
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 わが師・先人を語る 3 上廣倫理財団/編 弘文堂

2 002 現代思想の転換2017 篠原雅武/編 中村隆之/[ほか述] 人文書院

3 002.7 まずは、書いてみる 藍玉/著 KADOKAWA

4 002.7 人生がはかどる「ふせんノート」 坂下仁/著 フォレスト出版

5 002.7 知の仕事術  （インターナショナル新書） 池澤夏樹/著
集英社インターナ
ショナル

6 002.7 頭のいい人のメモ・ノート 中川裕/著 ぱる出版

7 007.1 グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビッグデータ/編 日経BP社

8 007.1 シンギュラリティは怖くない 中西崇文/著 草思社

9 007.1 データ分析のための機械学習入門 橋本泰一/著 SBクリエイティブ

10 007.2 バグは本当に虫だった 水谷哲也/著 ペンコム

11 007.3 11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽健/著 晶文社

12 007.3 インターネット新時代の法律実務Q&A 田島正広/監修・編集代表編著 足
木良太/[ほか]編著

日本加除出版

13 007.3 インターネット文化人類学 セブ山/著 太田出版

14 007.6 15時間でわかるUWPアプリ開発集中講座 高橋広樹/著 MagTrust株式会社/監
修

技術評論社

15 007.6 Blender標準テクニック 友/著 齋藤将嗣/キャラクターデザ
イン

エムディエヌコーポ
レーション

16 007.6 Excel最強の教科書 藤井直弥/著 大山啓介/著 SBクリエイティブ

17 007.6 Illustrator逆引きデザイン事典 生田信一/著 ヤマダジュンヤ/著 翔泳社

18 007.6 Macアプリ100%厳選ガイドブック 小原裕太/著 技術評論社

19 007.6 POV-Rayで学ぶはじめての3DCG制作 松下孝太郎/編著 山本光/[ほか]著 講談社

20 007.6 Rによるやさしいテキストマイニング 小林雄一郎/著 オーム社

21 007.6 Swift実践入門 石川洋資/著 西山勇世/著 技術評論社

22 007.6 ウィンドウズ10基本&便利ワザまるわかり  学研プラス

23 007.6 サイバー攻撃の足跡を分析するハニーポット観察記録 森久和昭/著 秀和システム

24 007.6 ゼロからはじめるデータサイエンス Joel Grus/著 菊池彰/訳
オライリー・ジャパ
ン

25 007.6 なっとく!アルゴリズム
Aditya Y.Bhargava/著 クイープ/
監訳

翔泳社

26 007.6 プログラミングは最強のビジネススキルである 松林弘治/著 ドワンゴ/監修 KADOKAWA

27 007.6 プログラミング道への招待 竹内郁雄/著 丸善出版

28 007.6 基礎からしっかり学ぶC++の教科書 矢吹太朗/著 山田祥寛/監修 日経BP社

29 007.6 情報リテラシー教科書 矢野文彦/監修 オーム社

30 007.6 新・明解C言語で学ぶアルゴリズムとデータ構造 柴田望洋/著 SBクリエイティブ

31 019.0 読書する女たち 宇野木めぐみ/著 藤原書店

32 019.5 松居直と絵本づくり 藤本朝巳/著 教文館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 021.4 言葉はこうして生き残った 河野通和/著 ミシマ社

34 023 出版営業ハンドブック 実践編 岡部一郎/著 出版メディアパル

35 024.0 ローカルブックストアである 大井実/著 晶文社

36 024 本屋、はじめました 辻山良雄/著 苦楽堂

37 041 社会的分断を越境する 塩原良和/編著 稲津秀樹/編著 青弓社

38 051.3 「働く青年」と教養の戦後史 福間良明/著 筑摩書房

39 070.2 批判する批判されるジャーナリズム 大石裕/著 慶應義塾大学出版会

40 071 ジャパンタイムズ社説集 2016年下半期 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 114.2 死者はどこへいくのか 大城道則/編著 伊藤由希子/著 河出書房新社

2 115 クラウド時代の思考術
ウィリアム・パウンドストーン/著
森夏樹/訳

青土社

3 115.3 理性の起源 網谷祐一/著 河出書房新社

4 134.2 カント哲学の奇妙な歪み 冨田恭彦/著 岩波書店

5 134.4 ヘーゲル・セレクション G.W.F.ヘーゲル/著 廣松渉/編訳 平凡社

6 134.9 ニーチェをドイツ語で読む 細見和之/編著 白水社

7 135.5 ジャック・デリダ動物性の政治と倫理 パトリック・ロレッド/著 西山雄
二/訳

勁草書房

8 140 困ったときは、トイレにかけこめ! 星一郎/著 晶文社

9 140 心の科学 兵藤宗吉/編 緑川晶/編 ナカニシヤ出版

10 140.7 統計嫌いのための心理統計の本 白井祐浩/著 創元社

11 140.8 アドラー心理学を語る 3 野田俊作/著 創元社

12 141.3 老ける脳と老けない脳 友寄英哲/著 主婦の友社

13 141.5 誤解の心理学 三宮真智子/著 ナカニシヤ出版

14 141.5 思考の整理学 外山滋比古/著 筑摩書房

15 141.6 なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか シェルドン・ソロモン/著 ジェ
フ・グリーンバーグ/著

インターシフト

16 141.6 感情的にならない気持ちの整理術 和田秀樹/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

17 145.5 錯視の科学 北岡明佳/著 日刊工業新聞社

18 146.8 親に壊された心の治し方 藤木美奈子/著 講談社

19 151.6 簡素な生き方
シャルル・ヴァグネル/著 山本知
子/訳

講談社

20 159 おとなの頭を磨く生き方講座 陰山英男/著 海竜社

21 159 なぜあの人は心が折れないのか 中谷彰宏/著 毎日新聞出版

22 159 もう、がまんしない。 心屋仁之助/著 大和書房

23 159 一歩踏み出す5つの考え方 中谷彰宏/著 ベストセラーズ

24 159 幸せを考える100の言葉 斎藤茂太/著 青春出版社

25 159 今日からお金が貯まる脳トレ 加藤俊徳/著 主婦の友社

26 159 自分を変えるたった1つの習慣 和田秀樹/著 新講社

27 159 人生の悩みが消える自問力 堀江信宏/著 ダイヤモンド社

28 159 人生は曇りときどき晴れがちょうどいい 斎藤茂太/著
PHPエディターズ・グ
ループ

29 159 知性の磨き方  （SB新書） 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

30 159 立て直す力 ブレネー・ブラウン/著 小川敏子/
訳

講談社

31 159.4 なぜあの人は2時間早く帰れるのか 中谷彰宏/著 学研プラス

32 159.4 新事業創出のための“言えない大事” 多喜義彦/著 日経BP社

33 159.4 世界の一流36人「仕事の基本」 戸塚隆将/著 講談社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 159.6 フランス女性は80歳でも恋をする 野口雅子/著 幻冬舎

35 159.7 10年後、君に仕事はあるのか? 藤原和博/著 ダイヤモンド社

36 159.7 お金の不安がなくなる50歳からの「満足」生活 菅井敏之/著 三笠書房

37 159.8 開運・長寿のための戒語・金言・名句集 本堂清/画文 批評社

38 161.3 世界宗教の経済倫理 マックス・ウェーバー/著 中山元/
訳

日経BP社

39 164.3 イラストで読むギリシア神話の神々 杉全美帆子/著 河出書房新社

40 170 日本の神様と祭り  洋泉社

41 180.4 落語に花咲く仏教 釈徹宗/著 朝日新聞出版

42 182 仏教史研究ハンドブック 佛教史学会/編 法藏館

43 185.6 お寺さん崩壊  （新潮新書） 水月昭道/著 新潮社

44 185.9 47都道府県・寺社信仰百科 中山和久/著 丸善出版

45 185.9 日本の古寺  洋泉社

46 188.8 正法眼蔵 行仏威儀を味わう 内山興正/著 櫛谷宗則/編 大法輪閣

47 188.8 禅の坊さんもぼやく。そして学ぶ。 永井宗直/著 KADOKAWA

48 193 図説聖書物語 旧約篇・新訳篇 山形孝夫/著 山形美加/図版解説 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 誰も教えてくれない真実の世界史講義 古代編 倉山満/著 PHP研究所

2 209.7 新・映像の世紀大全 NHK「新・映像の世紀」プロジェク
ト/編著

NHK出版

3 209.7 夢遊病者たち 1・2巻 クリストファー・クラーク/[著]
小原淳/訳

みすず書房

4 210.2 史料学遍歴 東野治之/著 雄山閣

5 210.4 なぜ中韓はいつまでも日本のようになれないのか 石平/著 KADOKAWA

6 210.4 失敗と成功の日本史 加来耕三/著 滋慶出版つちや書店

7 210.4 日本史は「嫉妬」でほぼ説明がつく 加来耕三/著 方丈社

8 210.9 天皇家の儀礼  洋泉社

9 211.8 日朝関係史 関周一/編 吉川弘文館

10 212.5 火と縄文人 高田和徳/編 同成社

11 213 古代の東国 2  吉川弘文館

12 214 日本の歴史をよみなおす 網野善彦/著 筑摩書房

13 214.8 織田信長の家臣団  (中公新書) 和田裕弘/著 中央公論新社

14 215 忍者の末裔 高尾善希/著 KADOKAWA

15 216 日本近代の歴史 4
大日方純夫/企画編集委員 源川真
希/企画編集委員

吉川弘文館

16 216.1 明治維新というクーデター 星亮一/著 イースト・プレス

17 217.5 昭和天皇の戦争 山田朗/著 岩波書店

18 219.3 江戸→TOKYOなりたちの教科書 岡本哲志/著 淡交社

19 221.0 海の向こうから見た倭国  (講談社現代新書) 高田貫太/著 講談社

20 221.0 韓国の歴史 水野俊平/著 李景珉/監修 河出書房新社

21 224.8 アメリカに喧嘩を売る国 古谷経衡/著 ベストセラーズ

22 233.0 図説英国社交界ガイド 村上リコ/著 河出書房新社

23 234.0 いのちの証言 六草いちか/著 晶文社

24 236.0 ハプスブルク・スペイン黒い伝説 ジョゼフ・ペレス/著 小林一宏/訳 筑摩書房

25 245.8 モザンビークの誕生 水谷章/著 花伝社

26 253.0 オバマ大統領真珠湾平和演説 オバマ/[述] コスモピア編集部/編 コスモピア

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 280.4 あなたの人生の意味 デイヴィッド・ブルックス/著 夏
目大/訳

早川書房

28 288.3 朝倉氏と戦国村一乗谷 松原信之/著 吉川弘文館

29 288.4 麗しの佳子さま成年皇族のご足跡  宝島社

30 289.1 小早川秀秋 黒田基樹/著 戎光祥出版

31 289.1 植民地期台湾の銀行家・木村匡 波形昭一/著 ゆまに書房

32 289.1 信長と弥助 ロックリー・トーマス/著 不二淑
子/訳

太田出版

33 289.1 全体主義と闘った男河合栄治郎 湯浅博/著 産経新聞出版

34 289.1 大隈重信 真辺将之/著 中央公論新社

35 289.1 徳川家康 笠谷和比古/著 ミネルヴァ書房

36 289.3 ダンヒル家の仕事 メアリー・ダンヒル/著 平湊音/訳 未知谷

37 289.3 フンボルトの冒険
アンドレア・ウルフ/著 鍛原多惠
子/訳

NHK出版

38 289.3 ホセ・ムヒカと過ごした8日間 くさばよしみ/著 汐文社

39 290.9 わたくしたちの旅のかたち 兼高かおる/著 曽野綾子/著 秀和システム

40 290.9 世界のクルーズ 2017  双葉社

41 290.9 地球の歩き方 A27 ハンガリー 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

42 290.9 地球の歩き方 A03 ロンドン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

43 290.9 地球の歩き方 B09 ラスベガス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

44 290.9 地球の歩き方 E12 マダガスカル モーリシャス他 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

45 291.0 私なりに絶景 宮田珠己/著 廣済堂出版

46 291.0 車中泊で楽しむ温泉コースガイド  地球丸

47 291.0 図説日本の都市問題 藤塚吉浩/編 高柳長直/編 古今書院

48 291.1 北海道 18  昭文社

49 291.2 岩手ぶらり歴史探訪ルートガイド 盛岡歴史探見倶楽部/著 メイツ出版

50 291.2 仙台・松島 宮城 17-'18  昭文社

51 291.2 福島 18  昭文社

52 291.3 ドライブ関東甲信越ベスト 18  昭文社

53 291.3 鎌倉 18  昭文社

54 291.3 神奈川県の山 原田征史/著 白井源三/著 山と溪谷社

55 291.5 ドライブ東海・北陸信州ベスト 18  昭文社

56 291.5 るるぶドライブ信州東海北陸ベストコース 18  JTBパブリッシング

57 291.5 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷 18  JTBパブリッシング

58 291.5 日本アルプス詳細ルートガイド  枻出版社

59 291.5 飛驒高山 18  昭文社

60 291.6 ドライブ関西ベスト 18  昭文社

61 291.6 プレミアム京都  枻出版社

62 291.6 るるぶこどもとおでかけ関西 18  JTBパブリッシング

63 291.6 るるぶ奈良 18  JTBパブリッシング

64 291.6 思わず人に話したくなる関西「駅名」の謎 川口素生/著 洋泉社

65 291.6 滋賀県の山 山本武人/著 竹内康之/著 山と溪谷社

66 291.6 歴史でめぐる洛中洛外 上 井上満郎/著 中田昭/写真 淡交社

67 291.9 るるぶ九州 18  JTBパブリッシング

68 291.9 九州 18  昭文社

69 292.1 旅行作家な気分 飛田雄一/著 合同出版

70 292.2 24H Taiwan guide  朝日新聞出版

71 292.2 君と共に中国を歩く 呉祥輝/著 東光春/訳 評言社

- 4 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

72 292.2 上海 蘇州 杭州  実業之日本社

73 292.2 台湾のりもの旅 谷川一巳/著 イカロス出版

74 292.3 3泊5日のハノイ旅ガイドBOOK 西澤智子/写真・文 河出書房新社

75 292.3 マレーシアペナン エキゾチックな港町めぐり  イカロス出版

76 293.7 太陽と海とグルメの島シチリアへ 小湊照子/著 イカロス出版

77 293.8 世界遺産の都へ「ラトビア」の魅力100 ウエミチメグミ/写真・文 三宅貴
男/写真・文

雷鳥社

78 293.9 クロアチア スロヴェニア  実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.5 アメリカ帝国の終焉  (講談社現代新書) 進藤榮一/著 講談社

2 304 マッキンゼーが予測する未来 リチャード・ドッブス/著 ジェー
ムズ・マニーカ/著

ダイヤモンド社

3 304 教養として知っておきたい池上彰の現代史
池上彰/著 「池上彰のニュースそ
うだったのか!!」スタッフ/著

SBクリエイティブ

4 304 自公政権お抱え知識人徹底批判 佐高信/著 河出書房新社

5 304 世界がもし100人の村だったら お金篇  マガジンハウス

6 309.0 「世間」という観念の呪縛 篠崎勝/著 ウインかもがわ

7 309.0 ポスト・モダンの左旋回 仲正昌樹/著 作品社

8 309.0 活路は共闘にあり 五十嵐仁/著 学習の友社

9 312.5 アメリカ分裂 井田正道/著 明治大学出版会

10 312.5 オバマ大統領退任演説CD BOOK オバマ/[述] 国際情勢研究会/編 ゴマブックス

11 312.5 トランプは世界をどう変えるか?  (朝日新書) エマニュエル・トッド/著 佐藤優/
著

朝日新聞出版

12 312.5 トランプ大統領就任演説CD BOOK トランプ/[述] 国際情勢研究会/編 ゴマブックス

13 312.5 ルポ トランプ王国  (岩波新書 新赤版) 金成隆一/著 岩波書店

14 312.9 「接続性」の地政学 上・下 パラグ・カンナ/著 尼丁千津子/訳 原書房

15 314.8 イギリス女性参政権運動とプロパガンダ 佐藤繭香/著 彩流社

16 316.4 中東とISの地政学 山内昌之/編著 朝日新聞出版

17 319 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2017 池上彰/著 毎日新聞出版

18 319.1 暗闘 山口敬之/著 幻冬舎

19 319.1 戦後日韓関係史 李鍾元/著 木宮正史/著 有斐閣

20 319.1 対米従属の謎  (平凡社新書) 松竹伸幸/著 平凡社

21 319.2 <中露国境>交渉史 井出敬二/著 作品社

22 319.5 アメリカと中国 松尾文夫/著 岩波書店

23 321 伊藤真の法学入門 伊藤真/著 日本評論社

24 323.1 基本憲法 1 木下智史/著 伊藤建/著 日本評論社

25 323.1 憲法改正とは何だろうか  (岩波新書 新赤版) 高見勝利/著 岩波書店

26 324.8 わかりやすい不動産登記の申請手続 日本法令不動産登記研究会/編 日本法令

27 325.2 新・株主総会物語 田路至弘/編著 鈴木正人/編著 商事法務

28 326.2 住友銀行暗黒史 有森隆/著 さくら舎

29 327.0 法律書式の作成全集 石原豊昭/編著 生活と法律研究所/
編集

自由国民社

30 327.6 裁判の非情と人情  (岩波新書 新赤版) 原田國男/著 岩波書店

31 331 選択しないという選択
キャス・サンスティーン/著 伊達
尚美/訳

勁草書房

32 331.1 「原因と結果」の経済学 中室牧子/著 津川友介/著 ダイヤモンド社

33 331.6 変革の時代と『資本論』 『経済』編集部/編 新日本出版社

34 332.1 我が国の経済外交 2017 外務省経済局/編 日本経済評論社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 332.9 経済は地理から学べ! 宮路秀作/著 ダイヤモンド社

36 332.9 島嶼学への誘い 嘉数啓/著 岩波書店

37 333 パニック経済  (平凡社新書) 逢沢明/著 平凡社

38 333.8 貧困と闘う知
エステル・デュフロ/[著] 峯陽
一/訳

みすず書房

39 335.0 いま日本を代表する経営者が考えていること 川北英隆/編著 奥野一成/編著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

40 335 サロネーゼのためのおうち教室の教科書 桔梗有香子/著 ソーテック社

41 335 企業訴訟総論 森・濱田松本法律事務所/編 難波
孝一/著

中央経済社

42 335.1 カルロス・ゴーンの経営論 日産財団/監修 太田正孝/編著 日本経済新聞出版社

43 335.1 作らずに創れ! 大塚英樹/著 講談社

44 335.2 スタートアップ大国イスラエルの秘密 加藤清司/著 洋泉社

45 335.2 創造する会社 日経デザイン/編 日経BP社

46 335.3 同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切 東京弁護士会親和全期会/著 自由国民社

47 335.4 社史・周年史が会社を変える! 大塚葉/著
日経BPコンサルティ
ング

48 336 しがらみ経営 木村雄治/著 徳岡晃一郎/著 日本経済新聞出版社

49 336 勝ち続ける会社の目標達成の仕組み 林大吾/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

50 336 小さな会社でぼくは育つ 神吉直人/著 インプレス

51 336 戦略的リスクマネジメントで会社を強くする 野田健太郎/著 中央経済社

52 336 誰も教えてくれない計画するスキル 芝本秀徳/著 日経BP社

53 336.1 小さな会社・お店の新・個人情報保護法とマイナンバーの実務 影島広泰/著 日本経済新聞出版社

54 336.2 仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか? 飯野謙次/著 文響社

55 336.2 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいPDCA 三木雄信/著 ダイヤモンド社

56 336.3 ザ・チームワーク 七條千恵美/著 アルファポリス

57 336.3 マネジャーの最も大切な仕事 テレサ・アマビール/著 スティー
ブン・クレイマー/著

英治出版

58 336.3 折れないリーダーの仕事 下園壮太/著
日本能率協会マネジ
メントセンター

59 336.4 「社内講師力」トレーニング 濱野康二三/著 藤本剛士/著 生産性出版

60 336.4 Google流資料作成術 コール・ヌッスバウマー・ナフ
リック/著 村井瑞枝/訳

日本実業出版社

61 336.4 いい人材が集まる、性格のいい会社 佐藤雄佑/[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

62 336.4 これからの教え方の教科書 阿部淳一郎‖著 明日香出版社

63 336.9 企業と会計の道しるべ 水口剛/著 平井裕久/著 中央経済社

64 336.9 簿記入門テキスト 伊藤龍峰/著 長吉眞一/著 中央経済社

65 338 スマートコントラクト本格入門 鳥谷部昭寛/著 加世田敏宏/著 技術評論社

66 338 図解FinTechが変えるカード決済ビジネス 本田元/著 中央経済社

67 338.1 ドキュメント狙われた株式市場 前田裕之/著 日本経済新聞出版社

68 338.1 金利と経済 翁邦雄/著 ダイヤモンド社

69 338.1 証券訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 藤原
総一郎/著

中央経済社

70 338.1 本当にわかる株式相場 土屋敦子/著 日本実業出版社

71 338.1 本当にわかる債券と金利 大槻奈那/著 松川忠/著 日本実業出版社

72 345.3 医療費控除のすべてがわかる本 平成28年分申告用 藤本清一/編集代表 税務研究会/編
集

税務研究会出版局

73 361.5 SNOOPYと学ぶアメリカ文化  (ポプラ新書) 加藤恭子/著 チャールズ・M.シュ
ルツ/コミック

ポプラ社

74 361.7 人びとの自然再生  (岩波新書 新赤版) 宮内泰介/著 岩波書店

75 361.9 都道府県ランキング vol.2 久保哲朗/著 新建新聞社

76 364.0 福祉政治史 田中拓道/著 勁草書房

77 364.6 年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本 三宅明彦/著 深澤理香/著 法学書院

78 365 いきたい場所で生きる 米田智彦/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

79 365 移住女子 伊佐知美/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 366.3 大卒無業女性の憂鬱 前田正子/著 新泉社

81 366.4 同一労働同一賃金の衝撃 山田久/著 日本経済新聞出版社

82 366.9 電通事件 北健一/著 旬報社

83 367.1 男性支配 ブルデュー/[著] 坂本さやか/訳 藤原書店

84 367.2 ジェンダー史とは何か ソニア・O.ローズ/著 長谷川貴彦/
訳

法政大学出版局

85 367.2 京女の噓 井上章一/著 PHP研究所

86 367.3 日本の子連れ再婚家庭 新川てるえ/著
太郎次郎社エディタ
ス

87 367.3 実家&家族の大問題 日経BP社

88 367.4 わが子に会えない 西牟田靖‖著
PHPエディターズ・グ
ループ

89 367.5 介護する息子たち 平山亮/著 勁草書房

90 367.6 裸足で逃げる 上間陽子/著 太田出版

91 367.7 ちょっと早めの老い支度 続々 岸本葉子/著 オレンジページ

92 367.7 下流老人 続 (朝日新書) 藤田孝典/著 朝日新聞出版

93 367.7 高齢社会の医療介護と地方創生 齋藤清一/編著 三好秀和/編著 同友館

94 367.9 LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会LGBT法務研究部/編著 第一法規

95 367.9 新同性愛って何? 伊藤悟/著 三宅大二郎/著 緑風出版

96 368.2 一億総貧困時代 雨宮処凛/著
集英社インターナ
ショナル

97 368.2 先生、貧困ってなんですか?
自立生活サポートセンター・も
やい/著

合同出版

98 368.2 貧困と地域  (中公新書) 白波瀬達也/著 中央公論新社

99 369 ちょっと気になる医療と介護 権丈善一/著 勁草書房

100 369 社会福祉の基本体系 井村圭壯/編著 今井慶宗/編著 勁草書房

101 369 社会福祉の動向 2017 社会福祉の動向編集委員会/編集 中央法規出版

102 369.0 現場で役立つ!<早引き>介護用語辞典 佐藤富士子/監修 ナツメ社

103 369.0 新・介護福祉士養成講座 16 介護福祉士養成講座編集委員会/編
集

中央法規出版

104 369.0 新・介護福祉士養成講座 6 介護福祉士養成講座編集委員会/編
集

中央法規出版

105 369.2 おしゃべりな足指 小山内美智子/著 杉本裕明/編集協
力

中央法規出版

106 369.2 お年寄りの作って楽しむレクリエーション大百科 小林愛子/監修 姫野順子/監修 講談社

107 369.2 すぐに役立つ入門図解最新よくわかる障害者総合支援法 若林美佳/監修 三修社

108 369.2 パーソンセンタードケアで考える認知症ケアの倫理 ジュリアン・C.ヒューズ/編著 ク
ライヴ・ボールドウィン/編著

クリエイツかもがわ

109 369.2 高齢者介護に役立つハーブとアロマ 林真一郎/著 今知美/著 東京堂出版

110 369.2 差別されてる自覚はあるか 荒井裕樹/著 現代書館

111 369.2 紙でつくるリハビリクラフト 佐々木隆志/監修 工房GEN/著 誠文堂新光社

112 369.2 事例で学ぶ認知症の人の家族支援 福島喜代子/編著 結城千晶/著 中央法規出版

113 369.2 親の介護で自滅しない選択 太田差惠子/著 日本経済新聞出版社

114 369.2 生きたかった 藤井克徳/編 池上洋通/編 大月書店

115 369.2 生活保護ハンドブック 池谷秀登/著 日本加除出版

116 369.3 くらしの防災 坂本廣子/著 坂本佳奈/著 メタモル出版

117 369.3 そのときどうする 日本防火・防災協会/編集 東京法令出版

118 369.3 帰国者九万三千余名最後の別れ 小島晴則/編 高木書房(発売)

119 369.3 天地海人 矢守克也/著 ナカニシヤ出版

120 369.3 難民を知るための基礎知識 滝澤三郎/編著 山田満/編著 明石書店

121 369.3 被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40 アベナオミ/著 学研プラス

122 369.3 復興ストレス 伊藤浩志/著 彩流社

123 369.4 孤立していく子どもたち しんぶん赤旗社会部/著 新日本出版社

124 370.4 みんなで子育て参戦! 萩本悦久/著 第三文明社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

125 371 現代教育概論 佐藤晴雄/著 学陽書房

126 371.4 子どもが成長するということの真相 吉田順/著 民衆社

127 371.4 不登校の子どもへのつながりあう登校支援 田上不二夫/著 金子書房

128 371.7 テストは何を測るのか 光永悠彦/著 ナカニシヤ出版

129 372.1 日本国民をつくった教育 沖田行司/著 ミネルヴァ書房

130 373.7 高等学校教育実習ハンドブック 永添祥多/著 田代武博/著 風間書房

131 374 事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 volume1 五十嵐哲也/編著 茅野理恵/編著 少年写真新聞社

132 374.7 わかる!学校どうぶつ飼育ハンドブック 愛知県獣医師会/編・著 中日新聞社

133 375.1 アクティブ・ラーニングの基本と授業のアイデア 宮崎猛/編著 ナツメ社

134 375.1 そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中澤篤史/著 大月書店

135 375.1 新しい特別活動の指導原理 山崎英則/編著 南本長穂/編著 ミネルヴァ書房

136 375.1 図解実践!アクティブラーニングができる本 小林昭文/監修 講談社

137 375.7 子供の世界子供の造形 松岡宏明/著 三元社

138 375.8 おかしいぞ!国語教科書 梶川信行/編 上代文学会/監修 笠間書院

139 375.8 小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか 田中真紀子/著 研究社

140 376.1 「お絵かき」の想像力 皆本二三江/著 春秋社

141 376.1 0・1・2歳児のキュートな壁面&ルームグッズ  チャイルド本社

142 376.1 0-5歳児生活習慣のスムーズ身につけガイド 塩谷香/監修 学研プラス

143 376.1 0-5歳児病気とケガの救急&予防カンペキマニュアル 渋谷紀子/監修 学研プラス

144 376.1 おり紙歌あそびソングシアター 藤原邦恭/著 いかだ社

145 376.1 かんたん!かわいい!カモさんの保育のイラスト12か月 カモ/著 新星出版社

146 376.1 季節を楽しむかわいい童謡おりがみ いまいみさ/著 チャイルド本社

147 376.1 子どものかわいさに出あう 近藤直子/著 クリエイツかもがわ

148 376.1 発達の心理 内田伸子/著 サイエンス社

149 376.1 必ず役立つ!保育の年中行事まるごとアイデア  ナツメ社

150 376.1 保育で使える!ワクワク手袋シアター amico/著 ナツメ社

151 376.8 小中高・不登校生の居場所探し 2017〜2018年版  学びリンク

152 377.2 地域と大学 萩原誠/著 南方新社

153 377.9 3年で退職しないための就活読本 三好秀和/著 佐々木一雄/著 同友館

154 377.9 就活ストーリー会社選びのうそとほんと 就活満足度向上委員会/編 中央経済社

155 377.9 理系大学生活ハンドブック 原田淳/著 化学同人

156 378 子どもの発達障害と支援のしかたがわかる本 西永堅/著 日本実業出版社

157 378 自閉症と感覚過敏 熊谷高幸/著 新曜社

158 379.7 ゼロ秒勉強術 宇都出雅巳/著 大和書房

159 379.9 すごい学習メソッド 藤野雄太/著 永岡書店

160 379.9 そのイタズラは子どもが伸びるサインです 伊藤美佳/著 青春出版社

161 379.9 ママも子どももハッピーになる!がんばらない子育て 高見知日子/著 すばる舎リンケージ

162 382.1 民衆史の遺産 第11巻 谷川健一/責任編集 大和岩雄/責任
編集

大和書房

163 383.8 47都道府県・乾物干物百科 星名桂治/著 丸善出版

164 386.1 日本真ん中山車まつり デン真/著 中日新聞社

165 386.8 地歌舞伎を見に行こう  産業編集センター

166 388.3 ラインの伝説 吾孫子豊/著 八坂書房

167 391.2 図解第2次世界大戦対ナチ特殊作戦
スティーヴン・ハート/著 クリ
ス・マン/著

原書房

168 392.1 徹底解剖自衛隊のヒト・カネ・組織 福好昌治/著 コモンズ

169 395.3 軍港都市史研究 4  清文堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

170 395.8 戦場に行く犬 マリア・グッダヴェイジ/著 櫻井
英里子/訳

晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 左と右・対称性のサイエンス
広島大学大学院総合科学研究科/編
佐藤高晴/責任編集

丸善出版

2 410 ベルヌーイ家の遺した数学 松原望/著 東京図書

3 410.2 発見と創造の数学史 高瀬正仁/著 萬書房

4 411.6 ベーシック圏論 T.レンスター/著 斎藤恭司/監修 丸善出版

5 412 素数はめぐる  (ブルーバックス) 西来路文朗/著 清水健一/著 講談社

6 412 素数姫の素数入門 「素数に恋する女」製作委員会/著 洋泉社

7 413 徹底入門解析学 梅田亨/著 日本評論社

8 417 ビジネスマンがはじめて学ぶベイズ統計学 朝野煕彦/編著 土田尚弘/著 朝倉書店

9 417 挫折しない統計学入門 浅野晃/著 オーム社

10 431.1 元素周期表パーフェクトガイド 元素周期表パーフェクトガイド編
集チーム/編集

誠文堂新光社

11 440 宇宙のかけら 竹内薫/著 片岡まみこ/絵 青土社

12 443.9 宇宙に「終わり」はあるのか  (ブルーバックス) 吉田伸夫/著 講談社

13 445 系外惑星と太陽系  (岩波新書 新赤版) 井田茂/著 岩波書店

14 450 地学ノススメ  (ブルーバックス) 鎌田浩毅/著 講談社

15 451.8 人類と気候の10万年史  (ブルーバックス) 中川毅/著 講談社

16 452 海のすべて  ニュートンプレス

17 454.5 「山の不思議」発見!  (ヤマケイ新書) 小泉武栄/著 山と溪谷社

18 454.6 洞窟ばか 吉田勝次/著 扶桑社

19 460.4 生命科学の静かなる革命  (インターナショナル新書) 福岡伸一/著
集英社インターナ
ショナル

20 462.1 新編裏山の博物誌 三宅修/著 山と溪谷社

21 463 生命の内と外 永田和宏/著 新潮社

22 464 生体分子化学 杉本直己/編著 内藤昌信/著 講談社

23 467.3 オスとメスはどちらが得か?  (祥伝社新書) 稲垣栄洋/[著] 祥伝社

24 471.3 花の果て、草木の果て 田中徹/著 淡交社

25 479.9 タンポポハンドブック 保谷彰彦/著 文一総合出版

26 481.3 眠れなくなるほどおもしろい睡眠の話  (新書y) 関口雄祐/著 洋泉社

27 481.9 毒々生物の奇妙な進化 クリスティー・ウィルコックス/著
垂水雄二/訳

文藝春秋

28 483 ウニはすごいバッタもすごい  (中公新書) 本川達雄/著 中央公論新社

29 484.7 愛しのオクトパス サイ・モンゴメリー/著 小林由香
利/訳

亜紀書房

30 486.1 昆虫のすごい瞬間図鑑 石井誠/著 誠文堂新光社

31 487.8 Croak! 黒川宇吉/著 海老沼剛/監修 実業之日本社

32 488.1 小鳥飛翔の科学 野上宏/著 築地書館

33 488.7 世界で一番美しいフクロウの図鑑 マイク・アンウィン/著 五十嵐友
子/訳

エクスナレッジ

34 488.9 なぜ・どうして種の数は増えるのか
Peter R.Grant/[著] B.Rosemary
Grant/[著]

共立出版

35 489 おっぱいの進化史 浦島匡/著 並木美砂子/著 技術評論社

36 489.5 ニホンオオカミは消えたか? 宗像充/著 旬報社

37 490.1 大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました 井上由季子/著 筑摩書房

38 491.1 からだと筋肉のしくみ 有川譲二/著・イラスト 高橋書店

39 491.3 「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべて左右する 石黒源之/著 東洋経済新報社

40 491.3 ぜんぶわかる血液・免疫の事典 奈良信雄/監修 成美堂出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 491.3 左利きあるある右利きないない 左来人/著 小山健/イラスト ポプラ社

42 491.3 人体-消化の旅  ニュートンプレス

43 491.6 苦しみを癒す「無頓着」のすすめ 樋野興夫/著 ブックマン社

44 492 病気&診療完全解説BOOK 東京逓信病院/編著 医学通信社

45 492.2 覚えておこう応急手当 加藤啓一/監著 少年写真新聞社

46 492.9 がん体験者との対話から始まる就労支援 小迫冨美恵/編 清水奈緒美/編 日本看護協会出版会

47 493.1 介護職・介護家族に役立つやさしい医学知識 和田忠志/著 技術評論社

48 493.1 計算いらず糖尿病のおいしいレシピ 河盛隆造/監修 牧野直子/料理 学研プラス

49 493.1 慢性病薬は、飲み続けなければいけないか? 柘植俊直/著 技術評論社

50 493.2 <高血圧>血圧がぐんぐん下がるコツがわかる本 野村喜重郎/監修 主婦の友イン
フォス/編

主婦の友インフォス

51 493.2 あなたの血管を長持ちさせる6つの方法 池谷敏郎/著 技術評論社

52 493.2 血圧の科学 毛利博/著 日刊工業新聞社

53 493.7 うつ病をなおす  (講談社現代新書) 野村総一郎/著 講談社

54 493.7 サイコパス  (文春新書) 中野信子/著 文藝春秋

55 493.7 すぐわかる自律神経の整え方 主婦の友社/編 主婦の友社

56 493.7 成年後見人のための精神医学ハンドブック 五十嵐禎人/著 日本加除出版

57 493.7 認知症家族を救う安心対策集 主婦の友社/編 主婦の友社

58 493.7 薬いらずで認知症は防げる、治せる! 佐藤俊彦/著 長谷川亨/著 イースト・プレス

59 494.5 医者の罪と罰 石井光/著 幻冬舎

60 494.5 外科医の腕は何で決まるのか  (幻冬舎新書) 羽鳥隆/著 幻冬舎

61 494.5 今こそ知りたい!がん治療薬オプジーボ  (健康人新書) 佐々木治一郎/著 廣済堂出版

62 494.5 知れば怖くない本当のがんの話 中川恵一/著 中央公論新社

63 494.7 健脚寿命を延ばして一生歩ける体をつくる! 石部基実/著 すばる舎

64 494.7 変形性ひざ関節症 八木貴史/著 主婦の友社

65 495.4 子宮がん・卵巣がん 宇津木久仁子/監修 講談社

66 496.4 図解老眼をぐんぐん若返らせる!眼トレ&回復法のすべて 日比野佐和子/監修 林田康隆/監修 日東書院本社

67 497 やってはいけない歯の治療 斎藤正人/著 KADOKAWA

68 497 訪問歯科ドクターごとう 1 五島朋幸/著 大隅書店

69 497.3 知ると得する歯科麻酔 大井久美子/著 口腔保健協会

70 498.3 「欲」をコントロールする方法 西多昌規/著 文響社

71 498.3 Mattyのまいにち解毒生活 Matty/著 講談社

72 498.3 すべての疲労は脳が原因 2 (集英社新書) 梶本修身/著 集英社

73 498.3 脳を強化する読書術 加藤俊徳/著 朝日新聞出版

74 498.5 やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事メニュー122 中村育子/監修 ナツメ社

75 498.5 外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド 香川明夫/監修 竹内冨貴子/料理&
データ作成

女子栄養大学出版部

76 498.5 元気に赤ちゃんが育つ妊婦ごはん 長澤池早子/監修 新谷友里江/料理 成美堂出版

77 498.5 高血圧が改善する酢しょうが健康法 石原新菜/著 洋泉社

78 498.5 病気と不調を自分で治す!家庭おくすり大事典 長屋憲/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

79 498.5 不調・病気知らずの体をつくるおくすりごはん 梅崎和子/著 家の光協会

80 498.8 最高のビジネスパフォーマンスを実現する101の習慣 北條元治/著 安達純子/著 秀和システム

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 エネルギーデジタル化の未来 江田健二/著
エネルギーフォーラ
ム

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 501.6 里地里山エネルギー  (中公新書ラクレ) 河野博子/著 中央公論新社

3 501.8 世界を変える「デザイン」の誕生 バリー・M.カッツ/著 高増春代/訳 CCCメディアハウス

4 504 一流の人ほど理系の雑談が上手い! 白鳥敬/著 新紀元社

5 507.9 プラモデル・模型製作教室 陸上自衛隊現用戦車戦闘車両編  玄光社

6 507.9 プラモデル製作Q&A 森慎二/著 大日本絵画

7 509.6 QCサークル10の力 岩崎日出男/監修 北廣和雄/編 日科技連出版社

8 516.7 東京の地下鉄路線網はどのようにつくられたのか 東京地下鉄研究会/著 洋泉社

9 517 水システム講義 古米弘明/編 片山浩之/編 東京大学出版会

10 517.2 行基と長屋王の時代 尾田栄章/著 現代企画室

11 517.7 ダム大百科 萩原雅紀/監修 実業之日本社

12 518.8 まちづくり教書 佐藤滋/編 饗庭伸/編 鹿島出版会

13 519.8 川を歩いて、森へ 天野礼子/著 中央公論新社

14 520.4 ユートピアへのシークエンス 鈴木了二/著 LIXIL出版

15 520.4 日本語の建築  (PHP新書) 伊東豊雄/著 PHP研究所

16 520.8 一度見たら忘れない奇跡の建物 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

17 521.8 京都・奈良の世界遺産凸凹地形模型で読む建築と庭園 伊澤岬/著 実業之日本社

18 525.1 利用者本位の建築デザイン 日本建築学会/編 彰国社

19 525.5 現代板金建築 北海鋼機デザインアワード記念誌
編集委員会/編著

北海鋼機デザインア
ワード記念誌編集委

20 526.6 ショップインテリア  枻出版社

21 527 すまい再発見 住総研/編 建築資料研究社

22 527 暮らしやすい家づくりのアイデア100 R+houseネットワーク/著 エクスナレッジ

23 527.5 なぜ、「子供部屋」をつくるのか 藤原智美/著 廣済堂出版

24 528.4 超実践的住宅照明マニュアル 福多佳子/著 エクスナレッジ

25 531.9 図面って、どない描くねん! LEVEL2 山田学/著 日刊工業新聞社

26 532 正しい工具の揃え方・使い方 堀田源治/著
日本能率協会マネジ
メントセンター

27 534.5 図解はじめての油圧装置 はじめての油圧装置編集委員会/著
塩田泰仁/監修

科学図書出版

28 536.1 国鉄蒸気機関車 最終章 對馬好一/著 橋本一朗/著 洋泉社

29 536.4 車両基地  (交通新聞社新書) 柴田東吾/著 交通新聞社

30 536.8 ロードバイクインプレッション 2017  枻出版社

31 537.0 メルセデス・ベンツ「最高の顧客体験」の届け方 ジョゼフ・ミケーリ/著 月沢李歌
子/訳

日本実業出版社

32 538.7 軍用機の誕生 水沢光/著 吉川弘文館

33 538.9 中国、「宇宙強国」への野望 寺門和夫/著 ウェッジ

34 547.4 基礎Web技術 松下温/監修 市村哲/共著 オーム社

35 547.4 世界でいちばん簡単なサーバーのe本 金城俊哉/著 秀和システム

36 548.2 いちばんやさしい60代からのiPad 増田由紀/著 日経BP社

37 549 電子工作の職人技 高瀬和則/著 技術評論社

38 549.3 Autodesk Circuitsで学ぶ電子工作入門 蒲生睦男/著
シーアンドアール研
究所

39 556 世界の廃船と廃墟 アフロ/写真 水野久美/テキスト 青幻舎

40 566.7 図解めっき技術の基礎 星野重夫/著 斎藤囲/著 ナツメ社

41 568.0 石油の呪い
マイケル・L.ロス/著 松尾昌樹/共
訳

吉田書店

42 572.1 燃えない電池に挑む! 竹田忍/著 日本経済新聞出版社

43 582.3 地図や案内図のつくり方 井上健語/著 技術評論社

44 585.0 紙と人との歴史
アレクサンダー・モンロー/著 御
舩由美子/訳

原書房

45 588.5 ラム酒大全 日本ラム協会/著 誠文堂新光社

46 588.5 世界が憧れる日本酒78 SAKE RATINGS PROJECT/編 CCCメディアハウス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 588.5 本気で旨い日本酒  洋泉社

48 590 おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん/著 主婦の友社

49 590 家庭科2の私でもうまくいくラクする家事10の法則 みしぇる/著 SBクリエイティブ

50 590 土曜の朝だけ!「きちんと」が続く週末家事 柳沢小実/著 大和書房

51 591 定年男子定年女子 大江英樹/著 井戸美枝/著 日経BP社

52 593.3 「折る縫うカットする」でできる服 藤井あつ子/著 文化学園文化出版局

53 593.3 1年ずっと手ぬい服 高橋恵美子/著 NHK出版

54 593.3 きれいに見える「ひざ下20cmの服」 Quoi?Quoi?/著 高橋書店

55 593.3 ミセスのスタイルブック 2017春号  文化学園文化出版局

56 593.3 鎌倉スワニーの毎日が楽しくなるおしゃれ服  主婦と生活社

57 593.3 誌上・パターン塾 Vol.3 まるやまはるみ/監修 文化学園文化出版局

58 594 ハンドメイド作家売れっ子になる法則 沼里良枝/監修 ナツメ社

59 594 フェルトで作るディズニーつるし飾り&リース 佐々木公子/著 ブティック社

60 594 フェルトで作る和のつるし飾り  ブティック社

61 594 身近な材料でハンドメイドかんたん手づくり雑貨 寺西恵里子/著 家の光協会

62 594 世界手芸紀行  日本ヴォーグ社

63 594 暮らし上手のお裁縫  枻出版社

64 594.2 はじめての刺しゅうこどもたちのステッチ380+100  アップルミンツ

65 594.2 刺繡で作る立体の花々 鈴木美江子/著 文化学園文化出版局

66 594.2 超入門!スタンプワークレッスンBOOK 新井なつこ/著 日本ヴォーグ社

67 594.3 5歳若く見える大人の手編み  ブティック社

68 594.3 うれしいセーター 三國万里子/著 ほぼ日

69 594.3 オーガニックコットンで編む可愛いベビーニット 川路ゆみこ/[著] 主婦の友社

70 594.3 カンタン!かぎ針編み子供が喜ぶ!キッズバッグ  アップルミンツ

71 594.3 カンタン!かぎ針編み大好き!ネコこもの  アップルミンツ

72 594.3 ネックから編む大人のニット 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

73 594.3 気軽に結べて心ときめくタティングレース  ブティック社

74 594.3 猫あそび手芸 サラ・エリザベス・ケルナー/著
安武優子/訳

エクスナレッジ

75 594.4 いちばんやさしい!組ひも 多田牧子/著 日東書院本社

76 594.5 愛らしい加賀のゆびぬき 寺島綾子/著 日本文芸社

77 594.6 はじめての可憐なつまみ細工 藤川しおり/著 永岡書店

78 594.7 持ち手を楽しむバッグ 越膳夕香/著 日本ヴォーグ社

79 594.7 麻ひもで編むまるいバッグと四角いバッグ 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

80 594.8 いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方 長井睦美/著 誠文堂新光社

81 594.9 カワイイ!がいっぱいフェルトのマスコット  ブティック社

82 594.9 ちいさな織り機でちいさなおしゃれこもの 蔭山はるみ/著 日本ヴォーグ社

83 594.9 パッチワークパターン集1050  ブティック社

84 594.9 フェルトで作る花モチーフ92 ピエニシエニ/著 講談社

85 594.9 柴田明美あなたに届けたいキルト 柴田明美/[著] ブティック社

86 595.5 こぶしカッサで小顔美人 山口良純/著 学研プラス

87 596 2時間で3日分の献立づくり ゆーママ/著 KADOKAWA

88 596 あなたのために 続 辰巳芳子/著 文化学園文化出版局

89 596 おいしい発酵食生活 真藤舞衣子/著 講談社

90 596 おひとりさま節約Deli  アップオン

91 596 なんにも作りたくない日の10分レシピBEST200  枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

92 596 ヒミツがまる見え!「おいしい!」の断面 TDK食べもの断面研究会/著 サンクチュアリ出版

93 596 ミス日本の美人食 和田あい/著 小学館

94 596 帰ってからでもすぐできるおかず400レシピ 市瀬悦子/著 学研プラス

95 596 菜箸のひもを切ると料理はうまくなる 小田真規子/[著] 文響社

96 596 作りおきの黄金比レシピ300 主婦と生活社/編 主婦と生活社

97 596 週末90分で作れる!1週間分おかず 新田亜素美/[著] 枻出版社

98 596 女子のやせ定食 金丸絵里加/著 光文社

99 596 身につく作り置き スガ/著 セブン&アイ出版

100 596 体の中からきれいになれる保存食と発酵食 主婦の友社/編 主婦の友社

101 596 忙しいママでもできる!簡単ちょいデコごはん&お弁当 中村陽子/著 まちとこ/編 辰巳出版

102 596 料理上手になる食材のきほん 野崎洋光/著 世界文化社

103 596.0 ばあちゃんの幸せレシピ 中村優/著 木楽舎

104 596.0 暮らし上手、育て上手のひぐま家ごはん日記 ひぐまあさこ/著 KADOKAWA

105 596.2 スペイン・バスク美味しいバル案内 植松良枝/著 産業編集センター

106 596.2 だしの神秘  (朝日新書) 伏木亨/著 朝日新聞出版

107 596.2 人気の「前菜」「先付け」大全 大田忠道/著 旭屋出版

108 596.2 世界まるごとギョーザの旅 久保えーじ/著 東海教育研究所

109 596.3 おいしいもち麦ダイエットレシピ 藤田紘一郎/監修 田村つぼみ/レシ
ピ

東京書店

110 596.3 からだが喜ぶ!藤井恵の豆腐レシピ 藤井恵/著 世界文化社

111 596.3 はじめてのおいしいマクロビオティックごはん220 石澤清美/料理 野口節子/監修 主婦の友社

112 596.3 パスタ大全 旭屋出版編集部/著 旭屋出版

113 596.3 焼きっぱなしフルーツの香ばしレシピ 星野奈々子/[著] 辰巳出版

114 596.3 肉の火入れ 川手寛康/著 柴田書店

115 596.3 野菜でお花を作りましょう かもみん/著 文芸社

116 596.3 余った野菜はささっとストック 谷島せい子/著 主婦の友社

117 596.4 お弁当教本 坂田阿希子/著 東京書籍

118 596.4 かんたん!かわいい!はじめての園児のおべんとう 上島亜紀/著 西東社

119 596.4 まいにちおべんとう 大原千鶴/著 高橋書店

120 596.4 作りおきでおいしいお弁当おかず  ブティック社

121 596.4 春夏秋冬、ぎゅっと詰めて旬弁当 中川たま/著 日本文芸社

122 596.4 忙しい朝でもすぐできるごはん同盟のほぼごはん弁当 しらいのりこ/著 家の光協会

123 596.6 おいしいディズニースイーツレシピ Sachi/著 ブティック社

124 596.6 シンプルベイク&スイーツ 桑原奈津子/[著] オレンジページ

125 596.6 バターで作るオイルで作るクッキーと型なしタルトの本 若山曜子/著 主婦と生活社

126 596.6 フライパンでできる米粉のパンとおやつ 多森サクミ/著 立東舎

127 596.6 フランスの季節を楽しむお菓子作り 西山朗子/著 枻出版社

128 596.6 プレミアムな和サンド ムラヨシマサユキ/著 文化学園文化出版局

129 596.6 ユニコーンベーカリーの焼き菓子 島澤安從里/著 世界文化社

130 596.6 四季を愉しむ手しごと 小島喜和/著 河出書房新社

131 596.6 上菓子「岬屋」主人のやさしく教える和菓子のきほん 渡邊好樹/著 世界文化社

132 596.7 糖質オフのダイエットカクテルレシピ50 森健/著 里文出版

133 596.8 漆器のあるテーブルセッティング 浜裕子/著 誠文堂新光社

134 597 インテリア・ガール 水上裕/著 さとうみほこ/絵 鹿島出版会

135 597 スタイル別にわかるインテリアの基本  エクスナレッジ

136 597 テレンス・コンラン インテリアの色使い テレンス・コンラン/著 大野千鶴/
訳

エクスナレッジ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 597 ふだんの部屋にちょっと手をいれたらステキになりました 川上ユキ/著 大和書房

138 597.5 今日からすっきり!「片づく」暮らし ゆうゆう編集部/編 主婦の友社

139 597.5 図解親ともめずにできるこれがリアルな実家の片づけです。 内藤久/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

140 597.5 探さない暮らし Gemini/著 KADOKAWA

141 598.2 ふたりで授かる体をつくる妊活レシピ 森本義晴/監修 主婦の友社

142 599 「パパは大変」が「面白い!」に変わる本 安藤哲也/著 ファザーリング・
ジャパン/著

扶桑社

143 599 「仕事」も「育児」も大切なパパに贈る本 小林聖司/著 文芸社

144 599.4 おやすみ、エレン カール=ヨハン・エリーン/著 三橋
美穂/監訳

飛鳥新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 ぼくらは地方で幸せを見つける  (ポプラ新書) 指出一正/著 ポプラ社

2 601.1 ライブパフォーマンスと地域 神谷浩夫/編 山本健太/編 ナカニシヤ出版

3 610 ITと熟練農家の技で稼ぐAI農業 神成淳司/著 日経BP社

4 611 農業成長産業化への道すじ 堀田和彦/著 農林統計出版

5 615.7 農家が教えるマルチ&トンネル 農文協/編 農山漁村文化協会

6 615.7 農家が教える自然農法 農文協/編 農山漁村文化協会

7 616.2 写真でわかるイネの反射シート&プール育苗のコツ 農山漁村文化協会/編 依田賢吾/編
集

農山漁村文化協会

8 617.9 育てて楽しむエゴマ 栽培・利用加工 服部圭子/著 日本エゴマ普及協会/
編

創森社

9 619.8 茶楽 ジョセフ・ウェズリー・ウール/著
磯淵猛/日本語版監修

ガイアブックス

10 626.2 トマトをめぐる知の探検 杉山信男/著
東京農業大学出版
会

11 626.2 図解でよくわかるトマトつくり極意 若梅健司/著 農山漁村文化協会

12 626.9 プロが教える有機・無農薬おいしい野菜づくり 福田俊/著 西東社

13 627 455種のガーデニングプランツの育て方がひとめでわかる本 主婦の友社/編 主婦の友社

14 627 ときめく花図鑑 中村文/文 水野克比古/写真 山と溪谷社

15 627.8 カラーリーフプランツ 土橋豊/著 椎野昌宏/著 誠文堂新光社

16 627.8 シックスタイルフラワーズ 松田尚美/著
パイインターナショ
ナル

17 627.8 プチ盆栽 小林健二/著 新星出版社

18 627.8 寄せ植えギャザリング・メソッド 青木英郎/著 誠文堂新光社

19 627.8 水草水槽のススメ 早坂誠/著 エムピージェー

20 629.2 日本庭園 小杉左岐/著 小杉龍一/著 万来舎

21 645.6 トリマーのためのベーシック・テクニック 金子幸一/著 福山貴昭/著 緑書房

22 645.6 ラブラドール
ベン・フォーグル/著 川村まゆみ/
訳

エクスナレッジ

23 645.7 すべての猫はセラピスト 眞並恭介/著 講談社

24 645.7 のら猫拳 アクセント/写真
エムディエヌコーポ
レーション

25 645.7 寝てもさめても猫と一緒 熊井明子/著 河出書房新社

26 645.7 猫づくし日本史 武光誠/著 河出書房新社

27 645.9 かわいいハムスターとの暮らし方 三輪恭嗣/監修 ナツメ社

28 645.9 チンチラ完全飼育
鈴木理恵/著 田向健一/医療監
修

誠文堂新光社

29 645.9 はじめてでもできる!かわいいハムスターの育て方 岡野祐士/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

30 646.8 愛鳥のための健康手づくりごはん 後藤美穂/著 誠文堂新光社

31 662.1 日本の漁業が崩壊する本当の理由 片野歩/著 ウェッジ

32 664.6 トラフグ物語 松浦勉/著 農林統計協会

33 670.9 仕事の英語いますぐ話すためのアクション123 河野木綿子/著 すばる舎

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 670.9 伝わるメールが「正しく」「速く」書ける92の法則 山口拓朗/著 明日香出版社

35 673.3 トップ販売員が使っている売れる販売心理術 有村友見/著 明日香出版社

36 673.3 図解新人の「質問型営業」 青木毅/著 同文舘出版

37 673.3 全業種ですぐに使える!接客英語 山本真実/著 永岡書店

38 673.3 誰も教えてくれない『売れる販売員』の接客フレーズ 成田直人/著 ナツメ社

39 673.8 すぐ分かるスーパーマーケット陳列と演出ハンドブック 鈴木國朗/著 商業界

40 673.9 カフェをはじめる人の本 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

41 673.9 ゲームチェンジに対応するロサンゼルス不動産投資 田中秀夫/著 エー・ディー・ワー
クス海外事業部/著

日経BPコンサルティ
ング

42 673.9 これからの焼肉店開業成功の教科書  旭屋出版

43 673.9 なぜスターバックスは日本で成功できたのか 草地真/著 ぱる出版

44 673.9 マイナス金利時代のありえない「戸建て賃貸投資術」 新谷准司/著
リンダパブリッ
シャーズ

45 673.9 まったく新しい介護保険外サービスのススメ 小濱道博/著 翔泳社

46 673.9 飲食店のためのハラル対策ハンドブック ハラル・ジャパン協会/著 柴田書店

47 673.9 飲食店経営“人の問題”を解決する33の法則 三ツ井創太郎/著 同文舘出版

48 673.9 金持ち大家さんが買う物件買わない物件 稲垣浩之/著 双葉社

49 673.9 手作り屋台が生んだ「やりすぎ」飲食店経営 大西慎也/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

50 673.9 寿司修行3カ月でミシュランに載った理由 宇都裕昭/著 ポプラ社

51 673.9 昭和の店に惹かれる理由 井川直子/著 ミシマ社

52 673.9 親のボロ家から笑顔の家賃収入を得る方法 白岩貢/著 ごま書房新社

53 673.9 不動産取引と土壌汚染のリスク 木暮敬二/著 鹿島出版会

54 673.9 北浦和のパチンコ店が1000億円企業になった 野地秩嘉/著 プレジデント社

55 674 デジタルで変わる広報コミュニケーション基礎 社会情報大学院大学/編 上野征洋/
監修

宣伝会議

56 674.3 アパレルのグラフィックデザインコレクション グラフィック社編集部/編 フレア/
編

グラフィック社

57 674.3 地域ブランドデザイン集  枻出版社

58 674.3 売れるキャラクター戦略  (光文社新書) いとうとしこ/著 光文社

59 675 MarkeZine MarkeZine編集部/編集 翔泳社

60 675 Rによるデータ駆動マーケティング 豊田裕貴/著 オーム社

61 675 Webマーケッターのための最新アルファベット略語辞典 Webマーケティング支援会議/著 サ
プリ/著

秀和システム

62 675 インバウンドマーケティング
ブライアン・ハリガン/著 ダー
メッシュ・シャア/著

すばる舎リンケージ

63 675 デジタル変革マーケティング 横山隆治/著 内田康雄/著 日本経済新聞出版社

64 675 プルーフマーケティング 岩崎慕了/著 ギネスワールドレ
コーズジャパン株式会社/協力

宣伝会議

65 675 小さな会社のはじめてのブランドの教科書 高橋克典/著 ダイヤモンド社

66 675 新シニア市場攻略のカギはモラトリアムおじさんだ! ビデオリサーチひと研究所/編著 ダイヤモンド社

67 675.1 目利きが選んだニッポンの逸品  枻出版社

68 675.2 なぜあなたの予測は外れるのか 小松秀樹/著 育鵬社

69 675.4 2時間でわかる図解オムニチャネル入門 角井亮一/著 あさ出版

70 675.5 激動に直面する卸売市場 細川允史/著 筑波書房

71 678.4 よくわかる貿易実務入門 片山立志/著
日本能率協会マネジ
メントセンター

72 681.3 加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル 鈴木清明/著 大和出版

73 685.4 幸せの種をまく人生 野坂弦司/著 PHP研究所

74 685.6 社員を守るトラック運輸事業者の5つのノウハウ 山本昌幸/著 労働調査会

75 686.2 JR30年の軌跡  JTBパブリッシング

76 686.2 観光列車が旅を変えた  (交通新聞社新書) 堀内重人/著 交通新聞社

77 686.2 昭和60年代の国鉄通勤電車  双葉社

78 686.2 鉄道「大百科」の時代 南正時/著 実業之日本社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 686.2 鉄道ルポルタージュ秘録 池口英司/著 交通新聞社

80 686.5 ヨーロッパ鉄道時刻表 2017年冬ダイヤ号 『地球の歩き方』編集室/日本語解
説版著作編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

81 686.5 新・世界の駅  
パイインターナショ
ナル

82 686.9 路面電車年鑑 2017  イカロス出版

83 687.0 人もチームもすぐ動くANAの教え方 ANAビジネスソリューション/著 KADOKAWA

84 687.2 航空から見た戦後昭和史 夫馬信一/著 鈴木真二/航空技術監
修

原書房

85 689.2 中国人観光客の財布を開く80の方法  (新潮新書) 岡部佳子/著 新潮社

86 694.6 iPhoneプロ技BESTセレクション 秋葉けんた/著 井上真花/著 技術評論社

87 694.6 いちばんやさしい60代からのiPhone 77 Plus 増田由紀/著 日経BP社

88 694.6 できるiPhone 7パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 松村太郎/著 森亨/著 インプレス

89 694.6 はじめての今さら聞けないiPhone入門 吉岡豊/著 秀和システム

90 694.6 毎月のスマホ代を安くしたい人のためのSIMフリースマートフォン入門 吉岡豊/著 秀和システム

91 699 ラジオと地域と図書館と 内野安彦/編著 大林正智/編著 ほおずき書籍

92 699.0 放送博物館の60年 NHK放送博物館/編集 NHK放送博物館

93 699.6 事件リポーター・阿部祐二の超ハードでも疲れない仕事術 阿部祐二/著 PHP研究所

94 699.6 青年の主張 佐藤卓己/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 共同体のかたち 菅香子/著 講談社

2 702.0 5歳の子どもにできそうでできないアート スージー・ホッジ/著 田中正之/日
本語版監修

東京美術

3 702.0 アート・パワー ボリス・グロイス/著 石田圭子/訳 現代企画室

4 702.1 明治、このフシギな時代 2 矢内賢二/編 新典社

5 702.1 洋々無限 清水恵美子/著 里文出版

6 704 ぼくの美術ノート 原田治/著 亜紀書房

7 706.9 MOA美術館 MOA美術館/監修・著 東京美術

8 706.9 新生オルセー美術館 高橋明也/著 新潮社

9 714 石塔調べのコツとツボ 藤澤典彦/著 狭川真一/著 高志書院

10 718 ミステリーな仏像 本田不二雄/著 駒草出版

11 720.2 絵画の歴史 デイヴィッド・ホックニー/著
マーティン・ゲイフォード/著

青幻舎インターナ
ショナル

12 721.8 歌川広重 歌川広重/[画] 河出書房新社

13 721.8 楽しい北斎の冨嶽三十六景 富嶽百景 動植物画他 有泉豊明/著 目の眼

14 721.8 岩佐又兵衛  平凡社

15 721.9 渡辺省亭 渡辺省亭/[画] 岡部昌幸/監修 東京美術

16 723.1 90度のまなざし 合田佐和子/著 港の人

17 723.1 写実を生きる 画家・野田弘志 安田茂美/著 松井文恵/著 生活の友社

18 723.3 かわいいナビ派
高橋明也/監修・著 杉山菜穂子/監
修・著

東京美術

19 724 きむら式おもしろ造形タイム きむらゆういち/著 チャイルド本社

20 724.4 今日から描けるはじめての水彩画 野村重存/著 日本文芸社

21 726.1 屋根うらの絵本かき ちばてつや/著 新日本出版社

22 726.5 mizutamaさんのお絵描き大百科 mizutama/著 玄光社

23 726.5 おしゃれなおばあさんになる本 田村セツコ/著 興陽館

24 726.5 もう一度倫敦巴里 和田誠/著 ナナロク社

25 726.6 イギリス絵本留学滞在記 正置友子/著 風間書房

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 726.9 切り絵でつくるメルヘンドレス 祐琴/著 辰巳出版

27 727.0 MdNデザイナーズファイル 2017 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

28 727.0 不自由な自由 自由な不自由 増田幸弘/著 集/著 六耀社

29 728.4 常用漢字手習い帖 1 飯島英雄/著 国土社

30 728.4 常用漢字手習い帖 2 飯島英雄/著 国土社

31 743.5 写し方見本帳春夏秋冬 日本カメラ社

32 743.6 くらべてわかる!花写真の○と× 田ノ岡哲哉/[著] 日本カメラ社

33 746 デジタル一眼レンズ&構図早わかりQ&A150 河野鉄平/著 玄光社

34 746 デジタル一眼レンズテクニック大事典  学研プラス

35 746 新・プロが教えるデジカメ撮影テクニック 三浦健司/著 KADOKAWA

36 746 絶対におさえておきたいデジタルカメラの新基本100 岡嶋和幸/著 玄光社

37 748 こざる温泉 福田幸広/写真 ゆうきえつこ/文
日経ナショナルジオ
グラフィック社

38 748 バングラデシュの顔 奥田恭子/著 文芸社

39 751 染め付け 有坂多絵子/著 誠文堂新光社

40 751.1 鹿児島睦の器の本 鹿児島睦/器・オブジェ 美術出版社

41 751.1 備前  阿部出版

42 751.2 高麗青磁・李朝白磁へのオマージュ 伊藤郁太郎/著 淡交社

43 753.7 ミャオ族の民族衣装 刺繡と装飾の技法 鳥丸知子/著 誠文堂新光社

44 753.7 旅するモラ 中山富美子/著 亥辰舎

45 753.8 SOU・SOU京菓子あそび SOU・SOU/意匠監修 亀屋良長/和菓
子製作

世界文化社

46 754.3 趣味と実用の木工 キッチン小物食器 マックス・ベインブリッジ/著 宮
田攝子/訳

ガイアブックス

47 754.9 エコクラフトで作るつるし飾り 丹野安祐子/[著] 山本めぐみ/[著] ブティック社

48 754.9 おりがみのはこどうぶつ 木村良寿/著 日本ヴォーグ社

49 754.9 おり紙マジックワンダーランド 藤原邦恭/著 いかだ社

50 754.9 ユニット折り紙の世界 つがわみお/著 ブティック社

51 754.9 飾る・贈る花の折り紙 鈴木恵美子/著 池田書店

52 754.9 食べる・動かす・もてなす折り紙 鈴木恵美子/著 日貿出版社

53 754.9 切りグラフSTAR WARSふせん切り絵 Killigraph/著 ブティック社

54 754.9 折って使える立体ORIGAMI雑貨 川手章子/作品デザイン・制作 日
本折紙協会/監修

日本ヴォーグ社

55 754.9 包みと袋のおりがみ 布施知子/著 誠文堂新光社

56 756.1 職人の近代 土田昇/[著] みすず書房

57 756.6 日本刀の科学 井上達雄/編著 日刊工業新聞社

58 757.0 海外でデザインを仕事にする 岡田栄造/編 鈴木元/[ほか]著 学芸出版社

59 757.0 遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

60 757.3 配色手帳 日本カラーデザイン研究所/監修 玄光社

61 760.7 2018年問題とこれからの音楽教育 久保田慶一/著
ヤマハミュージック
メディア

62 760.7 さらば!オンチ・コンプレックス 小畑千尋/著 教育芸術社

63 760.7 音大生・音楽家のための英語でステップアップ 久保田慶一/著 大類朋美/著 スタイルノート

64 762.0 演奏と時代 指揮者篇 吉井亜彦/著 春秋社

65 763.2 ピアニストのためのヨガ入門 深堀真由美/著
ヤマハミュージック
メディア

66 763.2 ピアノが上達するコード・スケールの使い方 [2016] 横岡ゆかり/編著 自由現代社(発売)

67 763.4 みるみる音が変わる!ヴァイオリン骨体操
矢野龍彦/共著 遠藤記代子/共
著

音楽之友社

68 763.5 絶対曲が作れる!ギタリストのための音楽理論 宮脇俊郎/著
ヤマハミュージック
メディア

69 763.5 弾きながらマスター!ウクレレ入門 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

70 763.9 作曲EDM 木石岳/編著 自由現代社(発売)
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 764.3 オーケストラの読みかた 池辺晋一郎/著 学研プラス

72 764.6 おもしろ吹奏楽事典 渡部謙一/著 佐伯茂樹/著
ヤマハミュージック
メディア

73 764.7 DJがわかる・できる本 [2017] M.KATAE/著 自由現代社(発売)

74 764.7 ここで差がつく!バンドコンテストで勝つための本 野村大輔/著
ヤマハミュージック
メディア

75 764.7 ジャズメン死亡診断書 小川隆夫/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン

76 764.7 愛歌 音羽信/著 未知谷

77 764.7 僕が選んだ「いい音ジャズ」201枚 田中伊佐資/著 DU BOOKS

78 767.8 「ヒットソング」の作りかた  (NHK出版新書) 牧村憲一/著 NHK出版

79 767.8 ボブ・ディランの21世紀 湯浅学/著 音楽出版社

80 767.8 ユーミンとフランスの秘密の関係 松任谷由実/著 CCCメディアハウス

81 767.8 宇多田ヒカル論 世界の無限と交わる歌 杉田俊介/著 毎日新聞出版

82 768.0 天皇の音楽史 豊永聡美/著 吉川弘文館

83 768.5 みたび長唄びいき 池田弘一/著 青蛙房

84 769.9 パリ・オペラ座へようこそ 渡辺真弓/著 青林堂

85 772.1 声優語 藤津亮太/著 一迅社

86 773.2 花伝う花 上野太祐/著 晃洋書房

87 774.0 歌舞伎勝手三昧 浜田恂子/著 未知谷

88 774.2 愛之助日和 片岡愛之助/著 坂東亜矢子/編 光文社

89 774.2 三代目扇雀を生きる 中村扇雀‖著 論創社

90 775.4 ミュージカル教室へようこそ! 安倍寧/著 日之出出版

91 775.4 宝塚語辞典 春原弥生/著 誠文堂新光社

92 775.5 ハムレット、東北に立つ 下館和巳/著 国書刊行会

93 778.0 スクリーンのなかへの旅 立野正裕/著 彩流社

94 778.0 映画と本の意外な関係!  (インターナショナル新書) 町山智浩/著
集英社インターナ
ショナル

95 778.0 日本ヘラルド映画の仕事 谷川建司/著 原正人/監修
パイインターナショ
ナル

96 778.2 スター・ウォーズキャラクター事典 サイモン・ビークロフト/著 パブ
ロ・ヒダルゴ/著

講談社

97 778.2 高倉健の背中 大下英治/著 朝日新聞出版

98 778.2 高峰秀子が愛した男 斎藤明美/著 河出書房新社

99 778.2 無冠の男 松方弘樹/著 伊藤彰彦/著 講談社

100 778.3 俳優の教科書 三谷一夫/著 フィルムアート社

101 778.7 ハイジが生まれた日 ちばかおり/著 岩波書店

102 778.8 ウルトラ怪獣アートワークス1971-1980 円谷プロダクション/監修 中村宏
治/編

出版ワークス

103 778.8 べっぴんさん Part2 渡辺千穂/作 NHK出版/編 NHK出版

104 779.1 最速123キロ、僕は40歳でプロ野球選手に挑戦した そうすけ/著 ベストセラーズ

105 779.3 こんなにいっぱいトランプ手品 平岩白風/著 金園社

106 779.9 運が開ける<欽言録> 萩本欽一/著 徳間書店

107 780 最新スポーツビジネスの動向がよ〜くわかる本 湯浅真弥/著 秀和システム

108 780.1 イップス 石原心/著 内田直/監修 大修館書店

109 780.7 足立流最強の筋トレ 足立光/著 成美堂出版

110 781.4 チア☆ダン 円山夢久/著 KADOKAWA

111 781.9 親子でからだあそび 佐藤弘道/著 世界文化社

112 782 ランニングする前に読む本  (ブルーバックス) 田中宏暁/著 講談社

113 782 速さと持久力が一気に手に入る走り方 鈴木清和/著 青春出版社

114 782.3 マラソンの科学 鍋倉賢治/監修 洋泉社

115 782.3 東海周辺トレイルランニングコースガイド 山と溪谷社/編 山と溪谷社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

116 783.1 バスケットボール ワンランクアップドリル 金子寛治/著
ベースボール・マガ
ジン社

117 783.1 バスケットボールの教科書 3 鈴木良和/著
ベースボール・マガ
ジン社

118 783.1 バスケットボール勝つためのマンツーマンディフェンス 小野秀二/著 マイナビ出版

119 783.2 コーチングバレーボール 基礎編 日本バレーボール協会/編 大修館書店

120 783.4 LIFE アンドレス・イニエスタ自伝 アンドレス・イニエスタ/著 グレ
イヴストック陽子/訳

東邦出版

121 783.4 サッカー逆境の監督学 李済華/著 誠文堂新光社

122 783.4 マヌエル・ノイアー伝記 ディートリッヒ・シュルツェ=マル
メリンク/著 吉田奈保子/訳

実業之日本社

123 783.4 元ACミラン専門コーチのセットプレー最先端理論 ジョバンニ・ビオ/著 片野道郎/著 ソル・メディア

124 783.4 勝ち続ける組織の作り方 黒田剛/著 キノブックス

125 783.4 夢はみるものではなく、かなえるもの 澤穂希/著 PHP研究所

126 783.5 バドミントン基本と戦術 大屋貴司/監修 実業之日本社

127 783.5 バドミントン教本 ジュニア編 日本バドミントン協会/編
ベースボール・マガ
ジン社

128 783.6 卓球基礎コーチング教本 日本卓球協会/編 大修館書店

129 783.7 RCT野球 残像メンタルトレーニング 高岸弘/著
ベースボール・マガ
ジン社

130 783.7 プロ野球語辞典 長谷川晶一/著 佐野文二郎/絵 誠文堂新光社

131 783.7 野球と実況中継 楠淳生/著 中村健二/著 彩流社

132 784.6 チーム・ブライアン300点伝説 ブライアン・オーサー/著 樋口豊/
監修

講談社

133 784.6 日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮直子/著 中央公論新社

134 785.2 対岸へ。 ダイアナ・ナイアド/著 菅しおり/
訳

三賢社

135 786 THE GLAMPING STYLE YURIEの週末ソトアソビ yuriexx67/著 KADOKAWA

136 786 焚き火の達人 伊澤直人/監修 地球丸

137 786.1 ボルダリング基本ムーブと攻略法 野口啓代/監修 実業之日本社

138 786.1 体験的登山技術論  (ヤマケイ新書) 澤田実/著 山と溪谷社

139 786.1 登山の運動生理学とトレーニング学 山本正嘉/著 東京新聞

140 786.3 防災でも役立つ!快適車中泊ギアカタログ  地球丸

141 787.1 堤防釣り  ケイエス企画

142 788.2 1984年のUWF 柳澤健/著 文藝春秋

143 791.7 実用茶事 2 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・
文

淡交社

144 795 囲碁名人戦全記録 第41期 朝日新聞文化くらし報道部/編 朝日新聞社

145 795 劇的に筋が良くなる碁の本 淡路修三/著 マイナビ出版

146 795 攻め合いの極意 松本武久/著 日本棋院

147 796 これだけで勝てるゴキゲン中飛車のコツ 大平武洋/著 マイナビ出版

148 796 これで万全!奇襲破り事典 本間博/著 マイナビ出版

149 796 穴熊囲いを極める77の手筋 石田直裕/著 マイナビ出版

150 796 大山VS升田全局集 大山康晴/著 升田幸三/著 日本将棋連盟

151 797.5 これから始めてみたい人のための楽しく打てる麻雀入門 青木さや/監修 秀和システム

152 798 覚えて教える百人一首 小林隆/著 学進出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 吉本隆明「言語にとって美とはなにか」の読み方 宇田亮一/著
アルファベータブッ
クス

2 804 自由間接話法とは何か 平塚徹/編 平塚徹/[ほか著] ひつじ書房

3 809.2 10秒で伝わる話し方 荒木真理子/著 日本実業出版社

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 809.2 ゆっくり話すだけで、もっと伝わる! 浅沼道郎/著 朝日新聞出版

5 809.2 伝わる話し方のコツ 西任暁子‖監修 ナツメ社

6 809.4 お祝いのスピーチきちんとマナーハンドブック 杉本祐子/著 主婦の友社

7 809.6 Graphic Recorder 清水淳子/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

8 811.2 ビジュアル「国字」字典  世界文化社

9 813 『色葉字類抄』の研究 藤本灯/著 勉誠出版

10 814.4 すぐ使える!四字熟語 齋藤孝/著 ビジネス社

11 814.5 何がちがう?どうちがう?似ている日本語 佐々木瑞枝/著 東京堂出版

12 815.8 品が伝わるオトナの言い方が身につく本 唐沢明/著 ぱる出版

13 816 書く力  (朝日新書) 池上彰/著 竹内政明/著 朝日新聞出版

14 816 生涯使える大人の文章力スピード学習帳 杉本祐子/著 主婦の友社

15 816 超解文章が面白いほど上手に書ける本 吉岡友治/著 あさ出版

16 821.2 文字講話 4 白川静/著 平凡社

17 825 誤用から学ぶ中国語 続編2 郭春貴/著 白帝社

18 829.1 韓国語似ている形容詞・副詞使い分けブック 河村光雅/著 金京子/著 ベレ出版

19 829.1 韓国語話す・聞くかんたん入門書 長友英子/著 荻野優子/著 池田書店

20 829.1 今すぐ役立つ韓国語の日常基本単語集 石田美智代/著 ナツメ社

21 830.7 1年で話せた人が絶対やらない英語勉強法 水野稚/著 日本実業出版社

22 830.7 テキスト不要の英語勉強法 布村奈緒子/著 KADOKAWA

23 830.7 英語は“速く”間違えなさい ウィリアム・ルーカス/著 山口ま
み/訳

朝日新聞出版

24 830.7 教養人の英語 島根国士/著 彩流社

25 835 表現英文法 田中茂範/著 コスモピア

26 836 3フレーズでOK!メール・SNSの英会話 デイビッド・セイン/著 青春出版社

27 837 天声人語 2016冬 朝日新聞論説委員室/編 国際編集
部/訳

原書房

28 837.8 話すためのリスニング入門+初級 白野伊津夫‖著リサ・A.ステファニ
‖著 研究社

29 837.8 30秒でできる!47都道府県紹介おもてなしの英会話 安河内哲也/監修 IBCパブリッシング

30 837.8 60才からはじめる旅行英会話 高橋文子/著 明日香出版社

31 837.8 話すための英語力  (講談社現代新書) 鳥飼玖美子/著 講談社

32 846.6 今すぐ書けるドイツ語レター・Eメール表現集
高橋美香/著 Roman Dominik
Rendler/著

語研

33 854 今すぐ役立つフランス語の日常基本単語集 近藤野里/監修 ナツメ社

34 857.8 パリが楽しくなる!かんたんフランス語 荻野雅代/著 桜井道子/著
パイインターナショ
ナル

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.0 I Love Youの訳し方 望月竜馬/著 ジュリエット・スミ
ス/絵

雷鳥社

2 902.3 SFが読みたい! 2017年版 SFマガジン編集部/編 早川書房

3 910.2 「ジュニア」と「官能」の巨匠富島健夫伝 荒川佳洋/著 河出書房新社

4 910.2 Y先生と競馬 坪松博之/著 本の雑誌社

5 910.2 芥川賞の偏差値 小谷野敦/著 二見書房

6 910.2 久留島武彦評伝 金成妍/著 求龍堂

7 910.2 宮沢賢治の鳥 国松俊英/文 舘野鴻/画 岩崎書店

8 910.2 古典の叡智 小野恭靖/著 新典社

9 910.2 高橋和巳  河出書房新社

10 910.2 作家と楽しむ古典 池澤夏樹/著 伊藤比呂美/著 河出書房新社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 910.2 大佛次郎と猫 大佛次郎記念館/監修 小学館

12 910.2 本格ミステリー・ワールド 2017 島田荘司/監修 南雲堂

13 910.2 歴史・時代小説の快楽 読まなきゃ死ねない全100作ガイド 細谷正充/著 河出書房新社

14 910.2 漱石と煎茶  (平凡社新書) 小川後楽/著 平凡社

15 911.1 万葉の恋 樋口百合子/著 藤田朱雀/著 淡交社

16 911.1 萬葉一葉 上巻 今泉忠芳/著 文芸社

17 911.3 愉しきかな、俳句 西村和子/著 KADOKAWA

18 911.3 365日の歳時記 上・下 夏生一暁‖編著 PHP研究所

19 911.5 北原白秋  (岩波新書 新赤版) 今野真二/著 岩波書店

20 912.6 DOLL 如月小春/著 新宿書房

21 912.6 革命伝説・宮本研の劇世界 日本演劇学会分科会日本近代演劇
史研究会/編

社会評論社

22 912.6 筒井康隆全戯曲 4 筒井康隆/著 日下三蔵/編 復刊ドットコム

23 913.2 古事記学者(コジオタ)ノート 三浦佑之/著 青土社

24 913.3 『源氏物語』の特殊表現 吉海直人/著 新典社

25 913.3 正訳源氏物語 第7冊 [紫式部/著] 中野幸一/訳 勉誠出版

26 914.6 うっとり、チョコレート 青木奈緒/[ほか]著 河出書房新社

27 914.6 オトナのたしなみ 柴門ふみ/著 キノブックス

28 914.6 ぐうたら上等 中野翠/著 毎日新聞出版

29 914.6 さっぱりと欲ばらず 吉沢久子/著 中央公論新社

30 914.6 音の糸 堀江敏幸/著 小学館

31 914.6 喧嘩上等 中村 うさぎ/著 マツコ・デラック
ス/著

毎日新聞社

32 914.6 言葉の贈り物 若松英輔/著 亜紀書房

33 914.6 孤独論 田中慎弥/著 徳間書店

34 914.6 幸田家のことば 青木奈緒/著 小学館

35 914.6 皿洗いするの、どっち? 山内マリコ/著 マガジンハウス

36 914.6 私のつづりかた 小沢信男/著 筑摩書房

37 914.6 私の先生 北野生涯教育振興会/監修 小笠原
英司/編

ぎょうせい(印刷)

38 914.6 上機嫌の本 佐藤愛子/著 PHP研究所

39 914.6 人生のぜいたく 吉沢久子/著 主婦の友社

40 914.6 大人の結婚 吉元由美/著 水王舎

41 914.6 知れば知るほど 藤原正彦/著 新潮社

42 914.6 湯川秀樹 湯川秀樹/著 平凡社

43 914.6 猫には嫌なところがまったくない 山田かおり/著 幻冬舎

44 914.6 農を棄てたこの国に明日はない 野坂昭如/著 家の光協会

45 914.6 発光 坂口恭平/著 東京書籍

46 914.6 不運を幸運に変える力 曾野綾子/著 河出書房新社

47 914.6 毎日っていいな 吉本ばなな/著 毎日新聞出版

48 914.6 夢の叶え方を知っていますか?  (朝日新書) 森博嗣/著 朝日新聞出版

49 914.6 無常の使い 石牟礼道子/著 藤原書店

50 914.6 遊行を生きる 鎌田實‖著 清流出版

51 915.6 「森の人(オランウータン)」が食べるブドウの味 篠田節子/著 小石川書館

52 915.6 海をわたる手紙 澤地久枝/著 ドウス昌代/著 岩波書店

53 916 13歳、「私」をなくした私 山本潤/著 朝日新聞出版

54 916 カサンドラ症候群でした えどがわ理恵/著 文芸社

55 916 雨にうたれてみたくて 佐藤きみよ/著 現代書館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 916 実録水漏れマンション殺人事件 久川涼子/著 新潮社

57 916 車いす弁護士奮闘記 高田知己/著 金融財政事情研究会

58 918 鰻 石川博/編 皓星社

59 918.6 堺屋太一著作集 第5巻 堺屋太一/著 東京書籍

60 918.6 谷崎潤一郎全集 第9巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

61 921.4 天空の詩人李白 陳舜臣/著 講談社

62 929.1 関釜連絡船 上・下 李炳注/[著] 橋本智保/訳 藤原書店

63 929.3 時の一雫 セーニー・サオワポン/著 吉岡み
ね子/編訳

大同生命国際文化基
金

64 929.8 大説話ブリハットカター 土田龍太郎/著 中央公論新社

65 933.6 名探偵ホームズ全集 第1巻 コナン・ドイル/原作 山中峯太郎/
訳著

作品社

66 933.7 10：04 ベン・ラーナー/著 木原善彦/訳 白水社

67 933.7 アロウズ・オブ・タイム グレッグ・イーガン/著 山岸真/訳 早川書房

68 933.7 ビリー・リンの永遠の一日
ベン・ファウンテン/著 上岡伸雄/
訳

新潮社

69 933.7 ミドル・テンプルの殺人 J.S.フレッチャー/著 友田葉子/訳 論創社

70 933.7 私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー/著
矢倉尚子/訳

白水社

71 933.7 魔術師の帝国 1 クラーク・アシュトン・スミス/著
安田均/編

アトリエサード

72 933.7 地球に落ちて来た男 ウォルター・テヴィス‖著古沢嘉通
‖訳 二見書房

73 934.7 バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ/著 野中モモ/訳 亜紀書房

74 934.7 マクソーリーの素敵な酒場 ジョゼフ・ミッチェル/著 土屋晃/
訳

柏書房

75 936 ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 キャスリーン・フリン/著 村井理
子/訳

きこ書房

76 936 僕は人生の宿題を果たす旅に出た リー・クラヴィッツ/著 月沢李歌
子/訳

ダイヤモンド社

77 940.2 教養としてのゲーテ入門 仲正昌樹/著 新潮社

78 943.7 ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む フリードリヒ・デュレンマット/著
増本浩子/訳

白水社

79 943.7 タタールで一番辛い料理 アリーナ・ブロンスキー/著 斉藤
正幸/訳

幻冬舎メディアコン
サルティング

80 949.7 凍てつく街角 ミケール・カッツ・クレフェルト/
著 長谷川圭/訳

早川書房

81 953.7 プルーストと過ごす夏 アントワーヌ・コンパニョン/[ほ
か]著 ジュリア・クリステヴァ

光文社

82 953.7 貧困の発明 タンクレード・ヴォワチュリエ/著
山本知子/訳

早川書房

83 963 ウリョーアの館 エミリア・パルド=バサン/著 大楠
栄三/訳

現代企画室

84 963 傷痕
フアン・ホセ・サエール/著 大西
亮/訳

水声社

85 969.3 猥褻なD夫人 イルダ・イルスト/著 四方田犬彦/
訳

現代思潮新社

86 983 辻原登の「カラマーゾフ」新論 辻原登/著 光文社

87 989.5 約束
イジー・クラトフヴィル/著 阿部
賢一/訳

河出書房新社

88 993.2 文学都市ダブリン 木村正俊/編 春風社

89 993.6 処刑の丘 ティモ・サンドベリ/著 古市真由
美/訳

東京創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F アリハラせんぱいと救えないやっかいさん 阿川せんり/著 KADOKAWA

2 F 二人の天馬 安保邦彦/著 花伝社

3 F 不発弾 相場英雄/著 新潮社

4 F 招待状 赤川次郎/著 光文社

5 F 放課後の厨房男子 [2] 秋川滝美/著 幻冬舎

6 F COCORA 1 天咲心良/著 講談社

7 F COCORA 2 天咲心良/著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 F 燕雀の夢 天野純希/著 KADOKAWA

9 F 花天の力士(ちからびと) 天野行人/著 朝日新聞出版

10 F 眠れない夜は体を脱いで 彩瀬まる/著 徳間書店

11 F 逆恨みのネメシス 新井素子/著 出版芸術社

12 F Tの衝撃 安生正‖著 実業之日本社

13 F SCS 上 五十嵐貴久/著 光文社

14 F 東京クルージング 伊集院静/著 KADOKAWA

15 F 切腹考 伊藤比呂美/著 文藝春秋

16 F 向こうがわの蜂 池永陽‖著 PHP研究所

17 F 救急病院 石原慎太郎/著 幻冬舎

18 F 重力アルケミック 柞刈湯葉/著 焦茶/[画] 星海社

19 F 物件探偵 乾くるみ/著 新潮社

20 F がん消滅の罠 岩木一麻/著 宝島社

21 F 竜は動かず 上・下 上田秀人/著 講談社

22 F 路地 上原善広/編 皓星社

23 F 雪つもりし朝 植松三十里/著 KADOKAWA

24 F 鏡の女 内田康夫/著 実業之日本社

25 F なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織/[著] 角川春樹事務所

26 F 隠す 大崎梢/著 加納朋子/著 文藝春秋

27 F 天上の葦 上・下 太田愛/著 KADOKAWA

28 F 姥捨て山繁盛記 太田俊明/著 日本経済新聞出版社

29 F 超・少年探偵団NEO 大宮一仁/脚本 田中啓文/小説 ポプラ社

30 F 花の残日録 小川征也/著 作品社

31 F 誘拐捜査 緒川怜/著 光文社

32 F 再起動 岡本学/著 講談社

33 F 失われた地図 恩田陸/著 KADOKAWA

34 F 終りなき夜に生れつく 恩田陸/著 文藝春秋

35 F 密室本能寺の変 風野真知雄/著 祥伝社

36 F 島津の陣風(かぜ) 片山洋一/著 朝日新聞出版

37 F 墨の魔術師 金田石城/著 幻冬舎

38 F きみが来た場所 喜多川泰/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

39 F 秘密結社Ladybirdと僕の6日間 喜多川泰/著 サンマーク出版

40 F 神の味噌汁 鬼頭誠司/著 秀和システム

41 F ビニール傘 岸政彦/著 新潮社

42 F 生成不純文学 木下古栗/著 集英社

43 F 敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝/著 KADOKAWA

44 F テロリストの処方 久坂部羊/著 集英社

45 F 海に向かう足あと 朽木祥/著 KADOKAWA

46 F 白い衝動 呉勝浩/著 講談社

47 F 甲賀三郎探偵小説選 2 甲賀三郎/著 論創社

48 F 浜中刑事の迷走と幸運 小島正樹/著 南雲堂

49 F ぼくのとなりにきみ 小嶋陽太郎/著 ポプラ社

50 F 回帰 今野敏/著 幻冬舎

51 F けものになること 坂口恭平/著 河出書房新社

52 F かわうそ堀怪談見習い 柴崎友香/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 F ギキョウダイ 嶋戸悠祐/著 講談社

54 F 計画結婚 白河三兎/著 徳間書店

55 F 紙のピアノ 新堂冬樹/著 双葉社

56 F 蘇我の娘の古事記 周防柳/[著] 角川春樹事務所

57 F 本能寺奇伝 世川行介/著 彩雲出版

58 F 貴機帰還スルニ及バズ 田中博/著 文芸社

59 F 鬼門の将軍 高田崇史/著 新潮社

60 F 主君 高殿円/著 文藝春秋

61 F スイミングスクール 高橋弘希/著 新潮社

62 F 躍る六悪人 竹内清人/著 ポプラ社

63 F 鳩摩羅什 立松和平/著 横松心平/著 佼成出版社

64 F ダブルマリッジ 橘玲/著 文藝春秋

65 F 木足の猿 戸南浩平/著 光文社

66 F 柳生三代の鬼謀 鳥羽亮/著 徳間書店

67 F 君が見つけた星座 千澤のり子/著 原書房

68 F 笑いのカイブツ ツチヤタカユキ/著 文藝春秋

69 F 江の島ねこもり食堂 名取佐和子/著 ポプラ社

70 F 晴れ着のゆくえ 中川なをみ/著
文化学園文化出版
局

71 F ゼロ・アワー 中山可穂/著 朝日新聞出版

72 F 時が見下ろす町 長岡弘樹/著 祥伝社

73 F 本を守ろうとする猫の話 夏川草介/著 小学館

74 F 立川忍びより 仁木英之/著 KADOKAWA

75 F バスを待つ男 西村健‖著 実業之日本社

76 F わが愛する土佐くろしお鉄道 西村京太郎/著 中央公論新社

77 F 札沼線の愛と死 新十津川町を行く 西村京太郎/著 実業之日本社

78 F 殺意の隘路 日本推理作家協会/編 青崎有吾
/[ほか著]

光文社

79 F 家と庭 畑野智美/著 KADOKAWA

80 F わたつみ 花房観音/著 中央公論新社

81 F 夢窓 服部真澄/著 PHP研究所

82 F 神様ドライブ 浜口倫太郎/著 講談社

83 F そういう生き物 春見朔子/著 集英社

84 F 最終兵器は女王様 福田和代/著 祥伝社

85 F 縫わんばならん 古川真人/著 新潮社

86 F 羽ばたき 堀辰雄/著 長山靖生/編 彩流社

87 F 沈黙と美
マコト フジムラ/著 篠儀直子/
訳

晶文社

88 F バラ色の未来 真山仁/著 光文社

89 F カウントダウン 真梨幸子/著 宝島社

90 F マッド・ドッグ 美達大和/著 河出書房新社

91 F 騎士団長殺し 第1部・第2部 村上春樹/著 新潮社

92 F だからあなたは殺される 水生大海/著 光文社

93 F ついに、来た? 群ようこ/著 幻冬舎

94 F 戦友たちの祭典(フェスティバル) 森村誠一/著 中央公論新社

95 F ガーディアン 薬丸岳/著 講談社

96 F 合理的にあり得ない 柚月裕子/著 講談社

97 F 三国志 10 吉川英治/著 1万年堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

98 F 先生の夢十夜 芳川泰久/著 河出書房新社

99 F 死体島 渡辺裕之/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B202.5 通論考古学 濱田耕作/著 岩波書店

2 B911.3 蕪村文集 [与謝蕪村/著] 藤田真一/編注 岩波書店

3 B914 贅沢貧乏のお洒落帖 森茉莉/著 早川茉莉/編 筑摩書房

4 B914.6 老いと収納 群ようこ/[著] KADOKAWA

5 B933.6 幸福な王子柘榴の家 ワイルド/著 小尾芙佐/訳 光文社

6 B933.7 カウンター・ポイント サラ・パレツキー/著 山本やよい/
訳

早川書房

7 B933.7 クリスマスの朝に マージェリー・アリンガム/著 猪
俣美江子/訳

東京創元社

8 B933.7 運のいい日 バリー・ライガ/著 満園真木/訳 東京創元社

9 B933.7 機は熟せり 上・下
ジェフリー・アーチャー/[著] 戸
田裕之/訳

新潮社

10 B933.7 邪悪 上・下 パトリシア・コーンウェル/[著]
池田真紀子/訳

講談社

11 B933.7 聖エセルドレダ女学院の殺人 ジュリー・ベリー/著 神林美和/訳 東京創元社

12 B933.7 船出 上 ヴァージニア・ウルフ/作 川西進/
訳

岩波書店

13 B933.7 謎解きはスープが冷めるまえに コニー・アーチャー/著 羽田詩津
子/訳

原書房

14 B933.7 謀略の都 上・下 ロバート・ゴダード/[著] 北田絵
里子/訳

講談社

15 B933.7 魔物のためのニューヨーク案内 ムア・ラファティ/著 杉田七重/訳 東京創元社

16 B953.7 失われた時を求めて 4 プルースト/著 高遠弘美/訳 光文社

17 B953.7 失われた時を求めて 5 プルースト/著 高遠弘美/訳 光文社

18 BF そして、君のいない九月がくる 天沢夏月/[著] KADOKAWA

19 BF よろず占い処陰陽屋狐の子守歌 天野頌子/[著] ポプラ社

20 BF 芝浜しぐれ 井川香四郎/著 文藝春秋

21 BF 静かなノモンハン 伊藤 桂一/[著] 講談社

22 BF 五つの証文 稲葉稔/著 文藝春秋

23 BF 紅い月 今井絵美子/[著] KADOKAWA

24 BF 参勤 上田秀人/[著] 講談社

25 BF 呪詛の文 上田秀人/著 光文社

26 BF 家電の神様 江上剛/[著] 講談社

27 BF 真夜中のパン屋さん [5] 大沼紀子/[著] ポプラ社

28 BF 新米ベルガールの事件録 岡崎琢磨/[著] 幻冬舎

29 BF モップガール 3 加藤実秋/著 小学館

30 BF 隠密味見方同心 7 風野真知雄/[著] 講談社

31 BF 蔵前姑獲鳥(うぶめ)殺人事件 風野真知雄/著 文藝春秋

32 BF 江戸の検屍官 川田 弥一郎/著 祥伝社

33 BF 化学探偵Mr.キュリー 5 喜多喜久/著 中央公論新社

34 BF 猿蟹 鯨統一郎/著 小学館

35 BF 娘飛脚を救え 倉阪鬼一郎/[著] 講談社

36 BF 真の雨 下 小杉健治/著 祥伝社

37 BF 隠密同心 3 小杉健治/[著] KADOKAWA

38 BF 離れ簪 小杉健治/著 祥伝社

39 BF 御鑓拝借 佐伯泰英/著 文藝春秋

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 BF 騒乱前夜 佐伯泰英/著 文藝春秋

41 BF 寄残花恋(のこりはなよするこい) 佐伯泰英/著 文藝春秋

42 BF 孫六兼元 佐伯泰英/著 文藝春秋

43 BF 鬼役 20 坂岡真/著 光文社

44 BF クラン 4 沢村鐵/著 中央公論新社

45 BF きょうのできごと 柴崎 友香/著 河出書房新社

46 BF 次の町まで、きみはどんな歌をうたうの? 柴崎 友香/著 河出書房新社

47 BF 愛より優しい旅の空 柴田よしき/[著] KADOKAWA

48 BF 猫は毒殺に関与しない 柴田よしき/著 光文社

49 BF サンパギータ 鈴峯紅也/著 中央公論新社

50 BF 匣の中の失楽 竹本健治/[著] 講談社

51 BF 不義 辻堂魁/[著] KADOKAWA

52 BF 仇討ち居合 鳥羽亮/著 双葉社

53 BF あやかし飛燕 鳥羽亮/著 光文社

54 BF AID 内藤了/[著] KADOKAWA

55 BF LEAK 内藤了/[著] KADOKAWA

56 BF ココロ・ドリップ 3 中村一/[著] KADOKAWA

57 BF 最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人/著 TOブックス

58 BF 嶽神伝 鬼哭 上・下 長谷川卓/[著] 講談社

59 BF 本所おけら長屋 7 畠山健二/著 PHP研究所

60 BF 最後の晩ごはん [7] 椹野道流/[著] KADOKAWA

61 BF 煤払い 藤井邦夫/著 文藝春秋

62 BF 花飾り 藤井邦夫/著 文藝春秋

63 BF 無法者 藤井邦夫/著 文藝春秋

64 BF バチカン奇跡調査官 [14] 藤木稟/[著] KADOKAWA

65 BF 冬の野 藤原緋沙子/著 祥伝社

66 BF 活版印刷三日月堂 [1] ほしおさなえ/[著] ポプラ社

67 BF 幻想温泉郷 堀川アサコ/[著] 講談社

68 BF MISSING 本多孝好/[著] 角川書店

69 BF 水鏡推理 5 松岡圭祐/[著] 講談社

70 BF 陣幕つむじ風 村上元三/著 光文社

71 BF ハッカの薫る丘で 森久美子/著 中央公論新社

72 BF ヤーンの虜 宵野ゆめ/著 天狼プロダクション/
監修

早川書房

73 BF 烈渦 吉川英梨/[著] 講談社

74 BF 阿蘭陀おせち 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 R290.3 基本地図帳 2017-2018 二宮書店編集部/著 二宮書店

2 R290.3 詳解現代地図 2017-2018 二宮書店編集部/著 二宮書店

3 R351 統計でみる日本 2017 日本統計協会/編集 日本統計協会

4 R403.1 科学への入門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

5 R450.3 自然地理学事典 小池一之/編集 山下脩二/編集 朝倉書店

6 R454.0 地形の辞典 日本地形学連合/編 鈴木隆介/責任
編集

朝倉書店

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

7 R484.0 世界の貝大図鑑 M.G.ハラセウィッチ/著 ファビ
オ・モレゾーン/著

柊風舎

8 R484.0 日本近海産貝類図鑑 図版 奥谷喬司/編著 東海大学出版部

9 R484.0 日本近海産貝類図鑑 解説 奥谷喬司/編著 東海大学出版部

10 R519.0 環境年表 第5冊(平成29-30年) 国立天文台/編 丸善出版

11 R540.9 電気事業便覧 平成28年版 経済産業省資源エネルギー庁電
力・ガス事業部/監修 電気事業連

日本電気協会

12 R650.5 森林・林業統計要覧 2016 林野庁/編 日本森林林業振興会

13 R680.5 数字でみる物流 2016年度版  日本物流団体連合会

14 R699.2 NHKデータブック世界の放送 2017 NHK放送文化研究所/編 NHK出版

15 R726.6 ARTIST to artist
エリック・カール絵本美術館/ほか
著 前沢明枝/訳

東京美術

16 R778.0 映画館名簿 2017年版 日本映画製作者連盟配給部会/編 時事映画通信社

17 R778.0 映画年鑑 2017年版  キネマ旬報社

18 R813.4 世界の故事名言ことわざ 江川卓/[ほか]著 自由国民社

19 R910.2 日本近代文学年表 石崎等/編 石割透/編 鼎書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T289 谷間に光を 木間章追悼集編集委員会/編 木間章を偲ぶ会

2 T290.3 富山県富山市[神通川以東] 1 ゼンリン住宅地図  ゼンリン

3 T290.3 富山県富山市[神通川以西] 2 ゼンリン住宅地図  ゼンリン

4 T290.3 富山県富山市[大沢野 大山 細入] 3 ゼンリン住宅地図  ゼンリン

5 T290.9 ちょこたび富山市DX 富山市観光協会/[編] 富山市観光協会

6 T452 ビオストーリー vol.26 生き物文化誌学会/[編] 誠文堂新光社

7 T519.5 産業廃棄物の適正処理を目指して 平成28年 富山県環境政策課廃棄物対策班
/[編] 富山市環境政策課廃棄物対

富山県産業廃棄物協
会

8 T596 街食本 2017 シー・エー・ピー/[編] シー・エー・ピー

9 T751 イワタルリ BODY×硝子 渋谷良治/執筆 古澤かおり/執筆 富山市ガラス美術館

10 T751 グラス・アート・ガーデン：チフーリエクスペリエンス記録集 富山市ガラス美術館/編 富山市ガラス美術館

11 T751 スタニスラフ・リベンスキー ヤロスラヴァ・ブリフトヴァ
ヤロスラヴァブリフトヴァ/執筆
ミランフラヴェシュ/執筆

富山市ガラス美術館

12 T751 ベンジャミン・イードルス&キャシー・エリオット キャシー・エリオット/執筆 渋谷
良治/執筆

富山市ガラス美術館

13 T751 富山市ガラス美術館記録集 平成27年度 村田大輔/執筆 渋谷良治/執筆 富山市ガラス美術館

14 T786 とやま山と人 佐伯邦夫/著 北日本新聞社

15 T786 追憶の山々 佐伯邦夫/著 山と溪谷社

16 T787 毛ばり釣り師の日記帖 綱川智之/著 Casa小院瀬見/編集 桂書房

17 T818.4 富山県方言の文法 小西いずみ/著 ひつじ書房

18 T911.6 連盟歌集 第28集 仲井真理子/編集 富山県歌人連盟

19 T913 とやま俳句紀行 藤縄慶昭/編 新樹舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 1こ2ほん3びき サイラス・ハイスミス/え さこむ
らひろこ/ぶん

文溪堂

2 E 42本のローソク 塚本やすし/作・絵
冨山房インターナ
ショナル

3 E あいすくりーむにありをのせたらあいうえお accototo/著 イースト・プレス

4 E あかですよあおですよ かこさとし/さく 福音館書店

T 郷土資料 

E 絵本 

- 27 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

5 E あからん 西村繁男/作 福音館書店

6 E あさですよよるですよ かこさとし/さく 福音館書店

7 E あめ
イブ・スパング・オルセン/さく
ひだにれいこ/やく

亜紀書房

8 E いすにすわってたべなさい。 平田昌広/作 平田景/絵 国土社

9 E いたずらおばけ 瀬田貞二/再話 和田義三/画 福音館書店

10 E うちってやっぱりなんかへん? トーリル・コーヴェ/作 青木順子/
訳

偕成社

11 E えほん図鑑へんてこ!りくのぜつめつどうぶつ はたこうしろう/作 今泉忠明/監修 アリス館

12 E おいしいふくやさん のしさやか/作・絵 ひさかたチャイルド

13 E おいしそうなしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

14 E おおきくなあれ あべ弘士/作 絵本館

15 E おにのつの おおつぼかずみ/作・絵 PHP研究所

16 E おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム‖文オレ
リー・ギュレ‖絵

主婦の友社

17 E おもちゃのかたづけできるかな
深見春夫/さく・え 梶ケ谷陽子/か
んしゅう

岩崎書店

18 E カエルのえいゆうサー・リリパッド
アンナ・ケンプ/作 サラ・オギル
ヴィー/絵

フレーベル館

19 E かずとすうじのでんしゃじてん くにすえたくし/え はるくゆう/え 視覚デザイン研究所

20 E がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス/文 クリスチャ
ン・ロビンソン/絵

WAVE出版

21 E からだ♥あいうえお 中川ひろたか/文 佐々木一澄/絵 保育社

22 E きゅうきゅうばこ やまだまこと/ぶん やぎゅうげん
いちろう/え

福音館書店

23 E きんのおの [イソップ/原作] 蜂飼耳/文 岩崎書店

24 E きんのつののしか 宮川やすえ/再話 井上洋介/絵 復刊ドットコム

25 E くまさん まどみちお/詩 ましませつこ/絵 こぐま社

26 E くらやみのなかのゆめ クリス・ハドフィールド/作 ザ・
ファン・ブラザーズ/絵

小学館

27 E くろねこトミイ 神沢利子/作 林明子/絵 復刊ドットコム

28 E げんきにおでかけ 五味太郎/さく 童心社

29 E こどものこよみしんぶん 内田かずひろ/絵 グループ・コロ
ンブス/構成・文

文化学園文化出版局

30 E こねこのプーフー 6 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

31 E これは、ねこです。 ヒース・マッケンジー/え 岩崎書店

32 E これは、わにです。 ヒース・マッケンジー/え 岩崎書店

33 E サミーとサルルのはじめてのおまっちゃ 永井郁子/作 くすはら順子/絵 淡交社

34 E ずるいコウモリ [イソップ/原作] 蜂飼耳/文 岩崎書店

35 E ちいさなあなたがねむる夜 ジーン・E.ペンジウォル/文 イザ
ベル・アルスノー/絵

西村書店

36 E チョコのたね Goma/作・絵 フレーベル館

37 E てんぐのてんちゃん とっとこわんわん フィリケえつこ/作・絵 学研プラス

38 E どこじゃ?かぶきねこさがし 瀧晴巳/文 吉田愛/絵 講談社

39 E ともだちなんかいらない 内田麟太郎/文 喜湯本のづみ/絵 小学館

40 E ともだちのひっこし 宮野聡子/[作] PHP研究所

41 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

42 E なにたべているのかな? とよたかずひこ/著 アリス館

43 E にんじゃつばめ丸 はつにんむの巻 市川真由美/文 山本孝/絵 ブロンズ新社

44 E ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田弥子/作 高畠純/絵 童心社

45 E ふ・ふ・ふ 梅田さとえ/さく 多田ヒロシ/え 廣済堂あかつき

46 E ぶきゃぶきゃぶー 内田麟太郎/文 竹内通雅/絵 絵本館

47 E ぼくたち、いちばん!
ジェーン・イーグランド/ぶん 東
條琴枝/え

評論社

48 E ぼくのアッコ おおうみあかし/作・絵 復刊ドットコム

49 E ぼくの草のなまえ 長尾玲子/さく 福音館書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

50 E ぼくらのエコー 荒井良二/著 NHK出版

51 E マイ・ジャパン フィリケえつこ‖作 偕成社

52 E みつけてかぞえてどこどこわんにゃん
ガレス・ルーカス/絵 ルース・
ラッセル/デザイン

河出書房新社

53 E みどりの町をつくろう アラン ドラモンド/さく まつむら
ゆりこ/やく

福音館書店

54 E もっと恐竜とあそぼう! 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

55 E ゆうくんのくまパジャマ カザ敬子/作 中谷靖彦/絵 講談社

56 E ゆうびんやさんのココリさん 中川ひろたか/作 市原淳/絵 講談社

57 E ゆきのなかのりんご フェリドゥン・オラル/文・絵 ふ
しみみさを/訳

復刊ドットコム

58 E よだかの星 宮沢賢治/文 佐藤国男/画 子どもの未来社

59 E よるのこどものあかるいゆめ たにかわしゅんたろう/ぶん むら
いさち/しゃしん

マイクロマガジン社

60 E よんでみよう ごとうゆうか/著 岩崎書店

61 E ラプンツェル グリム/原作 グリム/原作 金の星社

62 E リターン アーロン・ベッカー/作 講談社

63 E るいちゃんのけっこんしき
きだにやすのり/作 木谷アンケン/
絵

学苑社

64 E レッド マイケル・ホール/作 上田勢子/訳 子どもの未来社

65 E わたしだけのものがたり パメラ・ザガレンスキー/作・絵
木坂涼/訳

フレーベル館

66 E わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン/文 に
もんじまさあき/訳

岩崎書店

67 E 生きている火山 井口正人/監修 宮武健仁/写真・文 くもん出版

68 E 猫の事務所 宮澤賢治/作 小林敏也/画 好学社

69 E 白い花びら やえがしなおこ/文 佐竹美保/絵 岩崎書店

70 E 夢金 立川談春/文 寺門孝之/絵 あかね書房

71 E 流木のいえ 石川えりこ/作 小学館

86

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 小中学生からはじめるプログラミングの本 日経パソコン/編 石井英男/[ほか]
著

日経BP社

2 K031 玉川百科こども博物誌 [3] 小原芳明/監修 玉川大学出版部

3 K160 宗教ってなんだろう? 島薗進/著 平凡社

4 K209 TIMELINE ピーター・ゴーズ/作 フレーベル館

5 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第1期1 西村成雄/監修 かもがわ出版

6 K281 教科書にのせたい!日本人じてん 3 岡澤憲芙/監修 こどもくらぶ/編 彩流社

7 K289 iPS細胞を発見!山中伸弥物語 上坂和美/著 PHP研究所

8 K291 これだけはしっておきたい日本地図 稲葉茂勝/文 池上彰/監修 WAVE出版

9 K291 立体地図で見る日本の国土とくらし 3 早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社

10 K334 近代日本移民の歴史 4 「近代日本移民の歴史」編集委員
会/編

汐文社

11 K335 あなたのキャリアのつくり方  (ちくまプリマー新書) 浦坂純子/著 筑摩書房

12 K366 考えよう!女性活躍社会 1 孫奈美/編 汐文社

13 K366 気をつけよう!ブラックバイト・ブラック企業 2 ブラックバイトから子どもたちを
守る会/編

汐文社

14 K366 働くってどんなこと?人はなぜ仕事をするの? ギヨーム・ル・ブラン/文 ジョ
シェン・ギャルネール/絵

岩崎書店

15 K367 セクシュアルマイノリティってなに? 日高庸晴/監修 中山成子/絵 少年写真新聞社

16 K367 わたしらしく、LGBTQ 1巻
ロバート・ロディ/著 ローラ・ロ
ス/著

大月書店

17 K369 びちくでごはん 粕谷亮美/文 岡本正子/監修 子どもの未来社

18 K375 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング! 3・4年生 水戸部修治/監修 あかね書房

19 K375 想像力のスイッチを入れよう 下村健一/著 講談社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 K377 はばたけ!「留学」で広がる未来 1 横山匡/監修 くもん出版

21 K382 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 第2期1巻 須藤健一/監修 学研プラス

22 K382 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 第2期2巻 須藤健一/監修 学研プラス

23 K382 道具からみる昔のくらしと子どもたち 4巻 須藤功/編 農山漁村文化協会

24 K382 道具からみる昔のくらしと子どもたち 5巻 須藤功/編 農山漁村文化協会

25 K383 みんな大すき!カレー大百科 [2] 森枝卓士/監修 文研出版

26 K383 日本と世界のくらし 食 野林厚志/監修 汐文社

27 K384 学校へいきたい! [4]  六耀社

28 K385 13歳からのマナーのきほん50 アントラム栢木利美/著 海竜社

29 K386 イラストでわかる日本の伝統行事・行事食 谷田貝公昭/第1部監修 坂本廣子/
第2部著

合同出版

30 K386 伝統行事 神崎宣武/監修 こどもくらぶ/編 丸善出版

31 K386 日本のお祭り 竹永絵里/画 河出書房新社

32 K388 世界恐怖図鑑 4
バーバラ・コックス/著 スコッ
ト・フォーブス/著

文溪堂

33 K404 ジュニア空想科学読本 1 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

34 K404 ジュニア空想科学読本 2 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

35 K408 そもそもなぜをサイエンス 5 大橋慶子/絵 大月書店

36 K420 はじめまして物理 吉田武/著 東海大学出版部

37 K431 ぜんぶわかる118元素図鑑 子供の科学編集部/編 誠文堂新光社

38 K440 世界の子どもの?に答える30秒でわかる宇宙 クライブ・ギフォード/著 マイ
ク・ゴールドスミス/監修

三省堂

39 K450 世界の子どもの?に答える30秒でわかる地球 アニータ・ガネリ/著 チェリス・
モーゼズ/監修

三省堂

40 K450 地球のあゆみえほん 山下美樹/文 丸山茂徳/監修 PHP研究所

41 K451 雲と天気大事典 武田康男/著 菊池真以/著 あかね書房

42 K453 火山列島・日本で生きぬくための30章 夏緑/著 末藤久美子/絵 童心社

43 K457 肉食の恐竜・古生物図鑑 土屋健/著 誠文堂新光社

44 K460 自然のふしぎ大図解 アマンダ・ウッド/作 マイク・
ジョリー/作

偕成社

45 K471 根っこのえほん 5 根研究学会/協力 小泉光久/文 大月書店

46 K479 ブナの絵本 大久保達弘/編 城芽ハヤト/絵 農山漁村文化協会

47 K481 うみのかくれんぼ [1] 武田正倫/監修 金の星社

48 K481 へんな生きもの図鑑 暗闇
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/
著 今泉忠明/日本語版監修

講談社

49 K481 へんな生きもの図鑑 深海 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/
著 新野大/日本語版監修

講談社

50 K481 教科書に出てくる生きもののすみか 1 学研プラス

51 K481 教科書に出てくる生きもののすみか 2  学研プラス

52 K482 野生動物 サリー・モーガン/著 六耀社

53 K486 わたしのカブトムシ研究 小島渉/著 さ・え・ら書房

54 K486 里山のヤママユ 新開孝/写真・文
小学館クリエイティ
ブ

55 K489 シマウマのこども
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

56 K489 どこにいるのイリオモテヤマネコ 横塚眞己人/写真・文
小学館クリエイティ
ブ

57 K491 世界の子どもの?に答える30秒でわかる人体 アンナ・クレイボーン/著 加藤洋
子/訳

三省堂

58 K493 きちんと知ろう!アレルギー 2 坂上博/著 海老澤元宏/監修 ミネルヴァ書房

59 K493 ストップ!ゲーム依存 1 藤川大祐/監修 オフィス303/編 汐文社

60 K498 おもしろい!料理の科学 平松サリー/著 講談社

61 K500 透視絵図鑑なかみのしくみ 大きな建物 こどもくらぶ/編さん 六耀社

62 K507 世界の子どもの?に答える30秒でわかる発明
マイク・ゴールドスミス/著 加藤
洋子/訳

三省堂

63 K509 その町工場から世界へ
『その町工場から世界へ』編集室/
編

理論社

64 K509 大接近!工場見学 3 高山リョウ/構成・文 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 K510 日本のインフラ 3 伊藤毅/監修 ほるぷ出版

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

67 K596 つくってみよう!WASHOKU BENTO [3]
服部栄養料理研究会/監修 こども
くらぶ/編

六耀社

68 K596 ニッポンのご当地ごはん 1 吉田瑞子/監修 日本図書センター

69 K596 ニッポンのご当地ごはん 2 吉田瑞子/監修 日本図書センター

70 K596 調べてみよう都道府県の特産品 お菓子編 都道府県の特産品編集室/[編] 理論社

71 K596 調べてみよう都道府県の特産品 駅弁編 都道府県の特産品編集室/[編] 理論社

72 K596 包丁を使わないで作るごはん 寺西恵里子/著 日東書院本社

73 K616 米のプロに聞く!米づくりのひみつ 1 鎌田和宏/監修 学研プラス

74 K616 米のプロに聞く!米づくりのひみつ 2 鎌田和弘/監修 学研プラス

75 K616 米のプロに聞く!米づくりのひみつ 3 鎌田和弘/監修 学研プラス

76 K619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 15 宮崎祥子/構成・文 白松清之/写真 岩崎書店

77 K627 花育をはじめよう [1] 大久保有加/著 加藤潤子/著 汐文社

78 K645 なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる 2 小野寺佑紀/著 今泉忠明/監修 ミネルヴァ書房

79 K686 東京のでんしゃのいちにち もちだあきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店

80 K750 うごくおもちゃをつくろう! [1] K&B STUDIO/作 あかね書房

81 K750 音が出るおもちゃ&楽器あそび 吉田未希子/著 いかだ社

82 K754 カンタン!かわいい!おりがみあそび 1 いしかわまりこ/作 岩崎書店

83 K754 へんしんおりがみ 小林一夫/監修 朝日新聞出版

84 K754 親子で遊べる!カンタン&かわいい女の子のおりがみ いしかわまりこ/著 ナツメ社

85 K754 折ってからが楽しいおりがみであそぼ!  ブティック社

86 K759 人形 是澤博昭/著 文溪堂

87 K760 音楽をもっと好きになる本 1 松下奈緒/ナビゲーター 学研プラス

88 K760 音楽をもっと好きになる本 2 松下奈緒/ナビゲーター 学研プラス

89 K772 日本の伝統芸能を楽しむ [1]  偕成社

90 K779 授業が楽しくなる教科別マジック 3 土門トキオ/編著 汐文社

91 K780 チームでつかんだ栄光のメダル [4] 本郷陽二/編 汐文社

92 K780 チームでつかんだ栄光のメダル [5] 本郷陽二/編 汐文社

93 K780 障がい者スポーツ大百科 2 大熊廣明/監修 こどもくらぶ/編 六耀社

94 K780 調べよう!知ろう!体とスポーツ 2 稲葉茂勝/企画・構成 こどもくら
ぶ/編集

ベースボール・マガ
ジン社

95 K783 これで差がつく!小学生のミニラグビー上達のポイント50 三宅敬/監修 メイツ出版

96 K796 羽生善治の1手・3手詰め将棋 羽生善治/監修 主婦の友インフォス

97 K798 五色百人一首 青札 小宮孝之/著 近江利江/著 汐文社

98 K801 10か国語でニッポン紹介 1 パトリック・ハーラン/英語指導
こどもくらぶ/編

岩崎書店

99 K801 10か国語でニッポン紹介 2 パトリック・ハーラン/英語指導
こどもくらぶ/編

岩崎書店

100 K801 10か国語でニッポン紹介 3
パトリック・ハーラン/英語指導
こどもくらぶ/編

岩崎書店

101 K811 目と耳で覚える漢字絵ずかん [4] 高梁まい/文 金田一秀穂/監修 六耀社

102 K837 ラスカル、教えて!子どものひとこと英会話 小池直己/著 PHP研究所

103 K911 ときめき百人一首 小池昌代/著 河出書房新社

104 K911 俳句でみがこう言葉の力 1 小山正見/監修 学研プラス

105 K911 俳句でみがこう言葉の力 2 小山正見/監修 学研プラス

106 K912 仮名手本忠臣蔵 石崎洋司/著 陸原一樹/絵 岩崎書店

107 K913 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹/著 usi/絵 学研プラス

108 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 02 石崎洋司/作 藤田香/絵 講談社

109 K913 アイドル王子は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 K913 いたずらこやぎと春まつり 松居スーザン/作 出久根育/絵 佼成出版社

111 K913 きょうはやきにく いとうみく/作 小泉るみ子/絵 講談社

112 K913 とうちゃんとユーレイババちゃん 藤澤ともち/作 佐藤真紀子/絵 講談社

113 K913 トキメキ♥図書館 PART13 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

114 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

115 K913 ねこの町のリリアのパン 小手鞠るい/作 くまあやこ/絵 講談社

116 K913 ひいな いとうみく/作 小学館

117 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 7 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

118 K913 プティ・パティシエール 恋するショコラはあまくない? 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

119 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

120 K913 マーサとリーサ 3 たかおかゆみこ/作・絵 岩崎書店

121 K913 悪ガキ7 [5] 宗田理/著 静山社

122 K913 灰谷健次郎童話セレクション 2 灰谷健次郎/著 汐文社

123 K913 銀杏堂 橘春香/作・絵 偕成社

124 K913 古典から生まれた新しい物語 恋の話 日本児童文学者協会/編 偕成社

125 K913 古典から生まれた新しい物語 こわい話 日本児童文学者協会/編 偕成社

126 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

127 K913 真景累ケ淵 金原瑞人/著 佐竹美保/絵 岩崎書店

128 K913 水の森の秘密 岡田淳/作 理論社

129 K913 大中小探偵クラブ [3] はやみねかおる/作 長谷垣なるみ/
絵

講談社

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

講談社

131 K913 南総里見八犬伝 越水利江子/著 十々夜/絵 岩崎書店

132 K913 封魔鬼譚 1 渡辺仙州/作 佐竹美保/絵 偕成社

133 K913 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 恋 川端康成/ほか[著] 江戸川乱歩/ほ
か[著]

汐文社

134 K913 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥/著 ポプラ社

135 K913 魔天使マテリアル 22 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/画 ポプラ社

136 K913 未来への扉 小林深雪/[著] 牧村久実/画 講談社

137 K913 幽霊探偵ハル [3] 田部智子/作 木乃ひのき/絵 KADOKAWA

138 K913 妖怪いじわるシャンプー 土屋富士夫/作・絵 PHP研究所

139 K914 枕草子 令丈ヒロ子/著 鈴木淳子/絵 岩崎書店

140 K933 アラスカを追いかけて ジョン・グリーン/作 金原瑞人/訳 岩波書店

141 K933 イザドラ・ムーンお誕生日会をひらく!
ハリエット・マンカスター/著 井
上里/訳

静山社

142 K933 エルフとレーブンのふしぎな冒険 5 マーカス・セジウィック/著 中野
聖/訳

学研プラス

143 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

144 K933 サンタクロースのはるやすみ ロジャー・デュボアザン/ぶん・え
小宮由/やく

大日本図書

145 K933 ペーパーバッグクリスマス
ケヴィン・アラン・ミルン/著 宮
木陽子/訳

いのちのことば社
フォレストブックス

146 K933 ベストフレンズベーカリー 4
リンダ・チャップマン/著 中野聖/
訳

学研プラス

147 K933 わたしたちが自由になるまえ フーリア・アルバレス/著 神戸万
知/訳

ゴブリン書房

148 K933 王女さまのお手紙つき 7巻 ポーラ・ハリソン/原作 チーム
151E☆/企画・構成

学研プラス

149 K933 王女さまのお手紙つき 8巻
ポーラ・ハリソン/原作 チーム151
Ｅ☆/企画・構成

学研プラス

150 K933 世界が若かったころ ジャック・ロンドン/作 千葉茂樹/
訳

理論社

151 K933 二番がいちばん D.H.ロレンス/作 代田亜香子/訳 理論社

152 K933 名探偵ホームズとぼく
エリザベス・ユールバーグ/著 中
村佐千江/訳

KADOKAWA

153 K943 くろグミ団は名探偵
ユリアン・プレス/作・絵 大社玲
子/訳

岩波書店

154 K973 あたしのクオレ 上・下 ビアンカ・ピッツォルノ/作 関口
英子/訳

岩波書店
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