スペインの諸相 牛島万‖編著 坂東省次‖監修 明石書店

6 304 第45代アメリカ大統領誕生トランプ! 渡邉哲也‖著 ビジネス社

7 304 日本につけるクスリ 安部敏樹‖[著] 竹中平蔵‖[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

8 311.2 偽史の政治学 河野有理‖著 白水社

9 312.1 シルバー・デモクラシー（岩波新書 新赤版） 寺島実郎‖著 岩波書店

10 312.1 沖縄問題中公新書 高良倉吉‖編著 中央公論新社

11 312.2 独裁国家・北朝鮮の実像 坂井隆‖著 平岩俊司‖著 朝日新聞出版

12 312.3 欧州絶望の現場を歩く 木村正人‖著 ウェッジ

13 312.5 タフな米国を取り戻せ ドナルド・トランプ‖著 岩下慶一
‖訳

筑摩書房

14 312.5 トランプ登場は日本の大チャンス 日高義樹‖著 PHP研究所

15 312.5 入門トランプ政権 杉田弘毅‖監修 共同通信社‖編集 共同通信社

16 312.9 スパイクマン地政学
ニコラス・スパイクマン‖著 渡邉
公太‖訳

芙蓉書房出版

17 312.9 図解世界史で学べ!地政学 茂木誠‖編著 祥伝社

18 313.7 政治の理論 稲葉振一郎‖著 中央公論新社

19 316.8 アラー世代 アフマド・マンスール‖著 高本教
之‖訳

晶文社

20 316.8 ルポ思想としての朝鮮籍 中村一成‖著 岩波書店

21 317 現代日本の官僚制 曽我謙悟‖著 東京大学出版会

22 317.9 現代アメリカのガン・ポリティクス 鵜浦裕‖著 東信堂

23 318.2 「じゃなかしゃば」新しい水俣 吉井正澄‖著 藤原書店

24 318.2 誰も書けなかった東京都政の真実 鈴木哲夫‖著 イースト・プレス

25 318.5 ソーシャルネットワーク時代の自治体広報 河井孝仁‖編著 ぎょうせい

26 318.6 中国山地過疎50年 中国新聞取材班‖編 未來社

27 318.9 脱・限界集落はスイスに学べ 川村匡由‖著 農山漁村文化協会

28 319 よくわかる世界の紛争2017 毎日新聞外信部‖編著 毎日新聞出版

29 319.1 アメリカ人が語るアメリカが隠しておきたい日本の歴史 マックス・フォン・シュラー‖著 ハート出版

30 319.1 北方領土の謎 名越健郎‖著 海竜社

31 319.3 「文明の衝突」はなぜ起きたのか 薬師院仁志‖著 晶文社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 319.8 反核の闘士ヴァヌヌと私のイスラエル体験記 ガリコ美恵子‖著 論創社

33 320.7 法を学ぶ人のための文章作法 井田良‖著 佐渡島紗織‖著 有斐閣

34 323.1 天皇「生前退位」の真実（幻冬舎新書） 高森明勅‖著 幻冬舎

35 323.1 日本人が知っておくべき「日本国憲法」の話 KAZUYA‖著 ベストセラーズ

36 324.6 最新離婚の準備・手続き・進め方のすべて 岡野あつこ‖著柳田康男‖監修 日本文芸社

37 324.7 よくわかる!相続への対応 辻中修‖著 三恵社

38 324.7 わかる!相続法改正 日本司法書士会連合会‖編 中央経済社

39 324.7 人生100年時代シニアの賢い生き方 治田秀夫‖著 ごま書房新社

40 324.8 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる賃貸トラブル解決マニュアル 千葉博‖監修 三修社

41 327.1 司法試験に受かったら 伊藤建‖編集代表 國富さとみ‖編
集代表

現代人文社

42 327.6 逮捕されたらこうなります! Satoki‖著坂根真也‖法律監修 自由国民社

43 329 国際法で世界がわかる 森川幸一‖編森肇志‖編 岩波書店

44 331.1 ミクロ動機とマクロ行動
トーマス・シェリング‖著村井章
子‖訳

勁草書房

45 332.1 バブルと生きた男 植村修一‖著 日本経済新聞出版社

46 332.1 日経キーワード2017-2018 日経HR編集部‖編著 日経HR

47 332.1 日本と中国経済（ちくま新書） 梶谷懐‖著 筑摩書房

48 332.1 日本型新自由主義とは何か 菊池信輝‖著 岩波書店

49 332.1 日本経済史 沢井実‖著 谷本雅之‖著 有斐閣

50 332.5 ザ・トランポノミクス 安達誠司‖著 朝日新聞出版

51 332.9 国際化時代の地域経済学 岡田知弘‖著 川瀬光義‖著 有斐閣

52 332.9 知識と文化の経済地理学 松原宏‖編著 古今書院

53 333.6 この1冊でわかる世界経済の新常識2017 熊谷亮丸‖監修 大和総研‖編著 日経BP社

54 335 朝晩30分好きなことで起業する 新井一‖著 大和書房

55 335.1 再起動 リブート 斉藤徹‖著 ダイヤモンド社

56 335.1 松下幸之助はなぜ成功したのか 江口克彦‖著 東洋経済新報社

57 335.1 鈴木敏文 孤高 日経ビジネス‖編 日経BP社

58 335.2 起業家のように考える。 田原総一朗‖著 山田進太郎‖[ほ
か述]

プレジデント社

59 335.3 創業者一族の経営とコーポレート・ガバナンス 今村明代‖著 中央経済社

60 335.4 名経営者との対話 牛島信‖著 日経BP社

61 335.5 独占禁止法（岩波新書 新赤版） 村上政博‖著 岩波書店

62 336 AIが同僚 日経トップリーダー‖編 日経ビッ
グデータ‖編

日経BP社

63 336 企業を守るネット炎上対応の実務 清水陽平‖著 学陽書房

64 336.1 ゼロからの経営戦略 沼上幹‖著 ミネルヴァ書房

65 336.1 とらわれない発想法 前刀禎明‖著 日本実業出版社

66 336.1 もしも社長がセキュリティ対策を聞いてきたら入門編 蔵本雄一‖著 日経コミュニケー
ション‖編

日経BP社

67 336.3 できる人が絶対やらない部下の動かし方 武田和久‖著 日本実業出版社

68 336.3 リーダーは前任者を否定せよ 藤森義明‖著 日本経済新聞出版社

69 336.3 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

70 336.3 女性リーダー4.0 坂東眞理子‖著 毎日新聞出版

71 336.4 小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門 山崎俊輔‖著 ダイヤモンド社

72 336.4 中小企業の「人事・賃金制度」はじめに読む本 堀之内克彦‖著 すばる舎

73 336.4 超解仕事の基本とマナーで面白いほど評価が上がる本 井手奈津子‖著 澤野弘‖監修 あさ出版

74 336.4 頭のいい人の話し方 増田剛己‖著 ぱる出版

75 336.4 労務インデックス 渡邊岳‖編著 税務研究会出版局

76 336.5 RPA革命の衝撃 大角暢之‖著 佐々木俊尚‖監修 東洋経済新報社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 336.5 ひと目でわかるSharePoint Server 2016 平野愛‖著 日経BP社

78 336.8 経営監査へのアプローチ PwCあらた有限責任監査法人‖編 清文社

79 336.9 図解でスッキリ 外貨建取引の会計入門 新日本有限責任監査法人‖編 中央経済社

80 337.2 日本貨幣カタログ2017 日本貨幣商協同組合‖編集 日本貨幣商協同組合

81 338 ブロックチェーン革命 野口悠紀雄‖著 日本経済新聞出版社

82 338.9 本当にわかる為替相場 尾河眞樹‖著 日本実業出版社

83 339.2 3日でわかる<保険>業界2018年度版 日経HR編集部‖編著 日経HR

84 344.1 明治前期予算制度史 長山貴之‖著 丸善プラネット

85 345.1 国税局査察部24時（講談社現代新書） 上田二郎‖著 講談社

86 345.5 相続税相談所 平田久美子‖著 中央経済社

87 345.7 消費税の実務と申告平成29年版 和氣光‖編著 小林幸夫‖[ほか]著 大蔵財務協会

88 361.4 「内向型の自分を変えたい」と思ったら読む本 渡瀬謙‖著 大和出版

89 361.4 知識ゼロからの謝り方入門 山口明雄‖著 幻冬舎

90 361.7 「つくる生活」がおもしろい 牧野篤‖著 さくら舎

91 361.9 質的調査の方法 工藤保則‖編 寺岡伸悟‖編 法律文化社

92 361.9 社会調査 原純輔‖著 左右社

93 364 共生保障（岩波新書 新赤版） 宮本太郎‖著 岩波書店

94 364 経済学で考える社会保障制度 安岡匡也‖著 中央経済社

95 364.3 「定年」前後の手続きと生活プラン2017 日本実業出版社

96 365.3 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋大輔‖監修 建築資料研究社

97 366.1 新しい労働者派遣法の解説 中野麻美‖編 派遣労働ネットワー
ク‖編

旬報社

98 366.2 ディスレクシアでも活躍できる 藤堂栄子‖編著 エッジ‖著 ぶどう社

99 366.2 障がい者の就活ガイド 紺野大輝‖著 左右社

100 367.7 老後はひとり暮らしが幸せ続 辻川覚志‖著 水曜社

101 367.9 同性パートナーシップ制度 棚村政行‖編著 中川重徳‖編著 日本加除出版

102 368.6 マンガでわかる!高齢者詐欺対策マニュアル 西田公昭‖著 山本あり‖漫画
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

103 368.8 ドラッグと分断社会アメリカ カール・ハート‖著 寺町朋子‖訳 早川書房

104 369.2 チームで支える高次脳機能障害のある人の地域生活 阿部順子‖編著 蒲澤秀洋‖監修 中央法規出版

105 369.2 私と介護 島田洋七‖著 春やすこ‖著 新日本出版社

106 369.2 生活保護の受け方がわかる本 神田将‖監修 法律知識普及会‖企
画・執筆

自由国民社

107 369.2 相模原障害者殺傷事件 立岩真也‖著 杉田俊介‖著 青土社

108 369.2 知っていますか?障害者の権利一問一答 DPI日本会議‖編 解放出版社

109 369.3 震度7の生存確率 仲西宏之‖著 佐藤和彦‖著 幻冬舎

110 376.1 幼稚園・保育所・家庭で楽しくうたあそび123 河北邦子‖編著 坂本久美子‖編著 ミネルヴァ書房

111 376.8 スラスラ書ける「志望理由書・小論文」の超キホン講座 石橋知也‖著 エール出版社

112 376.8 予備校図鑑2017 予備校図鑑制作委員会‖制作 コスモス

113 377.9 伝説の応援団CHRONICLE 加藤明典‖編 出版ワークス

114 379.9 「心の基地」はおかあさん 平井 信義‖著 新紀元社

115 379.9 いい親よりも大切なこと 小竹めぐみ‖著 小笠原舞‖著 新潮社

116 379.9 小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」 中根克明‖著 すばる舎

117 382.1 大江戸の色彩 城一夫‖著 青幻舎

118 383.8 カリスマフード 畑中三応子‖著 春秋社

119 383.8 サラダの歴史
ジュディス・ウェインラウブ‖著
田口未和‖訳

原書房

120 383.8 パスタと麵の歴史 カンタ・シェルク‖著 龍和子‖訳 原書房

121 383.8 日本の美しい食卓歳時記 JTAAジャパンテーブルアーチスト
協会‖著

誠文堂新光社

‐6 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

122 336.4 女性のビジネスマナーパーフェクトブック 松本昌子‖監修 ナツメ社

123 336.4 超一流の小さな気配り 三上ナナエ‖著 PHP研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.8 天才たちのつくった単位の世界 高橋典嗣‖監修 綜合図書

2 404 科学のあらゆる疑問に答えます ミック・オヘア‖編 水谷淳‖訳 SBクリエイティブ

3 410 数学魔術師ベンジャミンの教室レベル1 アーサー・ベンジャミン‖[著]熊
谷玲美‖訳

岩波書店

4 410.4 スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原厚吉‖著 誠文堂新光社

5 410.4 マスメディアの中の数学 馬場博史‖著 関西学院大学出版会

6 410.7 数字に強くなる理系脳スキルアップドリル 護田紀夫‖著 楓書店

7 411.7 ガロア理論「超」入門 小林吹代‖著 技術評論社

8 420.2 天才たちのつくった物理学の世界 綜合図書

9 420.2 物理 トム・ジャクソン‖著新田英雄‖
監訳

丸善出版

10 421.5 はじめての物理数学 永野裕之‖著 SBクリエイティブ

11 429.6 素粒子のすべて ニュートンプレス

12 431.1 元素紀行 森弘之‖著 オーム社

13 440 宇宙はなぜ「暗い」のか? 津村耕司‖著 ベレ出版

14 442 星空の教科書 早水勉‖著 技術評論社

15 449.3 日本美人の七十二候 山下景子‖著
PHPエディターズ・グ
ループ

16 450 図解世界自然遺産で見る地球46億年 目代邦康‖監修 実務教育出版

17 452 海のミュージアム ルイス・ブラックウェル‖著千葉
啓恵‖訳

創元社

18 454.9 日本列島100万年史（ブルーバックス） 山崎晴雄‖著久保純子‖著 講談社

19 454.9 年代で見る日本の地質と地形 高木秀雄‖著 誠文堂新光社

20 455.8 ウェゲナーの大陸移動説は仮説実験の勝利 西村寿雄‖著 文芸社

21 458 岩石薄片図鑑 青木正博‖著 誠文堂新光社

22 460 生物の「安定」と「不安定」 浅島誠‖著 NHK出版

23 467.5 生物進化とはなにか? 伊勢武史‖著 ベレ出版

24 467.5 入門!進化生物学（中公新書） 小原嘉明‖著 中央公論新社

25 475 コケの生物学
北川尚史‖著 しだとこけ談話会‖
編集

研成社

26 479.5 クリの木と縄文人 鈴木三男‖著 同成社

27 479.7 ウメハンドブック 大坪孝之‖著亀田龍吉‖写真 文一総合出版

28 480.7 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡昌江‖著 ぺりかん社

29 488 庭の小鳥 中西貴美子‖写真・文 淡交社

30 489 フィールドで出会う哺乳動物観察ガイド 山口喜盛‖著 誠文堂新光社

31 489.9 温泉ザル 和田一雄‖著 彩流社

32 491.1 毛の人類史 カート・ステン‖著藤井美佐子‖
訳

太田出版

33 491.3 いつも結果がついてくる人は「脳の片づけ」がうまい! 米山公啓‖著 青春出版社

34 491.3 脳はなぜ都合よく記憶するのか ジュリア・ショウ‖著服部由美‖
訳

講談社

35 491.3 脳を最適化すれば能力は2倍になる 樺沢紫苑‖著 文響社

36 492.3 薬のやめどき 長尾和宏‖著 ブックマン社

37 493.2 下肢静脈瘤自分で治す!防ぐ! 阿部吉伸‖著 あさ出版

38 493.2 血管が老けないのはどっち? 池谷敏郎‖著 主婦の友社

39 493.4 キラーストレス（NHK出版新書） NHKスペシャル取材班‖著 NHK出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 493.4 肝炎のすべてがわかる本 泉並木‖監修 講談社

41 493.6 つらい肩のこりと痛みがみるみるとれる 筒井廣明‖著山口光國‖著 技術評論社

42 493.7 不安でたまらない人たちへ
ジェフリー・M.シュウォーツ‖著
吉田利子‖訳

草思社

43 493.7 忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアーズ‖著長澤あ
かね‖訳

扶桑社

44 493.9 こどものがんと治療 細野亜古‖編著 メディカ出版

45 494.6 自力で治す!脊柱管狭窄症 酒井慎太郎‖著 PHP研究所

46 494.7 知りたいことがよく分かる整形外科Q&Aハンドブック 井尻慎一郎‖著 創元社

47 494.7 変形性関節症 伊藤宣‖著石島旨章‖著 ミネルヴァ書房

48 494.9 前立腺肥大症をスッキリ治す本 持田蔵‖著 マキノ出版

49 495 女性の不調をなくす東洋医学式カラダとココロの整え方 鈴木知世‖著 河出書房新社

50 495.4 最先端治療乳がん 国立がん研究センター中央病院乳
腺・腫瘍内科

法研

51 496.3 本当は怖いドライアイ 平松類‖著蒲山順吉‖監修 時事通信出版局

52 497.9 歯みがき100年物語 ライオン歯科衛生研究所‖編 ダイヤモンド社

53 498.1 看護婦の歴史 山下麻衣‖著 吉川弘文館

54 498.3 「好きなこと」で、脳はよみがえる 瀧靖之‖著 大和書房

55 498.3 60歳からの筋力づくり体にホントにいいのはどっち? 周東寛‖著 コスモ21

56 498.3 ヨガが丸ごとわかる本 Yogini編集部‖編 枻出版社

57 498.3 医師が教える幸せな人がやめている36の習慣 西多昌規‖著 大和書房

58 498.3 心と体が変わる姿勢のつくりかた 碓田拓磨‖著 洋泉社

59 498.5 カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの? ANDY BRUNNING‖[著]高橋秀依‖訳 化学同人

60 498.5 野菜別からだに効く作りおき薬膳 武鈴子‖監修 家の光協会

61 498.6 感染源 ソニア・シャー‖著上原ゆうこ‖
訳

原書房

62 498.8 「うつ」からの職場復帰のポイント 吉野聡‖著宇佐見和哉‖著 秀和システム

63 498.8 巨大地震その時あなたを救うのは?市民トリアージ 安田清‖[著] 静岡新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 カーボンナノチューブのすべて 新エネルギー・産業技術総合開発
機構‖編

日刊工業新聞社

2 502.1 現代の名工50周年記念誌 厚生労働省

3 504 世界を変える7つの次世代テクノロジー 洋泉社

4 507 「軍事研究」の戦後史 杉山滋郎‖著 ミネルヴァ書房

5 507.2 レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い? 新井信昭‖著 新潮社

6 507.9 タミヤRCパーフェクトガイド2017 学研プラス

7 509 工場見学がファンをつくる 中嶋康博‖著 氏家清和‖著 日本経済新聞出版社

8 515.0 日本の橋 五十畑弘‖著 ミネルヴァ書房

9 519 環境・CSRキーワード事典 日経エコロジー‖編 日経BP社

10 520.2 建築史とは何か? アンドリュー・リーチ‖著 横手義
洋‖訳

中央公論美術出版

11 520.4 建築を気持ちで考える 堀部安嗣‖著 TOTO出版

12 521.8 日本の山城100名城 かみゆ歴史編集部‖編 中井均‖選
定監修

洋泉社

13 521.8 日本城郭史 齋藤慎一‖著 向井一雄‖著 吉川弘文館

14 523.1 日本の最も美しい教会 八木谷涼子‖文 鈴木元彦‖写真 エクスナレッジ

15 523.1 日本の不思議な建物101 加藤純‖文 傍島利浩‖写真 エクスナレッジ

16 526.1 世界の美しい教会 PIE BOOKS‖編著
パイインターナショナ
ル

17 526.4 南極建築1957-2016 LIXIL出版

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 527.1 「家づくりにかかるお金」のすべてがわかる本 主婦の友社‖編 主婦の友社

19 527.1 MY HOME100選VOL.18 扶桑社

20 528.2 薪ストーブデビュー 沐日社

21 531.2 若い技術者のための機械・金属材料 矢島悦次郎‖共著 市川理衛‖共著 丸善出版

22 533.3 小型貫流ボイラのトラブル対策 小山富士雄‖監修 芦ケ原治之‖著 日刊工業新聞社

23 533.4 古今東西エンジン図鑑 鈴木孝‖著 グランプリ出版

24 535.2 10大時計ブランド全モデル原寸図鑑2017 学研プラス

25 537 間違いだらけのクルマ選び2017年版 島下泰久‖著 草思社

26 537.9 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド2017 JAFメディアワークス

27 538.9 デジタルアポロ デビッド・ミンデル‖著 岩澤あり
あ‖訳

東京電機大学出版局

28 539.0 ドイツの脱原発がよくわかる本 川口マーン惠美‖著 草思社

29 539.6 放射線安全基準の最新科学 放射線の正しい知識を普及する会
‖著

勉誠出版

30 541.1 文系でもわかる電気回路 山下明‖著 翔泳社

31 546.5 国鉄201・203・205・207系電車の軌跡 福原俊一‖著 イカロス出版

32 547.4 Drupal 8スタートブック ANNAI株式会社‖著 インプレス

33 547.4 OpenStack徹底活用テクニックガイド 澤橋松王‖著
シーアンドアール研
究所

34 547.4 情報通信ネットワークの基礎 宇野新太郎‖著 森北出版

35 547.4 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

36 547.4 世界でいちばん簡単なネットワークのe本 金城俊哉‖著 秀和システム

37 548.2 プレ・シンギュラリティ 齊藤元章‖著 PHP研究所

38 548.3 ロボットの歴史を作ったロボット100 アナ・マトロニック‖著 片山美佳子
‖訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

39 550 これ一冊で船舶工学入門 商船高専キャリア教育研究会‖編 海文堂出版

40 556.9 伝承戦艦大和下 原勝洋‖編 潮書房光人社

41 559.0 武器輸出と日本企業（角川新書） 望月衣塑子‖[著] KADOKAWA

42 566.6 これだけ!溶接 野原英孝‖著 秀和システム

43 571.2 入門粒子・粉体工学 椿淳一郎‖著 鈴木道隆‖著 日刊工業新聞社

44 586 繊維の科学 日本繊維技術士センター‖編 日刊工業新聞社

45 588.5 ビジネスパーソンのための一目おかれる酒選び 江口まゆみ‖著 平凡社

46 588.5 ベルギービールの向こう側 滝沢健二‖著 ワイン王国

47 588.5 世界のシードル図鑑 ピート・ブラウン‖著 ビル・ブラッ
ドショー‖著 原書房

48 588.9 未開封の包装史 林健男‖著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

49 589.2 おしゃれのちから 石田純子‖監修 主婦の友社

50 589.2 香菜子さんの服えらび。 香菜子‖著 主婦と生活社

51 589.7 あなたに教えたい!5分でわかる44の文房具トリビア セブンデイズウォー

52 590 家事を手放してシンプルに暮らす Aki‖著 ワニブックス

53 590.4 私のごひいき 高峰秀子‖著 河出書房新社

54 591 いま、働く女子がやっておくべきお金のこと 中村芳子‖著 青春出版社

55 591 教科書にないお金の増やし方・守り方 大江英樹‖著 大和書房

56 592.7 簡単!住まいのDIYマニュアル 壁塗り<珪藻土・漆喰> スタジオタッククリエ
イティブ

57 593.3 人生を美しく生きる女は、服の下から美しい
キャスリン・ケンプ-グリフィン‖
著 坂東智子‖[訳]

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

58 594 ハンドメイドイベント出展ガイドブック ブティック社

59 594 四季を愉しむちりめん細工とつるし飾り 矢島佳津美‖監修 ナツメ社

60 594 手作りアクセサリー 貴和製作所‖監修 repicbook

61 594.2 フランス刺繡と図案150 戸塚薫‖著 啓佑社

62 594.3 かぎ針編みの雪モチーフ ケイトリン・セイニオ‖著 石黒陽子
‖訳 ブティック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 594.9 マニキュアで作るフラワーアクセサリー ブティック社

64 594.9 マニッシュなキルト 小関鈴子‖著 グラフィック社

65 595.4 きものネイル見本帖 仲宗根幸子‖監修 河出書房新社

66 595.4 見た目の9割は髪で決まる 稲垣俊彦‖著 幻冬舎

67 595.4 美髪のルール 寺村優太‖[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

68 596 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木暢顕‖著 小学館

69 596 ゆる糖質オフダイエットレシピ 大庭英子‖監修 朝日新聞出版‖編
著

朝日新聞出版

70 596 簡単なのに本格!絶品つくりおき 伊藤茜‖著 すばる舎

71 596 今日も食べたいごはん 飯島奈美‖著 ぴあ

72 596 今夜も終電ごはん 梅津有希子‖文 高谷亜由‖料理 幻冬舎

73 596 食のアトリエ 井口千里‖著 学芸みらい社

74 596 日本酒がおいしい人気店のおうちつまみ 家の光協会

75 596 彼とごはん 松田美智子‖著 世界文化社

76 596.2 英語でレッスン!外国人に教える和食の基本 秋山亜裕子‖著 IBCパブリッシング

77 596.2 和食調味料バイリンガルガイド 松田美智子‖監修 鍋島徳恭‖写真 小学館

78 596.3 鹿肉を楽しむ 林真理‖著 吉村美紀‖監修 丸善プラネット

79 596.3 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

80 596.3 暮らし上手の肉料理 枻出版社

81 596.4 毎日ラクするつくりおき弁当 tami‖[ほか著] 学研プラス

82 596.6 あたらしいパウンドケーキ 内田真美‖[ほか]著 家の光協会

83 596.6 おかしなパン 池田浩明‖著 山本ゆりこ‖著 誠文堂新光社

84 596.6 ニッポン全国懐かしのご当地パン図鑑 オークラ出版

85 596.6 焼くだけ&ちょっと塗るだけNaked Cake 小菅陽子‖著 小学館

86 596.6 日本まんじゅう紀行 弟子吉治郎‖著 青弓社

87 596.6 本当においしい生地の教科書 椎名眞知子‖著 世界文化社

88 596.7 紅茶バイブル 山田栄‖監修 ナツメ社

89 596.8 「食べ方」を美しく整える 小倉朋子‖著 実務教育出版

90 596.9 うつわの教科書 枻出版社

91 596.9 家仕事の達人15人の素敵なキッチン リンネル編集部‖著 宝島社

92 597 簡単でカッコいい!壁面収納とインテリア 主婦と生活社

93 597.5 モノを探さない部屋づくり 内山ミエ‖著 池田書店

94 597.5 今日からだれでも片づけ上手。 原田さよ‖著 SBクリエイティブ

95 599 ママたちが非常事態!? NHKスペシャル取材班‖著 ポプラ社

96 599 寝顔に「ごめんね」言いたくない! 三浦りさ‖著 ポット出版プラス

97 599 孫育て一年生 棒田明子‖監修 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 611.3 都市のフードデザート問題 岩間信之‖編著 農林統計協会

2 611.6 事業性評価に結びつく農業法人経営の見方 マネジメントパートナーズ‖監修
酒井篤司‖著

ビジネス教育出版社

3 615.7 日本農業再生論 木村秋則‖著 高野誠鮮‖著 講談社

4 626.9 ドクター古藤の家庭菜園診療所 古藤俊二‖著 農山漁村文化協会

5 627.5 クリスマスローズ 野々口稔‖著 NHK出版

6 627.5 コチョウラン 富山昌克‖著 NHK出版

600 産業 

‐10 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

7 627.7 バラ 鈴木満男‖著 NHK出版

8 627.7 多肉植物とサボテンで楽しむジオラマアレンジ サボテンミサイル‖著 河出書房新社

9 627.9 言葉を伝える花束
リー・オーキーズ‖著 リサ・マク
ギネス‖著

徳間書店

10 645.4 羊飼いの暮らし ジェイムズ・リーバンクス‖著 濱
野大道‖訳

早川書房

11 645.6 柴犬のひみつ 長島孝行‖監修 福山貴昭‖監修 山と溪谷社

12 645.7 ネコリパブリック式楽しい猫助け 河瀬麻花‖著 河出書房新社

13 646.8 インコ&オウムの困ったお悩み解決帖 柴田祐未子‖著 大泉書店

14 652.3 グリム童話と森 森涼子‖著 築地書館

15 670.9 営業・企画担当者のための英文契約・交渉入門 小澤薫‖著 同文舘出版

16 673.8 働く力を君に 鈴木敏文‖著 講談社

17 673.8 百貨店とは 飛田健彦‖著 国書刊行会

18 673.9 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

19 673.9 フードコーディネーター教本2017
日本フードコーディネーター協会
‖著

柴田書店

20 673.9 フードサービス用語辞典 井上恵次‖著 柴田書店

21 673.9 困った!どうする?店長2万人のクレーム解決術 外食相談研究会‖著 日経BP社

22 673.9 借金回収リーマン日記 三條慶八‖著
リンダパブリッシャー
ズ

23 673.9 出前・宅配・デリバリーで売上げ・利益を伸ばす法 牧泰嗣‖著 同文舘出版

24 673.9 図解実家の「空き家問題」をズバリ解決する本 牧野知弘‖著 PHP研究所

25 673.9 不動産投資家なら必ず体験する!本当にあった怖い話 加藤隆‖著 ぱる出版

26 674 ネーミング全史 岩永嘉弘‖著 日本経済新聞出版社

27 674.5 プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだてゆめこ‖著 日貿出版社

28 674.6 共感PR 上岡正明‖著 朝日新聞出版

29 674.6 届くCM、届かないCM 横山隆治‖著 大橋聡史‖著 翔泳社

30 675 ストーリーマッピングをはじめよう ドナ・リチョウ‖著 高崎拓哉‖訳 ビー・エヌ・エヌ新社

31 675 デザイン×ビジネス 南雲治嘉‖[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

32 675.3 ヒット商品を生み出す最良最短の方法 浜畠太‖著 こう書房

33 675.4 物流センターの改善の進め方がよ〜くわかる本 秋川健次郎‖著 大江賢治‖著 秀和システム

34 681.3 日本飛び出しくん図鑑 関将‖著 辰巳出版

35 686.2 歌テツほのぼの紀行 松尾定行‖著 彩流社

36 689 ここからはじめる観光学 大橋昭一‖編 山田良治‖編 ナカニシヤ出版

37 689 数字でみる観光2016年度版 日本観光振興協会‖編 日本観光振興協会

38 689.5 子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド2017-2018 講談社

39 689.5 東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック2017 ディズニーファン編集部‖編 講談社

40 689.8 サービス産業 労働生産性の革新 内藤耕‖著 旅行新聞新社

41 694.6 できるゼロからはじめるAndroidスマートフォン超入門 法林岳之‖著 清水理史‖著 インプレス

42 699.6 暴走司会者 田原総一朗‖著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 美術解剖学レッスン1 原島広至‖著 青幻舎

2 701.5 立体像で理解する美術解剖 阿久津裕彦‖著 小野結貴花‖造形 技術評論社

3 702.1 興福寺の寺宝と畠中光享 多川俊映‖監修 畠中光享‖画 青幻舎

4 702.3 図説ベル・エポック
フロラン・フェルス‖著 藤田尊潮
‖訳

八坂書房

5 702.3 西洋美術の歴史2 小佐野重利‖編集委員 小池寿子‖
編集委員

中央公論新社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 706 『砂』と心 船本恵太‖著 秀和システム

7 706.7 サザビーズで朝食を フィリップ・フック‖著 中山ゆか
り‖訳

フィルムアート社

8 709 「世界遺産」20年の旅 高城千昭‖著 河出書房新社

9 709 TBS世界遺産ベスト101 JTBパブリッシング

10 709 世界遺産年報2017 日本ユネスコ協会連盟‖編 講談社

11 709.1 復興キュレーション 加藤幸治‖著 社会評論社

12 721.4 伊藤若冲製動植綵絵研究 赤須孝之‖著 誠文堂新光社

13 721.8 かわいい浮世絵 日野原健司‖著 太田記念美術館‖
監修

東京美術

14 721.8 葛飾北斎 葛飾北斎‖[画] 河出書房新社

15 721.8 浮世絵にみる江戸美人のよそおい 村田孝子‖著 ポーラ文化研究所‖
編

ポーラ・オルビスホー
ルディングスポーラ文

16 723 芸術家の愛した家 池上英洋‖[著] エクスナレッジ

17 723.3 フランス美術風景紀行 ひろしま美術館‖編著 青幻舎

18 723.3 マティスとルオー友情の手紙
アンリ・マティス‖[著] ジョル
ジュ・ルオー‖[著]

みすず書房

19 724.1 墨彩で描く小さな花の図案帖 中津宜子‖著 誠文堂新光社

20 724.4 自分時間を楽しむ花の細密画 藤井紀子‖著 日貿出版社

21 725 どうぶつの描き方100 リー・J.エイムズ‖[著] マレー・
ザック‖[著]

グラフィック社

22 725.4 店頭で使えるチョークアートとタイポグラフィの描き方 PIE BOOKS‖編著
パイインターナショナ
ル

23 726.1 『ガラスの仮面』の舞台裏 美内すずえ‖著 中央公論新社

24 726.1 回想私の手塚治虫 峯島正行‖著 山川出版社

25 726.5 イラストでわかる麗しのドレス図鑑 花園あずき‖著徳井淑子‖監修 マール社

26 726.9 12か月を彩る切り絵のある暮らし すがみほこ‖著 日東書院本社

27 727 パッと目を引く!タイトルまわりのデザイン表現 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

28 727 やってはいけないデザイン 平本久美子‖著 翔泳社

29 728.2 ただいるだけで 相田みつを‖著 PHP研究所

30 728.5 国芳も春画も読めるわかる はじめてのくずし字教室 角田恵理子‖著 講談社

31 728.5 小倉百人一首 奥江晴紀‖著 勉誠出版

32 739 刻字のテキスト 日本刻字協会‖編 芸術新聞社

33 746 デジタル一眼構図テクニック事典101+ 上田晃司‖著岡本洋子‖著 インプレス

34 746 デジタル一眼撮影テクニック事典101+ 上田晃司‖著 インプレス

35 748 産業人魂2 海田悠‖著 文藝春秋企画出版部

36 748 朝日新聞報道写真集2017 朝日新聞社‖編 朝日新聞出版

37 750.2 暮らしをつくる
甲斐かおり‖取材・文 庄司直人‖
写真

技術評論社

38 751 金繕いの本 白鳥由加利‖著 原一菜‖監修 グラフィス

39 751 人気陶芸作家の凄技ファイル 陶工房編集部‖編 誠文堂新光社

40 754.9 十二支とかわいい動物たち 新宮文明‖監修 滋慶出版/つちや書店

41 755.5 はじめてのミシンレザークラフト
スタジオタッククリエ
イティブ

42 759 万華鏡、故郷(スコットランド)へ帰る 大熊進一‖著 さわらび舎

43 760.4 柴田南雄 音楽会の手帖 柴田南雄‖著
アルテスパブリッシン
グ

44 760.8 クラシックの秘宝 許光俊‖著 青弓社

45 760.9 ザ・ビートルズ・サウンドを創った男
ジョージ・マーティン‖著 吉成伸
幸‖訳

河出書房新社

46 760.9 音楽で一生食っていきたい人のための本 石田ごうき‖著 リットーミュージック

47 761.8 ゼロからの作曲入門 四月朔日義昭‖著
ヤマハミュージックメ
ディア

48 763.5 ビバップから学ぶジャズ・ギター[2017] 堀川大介‖編著 自由現代社(発売)

49 764.7 マイルス・デイヴィス ビッチェズ・ブリュー
ジョージ・グレラ・ジュニア‖著
川嶋文丸‖訳

スモール出版

50 764.7 名曲・名盤のブルーノート物語 行方均‖編著 学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 766.1 ヴェルディのプリマ・ドンナたち 小畑恒夫‖著 水曜社

52 766.1 日めくり「オペラ」366日事典 新井巌‖著 言視舎

53 767.7 たのしいこどものうた600選[2016] 自由現代社編集部‖編著 自由現代社(発売)

54 767.8 デヴィッド・ボウイ ユリシーズ‖編 河出書房新社

55 767.8 デヴィッド・ボウイ-気高きアーティストの軌跡 ウェンディ・リー‖著 江上泉‖訳
ヤマハミュージックメ
ディア

56 767.8 ラップ・イヤー・ブック シェイ・セラーノ‖著 アルトゥー
ロ・トレス‖イラスト

DU BOOKS

57 767.8 私たちが熱狂した90年代ジャパニーズヒップホップ リアルサウンド編集部‖編 辰巳出版

58 767.8 不滅の昭和歌謡 塩澤実信‖著 北辰堂出版

59 770.6 ジャニーズの正体 太田省一‖著 双葉社

60 772.1 人生の終いじたく まさかの、延長戦!? 中村メイコ‖著 青春出版社

61 773.4 能面の見かた 小林真理‖編著 宇高通成‖監修 誠文堂新光社

62 773.9 野村万蔵の狂言へござれ 野村万蔵‖著 淡交社

63 774.0 かぶき手帖2017年版
日本俳優協会‖編集 松竹株式会社
‖編集

日本俳優協会

64 774 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

65 774 歌舞伎に行こう! 船曳建夫‖著 海竜社

66 774.2 八代目市川團十郎 木村涼‖著 吉川弘文館

67 778.2 アメリカ映画とキリスト教 木谷佳楠‖著 キリスト新聞社

68 778.2 シン・ゴジラ論 藤田直哉‖著 作品社

69 778.2 ハワード・ホークス映画読本 山田宏一‖著 国書刊行会

70 778.2 実相寺昭雄才気の伽藍 樋口尚文‖著
アルファベータブック
ス

71 778.8 おんな城主直虎前編 NHK出版

72 779.1 初代桂文治ばなし 桂文我‖著 青蛙房

73 779.1 落語と歩く（岩波新書 新赤版） 田中敦‖著 岩波書店

74 780.1 スポーツボランティア読本 二宮雅也‖著 悠光堂

75 781.4 ザ・ベストストレッチ 中野ジェームズ修一‖著 大和書房

76 781.4 ストレッチの科学 長畑芳仁‖監修 洋泉社

77 782 ゼロベースランニング 高岡尚司‖著 実業之日本社

78 782 ランニングと栄養の科学 齊藤太郎‖著 新星出版社

79 782.0 日本陸上競技選手権100回記念MEMORIAL BOOK 日本陸上競技連盟

80 782.3 図解箱根駅伝 野神明人‖著 新紀元社

81 783.1 バスケットボールの科学チーム戦術編 倉石平‖監修田渡優‖監修 洋泉社

82 783.7 「最高のチーム」の作り方 栗山英樹‖著 ベストセラーズ

83 783.7 スコアブックの余白 桃井恒和‖著 中央公論新社

84 783.7 広島カープがしぶとく愛される理由 片瀬京子‖著伊藤暢人‖著 日経BP社

85 783.7 最強の組織をつくる野村メソッド 野村克也‖著 彩図社

86 783.7 少年野球上達のツボ2-2
ベースボール・マガジ
ン社

87 783.7 神は背番号に宿る 佐々木健一‖著 新潮社

88 783.7 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

89 783.7 帝国日本と朝鮮野球 小野容照‖著 中央公論新社

90 783.8 一生ブレない身体のスイング 永井延宏‖著 日本文芸社

91 784.3 ニッポンのゲレンデ2017 実業之日本社

92 786 楽しい川遊び 伊藤匠‖監修 地球丸

93 786.1 岩と雪BEST SELECTION 池田常道‖編 山と溪谷社

94 786.1 再発!それでもわたしは山に登る 田部井淳子‖著 文藝春秋

95 786.1 山岳名著読書ノート（ヤマケイ新書） 布川欣一‖著 山と溪谷社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

96 788.1 相撲観戦入門2017 ベースボール・マガジ
ン社

97 788.1 大相撲力士名鑑平成29年度 「相撲」編集部‖編
ベースボール・マガジ
ン社

98 789.2 改革 井上康生‖著 ポプラ社

99 791.5 「千種」物語 竹内順一‖編岡佳子‖編 思文閣出版

100 791.7 はじめて茶会に招かれました。 淡交社編集局‖編田渕正敏‖イラス
ト 淡交社

101 795 星の囲碁学 金萬樹‖著洪敏和‖訳 東京創元社

102 795 布石のなかの定石 金成来‖著洪敏和‖訳 東京創元社

103 795 武宮の常識 武宮正樹‖著 マイナビ出版

104 795 名誉三冠小林光一 布石の神髄 小林光一‖著 NHK出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.9 手話を言語と言うのなら 森壮也‖編佐々木倫子‖編 ひつじ書房

2 809.2 会話がはずむ雑談力 齋藤孝‖著 ダイヤモンド社

3 809.2 会話力があがる大人のはきはき滑舌上達ドリル 花形一実‖著 メイツ出版

4 814 おいしさの表現辞典 川端晶子‖編淵上匠子‖編 東京堂出版

5 814 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口謠司‖著 ワニブックス

6 816 文章が変わる接続語の使い方 沖森卓也‖著 ベレ出版

7 818 新日本言語地図 大西拓一郎‖編 新井小枝子‖[ほ
か]著

朝倉書店

8 834 ジェイソン式英語トレーニング ジェイソン・D.ダニエルソン‖著 主婦と生活社

9 834 一気に英語力がグレードアップする100の英単語 パトリック・フォス‖著 酒巻バ
レット有里‖著

草思社

10 835 国際標準の英語検定で問われる英文法力初級レベル 日向清人‖著 秀和システム

11 835.2 英文ライティング「冠詞」自由自在 原田豊太郎‖著 日刊工業新聞社

12 837.5 英文読解術 行方昭夫‖著 DHC

13 837.8 海外からのお客様を英語で案内・応対するための表現集 カレイラ松崎順子‖著 明日香出版社

14 857.8 フランス語話す・聞くかんたん入門書 中田俊介‖著 池田書店

15 867.8 そのまま使えるスペイン語フレーズブック 村上陽子‖著 IBCパブリッシング

16 893.5 ニューエクスプレスバスク語 吉田浩美‖著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.3 実験する小説たち 木原善彦‖著 彩流社

2 909 子どもの本のよあけ 荒木田隆子‖著 福音館書店

3 909.3 ともに明日を見る窓 きどのりこ‖著 本の泉社

4 910.2 コバルト文庫で辿る少女小説変遷史 嵯峨景子‖著 彩流社

5 910.2 短篇で読み解く村上春樹 村上春樹を読み解く会‖著 神山睦
美‖監修

マガジンランド

6 910.2 津島佑子 河出書房新社

7 910.2 藤沢周平のこころ オール讀物‖責任編集 文藝春秋

8 910.2 批評の熱度 大井浩一‖著 勁草書房

9 910.2 文学とワイン 山内宏泰‖著 西川美和‖[ほか述] 青幻舎

10 910.2 漱石のこころ（岩波新書 新赤版） 赤木昭夫‖著 岩波書店

11 911.1 海の蠍 山下多恵子‖著 未知谷

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 911.1 天皇と和歌 鈴木健一‖著 講談社

13 911.1 万葉集 洋泉社

14 911.1 茂吉入門 秋葉四郎‖著 飯塚書店

15 911.3 俳句と暮らす（中公新書） 小川軽舟‖著 中央公論新社

16 911.3 俳句の海に潜る 中沢新一‖著 小澤實‖著 KADOKAWA

17 911.3 俳句の宙(そら)2016 本阿弥書店

18 911.5 茨木のり子の献立帖 茨木のり子‖著 平地勲‖写真 平凡社

19 912.3 謡曲を読もう 夕田謙二‖著 弦書房

20 912.4 平成山椒太夫 姜信子‖著 屋敷妙子‖絵 せりか書房

21 912.7 クドカンの流儀 井上美香‖著 言視舎

22 913.3 『源氏物語』「後朝の別れ」を読む 吉海直人‖著 笠間書院

23 913.3 源氏姉妹(しすたあず) 酒井順子‖著 新潮社

24 914.6 かぐや姫はいやな女 椎名誠‖著 新潮社

25 914.6 それでもこの世は悪くなかった（文春新書） 佐藤愛子‖著 文藝春秋

26 914.6 テロルとゴジラ 笠井潔‖著 作品社

27 914.6 ビジネスエリートの新論語（文春新書） 司馬遼太郎‖著 文藝春秋

28 914.6 ヒマ道楽 坪内稔典‖著 岩波書店

29 914.6 今日一日がちいさな一生 海原純子‖著 あさ出版

30 914.6 雑めく心 谷川晃一‖著 せりか書房

31 914.6 山猫珈琲上巻 湊かなえ‖著 双葉社

32 914.6 女たちが、なにか、おかしい 三砂ちづる‖著 ミシマ社

33 914.6 小泉信三エッセイ選2 小泉信三‖著 山内慶太‖[ほか]編 慶應義塾大学出版会

34 914.6 人生の踏絵 遠藤周作‖著 新潮社

35 914.6 対面的 大浦康介‖著 筑摩書房

36 914.6 悲しきオンナたちの口癖 犬山紙子‖著 ぶんか社

37 914.6 風待茶房2005-2015 松本隆‖著 立東舎

38 914.6 抱きしめられたい。 糸井重里‖著 ほぼ日

39 914.6 翻訳家の蔵書 大瀧啓裕‖著 東京創元社

40 914.6 野良猫を尊敬した日 穂村弘‖著 講談社

41 914.6 幼年の色、人生の色 長田弘‖[著] みすず書房

42 914.6 老いては夫を従え 柴門ふみ‖著 小学館

43 916 韓国ぐらしは万華鏡 本橋良子‖著 亜紀書房

44 916 私、入院しちゃいました 森尾果‖著 文芸社

45 916 自分が決める、自分で決める 素笑‖著 文芸社

46 918.6 堺屋太一著作集第4巻 堺屋太一‖著 東京書籍

47 918.6 谷崎潤一郎全集第8巻 谷崎潤一郎‖著 中央公論新社

48 923.7 鬼殺し 上・下 甘耀明‖著白水紀子‖訳 白水社

49 930.2 アウトサイダー フレデリック・フォーサイス‖著
黒原敏行‖訳

KADOKAWA

50 930.2 ブロンテ三姉妹の抽斗 デボラ・ラッツ‖著 松尾恭子‖訳 柏書房

51 933.7 J・G・バラード短編全集2
J.G.バラード‖著 柳下毅一郎‖監
修

東京創元社

52 933.7 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

53 933.7 キャッツ・アイ
マーガレット・アトウッド‖著 松
田雅子‖訳

開文社出版

54 933.7 さあ、見張りを立てよ ハーパー・リー‖著 上岡伸雄‖訳 早川書房

55 933.7 ダッハウの仕立て師
メアリー・チェンバレン‖著 川副
智子‖訳

早川書房

56 933.7 パット・ホビー物語 F.スコット.フィッツジェラルド‖
著 井伊順彦‖[ほか]訳

風濤社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 933.7 パフューム キャスリーン・テッサロ‖著 新井
ひろみ‖訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

58 933.7 王様のためのホログラム デイヴ・エガーズ‖著 吉田恭子‖
訳

早川書房

59 933.7 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

60 933.7 七王国の騎士 ジョージ・R.R.マーティン‖著 酒
井昭伸‖訳

早川書房

61 933.7 小説ライムライト チャールズ・チャップリン‖著 デ
イヴィッド・ロビンソン‖著

集英社

62 933.7 存在感のある人 アーサー・ミラー‖著 上岡伸雄‖
訳

早川書房

63 933.7 誰もがポオを読んでいた アメリア・レイノルズ・ロング‖
著 赤星美樹‖訳

論創社

64 933.7 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

65 936 テヘランでロリータを読む
アーザル・ナフィーシー‖著 市川
恵里‖訳

白水社

66 949.6 オスロ警察殺人捜査課特別班 サムエル・ビョルク‖[著] 中谷友
紀子‖訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

67 949.7 楽園の世捨て人
トーマス・リュダール‖著 木村由
利子‖訳

早川書房

68 949.9 メシュガー アイザック・B.シンガー‖著 大崎
ふみ子‖訳

吉夏社

69 950.2 失われた写本を求めて 小川直之‖著 翰林書房

70 953.6 美女と野獣
ガブリエル=シュザンヌ・ド・ヴィ
ルヌーヴ‖著 藤原真実‖訳

白水社

71 953.6 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

72 953.7 痕跡 エドゥアール・グリッサン‖著 中
村隆之‖訳

水声社

73 953.7 本を読むひと アリス・フェルネ‖著 デュランテ
クスト冽子‖訳

新潮社

74 963 ドン・キホーテ-人生の名言集 佐竹謙一‖編訳 誉田百合絵‖編訳 国書刊行会

75 963 ムッシュー・パン ロベルト・ボラーニョ‖著 松本健
二‖訳

白水社

76 963 深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ‖著 白川貴子‖訳 東京創元社

77 963 天使の恥部 マヌエル・プイグ‖著 安藤哲行‖
訳

白水社

78 970.2 タブッキをめぐる九つの断章 和田忠彦‖著 共和国

79 989.8 強制収容所のバイオリニスト ヘレナ・ドゥニチ-ニヴィンスカ‖
著 マリア・シェフチク‖記録

新日本出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 花を呑む あさのあつこ‖著 光文社

2 F 家康1 安部龍太郎‖著 幻冬舎

3 F 国語、数学、理科、漂流 青柳碧人‖著 文藝春秋

4 F 泥棒たちのレッドカーペット 赤川次郎‖[著] 徳間書店

5 F 三毛猫ホームズの証言台 赤川次郎‖著 光文社

6 F サイレンス 秋吉理香子‖著 文藝春秋

7 F 銀の猫 朝井まかて‖著 文藝春秋

8 F パンゲア5 朝香式‖著 新潮社

9 F 遠州浜松殺人奏曲 梓林太郎‖著 実業之日本社

10 F 万葉恋づくし 梓澤要‖著 新潮社

11 F ダブル・ミステリ 芦辺拓‖著 東京創元社

12 F 蝮の孫 天野純希‖著 幻冬舎

13 F 白村江 荒山徹‖著 PHP研究所

14 F 狩人の悪夢 有栖川有栖‖著 KADOKAWA

15 F お師匠さま、整いました! 泉ゆたか‖著 講談社

16 F 夏をなくした少年たち 生馬直樹‖著 新潮社

17 F 殺し屋、やってます。 石持浅海‖著 文藝春秋

18 F 青春の門 第8部 上・下 五木寛之‖著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 F 走狗 伊東潤‖著 中央公論新社

20 F 蝶結び 犬飼六岐‖著 KADOKAWA

21 F 我が名は、カモン 犬童一心‖著 河出書房新社

22 F 新天地 江波戸哲夫‖著 講談社

23 F 果てしなき追跡 逢坂剛‖著 中央公論新社

24 F 不時着する流星たち 小川洋子‖著 KADOKAWA

25 F 太郎とさくら 小野寺史宜‖著 ポプラ社

26 F 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山淳子‖著 小学館

27 F 七月に流れる花 恩田陸‖著 講談社

28 F 八月は冷たい城 恩田陸‖著 講談社

29 F 屋根をかける人 門井慶喜‖著 KADOKAWA

30 F クラウドガール 金原ひとみ‖著 朝日新聞出版

31 F 白い衝動 呉勝浩‖著 講談社

32 F 唐獅子株式会社 小林信彦‖著 フリースタイル

33 F サーベル警視庁 今野敏‖[著] 角川春樹事務所

34 F エクサスケールの少女 さかき漣‖著 徳間書店

35 F 毒盃 佐藤紅緑‖著 町田久次‖校訂解題 論創社

36 F 春に散る 上・下 沢木耕太郎‖著 朝日新聞出版

37 F キリカ 澤村伊智‖著 講談社

38 F やみ窓 篠たまき‖著 KADOKAWA

39 F さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき‖著 新潮社

40 F あの頃トン子と 城明‖著 講談社

41 F 駒姫 武内涼‖著 新潮社

42 F 美しい国への旅 田中慎弥‖著 集英社

43 F 無貌の神 恒川光太郎‖著 KADOKAWA

44 F 月のぶどう 寺地はるな‖著 ポプラ社

45 F 錯迷 堂場瞬一‖著 小学館

46 F うき世櫛 中島要‖著 双葉社

47 F ITSUKI 死神と呼ばれた女 中島丈博‖著 文藝春秋

48 F 血と肉 中山咲‖著 河出書房新社

49 F 翼がなくても 中山七里‖著 双葉社

50 F 時が見下ろす町 長岡弘樹‖著 祥伝社

51 F 東野鉄道 中嶋敬彦‖著 作品社

52 F 結物語 西尾維新‖著 講談社

53 F 悲衛伝 西尾維新‖著 講談社

54 F 琴電殺人事件 西村京太郎‖著 新潮社

55 F 二つ(ダブル)の首相暗殺計画 西村京太郎‖著 実業之日本社

56 F 墨龍賦 葉室麟‖著 PHP研究所

57 F 星をつける女 原宏一‖著 KADOKAWA

58 F 料理人の光 原宏一‖著 双葉社

59 F サロメ 原田マハ‖著 文藝春秋

60 F 幻庵 上・下 百田尚樹‖著 文藝春秋

61 F 探偵は女手ひとつ 深町秋生‖著 光文社

62 F 江戸おんな絵姿十二景 藤沢周平‖著 文藝春秋

63 F 罠に落ちろ 藤田宜永‖著 徳間書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 F 大鮃 藤原新也‖著 三五館

65 F 星野智幸コレクション4 星野智幸‖著 人文書院

66 F いちばん悲しい まさきとしか‖著 光文社

67 F 地獄に堕ちた勇者ども 牧野修‖著 創土社

68 F 稀代の本屋 蔦屋重三郎 増田晶文‖著 草思社

69 F 青が破れる 町屋良平‖著 河出書房新社

70 F くせものの譜 簑輪諒‖著 学研プラス

71 F カブールの園 宮内悠介‖著 文藝春秋

72 F やまと錦 村木嵐‖著 光文社

73 F ネコと昼寝 群ようこ‖[著] 角川春樹事務所

74 F 戦始末 矢野隆‖著 講談社

75 F ホルケウ英雄伝 上・下 山浦玄嗣‖著 KADOKAWA

76 F 直虎の城 山名美和子‖著 時事通信出版局

77 F サンライズ・サンセット 山本一力‖著 双葉社

78 F ヒーローの選択 行成薫‖著 講談社

79 F 凍土二人行黒スープ付き 雪舟えま‖著 筑摩書房

80 F 恋シタイヨウ系 雪舟えま‖著 中央公論新社

81 F キマイラ12 夢枕獏‖著 朝日新聞出版

82 F 三国志9 吉川英治‖著 1万年堂出版

83 F 解決人 両角長彦‖著 光文社

84 F ハリネズミ乙女、はじめての恋 令丈ヒロ子‖著 KADOKAWA

85 F 自由なサメと人間たちの夢 渡辺優‖著 集英社

86 F 私をくいとめて 綿矢りさ‖著 朝日新聞出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B910.2 古典文学読本 三島由紀夫‖著 中央公論新社

2 B910.2 私の酒 浦西和彦‖編 吉田健一‖[ほか著] 中央公論新社

3 B913.7 柳家小三治の落語6 柳家小三治‖著 小学館

4 B933.7 オシリスの眼 R.オースティン・フリーマン‖著
渕上瘦平‖訳

筑摩書房

5 B933.7 コピーフェイス サンドラ・ブラウン‖[著] 長岡沙
里‖訳

新潮社

6 B933.7 スパイの忠義 上・下 サイモン・コンウェイ‖著 熊谷千
寿‖訳

早川書房

7 B933.7 ファーストレディの秘密のゲスト
スーザン・イーリア・マクニール
‖著 圷香織‖訳

東京創元社

8 B933.7 メソッド15/33
シャノン・カーク‖著 横山啓明‖
訳

早川書房

9 B933.7 棺の女 リサ・ガードナー‖著 満園真木‖
訳

小学館

10 B933.7 節約は災いのもと エミリー・ブライトウェル‖著 田
辺千幸‖訳

東京創元社

11 B933.7 夜の庭師
ジョナサン・オージエ‖著 山田順
子‖訳

東京創元社

12 B953.7 氷結 上・下 ベルナール・ミニエ‖著 土居佳代
子‖訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

13 B953.7 薔薇の奇跡 ジュネ‖著 宇野邦一‖訳 光文社

14 B973 ピノッキオの冒険 カルロ・コッローディ‖著 大岡玲
‖訳

光文社

15 BF 金田一耕助、パノラマ島へ行く 芦辺拓‖[著] KADOKAWA

16 BF なぎなた男子!! 天沢夏月‖[著] KADOKAWA

17 BF 拝啓、十年後の君へ。 天沢夏月‖[著] KADOKAWA

18 BF 紐結びの魔道師 乾石智子‖著 東京創元社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 BF 日雇い浪人生活録2 上田秀人‖著 角川春樹事務所

20 BF 路地裏のほたる食堂 大沼紀子‖著 講談社

21 BF 君を愛したひとりの僕へ 乙野四方字‖著 早川書房

22 BF 僕が愛したすべての君へ 乙野四方字‖著 早川書房

23 BF 水の杜の人魚 風森章羽‖著 講談社

24 BF 黒い鶴 鏑木蓮‖著 潮出版社

25 BF 悪夢の水族館 木下半太‖[著] 幻冬舎

26 BF この世界の片隅に こうの史代‖原作 蒔田陽平‖ノベ
ライズ

双葉社

27 BF お断り 佐伯泰英‖著 角川春樹事務所

28 BF 陽炎ノ辻 佐伯 泰英‖著 双葉社

29 BF 虎の尾を踏む 佐伯泰英‖著 新潮社

30 BF 雪花菜の女 逆井 辰一郎‖著 祥伝社

31 BF 浪人若さま新見左近[12] 佐々木裕一‖著 コスミック出版

32 BF 天使は奇跡を希う 七月隆文‖著 文藝春秋

33 BF 妻への祈り 島尾敏雄‖著 梯久美子‖編 中央公論新社

34 BF 天皇の料理番 上・下 杉森久英‖著 集英社

35 BF 大坂城の十字架 鈴木英治‖著 PHP研究所

36 BF 闇の陣羽織 鈴木 英治‖著 祥伝社

37 BF 入り婿侍商い帖2 千野隆司‖[著] KADOKAWA

38 BF 天久鷹央の推理カルテ4 知念実希人‖著 新潮社

39 BF 剣狼狩り 鳥羽亮‖[著] 幻冬舎

40 BF 隼人奔る 鳥羽亮‖著 角川春樹事務所

41 BF 毟り合い 永瀬隼介‖[著] 講談社

42 BF 本所おけら長屋6 畠山健二‖著 PHP研究所

43 BF 警視庁情報官[6] 濱嘉之‖[著] 講談社

44 BF 虚構斬り 早見俊‖著 二見書房

45 BF 押込み始末 藤井邦夫‖著 双葉社

46 BF 夕映え 藤井 邦夫‖著 双葉社

47 BF 万能鑑定士Qの事件簿4 松岡 圭祐‖[著] 角川書店

48 BF コンビニたそがれ堂 祝福の庭 村山早紀‖[著] ポプラ社

49 BF 国芳猫草紙おひなとおこま 森川楓子‖著 宝島社

50 BF からくり乱れ蝶 諸田 玲子‖[著] 講談社

51 BF 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう[3] 山本巧次‖著 宝島社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R070.5 日本新聞年鑑2017 日本新聞協会‖編集 日本新聞協会

2 R317.2 行政機構図平成28年度版 行政管理研究センター

3 R317.7 消防白書平成28年版 消防庁‖編 勝美印刷

4 R318.4 議会改革白書2016年版 廣瀬克哉‖編 自治体議会改革
フォーラム‖編

生活社

5 R337.8 小売物価統計調査<動向編>年報平成27年 総務省統計局‖編集 日本統計協会

6 R338.9 外為白書2015-16(第7号)  
外為どっとコム総合研
究所

7 R339.4 生活保障に関する調査平成28年度
生命保険文化センター保険研究室
‖[編]

生命保険文化センター

8 R350.9 世界統計年鑑59集(2014-2016) 国際連合統計局‖編集 原書房編集
部‖訳

原書房

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 R351 日本統計年鑑第66回(2017) 総務省統計局‖編集 日本統計協会

10 R366.3 女性労働の分析2015年  21世紀職業財団

11 R498.5 国民健康・栄養の現状[平成25年]
医薬基盤・健康・栄養研究所‖監
修

第一出版

12 R566.0 素形材年鑑平成27年版(2015年) 素形材センター‖[編] 素形材センター

13 R648.2 日本食肉年鑑2015〜2016 日本食肉協議会‖監修 日本食肉加
工協会‖監修

食肉通信社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T018 富山県公文書館年報第29号(平成27年度) 富山県公文書館‖[編] 富山県公文書館

2 T163 霊峰立山 富山県埋蔵文化財センター‖編
富山県埋蔵文化財セン
ター

3 T209.6 ばんどり騒動の裁判記録 浦田正吉‖著 楓工房

4 T232 富山市の遺跡物語第17号 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター‖編

富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

5 T232.1 富山城跡発掘調査報告書
富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター‖編 毛野考古学研究所‖編

富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

6 T232.4 富山市四方荒屋遺跡発掘調査報告書 上智‖編
富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

7 T232.8 杉谷4号墳 富山大学人文学部考古学研究室‖
編

富山大学人文学部考古
学研究室

8 T232.8 富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅥ[2016] 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター‖編

富山市教育委員会

9 T314 富山県議会定例会会議録平成28年9月 富山県議会‖[編] 富山県議会

10 T335 富山を拠点に発信力の高いユニーク企業15社 サクセスブック社‖編 ダイヤモンド社

11 T344
富山市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書平
成27年度

富山市監査委員‖[編] 富山市監査委員

12 T344 予算特別委員会会議録平成28年9月 富山県議会‖[編] 富山県議会

13 T345 税務概要平成28年度 富山市財務部納税課‖編 富山市

14 T361.7 これでいいのか富山県 岡島慎二‖編 土屋コージン‖編
マイクロマガジン
社

15 T368 五十年のあゆみ 富山市補導委員連絡協議会‖[編]
富山市補導委員連絡協
議会

16 T374 学校の保健・災害のあらまし平成27年度 富山市教育委員会‖編 富山市教育委員会

17 T376 附幼100年のあゆみ 附幼100周年記念誌編集委員会‖編
集

富山大学教育学部附
属幼稚園

18 T376.1 富山県師範学校附属校園における幼小連絡の試み 杉浦英樹‖著 [上越教育大学]

19 T376.4 とやまの工業人を育てた百年 富山工業高等学校創校百周年記念
事業実行委員会‖編

富山工業高等学校創校百
周年記念事業実行委員会

20 T379.1 富山国際大学地域連携活動年報第1号(2015年度版) 富山国際大学地域交流センター‖
編

富山国際大学地域交流
センター

21 T379.1 富山大学地域連携推進機構生涯学習部門年報第18巻
富山大学地域連携推進機構生涯学
習部門‖[編]

富山大学地域連携推進
機構生涯学習部門

22 T379.4 少年の主張発表文集第38回 平成28年度 青少年育成富山県民会議‖編
青少年育成富山県民会
議

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

24 T493 イタイイタイ病 イタイイタイ病対策協議会結成50
周年記念誌編集委員会‖編

イタイイタイ病対策協
議会

25 T498 病院年報平成26年度 富山市立富山市民病院‖編 富山市立富山市民病院

26 T499.3 富山県薬事研究所年報平成27年度 第43号 富山県薬事研究所‖[編] 富山県薬事研究所

27 T499.5 富士化学グループ70年史 富士化学グループ70年史編纂委員
会‖編

富士化学工業

28 T499.6 富山人の知恵を知る 富山観光創造会議‖[編] 富山観光創造会議

29 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

30 T519 富山市下水道事業の概要平成28年12月 富山市上下水道局‖[編] 富山市上下水道局

31 T519.5 富山大学環境報告書2016 富山大学環境安全推進センター‖
[編]

富山大学環境安全推進
センター

32 T588 業務年報平成27年度 富山県農林水産総合技術センター
食品研究所‖[編]

富山県農林水産総合技
術センター食品研究所

33 T651 富山県森づくりプラン 富山県‖[編] 富山県

34 T656 暴れ川と生きる 白井芳樹‖監修 飯田肇‖著 北陸地域づくり協会

35 T660.5 富山の水産平成28年10月
富山県農林水産部水産漁港課‖
[編]

富山県

36 T670 北陸三県会社要覧2017 北陸経済研究所‖編 北陸経済研究所

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 T674.9 富山市屋外広告物条例の手引き平成28年7月 富山市都市整備部都市政策課‖編
富山市都市整備部都市
政策課

38 T706 富山県立近代美術館年報平成27年度 富山県立近代美術館‖編 富山県立近代美術館

39 T708 MOVING! 富山県立近代美術館‖編 富山県立近代美術館

40 T708 下道基行展 下道基行‖編 尺戸智佳子‖編 黒部市美術館

41 T748 万華鏡290号  ふるさと開発研究所

42 T786 とやま山と人 佐伯‖邦夫‖著 北日本新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あんなちゃんのおさんぽ
たけしたふみこ‖作 たぶちあい‖
絵

教育画劇

2 C いろいろめしあがれ! マリマリマーチ‖作絵 教育画劇

3 C えほうまきもぐもぐ 土田義晴‖脚本・絵 童心社

4 C おきがえおきがえ 布川愛子‖作絵 教育画劇

5 C おにたとおふく 野村たかあき‖脚本・絵 童心社

6 C こころもりの冬じたく やすいすえこ‖脚本 松成真理子‖
絵

童心社

7 C だっこだっこ 黒井健‖作絵 教育画劇

8 C でるかな?うんち miyako‖作絵 教育画劇

9 C なにしてあそぶ? かめざわゆうや‖作絵 教育画劇

10 C ぼうさまがくれたにわとり 津田真一‖脚本 伊野孝行‖絵 童心社

11 C ポンコちゃんとゆきだるま ひろかわさえこ‖脚本・絵 童心社

12 C りんごのき たけしたふみこ‖作 いちかわなつ
こ‖絵

教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 3日ずつのおくりもの レミ・クルジョン‖作 こだましお
り‖訳

文溪堂

2 E いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ‖文 ブルーノ・
エッツ‖絵

ロクリン社

3 E えとえとがっせん 石黒亜矢子‖作 WAVE出版

4 E えらいこっちゃのようちえん かさいまり‖文 ゆーちみえこ‖絵 アリス館

5 E 塩田の運動会 那須正幹‖作 田頭よしたか‖画 福音館書店

6 E おすしのずかん 大森裕子‖作 藤原昌高‖監修 白泉社

7 E おひるねしましょ
フィリス・ゲイシャイトー‖ぶん
デイヴィッド・ウォーカー‖え

岩崎書店

8 E かぞくになって! 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

9 E クマですが、イヌです ダイアン・フォックス‖作 クリス
チャン・フォックス‖作

光村教育図書

10 E クララ
エミリー・アーノルド・マッカ
リー‖作 よしいかずみ‖訳

BL出版

11 E こねこのプーフー5 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

12 E こびん 松田奈那子‖作 風濤社

13 E ざしきわらし 柳田国男‖原作 京極夏彦‖文 汐文社

14 E しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田美穂‖作 ほるぷ出版

15 E スラムにひびくバイオリン スーザン・フッド‖作 サリー・
ワーン・コンポート‖絵

汐文社

16 E ソフィアのとってもすてきなぼうし ミシェル・エドワーズ‖文 G.ブラ
イアン・カラス‖絵

BL出版

17 E だっておさるだもんもっと サトシン‖作 中谷靖彦‖絵 小学館

18 E だんご屋政談 春風亭一之輔‖作 石井聖岳‖絵 あかね書房

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 E ちかしつのなかで 横須賀香‖作 BL出版

20 E 天女銭湯 ペクヒナ‖作 長谷川義史‖訳 ブロンズ新社

21 E どうじょどうじょ りとうようい‖作 絵本館

22 E 動物がすき! 安間繁樹‖文 岡本泰子‖絵 福音館書店

23 E とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ‖
作・絵 木坂涼‖訳

ひさかたチャイルド

24 E とんねるをぬけると 片山健‖さく・え 福音館書店

25 E なかないで、アーサー エマ・チチェスター・クラーク‖
作・絵 こだまともこ‖訳

徳間書店

26 E 日曜日の小さな大ぼうけん 愛川美也‖作 みやざきあけ美‖絵 BL出版

27 E ねぎぼうずのあさたろうその10 飯野和好‖作 福音館書店

28 E ばあばは、だいじょうぶ 楠章子‖作 いしいつとむ‖絵 童心社

29 E 走れ!!機関車
ブライアン・フロッカ‖作絵 日暮
雅通‖訳

偕成社

30 E 人と出会う場所 小松義夫‖写真・文 アリス館

31 E ピゾンカさんのたまご
ジュリー・パシュキス‖作・絵 か
まちゆか‖訳

ワールドライブラ
リー

32 E フローレンス・ナイチンゲール デミ‖作 さくまゆみこ‖訳 光村教育図書

33 E へんてこだより 斉藤洋‖作 杉浦範茂‖絵 小峰書店

34 E ぼーるとぼくとくも 加藤休ミ‖作 風濤社

35 E ぼくのそりにのって! さえぐさひろこ‖さく 吉田尚令‖
え

教育画劇

36 E ぼくはスーパーヒーロー メラニー・ウォルシュ‖作 品川裕
香‖訳

岩崎書店

37 E ライオンの赤ちゃん さえぐさひろこ‖文 井上冬彦‖写
真

新日本出版社

38 E リターン アーロン・ベッカー‖作 講談社

86

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K021 学校で知っておきたい著作権2 小寺信良‖著 上沼紫野‖監修 汐文社

2 K148 みたい!しりたい!しらべたい!日本の占い・まじない図鑑2 中町泰子‖監修 ミネルヴァ書房

3 K159 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社‖編 河出書房新社

4 K203 楽しく学ぼう!日本と世界の歴史年表 歴史学習研究会‖著 メイツ出版

5 K281 教科書にのせたい!日本人じてん4 岡澤憲芙‖監修 こどもくらぶ‖編 彩流社

6 K291 わたしのまちが「日本一」事典 青山やすし‖監修 PHP研究所

7 K316 28DAYS チャールズ・R.スミス・ジュニア
‖作 シェーン・W.エヴァンス‖絵

バベルプレス

8 K316 おまもり リラ・パール‖著 マリオン・ブ
ルーメンタール・ラザン‖著

あすなろ書房

9 K316 そして名前だけが残った アレックス・W・ビーラー‖著 片
岡 しのぶ‖訳

あすなろ書房

10 K319 きみに聞いてほしい [バラク・オバマ‖述] 池上彰‖訳
リンダパブリッシャー
ズ

11 K323 憲法くん 松元ヒロ‖作 武田美穂‖絵 講談社

12 K345 税金の大事典 神野直彦‖監修 くもん出版

13 K361 「今、ここ」から考える社会学（ちくまプリマー新書） 好井裕明‖著 筑摩書房

14 K367 女も男も生きやすい国、スウェーデン（岩波ジュニア新書） 三瓶恵子‖著 岩波書店

15 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

16 K369 介助犬武蔵と学校へ行こう! 綾野 まさる‖作 高橋 貞二‖画 ハート出版

17 K371 いじめから脱出しよう! 玉聞伸啓‖著 小学館

18 K375 理科実験大百科第17集 少年写真新聞社

19 K376 がっこうたんけんしょうがっこうだいずかん
WILLこども知育研究所‖編・著 法
嶋かよ‖絵

金の星社

20 K383 みんな大好き!カレー大百科[1] 森枝卓士‖監修 文研出版

21 K384 だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本 加古里子‖著 福音館書店

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 K408 そもそもなぜをサイエンス4 大橋慶子‖絵 大月書店

23 K448 地球儀で探検! 渡辺一夫‖著 小泉武栄‖監修 PHP研究所

24 K450 アンダーアース・アンダーウォーター
アレクサンドラ・ミジェリンスカ
‖作・絵 ダニエル・ミジェリンス

徳間書店

25 K470 庭のたからもの 大野八生‖著 小学館

26 K480 いきものかいかた図鑑 浅井ミノル‖文 三枝博幸‖文 岩崎書店

27 K489 キリンのこども ガブリエラ・シュテープラー‖写
真・文 たかはしふみこ‖訳

徳間書店

28 K489 クマ大図鑑 小池伸介‖監修 PHP研究所

29 K489 コアラ病院へようこそ スージー・エスターハス‖文と写
真 海都洋子‖訳

六耀社

30 K490 いのちって、なんだろう?2 細谷亮太‖監修 フレーベル館

31 K491 人体・ミクロの旅 ジャック・チャロナー‖作 アレク
セイ・ビツコフ‖絵

絵本塾出版

32 K491 人体シアターへようこそ!
マリス・ウィックス‖作 仁木めぐ
み‖訳

化学同人

33 K493 おうちで学校で役にたつアレルギーの本1 赤澤晃‖監修 見杉宗則‖絵 WAVE出版

34 K493 きちんと知ろう!アレルギー1 坂上博‖著 海老澤元宏‖監修 ミネルヴァ書房

35 K502 企業内職人図鑑11 こどもくらぶ‖編 同友館

36 K518 ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち 漆原次郎‖著 ぺりかん社

37 K518 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来2 稲葉茂勝‖著 あすなろ書房

38 K536 てつどうスーパーずかん2237  学研プラス

39 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

40 K538 宇宙からのことば 毛利衛‖文 豊田充穂‖絵 学研プラス

41 K538 月はぼくらの宇宙港 佐伯和人‖作 新日本出版社

42 K588 行ってみよう!発酵食品工場 中居惠子‖著 小泉武夫‖監修 ほるぷ出版

43 K588 発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉ヒラク‖文・絵 あかね書房

44 K590 正しい目玉焼きの作り方 森下えみこ‖イラスト 毎田祥子‖
監修

河出書房新社

45 K595 ミラクルハッピーかんたん♥かわいいヘアアレンジDX ガールズ向上委員会‖編著 西東社

46 K596 15分でカフェごはん冬 しらいしやすこ‖著 小澤綾乃‖著 理論社

47 K596 かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月1 トモコ=ガルシア‖作 岩崎書店

48 K596 かんたん15分!材料3つですいすいスイーツ[1] 宮沢うらら‖著 汐文社

49 K596 つくってみよう!WASHOKU BENTO[2] 服部栄養料理研究会‖監修 こども
くらぶ‖編

六耀社

50 K596 つくってみよう!発酵食品 中居惠子‖著 小泉武夫‖監修 ほるぷ出版

51 K596 調べてみよう都道府県の特産品調味料編 都道府県の特産品編集室‖[編] 理論社

52 K626 地野菜/伝統野菜 堀知佐子‖監修 こどもくらぶ‖編 丸善出版

53 K645 いぬ
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール
‖著

六耀社

54 K645 なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる1 小野寺佑紀‖著 今泉忠明‖監修 ミネルヴァ書房

55 K649 獣医師の一日 WILLこども知育研究所‖編著 保育社

56 K652 本当はすごい森の話 田中惣次‖著 少年写真新聞社

57 K672 江戸のお店屋さんその3 藤川智子‖作 ほるぷ出版

58 K706 美術館のひみつ 草薙奈津子‖監修 PHP研究所

59 K721 はじめての浮世絵1 深光富士男‖著 河出書房新社

60 K726 人気漫画家が教える!まんがのかき方3 久世みずき‖著 汐文社

61 K757 なりたい!知ろう!デザイナーの仕事1
小石新八‖監修 稲葉茂勝‖構成・
文

新日本出版社

62 K762 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひのまどか‖監修 講談社‖編 講談社

63 K780 スポーツ日本地図3 こどもくらぶ‖編集
ベースボール・マガジ
ン社

64 K780 チームでつかんだ栄光のメダル[2] 本郷陽二‖編 汐文社

65 K780 障がい者スポーツ大百科1 大熊廣明‖監修 こどもくらぶ‖編 六耀社

66 K780 調べよう!知ろう!体とスポーツ1 川島隆太‖監修 稲葉茂勝‖企画・
構成

ベースボール・マガジ
ン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 K783 ハメス・ロドリゲス マイケル・パート‖著 樋渡正人‖
訳

ポプラ社

68 K783 試合で勝てる!小学生のバドミントン上達のコツ50 城戸友行‖監修 メイツ出版

69 K783 明日にトライ! ひろはたえりこ‖文 小峰書店

70 K798 けん玉道の師・藤原一生物語 おちまさ子‖著 PHP研究所

71 K798 親子で遊べる大人気!あやとりDX 有木昭久‖著 高橋書店

72 K811 目と耳で覚える漢字絵ずかん[3] 高梁まい‖文 金田一秀穂‖監修 六耀社

73 K814 この表現がぴったり!にていることばの使い分け1 高木まさき‖監修 森山卓郎‖監修 光村教育図書

74 K818 方言萌え!?（岩波ジュニア新書） 田中ゆかり‖著 岩波書店

75 K830 「英語」で夢を追うアスリート 2巻/3巻  くもん出版

76 K830 英語で学び,考える今日は何の日around the world[3] 町田淳子‖著 光村教育図書

77 K834 写真英語ずかん1 大門久美子‖編 汐文社

78 K908 さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田貞二‖再話・訳 野見山響子‖
画

福音館書店

79 K910 命の意味命のしるし 上橋菜穂子‖著 齊藤慶輔‖著 講談社

80 K913 11歳のバースデー[4] 井上林子‖作 イシヤマアズサ‖絵 くもん出版

81 K913 HM同好会 藤野千夜‖作 理論社

82 K913 あなたのとなりにある不思議（ぞくぞく編・はらはら編・びくびく編） 日本児童文学者協会‖編 ポプラ社

83 K913 おばけのアッチおしろのケーキ 角野栄子‖さく 佐々木洋子‖え ポプラ社

84 K913 がっかり行進曲（ちくまプリマー新書） 中島たい子‖著 筑摩書房

85 K913 きょうはやきにく いとうみく‖作 小泉るみ子‖絵 講談社

86 K913 ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉幸子‖作 ひらいたかこ‖絵 ポプラ社

87 K913 にげたエビフライ 村上しいこ‖作 さとうめぐみ‖絵 講談社

88 K913 にっこりおすしとわさびくん 佐川芳枝‖作 こばようこ‖絵 講談社

89 K913 はじけろ!パットライス くすのきしげのり‖作 大庭賢哉‖
絵

あかね書房

90 K913 ひいな いとうみく‖作 小学館

91 K913 ふしぎパティシエールみるか2 斉藤洋‖作 村田桃香‖絵 あかね書房

92 K913 ぼくのつばめ絵日記 深山さくら‖作 宮尾和孝‖絵 フレーベル館

93 K913 ぼくらは鉄道に乗って 三輪裕子‖作 佐藤真紀子‖絵 小峰書店

94 K913 ほねほねザウルス17 カバヤ食品株式会社‖原案・監修
ぐるーぷ・アンモナイツ‖作・絵

岩崎書店

95 K913 マルゲリータのまるちゃん 井上林子‖作 かわかみたかこ‖絵 講談社

96 K913 ライバル・オン・アイス2 吉野万理子‖作 げみ‖絵 講談社

97 K913 灰谷健次郎童話セレクション1 灰谷健次郎‖著 汐文社

98 K913 仰げば尊し[2] いずみ吉紘‖脚本 舟崎泉美‖小説 学研プラス

99 K913 狐霊の檻 廣嶋玲子‖作 マタジロウ‖絵 小峰書店

100 K913 初恋ゆうれいアート 斉藤洋‖作 かたおかまなみ‖絵 あかね書房

101 K913 少年Nの長い長い旅02 石川宏千花‖[著] 岩本ゼロゴ‖画 講談社

102 K913 負けるな!すしヒーロー!ダイナシーの巻 令丈ヒロ子‖作 やぎたみこ‖絵 講談社

103 K913 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション獣
太宰治‖ほか[著] 宮沢賢治‖ほか
[著]

汐文社

104 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)!7 宮下恵茉‖作 kaya8‖絵 講談社

105 K933 アーチー・グリーンと錬金術師の呪い D.D.エヴェレスト‖著 こだまとも
こ‖訳

あすなろ書房

106 K933 いたずらっ子がやってきた
カトリーナ・ナネスタッド‖作 渋
谷弘子‖訳

さ・え・ら書房

107 K933 おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン・エルキン‖ぶん
ジェームズ・ドーハーティ‖え

大日本図書

108 K933 スピニー通りの秘密の絵
L.M.フィッツジェラルド‖著千葉茂
樹‖訳

あすなろ書房

109 K933 バクのバンバン、船にのる
ポリー・フェイバー‖作クララ・ヴ
リアミー‖絵 徳間書店

110 K933 ぼくとベルさん フィリップ・ロイ‖著櫛田理絵‖訳 PHP研究所

111 K953 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン‖作平岡敦‖訳 理論社
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