
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 職業としての学問 マックス・ウェーバー/著 三浦展/訳 プレジデント社

2 007.1 アンドロイドレディのキスは甘いのか 黒川伊保子/著 河出書房新社

3 007.3 ウェブに夢見るバカ ニコラス・G.カー‖著 増子/久美‖
訳 青土社

4 007.5 Googleサービススマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

5 007.6 コンピュータ・グラフィックスの歴史 大口孝之/著 フィルムアート社

6 007.6 これからはじめるパワーポイントの本 門脇香奈子/著 技術評論社

7 007.6 プロが教える情報セキュリティの鉄則 香山哲司/著 小野寺匠/著 技術評論社

8 007.6 正規表現辞典 佐藤 竜一/著 翔泳社

9 007.6 ユーザビリティエンジニアリング 樽本徹也/著 オーム社

10 007.6 iOS/macOSプログラマのためのXcode時短開発テクニック 土屋喬/著 秀和システム

11 007.6 世界一わかりやすいExcelテキスト 土岐順子/著 技術評論社

12 007.6 できるクリエイターGIMP 2.8独習ナビ ドルバッキーヨウコ/著 オブスキュ
アインク/著

インプレスジャパン

13 007.6 情報セキュリティの基礎知識 中村行宏/著 四柳勝利/著 技術評論社

14 007.6 はじめてのIllustrator CC2017 羽石相/著 秀和システム

15 007.6 Photoshopしっかり入門 まきのゆみ/著 SBクリエイティブ

16 007.6 スマホ世代のためのパソコン入門 村松茂/著 秀和システム

17 007.6 Illustratorではじめてのイラスト mammoth.山田充/著 秀和システム

18 007.6 これからはじめるエクセルの本 井上香緒里/著 技術評論社

19 007.6 これからはじめるパワーポイントの本 門脇香奈子/著 技術評論社

20 007.6 これからはじめるワード&エクセルの本 門脇香奈子/著 技術評論社

21 007.6 現場ですぐに使える!Excel VBA逆引き大全600の極意 E-Trainer.jp‖著 秀和システム

22 007.6 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 ピクセルハウス/著 技術評論社

23 010.7 図書館教育  日本近代図書館学叢書 田中/敬‖著 慧文社

24 010.8 講座・図書館情報学 8 山本順一/監修 ミネルヴァ書房

25 014.4 分類法キイノート 宮沢厚雄/著 樹村房

26 015 やってみよう図書館での医療・健康情報サービス 日本医学図書館協会医療・健康情報
ワーキンググループ/編・著

日本医学図書館協会

27 015 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

28 019.3 農村と読書 2016  
家の光協会協同・文化振
興本部読書・食農教育部

29 021.4 デザイン入門教室 坂本伸二/著 SBクリエイティブ

30 022.8 美篶堂とつくる美しい手製本 美篶堂/編 本づくり協会/監修 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 023.8 検閲と発禁 水沢不二夫/著 森話社

32 024.1 東京こだわりブックショップ地図 屋敷直子/著 交通新聞社

33 070.2 コレクティヴ・ジャーナリズム 章蓉/著 新聞通信調査会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 人生がうまくいく哲学的思考術 白取春彦/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2 114.2 私の死生観 与謝野馨/[著] 森本敏/[著] KADOKAWA

3 121.0 神話から現代まで一気にたどる日本思想 稲田義行/著 日本実業出版社

4 121.5 真淵と宣長 田中康二/著 中央公論新社

5 121.5 本居宣長 芳賀登/著 吉川弘文館

6 130 自分で考える練習 平原卓/著 KADOKAWA

7 134.2 カント美と倫理とのはざまで 熊野純彦/著 講談社

8 137 イタリア・ファシズムを生きた思想家たち 倉科岳志/著 岩波書店

9 138 20世紀ロシア思想史 桑野隆/著 岩波書店

10 140 面白いほどよくわかる!心理学 渋谷昌三/著 西東社

11 140.7 心理学研究法 高野陽太郎/編 岡隆/編 有斐閣

12 140.8 アドラー心理学を語る 1 野田/俊作‖著 創元社

13 141.3 最新科学で解き明かす最強の記憶術  洋泉社

14 141.3 勉強も仕事も時間をムダにしない記憶術 山口佐貴子/著 大和書房

15 141.5 アイデアはどこからやってくるのか 加藤昌治/著 CCCメディアハウス

16 141.5 「型破り」の発想力 齋藤孝/著 祥伝社

17 141.5 先入観はウソをつく  （SB新書） 武田邦彦/著 SBクリエイティブ

18 141.6 母ロス  （幻冬舎新書） 榎本博明/著 幻冬舎

19 141.6 騙されない技術 片田珠美/著 講談社

20 145.4 マインド・コントロール 紀藤正樹/著 アスコム

21 146.1 ラカン的思考 宇波彰/著 作品社

22 146.8 わずらわしい人間関係に悩むあなたが「もう、やめていい」32のこと 石原加受子/著 日本文芸社

23 147 魂でもいいから、そばにいて 奥野修司/著 新潮社

24 147 ゾンビ最強完全ガイド ロジャー・ラックハースト/著 福田
篤人/訳 エクスナレッジ

25 152.1 恋愛サバイバル 真面目女子篇 柴門ふみ/著 文藝春秋

26 152.2 結婚の噓 柴門ふみ/著 中央公論新社

27 154 ママは愛国 千葉麗子/著 ベストセラーズ

28 159 「自分らしさ」はいらない 松浦弥太郎/著 講談社

29 159 AI時代の人生戦略  （SB新書） 成毛眞/著 SBクリエイティブ

30 159 人生は「捉え方」しだい 加藤諦三/著 毎日新聞出版

31 159 自分を変える超時間術 中谷彰宏/著 リベラル社

32 159 メンタルが強い人がやめた13の習慣
エイミー・モーリン/著 長澤あかね/
訳 講談社

33 159 プラスの選択で人生は変わる 植西聰/著 海竜社

34 159 貧乏は必ず治る。 桜川真一/著 CCCメディアハウス

35 159 文脈力こそが知性である  （角川新書） 齋藤孝/[著] KADOKAWA

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 159 自分で考えて生きよう 松浦弥太郎/著 中央公論新社

37 159.4 組織で上に行く人は「どこ」で差をつけているのか? 加谷珪一/著 実務教育出版

38 159.4 クレイジー・ジーニアス 世界を変える天才は君の中にいる ランディ・ゲイジ/著 白井準/訳 早川書房

39 159.4 残業ゼロで年収を上げたければ、まず「住むところ」を変えろ! 千田琢哉/著 学研プラス

40 159.4 何もしなくても人がついてくるリーダーの習慣 谷本有香/著 SBクリエイティブ

41 159.4 世界の一流36人「仕事の基本」 戸塚隆将/著 講談社

42 160.4 人は死んだらどこに行くのか  （青春新書INTELLIGENCE） 島田裕巳/著 青春出版社

43 162.1 日本精神史 阿満利麿/著 筑摩書房

44 164.3 オリュンポスの神々の歴史
バルバラ・グラツィオージ/著 西村
賀子/監訳

白水社

45 169.1 反知性主義と新宗教  （イースト新書） 島田裕巳/著 イースト・プレス

46 180 お経と仏像で仏教がわかる本  洋泉社

47 184 自然と心が整う法則(ルール) 小池龍之介/著 セブン&アイ出版

48 185.9 わたしの好きな仏さまめぐり 瀬戸内寂聴/著 マガジンハウス

49 188.5 心のモヤモヤがスッキリ消える仏教の言葉 鳥沢廣栄/著 彩図社

50 188.8 禅 鈴木大拙/著 工藤澄子/訳 筑摩書房

51 188.8 良寛 中野 東禅著 創元社

52 188.8 リーダーの禅語 枡野俊明/著 三笠書房

53 188.8 禅問答100撰 山田史生/著 東京堂出版

54 188.9 現代日本語訳日蓮の立正安国論 正木晃/著 春秋社

55 193.4 七十人訳ギリシア語聖書 イザヤ書 秦剛平/訳 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 どの教科書にも書かれていない日本人のための世界史 宮脇淳子/著 KADOKAWA

2 210.4 なぜ世界は日本化するのか 佐藤芳直/著 育鵬社

3 210.4 人物比較でわかる日本史 小和田哲男/著 KADOKAWA

4 210.9 帝国日本の大礼服 刑部芳則/著 法政大学出版局

5 210.9 事典観桜会・観菊会全史 川上寿代/著 吉川弘文館

6 212.5 土偶のリアル 譽田亜紀子/著 武藤康弘/監修 山川出版社

7 213 タケミカヅチの正体 藤井耕一郎/著 河出書房新社

8 214.2 悪党召し捕りの中世 西田友広/著 吉川弘文館

9 215 江戸の武士  廣済堂出版

10 215 江戸のなかの日本、日本のなかの江戸
ピーター・ノスコ/編 ジェームス・
E.ケテラー/編

柏書房

11 215.8 激白新撰組 永倉新八/著 毎日ワンズ

12 216 もののふ日本論  （幻冬舎新書） 黒鉄ヒロシ/著 幻冬舎

13 216 「国民主義」の時代 小林和幸/著 KADOKAWA

14 216 英字新聞が語る日本史 デイビッド・セイン/著 秀和システム

15 216.1 明治維新という幻想  (歴史新書y) 森田健司/著 洋泉社

16 217.5 黒島の女たち 城戸久枝/著 文藝春秋

17 217.6 くらべる時代 おかべたかし/文 山出高士/写真 東京書籍

18 219.3 浮世絵と古地図でたどる江戸の名所  洋泉社

19 219.3 幕末・明治の横浜 西洋文化事始め 斎藤多喜夫/著 明石書店

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 219.4 加賀藩の社会と政治 高澤裕一/著 吉川弘文館

21 219.6 地名が語る京都の歴史 糸井通浩/編 綱本逸雄/編 東京堂出版

22 219.9 対馬宗氏の中世史 荒木和憲/著 吉川弘文館

23 222.0 96人の人物で知る中国の歴史
ヴィクター・H.メア/著 サンピ
ン・チェン/著

原書房

24 222.5 満洲帝国ビジュアル大全 辻田真佐憲/監修 洋泉社

25 233.0 ザ・ピープル セリーナ・トッド/[著] 近藤康裕/訳 みすず書房

26 234.0 <和解>のリアルポリティクス 武井彩佳/[著] みすず書房

27 238.9 ヴァイキングの歴史 熊野聰/著 創元社

28 242.0 古代エジプト文明の魅力
吉村作治/[述] 富山県民生涯学習カ
レッジ/編

富山県民生涯学習カ
レッジ

29 288.3 蘇我氏と飛鳥 遠山美都男/著 吉川弘文館

30 288.4 昭和天皇実録評解 2 小田部雄次/著 敬文舎

31 288.4 皇室がなくなる日 笠原英彦/著 新潮社

32 289.1 日産の創業者 鮎川義介 宇田川勝/著 吉川弘文館

33 289.1 岩波茂雄文集 1 岩波茂雄/[著] 植田康夫/編 岩波書店

34 289.1 春日局 福田千鶴/著 ミネルヴァ書房

35 289.1 108年の幸せな孤独 中野健太/著 KADOKAWA

36 289.1 MADE IN MYSELF 鈴東裕己/著 文芸社

37 289.1 小林カツ代伝 中原一歩/著 文藝春秋

38 289.1 武田氏滅亡 平山優/著 KADOKAWA

39 289.1 田中正造と足尾鉱毒問題 三浦顕一郎/著 有志舎

40 289.1 多田駿伝 岩井秀一郎/著 小学館

41 289.1 天秀尼の生涯 三池純正/著 潮出版社

42 289.1 芸術の海をゆく人 酒井忠康/[著] みすず書房

43 289.1 遠州報徳の師父と鈴木藤三郎 地福進一/編 二宮尊徳の会

44 289.1 白川静入門  (平凡社新書) 小山鉄郎/著 平凡社

45 289.1 龍馬の「八策」  (PHP新書) 松浦光修/著 PHP研究所

46 289.2 張作霖 杉山祐之/著 白水社

47 289.2 蔡英文自伝 蔡英文/著 劉永毅/構成 白水社

48 289.3 マリー・アントワネットの髪結い ウィル・バショア/著 阿部寿美代/訳 原書房

49 289.3 幸せは自分の中にある ベニシア・スタンリー・スミス/著
竹林正子/訳 KADOKAWA

50 289.3 ドーキンス自伝 2
リチャード・ドーキンス/著 垂水雄
二/訳 早川書房

51 289.3 ヒトラーの絞首人ハイドリヒ
ロベルト・ゲルヴァルト/著 宮下嶺
夫/訳 白水社

52 289.3 ヒトラーの元帥マンシュタイン 上 マンゴウ・メルヴィン/著 大木毅/訳 白水社

53 289.3 ヒトラーの元帥マンシュタイン 下 マンゴウ・メルヴィン/著 大木毅/訳 白水社

54 289.3 太陽王ルイ14世 鹿島茂/著 KADOKAWA

55 289.3 ロベスピエール ピーター・マクフィー/著 高橋暁
生/訳

白水社

56 290.3 一冊でわかる日本地図・世界地図 [2017] 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

57 290.3 旅に出たくなる地図 世界 帝国書院編集部/著 帝国書院

58 290.3 旅に出たくなる地図 日本 帝国書院編集部/著 帝国書院

59 290.9 地球の歩き方 A21 マドリッドとアンダルシア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

60 290.9 地球の歩き方 A25 中欧 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

61 290.9 地球の歩き方 B08 ワシントンDC 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッ
グ社

62 290.9 地球の歩き方 D14 モンゴル 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッ
グ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 290.9 地球の歩き方 D17 タイ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

64 291 英語で紹介・案内する日本 横山豊/監修 ナツメ社

65 291.0 秘境路線バスをゆく 3  イカロス出版

66 291.0 道の駅ナビ 2017  交通タイムス社

67 291.1 函館 18  昭文社

68 291.1 るるぶ北海道 18  JTBパブリッシング

69 291.2 福島 18  昭文社

70 291.2 るるぶ秋田 18  JTBパブリッシング

71 291.3 歩く地図東京散歩 2018  成美堂出版

72 291.3 日光・那須 18  昭文社

73 291.3 るるぶこどもとあそぼ!首都圏 18  JTBパブリッシング

74 291.3 るるぶ箱根 18  JTBパブリッシング

75 291.4 金沢 能登・加賀温泉郷 18  昭文社

76 291.5 るるぶ飛驒高山 18  JTBパブリッシング

77 291.5 るるぶ山梨 18  JTBパブリッシング

78 291.6 京都 18  昭文社

79 291.6 京都桜旅 水野克比古/著 水野秀比古/著 光村推古書院

80 291.8 るるぶ高知四万十 18  JTBパブリッシング

81 291.9 沖縄 18  昭文社

82 291.9 長崎県の山 山野辺捷雄/著 三浦哲正/著 山と溪谷社

83 292.2 台湾で日帰り旅  JTBパブリッシング

84 292.3 るるぶシンガポール 18  JTBパブリッシング

85 292.5 給食のおばさん、ブータンへ行く! 平澤さえ子/著 飛鳥新社

86 293.7 ボローニャの吐息 内田洋子/著 小学館

87 295.3 るるぶサンフランシスコ [2017]  JTBパブリッシング

88 297.6 ハワイのホテルの使い方、遊び方 山下マヌー/著 KADOKAWA

89 297.6 るるぶこどもと行くハワイ  JTBパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 世界が認めざるを得ない最強の国「日本」 マイケル・ユー/著 宋允復/訳 KADOKAWA

2 302.2 激動中国 加藤直人/著 日本僑報社(発売)

3 302.2 シリアからの叫び ジャニーン・ディ・ジョヴァンニ/著
古屋美登里/訳 亜紀書房

4 304 時局発言! 上野千鶴子/著 WAVE出版

5 304 大宅壮一のことば 大宅壮一/著 大宅映子/編著 KADOKAWA

6 304 大直言 青山繁晴/著 百田尚樹/著 新潮社

7 304 大転換 長谷川慶太郎/著 李白社

8 304 読売新聞朝刊一面コラム「編集手帳」 第31集 （中公新書ラクレ） 竹内政明/著 中央公論新社

9 304 2100年へのパラダイム・シフト 広井良典/編 大井浩一/編 作品社

10 304 ガラパゴス・クール 船橋洋一/編著 東洋経済新報社

11 309.3 わかりやすい極左・右翼・日本共産党用語集 警備研究会/著 立花書房

12 311.3 「能率」の共同体 新倉貴仁/著 岩波書店

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 312.1 角栄 平野貞夫/著 ベストセラーズ

14 312.1 総理の言葉 遠越段/著 総合法令出版

15 312.2 ミャンマー権力闘争 藤川大樹/著 大橋洋一郎/著 KADOKAWA

16 312.3 プーチン 木村汎/著 藤原書店

17 312.5 トランプのアメリカ 朝日新聞アメリカ大統領選取材班/
著

朝日新聞出版

18 312.5 世界を揺るがすトランプイズム 池上彰/著 ホーム社

19 313.8 独裁者たちの最期の日々 上
ディアンヌ・デュクレ/編 エマニュ
エル・エシュト/編

原書房

20 313.8 独裁者たちの最期の日々 下
ディアンヌ・デュクレ/編 エマニュ
エル・エシュト/編

原書房

21 316.1 プライバシー保護とメディアの在り方 新聞通信調査会/編 新聞通信調査会

22 316.8 学問の暴力 植木哲也/著 春風社

23 316.8 東アジアの多文化共生 権寧俊/編著 小谷一明/[ほか]共著 明石書店

24 318 公共施設マネジメントのススメ 小松幸夫/著 堤洋樹/著 建築資料研究社

25 318.2 劇場型ポピュリズムの誕生 有馬晋作/著 ミネルヴァ書房

26 318.3 地方公務員をめざす本 18年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

27 318.3 自治体職員スタートブック 新規採用研修研究会/編著 学陽書房

28 318.3 明るい公務員講座 岡本全勝/著 時事通信出版局

29 318.5 自治体の実例でわかるマイナンバー条例対応の実務 水町雅子/編著 学陽書房

30 318.5 自治体法務の基礎と実践 森幸二/著 ぎょうせい

31 318.6 series田園回帰 6  農山漁村文化協会

32 318.6 地方イノベーション 池田弘/著 日経BP社

33 318.6 地方創生に役立つ!「地域データ分析」の教科書 日本青年会議所/共同編集 大正大学
地域構想研究所/共同編集 大正大学出版会

34 318.6 地方創生逆転の一打 玉田樹/著 ぎょうせい

35 318.8 どこまでやるか、町内会  （ポプラ新書） 紙屋高雪/著 ポプラ社

36 318.9 トリノの奇跡 脱工業化都市研究会/編著 藤原書店

37 319.1 活中論 近藤大介/著 講談社

38 319.1 日本陸軍の対ソ謀略 田嶋信雄/著 吉川弘文館

39 319.1 日米対等  （祥伝社新書） 藤井厳喜/[著] 祥伝社

40 319.1 現代日印関係入門 堀本武功/編 東京大学出版会

41 319.1 戦後日本首相の外交思想 増田弘/編著 ミネルヴァ書房

42 320.4 アーキテクチャと法 松尾陽/編 稻谷龍彦/[ほか]著 弘文堂

43 323.1 イラストでわかる集団的自衛権 高作正博/監修 道下徳成/監修 英和出版社

44 323.1 「私らしく生きる自由」と憲法・社会保障 日野秀逸/著 新日本出版社

45 323.1 憲法入門 樋口陽一/著 勁草書房

46 323.1 図解超早わかり国民投票法入門 南部義典/著
シーアンドアール研究
所

47 323.9 行政不服審査法の逐条解説 宇賀克也/著 有斐閣

48 324 図解による民法のしくみ 神田将/著 生活と法律研究所/編集 自由国民社

49 324.5 不法行為法 吉村良一/著 有斐閣

50 324.6 男性のための離婚の法律相談 本橋美智子/著 学陽書房

51 324.6 Q&A「成年後見」実務ハンドブック 田中亮一/著 セルバ出版

52 324.6 認知症700万人時代の失敗しない「成年後見」の使い方 鈴木雅人/著 翔泳社

53 324.7 はじめての相続・遺言100問100答 天野隆/著 天野大輔/著 明日香出版社

54 324.7 遺言条項例300&ケース別文例集 遺言・相続リーガルネットワーク/編
著 日本加除出版

55 324.8 すぐに役立つ入門図解不動産登記の法律と申請手続きマニュアル 安部高樹/監修 三修社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 325.2 ここだけ押さえる!会社法のきほん 神田秀樹/監修 ナツメ社

57 325.2 基本がわかる会社法 葭田英人/著 三省堂

58 326.0 最新重要判例250刑法 前田雅英/著 弘文堂

59 326.8 新共謀罪の恐怖 平岡秀夫/共著 海渡雄一/共著 緑風出版

60 327.1 家庭裁判所のあらまし [2016]  最高裁判所

61 327.1 Q&Aで分かる法律事務職員実践ガイド
第二東京弁護士会弁護士業務セン
ター/編著

第一法規

62 327.2 民事訴訟法 上原敏夫/著 池田辰夫/著 有斐閣

63 327.2 民事訴訟法 長谷部由起子/著 岩波書店

64 327.3 すぐに役立つ入門図解強制執行のしくみと手続きケース別実践書式33 梅原ゆかり/監修 三修社

65 327.4 家事事件手続法 梶村太市/編著 徳田和幸/編著 有斐閣

66 330 会社に入る前に知っておきたいこれだけ経済学 坪井賢一/著 ダイヤモンド社

67 330.4 役員になれる人の「日経新聞」読み方の流儀 田中慎一/著 明日香出版社

68 331 マクロ経済学の基礎 家森信善/著 中央経済社

69 331.1 新テキスト経済数学 水野勝之/著 南部和香/著 中央経済社

70 332.1 吹けば飛ぶよな日本経済 藤巻/健史‖著 朝日新聞出版

71 332.2 故事成語で読み解く中国経済 李/智雄‖著 日経BP社

72 332.3 格差と再分配 トマ・ピケティ/著 山本知子/訳 早川書房

73 333.6 世界経済の潮流 2016年2 内閣府政策統括官(経済財政分析担
当)/編集 日経印刷

74 333.6 世界金融・貿易戦争の結末 中丸友一郎/著 徳間書店

75 334.3 これが答えだ!少子化問題  （ちくま新書） 赤川学/著 筑摩書房

76 334.4 激動の欧州連合<EU>の移民政策 大泉常長/著 晃洋書房

77 334.4 いのちに国境はない 川村千鶴子/編著 慶應義塾大学出版会

78 334.4 自分とは違った人たちとどう向き合うか ジグムント・バウマン/著 伊藤茂/訳 青土社

79 335 前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか? 前田めぐる/著 日本経済新聞出版社

80 335 創業者のためのスタートアップマニュアル 安田勝也/著 同友館

81 335.0 楕円思考で考える経営の哲学 常盤文克/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

82 335.2 世界が称賛する日本の経営 伊勢雅臣/著 育鵬社

83 335.3 事業の引継ぎ方と資産の残し方ポイント46 中小企業を応援する士業の会/著
相続をサポートする士業の会/著

あさ出版

84 335.4 コーポレートガバナンスの基本 手塚貞治/編著 日本実業出版社

85 335.4 会社の成長とIPO みらいコンサルティンググループ/編 同文舘出版

86 335.7 公民連携白書 2016〜2017 東洋大学PPP研究センター‖編著 時事通信出版局

87 336 自分もクライアントも幸せになるカウンセラーのはじめ方 中村博/著 同文舘出版

88 336 担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメント」実践講座 伊藤大輔/著 日本実業出版社

89 336 HIGH OUTPUT MANAGEMENT アンドリュー・S.グローブ/著 小林
薫/訳 日経BP社

90 336 儲かる会社は人が1割、仕組みが9割 児島保彦/著 ダイヤモンド社

91 336 社員の力で最高のチームをつくる ケン・ブランチャード/著 ジョン・
P.カルロス/著 ダイヤモンド社

92 336.1 図解実践MOTマーケティング入門 出川通/著 言視舎

93 336.1 テクノロジー4.0 大前研一/著 KADOKAWA

94 336.1 チームで考える「アイデア会議」 加藤昌治/著 CCCメディアハウス

95 336.1 EXCELビジネス統計分析 末吉正成/著 末吉美喜/著 翔泳社

96 336.1 技術的イノベーションのマネジメント 藤井大児/著 中央経済社

97 336.1 日本流イノベーション 吉村慎吾/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

98 336.1
システム開発、法務担当者のための2015年改正個人情報保護法実務ハン
ドブック

寺田眞治/著 日経BP社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 336.1 ビジネスリノベーションの教科書 西村佳隆/著 自由国民社

100 336.1 企業の成長戦略が10時間でわかる本 木嶋豊/著 あさ出版

101 336.2 頭のいい人の段取り 柳沢義春/著 ぱる出版

102 336.2 図解基本ビジネス思考法45 グロービス/著 嶋田毅/執筆 ダイヤモンド社

103 336.2 世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか
ピョートル・フェリークス・グジバ
チ/著 SBクリエイティブ

104 336.2 早く帰りたい!仕事術 藤井美保代/著
日本能率協会マネジ
メントセンター

105 336.3 スピリチュアル経営のリーダーシップ 狩俣正雄/著 中央経済社

106 336.3 リーダーの基準 清水勝彦/著 日経BP社

107 336.3 なぜ、あの人に部下はついていくのか
ニコラオス・ディミトリアディス/著
アレクサンドロス・サイコギオス/著

大和書房

108 336.3 防衛大で学んだ無敵のチームマネジメント 濱潟好古/著 日本実業出版社

109 336.3 社員が生き活きと「考働」する組織イノベーション 横塚雅章/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

110 336.4 がんは働きながら治す! 中川恵一/著 関谷徳泰/著 労働調査会

111 336.4 まるわかり給与計算の手続きと基本 平成29年度版 竹内早苗/著 労務行政

112 336.4 人間は9タイプ 坪田信貴/著 KADOKAWA

113 336.4 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 岸啓介/著 インプレス

114 336.4 リーダーのための!コーチングスキル 谷益美/著 すばる舎

115 336.4 講師・インストラクターハンドブック 中村文子/著 ボブ・パイク/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

116 336.4 がんは働きながら治す! 中川恵一/著 関谷徳泰/著 労働調査会

117 336.4 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

118 336.4 明日から会社で使える説明力 ひえだともあき/著 秀和システム

119 336.4 人材を逃さない見抜く面接質問50 キャロル・マーティン/[著] 岡村桂/
訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

120 336.4 稼ぐ人財のつくり方 山極毅/著 日本経済新聞出版社

121 336.4 ダイバーシティとマーケティング 四元正弘/著 千羽ひとみ/著 宣伝会議

122 336.5 図解トヨタの片づけ OJTソリューションズ/著 KADOKAWA

123 336.5 「秘書力」で人生を変える! 田巻華月/著 中央経済社

124 336.5 半分の時間で3倍の説得力に仕上げるPowerPoint活用企画書作成術 小湊孝志/著 宣伝会議

125 336.5 人より評価される文章術 高橋慈子/著 堀内伸浩/著 宣伝会議

126 336.8 会社のお金は通帳だけでやりくりしなさい 神田知宜/著 あさ出版

127 336.8 ダントツ人気の会計士が社長に伝えたい小さな会社の財務コレだけ! 古田土満/著 日経BP社

128 336.8 財務諸表分析 桜井久勝/著 中央経済社

129 336.8 一番やさしい〈入門〉財務諸表の読み方 外山 忠男著 大和出版

130 336.8 企業価値評価 上
マッキンゼー・アンド・カンパニー/
著 ティム・コラー/著 ダイヤモンド社

131 336.8 企業価値評価 下 マッキンゼー・アンド・カンパニー/
著 ティム・コラー/著 ダイヤモンド社

132 336.8 トコトンやさしいコストダウンの本 岡田貞夫/著 田中勇次/著 日刊工業新聞社

133 336.8 取締役・経営幹部のための戦略会計入門 飯田真悟/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

134 336.9 決算書 滝澤ななみ/著 TAC株式会社出版事業部

135 336.9 財務報告論
矢部孝太郎/編著 原田保秀/[ほか]
著

中央経済社

136 336.9 スピード経理で会社が儲かる 前田康二郎/著 ダイヤモンド社

137 336.9 消費税の会計処理と法人税務申告調整パーフェクトガイド 鶴田泰三/著 清文社

138 338 この1冊でまるごとわかるブロックチェーン&ビットコイン 入門編
日経ビッグデータ/共同編集 日経
FinTech/共同編集

日経BP社

139 338.1 野村證券第2事業法人部 横尾宣政/著 講談社

140 338.2 2020年消える金融 高田創/著 柴崎健/著 日本経済新聞出版社

141 338.2 あと5年で銀行は半分以下になる 渡邉哲也/著 PHP研究所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

142 338.5 地域金融機関の将来経営計画 五藤靖人/著 きんざい

143 338.6 地銀創生 伊東眞幸/著 家森信善/著 金融財政事情研究会

144 338.6 12人で「銀行」をつくってみた 岡田晴彦/著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

145 338.7 住宅ローン借り方・返し方得なのはどっち? 平井美穂/著 河出書房新社

146 338.8 はじめての「投資信託」入門 竹川 美奈子著 宗 誠二郎イラスト ダイヤモンド社

147 338.8 最新J-REITの基本と仕組みがよ〜くわかる本 脇本和也/著 秀和システム

148 338.8 最新不動産ファンドがよ〜くわかる本 脇本 和也著 秀和システム

149 338.9 海外事業を成功に導く仕事術 小林元/著 ぎょうせい(発売)

150 338.9 「イノベーション大国」次世代への布石 日経BP総合研究所/編 日経BP社

151 338.9 「攻め」と「守り」で成功する中国事業の経営管理 原国太郎/著 中央経済社

152 338.9 ASEANの流通と貿易 石原伸志/編著 魚住和宏/編著 成山堂書店

153 338.9 シンガポールとビジネスをするための鉄則55 関泰二/著 アルク

154 338.9 トコトンやさしい一週間で身につくはじめてのFX 田嶋智太郎/監修 ナツメ社

155 339 保険こう選ぶのが正解! 横川由理/著 実務教育出版

156 339.3 FinTechは保険業界の「何」を変えるのか? 藤井秀樹/著 松本忠雄/著 東洋経済新報社

157 339.4 死亡保険金は「命の値段」もっともシンプルな保険選び 杉山将樹/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

158 339.4 ほけんのキホン  
生命保険文化セン
ター

159 341 公共経済学で日本を考える 奥野信宏/編著 八木匡/編著 中央経済社

160 345.5 図解わかる相続・相続税 藤井和哉/監修 新星出版社

161 345.5 かしこい相続・贈与の節税常識 徳田孝司/監修 辻・本郷税理士法人/
編著 東峰書房

162 361.3 人と組織を強くする交渉力 鈴木有香/著 自由国民社

163 361.4 10秒で必ず「印象付ける」人になる 幸慶美智子/著 秀和システム

164 361.4 しぐさの技術 荒木シゲル/著 同文舘出版

165 361.4 人間関係ハンドブック 小山望/監修 早坂三郎/監修 福村出版

166 361.4 ウソつきの国 勢古浩爾/著 ミシマ社

167 361.4 人見知りで出不精だったOLがコミュニティの女王になった理由 中村薫/著 大和書房

168 361.4 メディアの歴史 ヨッヘン・ヘーリッシュ/[著] 川島
建太郎/訳

法政大学出版局

169 361.4 フランス人が「小さなバッグ」で出かける理由(わけ) デブラ・オリヴィエ/著 川添節子/訳 原書房

170 361.4 ちょっとしたことで「かわいがられる」人 山崎武也/著 三笠書房

171 361.4 好奇心のパワー キャシー・タバナー/[著] カーステ
ン・スィギンズ/[著] 新評論

172 361.4 聞き出す力 続 吉田豪/著 日本文芸社

173 361.5 ハーバードで喝采された日本の「強み」 山口真由/著 扶桑社

174 361.6 「男損」の時代 牛窪恵/著 潮出版社

175 361.7 地方暮らしの幸福と若者 轡田竜蔵/著 勁草書房

176 361.7 忘れられた人類学者(ジャパノロジスト) 田中一彦/著 忘羊社

177 361.7 場所でつながる/場所とつながる 田所承己/著 弘文堂

178 361.7 どうすれば環境保全はうまくいくのか 宮内泰介/編 新泉社

179 361.7 人口還流<Uターン>と過疎農山村の社会学 山本努/著 学文社

180 364 ちょっと気になる社会保障 権丈善一/著 勁草書房

181 364.6
最新知りたいことがパッとわかる年金のしくみと手続きがすっきりわ
かる本

多田智子/著 ソーテック社

182 364.6 これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山純子/著 翔泳社

183 364.6 「iDeCo」で自分年金をつくる  (祥伝社新書) 朝倉智也/[著] 祥伝社

184 364.6 これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山純子/著 翔泳社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

185 364.6
最短で老後資金をつくる確定拠出年金こうすればいい  (青春新書
INTELLIGENCE)

中桐啓貴/著 青春出版社

186 365 生きる場所を、もう一度選ぶ 小林奈穂子/著 インプレス

187 365.3 子どもに安心して住める家を残したい 小林康雄/著 文芸社

188 365.3 マンション管理人の仕事とルールがよくわかる本 三村正夫/著 セルバ出版

189 365.3 住宅白書 2014-2016 日本住宅会議/編 ドメス出版

190 366 労働と雇用の経済学 永野仁/著 中央経済社

191 366.1 AI時代の働き方と法 大内伸哉/著 弘文堂

192 366.1 労働者派遣法 鎌田耕一/編著 諏訪康雄/編著 三省堂

193 366.1 労働訴訟
森・濱田松本法律事務所/編 荒井
太一/著

中央経済社

194 366.2 これからの僕らの働き方 横石崇/編 真鍋大度/[ほか著] 早川書房

195 366.2 大学選びのための職業・進路案内夢が見つかる533職業
東進ハイスクール/編 東進衛星予
備校/編

ナガセ

196 366.3 女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村浩子/著 KADOKAWA

197 366.4 企業人事部門のための確定拠出年金ハンドブック
JPアクチュアリーコンサルティン
グ株式会社/著

ポプラ社

198 366.4 戦後賃金の軌跡 田口和雄/著 中央経済社

199 366.7 スーパーダディ ビジネスマンの勧め 高橋一晃/著 双葉社

200 367.2 フェミニストたちの政治史 大嶽秀夫/著 東京大学出版会

201 367.4 単身急増社会の希望 藤森克彦/著 日本経済新聞出版社

202 367.5 男らしさの歴史 1 A.コルバン/監修 J-J.クルティー
ヌ/監修

藤原書店

203 367.6 二十一世紀の若者論 小谷敏/編 世界思想社

204 367.7 絶望老人 新郷由起/著 宝島社

205 367.7 老後ぐらい好きにさせてよ 野末陳平/著 青春出版社

206 367.7 長男・長女の「終活力」 弘兼憲史/著 新講社

207 367.7 これで安心!親が70過ぎたら必ず備える40のこと 本田桂子/著 技術評論社

208 367.7 老いの整理学  （扶桑社新書） 外山滋比古/著 扶桑社

209 368.7 非行・犯罪の心理臨床 藤岡淳子/著 日本評論社

210 369 コンパクトシティ実践ガイド コンパクトシティ研究会/編 ぎょうせい

211 369.1 どうなる!?どうする!?社会福祉法人の運営とリスク管理 外岡潤/著 中央経済社

212 369.1 対人援助職に効く認知行動療法ワークショップ 竹田伸也/著 中央法規出版

213 369.1 ソルフェリーノの思い出
アンリー・デュナン∥著 木内利三
郎∥訳

日赤サービス

214 369.2
すぐに役立つ入門図解介護施設・高齢者向け住宅のしくみと疑問解決マ
ニュアル

若林美佳/監修 三修社

215 369.2 ある日、突然始まる後悔しないための介護ハンドブック 阿久津美栄子/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

216 369.2 パーソナルアシスタンス 岡部耕典/編 山下幸子/[ほか]執筆 生活書院

217 369.2 「認知症七〇〇万人時代」の現場を歩く 佐藤幹夫/著 言視舎

218 369.2 障害者総合支援法がよ〜くわかる本 福祉行政法令研究会/著 秀和システム

219 369.2 貯金ゼロ・知識ゼロからの“優良”老人ホーム入居計画 真山英二/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

220 369.3 ベト・ドクと考える世界平和 尾崎望/編著 藤本文朗/編著 新日本出版社

221 369.3 「心の除染」という虚構 黒川祥子/著
集英社インターナ
ショナル

222 369.3 「復興」が奪う地域の未来 山下祐介/著 岩波書店

223 369.4 子ども・子育て支援シリーズ 第1巻  ぎょうせい

224 369.4 子ども・子育て支援シリーズ 第2巻  ぎょうせい

225 369.4 子ども・子育て支援シリーズ 第3巻  ぎょうせい

226 371.3 「開かれた学校」の功罪 武井哲郎/著 明石書店

227 371.4 子どもとお金 高橋登/編 山本登志哉/編 東京大学出版会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

228 371.4 子どもにやる気を起こさせる方法
ドン・ディンクメイヤー/著 ルドル
フ・ドライカース/著

創元社

229 371.4 教室の困っている発達障害をもつ子どもの理解と認知的アプローチ 宮口幸治/著 明石書店

230 373.4 「奨学金」地獄  （小学館新書） 岩重佳治/著 小学館

231 373.4 大学進学のための全国“給付型”奨学金データブック 給付型奨学金研究会/編 産学社

232 374.1 マネしたくなる学級担任の定番メニュー 「たのしい授業」編集委員会/編 仮説社

233 374.1 学級が落ち着く教室の整理・収納・動線のルール 安村晃子/著 学事出版

234 374.3 ブラック化する学校  （青春新書INTELLIGENCE） 前屋毅/著 青春出版社

235 374.3 はじめて学ぶ教職論 広岡義之/編著 ミネルヴァ書房

236 374.3
まわりの先生から「すごい!残業しないのに、仕事できるね」と言われ
る本。

瀧澤真/著 学陽書房

237 375 カリキュラム・マネジメント入門 田村学/編著 東洋館出版社

238 375.1 小学校発アクティブ・ラーニングを超える授業 石井英真/編著 日本標準

239 375.1 私は『学び合い』をこれで失敗し、これで乗り越えました。 西川純/編著 東洋館出版社

240 375.2 子どもの変化に気づくセンスの磨き方 二宮龍也/編 小沼肇/編 学事出版

241 375.3 新教科「道徳」の理論と実践 渡邉満/編著 山口圭介/編著 玉川大学出版部

242 375.4 イラストと写真でわかる武道のスポーツ医学 剣道 武藤芳照/監修 山下敏彦/編集
ベースボール・マガジ
ン社

243 375.8 「本当の国語力」が驚くほど伸びる本 福嶋 隆史著 大和出版

244 375.9
今じゃありえない!!100年前のビックリ教科書  (じっぴコンパクト新
書)

福田智弘/著 実業之日本社

245 376.1 1・2・3歳児の折り紙あそび 阿部直美/著 成美堂出版

246 376.1 保育の仕事 岩田純一/著 金子書房

247 376.1 決定版!保育の運動あそび450 前橋明/監修 新星出版社

248 376.4 燦々の太陽を求めて 第20集 全国高等学校定時制通信制教育振
興会∥[編]

全国高等学校定時制
通信制教育振興会

249 376.8 医者・医学部がわかる  朝日新聞出版

250 376.8 大学選びをはじめからていねいに 藤井佐和子/著 亀井信明/著 ナガセ

251 377.5 博士になろう! 坂口謙吾/著 日刊工業新聞社

252 377.9 大学生活を極める55のヒント 板野博行/著 大和書房

253 377.9 業界と職種がわかる本 18年版 岸健二/編 成美堂出版

254 378 発達障害の子のための「すごい道具」 安部博志/著 小学館

255 378 親子で向きあう発達障害 植田日奈/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

256 378
発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母のどんな子もぐんぐん伸びる
120の子育て法

大場美鈴/著 汐見稔幸/監修 ポプラ社

257 379.7 勉強は「がんばらない」ほどうまくいく 伊藤真/著
PHPエディターズ・グ
ループ

258 379.9 地頭のいい子を育てる食卓の力 佐藤剛史/著 現代書林

259 379.9 0歳からのアドラー流怒らない子育て 三宅美絵子/著 岩井俊憲/監修 秀和システム

260 379.9 不器用っ子が増えている 谷田貝公昭/編著 一藝社

261 380.4 被差別民とはなにか 柳田国男/著 河出書房新社

262 383 知っておきたい結び方の教科書
『知っておきたい結び方の教科書』
製作委員会/著

笠倉出版社

263 383.8 再発見 京の魚 京の魚の研究会/著 恒星社厚生閣

264 383.8 パンと昭和 小泉和子/編 河出書房新社

265 383.8 ニッポンの主婦100年の食卓 主婦の友社/編 主婦の友社

266 383.9 男と女の台所 大平一枝/文・写真 平凡社

267 384.5 いっしょにあそぼ草あそび花あそび 春夏編 佐藤邦昭/著 近藤理恵/イラスト かもがわ出版

268 385.2 子どもを産む・家族をつくる人類学 松岡悦子/編 勉誠出版

269 385.6 あなたの葬送は誰がしてくれるのか 内藤理恵子/著 興山舎

270 385.6 家族が亡くなったときの手続きどうしたら?事典 鈴木敏弘/監修 葬儀支援ネット/監
修

滋慶出版つちや書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

271 385.9 世界一美しいふるまいとマナー 諏内えみ/著 高橋書店

272 385.9 だから、うまくいく日本人の決まりごと 広田千悦子/絵と文 幻冬舎

273 386.1 東海の山車とからくり 長屋良行/著 水崎薫/著 ゆいぽおと

274 386.8 仮面と臉譜(くまどり) 王海霞/主編 劉瑩/編著 科学出版社東京

275 392 軍事史とは何か トーマス・キューネ/編著 ベンヤミ
ン・ツィーマン/編著 原書房

276 392.1 兵士に聞け最終章 杉山隆男/著 新潮社

277 395.3 沖縄抗う高江の森 山城博明/写真 高文研

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 信じちゃいけない身のまわりのカガク 渋谷研究所X/著 菊池誠/著 立東舎

2 406.9 大英自然史博物館の《至宝(トレジャーズ)》250 大英自然史博物館/編 国立科学博
物館/日本語版監修

創元社

3 410 数学が面白くなる東大のディープな数学 大竹真一/著 KADOKAWA

4 410.4 読むだけで楽しい数学のはなし 池田洋介/著 新紀元社

5 410.4 ラマヌジャン探検 黒川信重/著 岩波書店

6 411.7 図解と実例と論理で、今度こそわかるガロア理論 鈴木智秀/著 SBクリエイティブ

7 417 流れるようにわかる統計学 佐々木隆宏/著 KADOKAWA

8 417
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析 因子分析・コレスポンデンス分析・
クラスター分析編

菅民郎/著 オーム社

9 417
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析 生存時間解析・ロジスティック回帰
分析・時系列分析編

菅民郎/著 オーム社

10 417.6 ダメな統計学 アレックス・ラインハート/著 西
原史暁/訳

勁草書房

11 420.2 シュレディンガーの猫 アダム・ハート=デイヴィス/著 山
崎正浩/訳

創元社

12 420.2 物理学者の墓を訪ねる 山口栄一/著 日経BP社

13 421.2 現代物理学3大理論  ニュートンプレス

14 421.3 世界でもっとも美しい量子物理の物語 ロバート・P.クリース/著 アルフレッ
ド・シャーフ・ゴールドハーバー/著 日経BP社

15 421.3 先生、それって「量子」の仕業ですか? 大関真之/著 小学館

16 424 音響学入門ペディア 日本音響学会/編 コロナ社

17 430.4 モノの見方が180度変わる化学 齋藤勝裕/著 秀和システム

18 431.3 身近に潜む危ない化学反応 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研
究所

19 431.5 最初に読む光化学の本 前田秀一/編著 日刊工業新聞社

20 433 数学フリーの分析化学 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

21 435 数学フリーの無機化学 齋藤勝裕/著 日刊工業新聞社

22 435 無機化学の基礎 坪村太郎/著 川本達也/著 化学同人

23 440.4 それでも宇宙は美しい! 佐治晴夫/著 春秋社

24 440.4 宇宙が教える人生の方程式 佐治晴夫/著 幻冬舎

25 440.4 宇宙には、だれかいますか? 佐藤勝彦/監修 縣秀彦/編集 河出書房新社

26 444 最新太陽系大図鑑  ニュートンプレス

27 450 地震・火山や生物でわかる地球の科学 松田准一/著 大阪大学出版会

28 451 トコトンやさしい異常気象の本 日本気象協会/編 日刊工業新聞社

29 451.6 図説空と雲の不思議 池田圭一/著 秀和システム

30 453 絵でわかる地震の科学 井出哲/著 講談社

31 454.9 日本の地形・地質 北中 康文写真 斎藤 真解説 文一総合出版

32 460.4 小さき生きものたちの国で 中村桂子/著 青土社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 463.7 自然がつくる不思議なパターン
フィリップ・ボール/著 桃井緑美
子/訳

日経ナショナルジオ
グラフィック社

34 467.5 科学者の冒険 岡田典弘/著 クバプロ

35 470 草の辞典
森乃おと/著 ささきみえこ/イラス
ト

雷鳥社

36 471.1 原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイド 多田多恵子/著 実業之日本社

37 474.7 驚きの菌ワールド 日本菌学会/編 東海大学出版部

38 481.7 落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック 皆越ようせい/著 渡辺弘之/監修 文一総合出版

39 483.9 クマムシ博士のクマムシへんてこ最強伝説 堀川大樹/著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

40 484 原寸で楽しむ美しい貝図鑑&採集ガイド 池田等/著 実業之日本社

41 488.7 フクロウとコミミズク 斉藤嶽堂/写真・文 彩流社

42 489.4 エゾユキウサギ、跳ねる 富士元寿彦/著 北海道新聞社

43 489.4 日本のネズミ 本川雅治/編 東京大学出版会

44 490.1 医療現場の「おもてなし」会話術 下枝三知与/著 秀和システム

45 490.1 哀しみを得る 村中李衣/著 かもがわ出版

46 490.5 数字に見る医療と医薬品 2016 アステラス製薬広報部/[編] アステラス製薬

47 491.1 アナトミカル・ヴィーナス ジョアンナ・エーベンステイン/著
布施英利/監修 グラフィック社

48 491.3 先端科学の現場で見る人体の神秘  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

49 491.3 テロメア・エフェクト エリザベス・ブラックバーン/著 エ
リッサ・エペル/著 NHK出版

50 491.6 人生から期待される生き方 樋野興夫/著 主婦の友社

51 492.1 検査なんか嫌いだ 鎌田實/著 集英社

52 492.7 ビジュアル版ゆがみを直す整体学 宮川眞人/著 彩図社

53 492.7 トータルセラピー 門馬ひろみ/共著 佐藤彰/共著
ベースボール・マガジ
ン社

54 493.1 NHKガッテン!血糖値をラク〜に下げる!科学の特効ワザ NHK科学・環境番組部/編 主婦と生
活社「NHKガッテン!」編集班/編

主婦と生活社

55 493.1 花粉症・アレルギーを自分で治す70の知恵 水嶋丈雄/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

56 493.4 やせる腸活 フジテレビ「その原因、Xにあり!」/
編 KADOKAWA

57 493.6 もう2度と痛まない強い腰になる 金岡恒治/著 主婦の友社

58 493.7 ルポ希望の人びと 生井久美子/著 朝日新聞出版

59 493.7 うつとの上手なつき合い方 出口清一/著 医学通信社

60 493.7 よくわかる境界性パーソナリティ障害 林直樹/監修 主婦の友社

61 493.7 認知症にならない人がやっているスッキリ脳のゴミ掃除 羽生春夫/著 双葉社

62 493.7 疑似カジノ化している日本 ビッグイシュー基金/編集 ビッグイシュー基金

63 493.7 ギャンブル依存症からの生還 ビッグイシュー基金/編集 ビッグイシュー基金

64 493.7 ソシオパスの告白 M.E.トーマス/著 高橋祥友/訳 金剛出版

65 493.7 よくわかる大人のADHD<注意欠如多動性障害> 司馬理英子/著 主婦の友社

66 493.7 よくわかる大人のアスペルガー 梅永雄二/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

67 493.8 ワクチンは怖くない  (光文社新書) 岩田健太郎/著 光文社

68 493.9 子どもの身長ぐんぐんメソッド 佐藤詩子/監修 川口由美子/監修 主婦の友社

69 493.9 乳幼児の便秘 倉信均/著 可野倫子/著 芽ばえ社

70 494.5 医者の罪と罰 石井光/著 幻冬舎

71 494.5 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

72 494.5 「がん」になるってどんなこと? 林和彦/編著 セブン&アイ出版

73 494.7 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

74 494.7 変形性ひざ関節症 八木貴史/著 主婦の友社

75 494.9 腎臓の疑問がみるみる解決する本 川村哲也/監修 主婦の友社/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 495.4 子宮がん・卵巣がん 宇津木久仁子/監修 講談社

77 495.4 ウルトラ図解乳がん 齊藤光江/監修 法研

78 496.4 あなたのこども、そのままだと近視になります。 坪田一男/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

79 497.6 顎がゆるめば、不調は改善される 滝澤聡明/[著]
クロスメディア・マー
ケティング

80 497.6 部分矯正とマウスピース矯正の魅力 青山健一/著 桐書房

81 498.1 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川廣美/著 ぺりかん社

82 498.1 貧乏治療院と繁盛治療院 根岸靖/著 合同フォレスト

83 498.3 マインドフルネス怒りが消える瞑想法 吉田昌生/著 青春出版社

84 498.3 科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾/[著] 文響社

85 498.3 気持ちの片づけ術 笠原彰/著 サンクチュアリ出版

86 498.3 心は1分で軽くなる! 石野みどり/著 自由国民社

87 498.3 仕事はうかつに始めるな 石川善樹/著 プレジデント社

88 498.3 ここまでわかった水素水最新Q&A 太田成男/著 小学館

89 498.3 SLEEP ショーン・スティーブンソン/著 花
塚恵/訳 ダイヤモンド社

90 498.3 硬くゆがんだ体を整えて痛みをトルやわらかい体のつくり方 高橋順彦/著 日東書院本社

91 498.3 免疫力を高めて病気を自力で治すコツがわかる本 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

92 498.3 よくわかる理論と実践ヨーガ ジェニー・ビトルストン/著 奥谷陽
子/訳 ガイアブックス

93 498.3 3分間マインドフルネス 吉田昌生/著 学研プラス

94 498.3 いちばんよくわかるYOGAポーズ全集 スタジオ・ヨギー/著 今津貴美/著 学研プラス

95 498.3 体の痛み・不調は「お金をかけずに」自分で治せる 渡辺雄二/著 青志社

96 498.3 たばこはそんなに悪いのか 喫煙文化研究会/著 恩藏茂/編 ワック

97 498.5 糖質制限の教科書 江部康二/監修 洋泉社

98 498.5 成功の食事法 菅原道仁/著 ポプラ社

99 498.5 「安い食べ物」には何かがある 南清貴/著 三笠書房

100 498.8 「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

101 499.1 お医者さんにもらった薬がわかる本 関口詩乃/[著] 芹澤良子/監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 デザイン人間工学の基本 山岡俊樹/編 山岡俊樹/[ほか]著
武蔵野美術大学出版
局

2 507.2 技術者・研究者のための特許検索データベース活用術 小島浩嗣/著 秀和システム

3 507.2 意匠法 末吉亙/著 中央経済社

4 507.2 商標法 末吉亙/著 中央経済社

5 507.2 すぐに役立つ入門図解特許・商標のしくみと手続き 渡辺弘司/監修 三修社

6 507.2 楽しく学べる「知財」入門  (講談社現代新書) 稲穂健市/著 講談社

7 507.2 知的財産関係条約基本解説 奥田百子/著 法学書院

8 507.7 これなら通じる技術英語ライティングの基本 平野信輔/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

9 509.6 製品開発は“機能”にばらして考えろ 緒方隆司/著 オリンパス(株)ECM推進
部/監修

日刊工業新聞社

10 509.6 完全イラスト版ISO9001早わかり 大浜庄司/著 オーム社

11 509.6 生産管理の基本 富野貴弘/著 日本実業出版社

12 509.6 生産技術の実践手法がよ〜くわかる本 菅間正二/著 秀和システム

13 513 100の失敗事例に学ぶ設計・施工トラブルの防ぎ方 日経コンストラクション/編 日経BP社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 518.5 ユニバーサルトイレ 老田智美/著 田中直人/著 彰国社

15 518.8 情熱都市YMM21 情熱都市YMM21編集委員会/編著 鹿島出版会

16 518.8 都市計画変革論 小林敬一/著 鹿島出版会

17 519.8 里山に生きる家族と集落 養父志乃夫/著 勁草書房

18 520.2 世界の美しい名建築の図鑑 パトリック・ディロン/文 スティー
ヴン・ビースティー/画 エクスナレッジ

19 520.2 建築のチカラ 森清/著 有岡三恵/著 日経BP社

20 520.8 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

21 521.8 「名城歩き」徹底ガイド  洋泉社

22 523.1 天主堂建築のパイオニア・鉄川與助 喜田信代/著 日貿出版社

23 523.1 坂茂の建築現場 坂茂/著 平凡社

24 523.1 近代日本の洋風建築 開化篇 藤森照信/著 筑摩書房

25 523.1 東西名品昭和モダン建築案内 北夙川不可止/文 黒沢永紀/写真 洋泉社

26 524.2 建築材料 長澤泰/監修 橘高義典/著 市ケ谷出版社

27 524.8 エクステリアの施工規準と標準図及び積算 床舗装・縁取り・土留め編 日本エクステリア学会/編著 建築資料研究社

28 524.9 新・消防・建築法規のドッキング講座 高木任之/著 小林恭一/監修 近代消防社

29 524.9 住宅耐震リフォーム 保坂貴司/著 エクスナレッジ

30 525.1 建築計画 佐藤考一/著 五十嵐太郎/著 市ケ谷出版社

31 527 小屋を作る本 2017-2018  学研プラス

32 527 門まわり・玄関前の庭実例集  ブティック社

33 527 プロとして恥をかかないためのゼロエネルギー住宅のつくり方 西方里見/著 エクスナレッジ

34 527 小屋を作る本 2017-2018  学研プラス

35 527 小屋入門  地球丸

36 536.8 ロードバイク「規格」便利帳 バイシクルクラブ編集部/編 枻出版社

37 536.8 子供自転車スタートBOOK  枻出版社

38 537 2020年、人工知能は車を運転するのか 西村直人/著 インプレス

39 537 ドライバーレス革命 ホッド・リプソン/著 メルバ・カー
マン/著 日経BP社

40 538.0 パイロットになるには 阿施光南/著 ぺりかん社

41 538.9 中国、「宇宙強国」への野望 寺門和夫/著 ウェッジ

42 538.9 続ける力 若田光一/著 講談社

43 540.9 電気法規と電気施設管理 平成29年度版 竹野正二/著 東京電機大学出版局

44 544.4 大写解高圧受電設備 田沼和夫/著 オーム社

45 546.4 国鉄直流電気機関車EF64・EF65・EF66とそのパイオニアたち 浅原信彦/著 イカロス出版

46 547.3 DAWではじめる自宅マスタリング 江夏正晃/著
リットーミュージッ
ク

47 547.3 音の記憶 小川理子/著 文藝春秋

48 547.3 日本のポータブル・レコード・プレイヤーCATALOG 田口史人/著 立東舎

49 547.4 いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門 伊藤庄平/著 益子貴寛/著 SBクリエイティブ

50 547.4 いちばんやさしいWordPressの教本 石川栄和/著 大串肇/著 インプレス

51 547.4 Webディレクションの新標準ルール 栄前田勝太郎/共著 岸正也/共著
エムディエヌコーポ
レーション

52 547.4 詳解HTML5.1&HTML4.01&XHTML1.0辞典 大藤幹/著 秀和システム

53 547.4 HTML5&CSS3デザインレシピ集 狩野祐東/著 技術評論社

54 547.4 世界一わかりやすいSEO対策最初に読む本 白石竜次/著 技術評論社

55 547.4 Web担当者のためのセキュリティの教科書 中山貴禎/著
エムディエヌコーポ
レーション

56 547.4 Dropboxスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 547.4 48歳からのLINE入門 リブロワークス/著 インプレス

58 547.4 Ansible徹底入門 廣川英寿/著 平初/著 翔泳社

59 547.4 Windows Server 2016 Hyper-V
樋口勝一/著 できるシリーズ編集
部/著

インプレス

60 547.4 これならわかる!ネットワーク入門講座 水口克也/著 秀和システム

61 547.4 セマンティックWebとリンクトデータ 兼岩憲/著 コロナ社

62 547.4 ひと目でわかるActive Directory Windows Server 2016版 Yokota Lab,Inc./著 日経BP社

63 547.6 レーダの基礎 大内和夫/編著 平木直哉/共著 コロナ社

64 548.3 「リアル」を摑む! 大西公平/著 東京電機大学出版局

65 549 電子工作の職人技 高瀬和則/著 技術評論社

66 549.8 例題で学ぶはじめての半導体 臼田昭司/著 技術評論社

67 550 トコトンやさしい船舶工学の本 池田良穂/著 日刊工業新聞社

68 556.3 ビジュアルでわかる船と海運のはなし 拓海広志/著 成山堂書店

69 566.7 図解めっき技術の基礎 星野重夫/著 斎藤囲/著 ナツメ社

70 568.0 よくわかる石油業界 垣見裕司/著 日本実業出版社

71 569.3 日本の砿都 岡田昌彰/著 創元社

72 575.1 火の科学 西野順也/著 築地書館

73 576.9 酸化チタン 清野学/著 酸化チタン研究会/著 技報堂出版

74 581.7 刃物の科学 朝倉健太郎/著 日刊工業新聞社

75 582.3 世界一わかりやすいWordテキスト 佐藤薫/著 技術評論社

76 582.3 Wordプロ技BESTセレクション 森野沙織/著 ケイズプロダクション/
著 技術評論社

77 582.3 これからはじめるワードの本 門脇香奈子/著 技術評論社

78 585.0 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

79 586.3 日本の工芸を元気にする! 中川政七/著 東洋経済新報社

80 588.0 グッドフード、グレートビジネス! スージー・ワイシャク/著 諌早佳子/
訳

クロニクルブックス・
ジャパン

81 588.1 砂糖の社会史 マーク・アロンソン/著 マリナ・ブ
ドーズ/著 原書房

82 589.2 リーダーの現場力 迫俊亮/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

83 589.2 最新ファッション業界のトレンドがよ〜くわかる本 為家洋子/著 秀和システム

84 589.2 「睡眠品質」革命 内田直/著 高岡本州/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

85 589.2 あなたの好きな服が、似合う服になる 小島葉子/著 主婦の友インフォス

86 589.2 50歳から「見た目年齢-10歳」に見える女(ひと)の着こなし 荒川美保/著 PHP研究所

87 589.7 毎日が楽しくなるきらめき文房具 菅未里/著 KADOKAWA

88 589.7 クリエイターのためのゲーム「ハード」戦国史 中村一朗/著 小林亜希彦/著 言視舎

89 590 少ない予算で、毎日、心地よく美しく暮らす36の知恵 加藤ゑみ子/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

90 590 家事は、すぐやる! マキ/著 ワニブックス

91 590 日々を楽しむ10人の暮らしと空間 メディアソフト書籍部/編 メディアソフト

92 590.4 かあさんの暮らしマネジメント 一田憲子/著 SBクリエイティブ

93 591 「夫婦のお金」の増やし方 横山光昭/著 木原誠太郎/著 扶桑社

94 591.8 貯金&節約がもっとカンタンになるみんなの家計ノート 家計ノート研究会/編 KADOKAWA

95 591.8 1日1行!2年で350万貯めたあきのズボラ家計簿 あき/著 ベストセラーズ

96 593.3 シルエットがきれいなファスナーつきのスカート&パンツ  ブティック社

97 593.8 大人きものおしゃれ事典 上野淳美/著 WAVE出版

98 594 さいほうの基本  KADOKAWA

99 594 これ1冊できちんと作れる!手作りアクセサリーLESSON BOOK 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

100 594 はじめてママでもちゃんと作れる!!手作りしたい通園通学グッズ  ブティック社

101 594.2 おしゃれな刺しゅう図案集ライン&コーナー  アップルミンツ

102 594.2 リサ・ラーソンはじめての刺繡 大塚あや子/監修・刺繡制作 KADOKAWA

103 594.2 ワードローブを彩るannasの刺しゅう教室 川畑杏奈/著 高橋書店

104 594.3 美しいかぎ針編 春夏25  日本ヴォーグ社

105 594.3 かぎ針で編むキュートなベビーニット  ブティック社

106 594.3 かわいいかぎ針編み刺しゅう糸で編むあみぐるみ&着せ替え  アップルミンツ

107 594.3 すてきな手編み 2017春夏  日本ヴォーグ社

108 594.3 春夏のかぎ針あみ vol.19  日本ヴォーグ社

109 594.3 ヨーロッパの手あみ 2017/春夏  日本ヴォーグ社

110 594.7 持ち手を楽しむバッグ 越膳夕香/著 日本ヴォーグ社

111 594.7 バッグ作り教室 水野佳子/著 主婦と生活社

112 594.7 はじめてでもファスナーつけがちゃんとできるバッグとウエアの本 野木陽子/著 日本文芸社

113 594.9 ハワイアンキルトのバッグ・こもの・タペストリー  ブティック社

114 594.9 はじめての裂き織りレッスン 箕輪直子/著 誠文堂新光社

115 595 世界の国で美しくなる! とまこ/著 幻冬舎

116 595.5 目元で、美人の9割が決まる 玉村麻衣子/著 KADOKAWA

117 596 お父さんのための日本一やさしい料理本 青木敦子/著 扶桑社

118 596 コンフィ&コンフィ 現代フランス料理研究会/編 旭屋出版

119 596 料理のきほんLesson 阪下千恵/著 新星出版社

120 596 四季の味 No.88 春  ニューサイエンス社

121 596 日能研の塾ごはん 椎名伸江/著 文化学園文化出版局

122 596 超詳細!きほんの料理 重信初江/著 成美堂出版

123 596 おいしい発酵食生活 真藤舞衣子/著 講談社

124 596
地元スーパーのおいしいもの、旅をしながら見つけてきました。47都道
府県!

森井ユカ/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

125 596 ゆるごはん 須永久美/[著] 枻出版社

126 596 定番おかずBEST200  枻出版社

127 596 作りおきで便利、「分とく山」のかくし味 野崎洋光/著 世界文化社

128 596 料理上手になる食材のきほん 野崎洋光/著 世界文化社

129 596 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木暢顕/著 小学館

130 596 世界でいちばんやさしい料理教室 ベターホーム協会/編集 ベターホーム協会

131 596 糖質オフのかんたん!やせるレシピ 牧田善二/著 栗山真由美/料理 新星出版社

132 596 糀のある豊かな食卓 かわなべみゆき/著 誠文堂新光社

133 596.0 アンコウはアヒージョで 和仁皓明/著 KADOKAWA

134 596.2 エスニックつくりおき エダジュン/著
パルコエンタテイン
メント事業部

135 596.3 Oyster Bar & 貝料理専門店の技アリ貝料理  旭屋出版

136 596.3 あると便利なお漬けもの 大原千鶴/著 家の光協会

137 596.3 魚料理の教科書 川上文代/著 新星出版社

138 596.3 dancyu日本一の肉レシピ  プレジデント社

139 596.3 さばかない・おろさない!魚のおかず90 ベターホーム協会/編集 ベターホーム協会

140 596.3 ひとつの野菜で作りおき ワタナベマキ/著 立東舎

141 596.4 akinoichigoの冷めてもおいしい感激弁当160 稲熊由夏/著 大和書房

142 596.4 クックパッドのおいしい厳選!作りおき弁当 クックパッド株式会社/監修 新星出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

143 596.4 暮らし上手の賢いお弁当  枻出版社

144 596.4 必ずかわいく作れるキャラ弁の教科書 MAA/著 主婦の友社

145 596.4 簡単!絶品!キャンプのつまみ料理 月刊ガルヴィ編集部/編集 実業之日本社

146 596.4 男子の朝ラク元気弁当  ブティック社

147 596.4 3色弁当 中村美穂/著 旭屋出版

148 596.4 男子ガッツリ元気弁当 牧野直子/著 大和書房

149 596.4 ワクワク!かわいい!キャラクターお弁当 宮崎真美/著 山崎和代/著 ブティック社

150 596.6 荻山和也のパン作りの教科書 荻山和也/著 日東書院本社

151 596.6 一流パティシエのケーキと焼き菓子 河田勝彦/著 永井紀之/著 世界文化社

152 596.6 BOWL CAKES 黒川愉子/著 主婦と生活社

153 596.6 世界のサンドイッチ図鑑 佐藤政人/著 誠文堂新光社

154 596.6 フランスの素朴な地方菓子 下園昌江/著 深野ちひろ/著 マイナビ出版

155 596.6 ないしょの夜おやつ 藤吉陽子/料理 近藤順子/小説 ナツメ社

156 596.6 フレンチ仕込みの「ショコラのお菓子」 アンリ・ルルー/製菓 ジャン=ポー
ル・エヴァン/製菓 世界文化社

157 596.6 いちごのお菓子 若山曜子/著 マイナビ出版

158 596.6 ガトー・インビジブル 若山曜子/[著] オレンジページ

159 596.8 プリンセスのティーテーブルLesson マユミ・チャップマン/著 河出書房新社

160 596.9 失敗しないバーベキュー炉作りの基本 バーベキュー炉作り研究倶楽部/編著 日東書院本社

161 597 古布に魅せられた暮らし 椿色の章  学研プラス

162 597 賃貸でもここまでできるDIY 番匠智香子/[著] 主婦の友インフォス

163 597 私のカントリー NO.100  主婦と生活社

164 597.5 トヨタ式おうち片づけ 香村薫/著 実務教育出版

165 597.5 探さない暮らし Gemini/著 KADOKAWA

166 597.5 ライフオーガナイズの教科書 日本ライフオーガナイザー協会/監修 主婦の友社

167 597.9 プロが教える「15分掃除」がわが家を変える! 日本ハウスクリーニング協会/監修 世界文化社

168 597.9 世界一のカリスマ清掃員が教える予防そうじで毎日キレイ 新津春子/監修 コスミック出版

169 599 らくらくあんしん育児 土屋恵司/監修 学研プラス

170 599.3 らくらくあんしん離乳食 小池澄子/監修・指導 検見崎聡美/料
理 学研プラス

171 599.3 きちんとかんたん離乳食 中村美穂/著 赤ちゃんとママ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域ブランドカンパニーズファイル  枻出版社

2 611.7 組織は人 田中健二/著 洋泉社

3 615.4 作物生産生理学の基礎 平沢正/編著 大杉立/編著 農山漁村文化協会

4 617.6 もっと暮らしに毎日のハーブ使いこなしレッスン 諏訪晴美/監修 メイツ出版

5 619.8 図説紅茶 Cha Tea紅茶教室/著 河出書房新社

6 619.8 常識が変わるスペシャルティコーヒー入門  (青春新書PLAY BOOKS) 伊藤亮太/著 青春出版社

7 625.7 栗の文化史 有岡利幸/著 雄山閣

8 626.9 クラインガルテン入門 TABILISTA編集部/編 双葉社

9 626.9 これで失敗しない家庭菜園Q&A 藤田智/監修 家の光協会

10 626.9 やさしく学ぶ菜園DIY入門 和田義弥/[著] 地球丸

11 627 山野草のある庭づくり 久志博信/著 講談社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 627.7 モダンローズ 村上敏/著 誠文堂新光社

13 627.8 はじめての寄せ植えスタイル 伊藤沙奈/監修 若松則子/監修 成美堂出版

14 627.8 グリーンインテリアの楽しみ方  枻出版社

15 627.8 小さな庭で楽しむ雑貨×植物のディスプレイ  学研プラス

16 627.9 フラワーアレンジアイデアBOOK DAIICHI-ENGEI/著 学研プラス

17 629.7 はじめての小さな庭のつくり方 宇田川佳子/著 新星出版社

18 629.7 庭時間を楽しむガーデン&エクステリア エクステリア工学会/編 講談社

19 629.7 今日からはじめる小さな庭づくり  廣済堂出版

20 629.7 じょうずな庭作り、花作りのヒントが探せる本 主婦の友社/編 主婦の友社

21 629.7 ナチュラルガーデニング 2017  学研プラス

22 632.1 蚕糸王国長野県 新津新生/著 川辺書林

23 645.0 はたらく動物と 金井真紀/文と絵 ころから

24 646.9 毎日がしあわせになるはちみつ生活 木村幸子/著 主婦の友インフォス

25 653.2 くらべてわかる木の葉っぱ 林将之/写真・文 山と溪谷社

26 664.7 潮干狩りの疑問77 原田知篤/著 成山堂書店

27 670.9 ビジネスメール即効お役立ち表現 中川路亜紀/著 集英社

28 670.9 そのまま使える!ビジネスメール文例事典 水江泰資/著 大嶋利佳/監修 秀和システム

29 673.3 転売ビジネス成功法則 小野里肇/著 マネジメント社

30 673.3 誰でもスゴ腕販売員になれる接客販売のコツがよ〜くわかる本 鈴置貞治/著 秀和システム

31 673.3 デジタルで変わるセールスプロモーション基礎 販促会議編集部/編 守口剛/監修 宣伝会議

32 673.8 誰からも信頼される三越伊勢丹の心づかい 三越伊勢丹ヒューマン・ソリュー
ションズ/著 KADOKAWA

33 673.9 新・ウエディングプランナーという仕事 堂上昌幸/著
オータパブリケイショ
ンズ

34 673.9 麵屋武蔵ビジネス五輪書 矢都木二郎/著 学研プラス

35 674 広報・PR担当者のためのデザイン入門  
ビー・エヌ・エヌ新
社

36 674 最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法 中村禎/著 宣伝会議

37 674.3 伝え方のプロが教える売上倍増販促物のつくりかた 天野暢子/著 技術評論社

38 674.4 広告業界という無法地帯へ 前田将多/著 毎日新聞出版

39 675 メディアの循環「伝えるメカニズム」 岩崎達也/編著 小川孔輔/編著 生産性出版

40 675 マーケティング・エンジニアリング入門 上田雅夫/著 生田目崇/著 有斐閣

41 675 なぜ、あなたのウェブには戦略がないのか? 権成俊/著 村上佐央里/著 技術評論社

42 675 儲かる一言損する一言 田中靖浩/著 日本経済新聞出版社

43 675 実践マーケティングオートメーション
永井俊輔/著 できるシリーズ編集部/
著 インプレス

44 675 マーケティング用語図鑑 野上眞一/著 新星出版社

45 675 いちばんやさしいコンバージョン最適化の教本 深田浩嗣/著 インプレス

46 675 顧客視点の企業戦略 藤崎実/著 徳力基彦/著 宣伝会議

47 675.4 事例に学ぶ物流現場改善 鈴木邦成/著 日刊工業新聞社

48 681.1 地域公共交通の活性化・再生と公共交通条例 香川正俊/著 日本評論社

49 686.2 国鉄広報部専属カメラマンの光跡 荒川好夫/著 交通新聞社

50 686.2 海駅図鑑 清水浩史/著 河出書房新社

51 686.2 2030年日本の鉄道未来予想図  洋泉社

52 687.0 図解版ANAが大切にしている習慣 ANAビジネスソリューション/著 扶桑社

53 689.5 ディズニーキズナの神様が教えてくれたこと 鎌田洋/著 SBクリエイティブ

54 689.5 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド 2017 USJのツボ/監修 USJ裏技調査隊/編 廣済堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 692 情報覇権と帝国日本 3 有山輝雄/著 吉川弘文館

56 694.6 よくわかるスマホ  マガジンハウス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 ジャポニスムと近代の日本 東田雅博/著 山川出版社

2 702.1 色の博物誌 目黒区美術館/編
目黒区芸術文化振興
財団目黒区美術館

3 702.3 西洋美術の歴史 1
小佐野重利/編集委員 小池寿子/編
集委員

中央公論新社

4 706.9 カフェのある美術館 青い日記帳/監修 世界文化社

5 706.9 TOKYO美術館 2017-2018  枻出版社

6 709 アート・プロデュース概論 境新一/著 中央経済社

7 709 アートプロジェクトのつくりかた 森司/監修 坂本有理/編著 フィルムアート社

8 721.8 北斎漫画、動きの驚異 藤ひさし/著 田中聡/著 河出書房新社

9 721.9 花城祐子の絵手紙画帖 花城祐子/著 マール社

10 723 名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞事典 佐藤晃子/著 永岡書店

11 723.1 藤田嗣治 妻とみへの手紙1913-1916 上 藤田嗣治/著 林洋子/監修 人文書院

12 723.1 藤田嗣治 妻とみへの手紙1913-1916 下 藤田嗣治/著 林洋子/監修 人文書院

13 724.1 花鳥画レッスン 伊藤昌/著 日貿出版社

14 724.1 日本画画材と技法の秘伝集 小川幸治/編著 日貿出版社

15 724.1 猫の描き方100選 全国水墨画美術協会/編著 秀作社出版

16 724.4 三原色を極める大人の水彩画塾 青江健二/著 日貿出版社

17 724.4 バラと花のトールペイント  ブティック社

18 726.1 世界まんが塾 大塚英志/著 世界まんが塾/著 KADOKAWA

19 726.1 中国のマンガ<連環画>の世界 武田雅哉/著 平凡社

20 726.5 ウォルター・クレインの本の仕事  青幻舎

21 726.5 ゆるかわいいイラスト&かき文字が描ける本 高村あゆみ/著 学研プラス

22 726.6 かこさとし  平凡社

23 726.6 佐野洋子 オフィス・ジロチョー/編 平凡社

24 727.0 ボタニカル・グラフィックス
サンドゥー・パブリッシング/編
[尾原美保/訳]

グラフィック社

25 733 高い表現力が身につく木版画上達のコツ50 牧野浩紀/監修 メイツ出版

26 740.2 家族最後の日 植本一子/著 太田出版

27 740.2 ゲルダ・タロー ジェーン・ロゴイスカ/著 木下哲
夫/訳

白水社

28 740.6 ウエディング・フォトマスターBOOK 奥田昇/[ほか]著 玄光社

29 742.5 赤城写真機診療所 赤城耕一/著 玄光社

30 743.4 プロが撮影で疎かにしない一生使えるポートレート撮影の三原則 萩原和幸/著 秀和システム

31 748 さっちん 荒木経惟/著 河出書房新社

32 748 澤田教一 故郷と戦場 澤田教一/著 羽鳥書店

33 748 貌 2 白鳥真太郎/著 日本経済新聞出版社

34 748 フォトジャーナリスト長倉洋海の眼 長倉洋海/著 クレヴィス

35 748 彼らがいなくなる前に ジミー・ネルソン/写真 神長倉伸
義/日本語版訳

パイインターナショ
ナル

36 748 読売報道写真集 2017  読売新聞東京本社

37 751.7 七宝 大和順/著 亥辰舎

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 751.8 ガーデンで楽しむはじめてのモルタルデコ 原嶋早苗/著 主婦と生活社

39 751.9 UVレジンでつくる不思議の国のアクセサリー Alisa tsutsui/[著] アップルミンツ

40 753.8 自然の色を染める 吉岡幸雄/監修 福田伝士/監修 紫紅社

41 754.9 牛乳パックで作る小さな布箱  ブティック社

42 754.9 立体切り絵作家SouMaのジュエリー&アクセサリー図案集 SouMa/著 産業編集センター

43 754.9 紙と日々、 田中千絵/著 キノブックス

44 754.9 クラフトバンドで作るかわいいかごとバッグ ゆめひもフレンドシップ/[編] アップルミンツ

45 755.5 好みの革とパーツを選んで理想の手帳カバーを作る クラフト学園/監修
スタジオタッククリ
エイティブ

46 757 みんなではじめるデザイン批評
アーロン・イリザリー/著 アダ
ム・コナー/著

ビー・エヌ・エヌ新
社

47 757 クリエイターが「独立」を考えたとき最初に読む本 日経デザイン/編 日経BP社

48 757.3 カラーユニバーサルデザインの手引き
教育出版CUD事務局編著 カラーユ
ニバーサルデザイン機構監修

教育出版

49 757.3 色の名前事典507 福田邦夫/著 主婦の友社

50 757.3 パーソナルカラー検定公式テキスト 2級
日本カラーコーディネーター協会
著

角川学芸出版角川出
版企画センター

51 757.3 色彩生活 日本カラーコーディネーター協会
著

角川学芸出版角川出
版企画センター

52 759 レゴレシピ いろんな車 ウォーレン・エルスモア/著 吉田
周市/訳

玄光社

53 759 レゴレシピ いろんな動物 ウォーレン・エルスモア/著 石井
光子/訳

玄光社

54 760.4 新荒唐無稽音楽事典 高木壮太/著 平凡社

55 760.6 ルネ・マルタンプロデュースの極意 林田直樹/著
アルテスパブリッ
シング

56 760.9 プロの作曲家として生きるための本 勝守理/著 ドレミ楽譜出版社

57 761.5 コード進行を覚える方法と耳コピ&作曲のコツ いちむらまさき/著
リットーミュージッ
ク

58 762.1 武満徹 小野光子/著 音楽之友社

59 762.3 ハイドンの音符たち 池辺晋一郎/著 音楽之友社

60 762.8 なぜアーティストは生きづらいのか? 手島将彦/著 本田秀夫/著
リットーミュージッ
ク

61 763.4 ヴァイオリンBasics サイモン・フィッシャー/著 木村
恭子/共訳

音楽之友社

62 763.5 初心者のクラシック・ギター基礎教本 [2017] たしまみちを/編著 自由現代社(発売)

63 763.5 ギターの音作り入門 宮脇俊郎/著
ヤマハミュージック
メディア

64 763.9 DTMミキシングの基礎技術を解説付きで実演しちゃいました 石田ごうき/著
リットーミュージッ
ク

65 763.9 いちばんわかりやすいDTMの教科書 松前公高/著
リットーミュージッ
ク

66 764.6 バジル先生の吹奏楽部員のためのココロとカラダの相談室 楽器演奏編 バジル・クリッツァー/著 学研プラス

67 764.7 ポール・マッカートニー ザ・ライフ フィリップ・ノーマン/著 石垣憲
一/訳

KADOKAWA

68 764.7 ザ・ビートルズ史 上 マーク・ルイソン/著 山川真理/訳 河出書房新社

69 764.7 ザ・ビートルズ史 下 マーク・ルイソン/著 山川真理/訳 河出書房新社

70 766.1 随想・オペラ文化論 三木原浩史/著 彩流社

71 766.2 オペレッタの幕開け 森佳子/著 青弓社

72 767.7 唱歌・童謡120の真実 竹内貴久雄/著
ヤマハミュージック
メディア

73 767.8 昭和アニメソングベスト100 テリー下沢/著 北辰堂出版

74 767.8 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

75 767.8 ボブ・ディラン語録 ジョー横溝/著 セブン&アイ出版

76 769.9 バレリーナのヘルスケア 蘆田ひろみ/著 新書館

77 772.1 昭和声優列伝 勝田久/著 駒草出版

78 773.2 昭和の能楽名人列伝  （淡交新書） 羽田昶/著 淡交社

79 778.0 バッドエンドの誘惑 真魚八重子/著 洋泉社

80 778.2 あのころの映画と本の話 池澤武重/著 文芸社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

81 778.2 平成特撮世代 中沢健/著 洋泉社

82 778.4 映画美術から学ぶ「世界」のつくり方
フィオヌラ・ハリガン/著 石渡均/
訳

フィルムアート社

83 778.7 “日常系アニメ”ヒットの法則 キネマ旬報映画総合研究所編 キネマ旬報社

84 779.1 江戸落語図鑑 3 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

85 780.1 空間紛争としての持続的スポーツツーリズム 村田周祐/著 新曜社

86 780.6 「お客様をやめさせない」スクール&教室運営の仕組み 水藤英司/著 同文舘出版

87 780.6 日本オリンピック委員会公式写真集 2016 日本オリンピック委員会/監修 アフロ

88 780.7 すぐ使える体をつくる筋肉スイッチトレーニング 青山剛/著 成美堂出版

89 780.7 体脂肪が落ちるトレーニング 石井 直方著 谷本 道哉著 高橋書店

90 780.7 #ヒデトレ
#ヒデトレ/監修 朝日新聞出版/
編著

朝日新聞出版

91 780.7 運動神経のいい子に育つ親子トレーニング 三木利章/著 日本実業出版社

92 781.4 1週間で腹を凹ます体幹力トレーニング 木場克己/著 三笠書房

93 781.4 体幹力を身につけるコア・ストレッチ 木場克己/著 成美堂出版

94 781.4 世界一伸びるストレッチ 中野ジェームズ修一/著 サンマーク出版

95 782.3 トレイルランニング 小川壮太/著 江崎善晴/画 山と溪谷社

96 782.3 日本のマラソンはなぜダメになったのか 折山淑美/著 文藝春秋

97 782.3 猫トレ 猫ひろし/著
ベースボール・マガ
ジン社

98 783.1 バスケットボールの教科書 4 鈴木良和/著
ベースボール・マガ
ジン社

99 783.4 最新!サッカーの科学 浅井武/[ほか]監修 洋泉社

100 783.4 世界一受けたいサッカーの授業 ミケル・エチャリ/著
ベースボール・マ
ガジン社

101 783.4 それでも俺にパスを出せ 釜本邦茂/著 講談社ビーシー

102 783.4 思考とスキルを磨く!サッカーミッドフィルダー最強バイブル 澤登正朗/監修 メイツ出版

103 783.4 ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」  （講談社+α新書） 荒木香織/[著] 講談社

104 783.5 テニス泥臭くても勝つ攻め方 橋爪宏幸/著 東邦出版

105 783.7 撓まず屈せず 新井貴浩/著 扶桑社

106 783.7 野球と実況中継 楠淳生/著 中村健二/著 彩流社

107 783.7 神は背番号に宿る 佐々木健一/著 新潮社

108 783.7 エリートの倒し方 里崎智也/著 飛鳥新社

109 783.7 運 野村克也/著 竹書房

110 783.7 二軍史 松井正/著 啓文社書房

111 783.8 ゴルフの教え方、教えます!
石井忍/監修 エースゴルフクラブ/
監修

実業之日本社

112 783.8 クラブの動きから理想のスイングを作る 関雅史/著 ベストセラーズ

113 783.8 パターが劇的に入る本 ライフ・エキスパート/編 河出書房新社

114 784.3 いまから始める山スキー入門 山と溪谷社/編 山と溪谷社

115 785.5 カヌー&カヤック入門 辰野 勇著 山と渓谷社

116 786 アドベンチャーレースに生きる! 田中正人/著 田中陽希/著 山と溪谷社

117 786.1 これで身につく山歩きバテない歩き方術  JTBパブリッシング

118 786.1 ソロトレッキングの山道具  枻出版社

119 786.1 山のリスクマネジメントBOOK  地球丸

120 786.5 大人のロードバイク入門  枻出版社

121 786.5 バイクパッキングBOOK 北澤肯/著 山と溪谷社

122 786.5 超はじめてのマウンテンバイク  辰巳出版

123 787.1 石鯛マガジン  ケイエス企画
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No, 分類 書名 著者名 出版社

124 787.1 超かんたん!家族・親子つり入門 上田 歩著 土屋書店

125 787.1 よくわかるはじめての海釣り 大山俊治/著 金園社

126 787.1 怪魚を釣る  （インターナショナル新書） 小塚拓矢/著
集英社インターナ
ショナル

127 787.1 砂浜へ釣りに行こう つり人社書籍編集部/編 つり人社

128 787.1 ルアーフィッシング遠征ガイド  枻出版社

129 788.2 猪木は馬場をなぜ潰せなかったのか 西花池湖南/著 河出書房新社

130 788.2
吉田沙保里と伊調馨を育てた至学館「前田食堂」のやり抜く力をつけ
る食習慣

前田寿美枝/著 宝島社

131 791.6 茶の掛物 宮武慶之/著 淡交社

132 791.7 平成のちゃかぽん 濱崎加奈子/著 太田宗達/著 淡交社

133 793 暮らしを美しく飾る花図鑑 増田由希子/著 家の光協会

134 795.0 勝ちきる頭脳 井山裕太/著 幻冬舎

135 797.5 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

136 797.9 パチンコ歴史事典
パチンコ必勝ガイド/編 アド・
サークル/監修・資料協力

ガイドワークス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 同時通訳はやめられない  （平凡社新書） 袖川裕美/著 平凡社

2 810.4 閉された言語・日本語の世界 鈴木孝夫/著 新潮社

3 810.7 バカに見られないための日本語トレーニング 樋口裕一/著 草思社

4 812 日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋こうじ/著 東邦出版

5 814.4 目からうろこ!会話に役立つ故事ことわざ四字熟語 中村博英/著 評論社

6 814.7 日本経済時事ドリル 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

7 816 100倍クリックされる超Webライティング実践テク60 東香名子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

8 829.1 基本ハングル文法 趙義成/著 NHK出版

9 837.8 外国語ができなくてもおもてなしできる! 大橋美紀/[ほか]著 自由国民社

10 837.8 楽しく親子英会話 山口紀生/監修 新星出版社

11 837.8 いつものシーンでらくらく話せる!英会話ゆるレッスン ウェンブリー/著 ナツメ社

12 837.8 やさしい英語で話がはずむ!外国人が喜ぶ日本のトピック108 坂口雅彦/著 ベレ出版

13 837.8 外国語ができなくてもおもてなしできる! 大橋美紀/[ほか]著 自由国民社

14 874.4 会話と作文に役立つイタリア語定型表現365 竹下ルッジェリアンナ/著 堂浦律子/
著

三修社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 シナリオの基礎技術 新井一/著 ダヴィッド社

2 901.3 このミステリーがすごい! 2017年版
『このミステリーがすごい!』編集部
/編 宝島社

3 910.2 浜辺の文学史 鈴木健一/編 三弥井書店

4 910.2 漱石のことば  （集英社新書） 姜尚中/著 集英社

5 910.2 宮沢賢治の真実 今野勉/著 新潮社

6 910.5 北陸古典研究 第31号 北陸古典研究会/編 北陸古典研究会

7 911.1 石本隆一評論集成 石本隆一/著 現代短歌社

8 911.1 萬葉一葉 下巻 今泉忠芳/著 文芸社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 911.2 連歌の息吹 黒岩淳/著 溪水社

10 911.3 575朝のハンカチ夜の窓 岸本葉子/著 洋泉社

11 911.3 猫俳句パラダイス  （幻冬舎新書） 倉阪鬼一郎/著 幻冬舎

12 911.3 夏井いつきの365日季語手帖 2017年版 夏井いつき/著 マルコボ.コム

13 911.4 千羽鶴 増田紗弓/著 新葉館出版

14 911.5 美しい街 尾形亀之助/著 松本竣介/画 夏葉社

15 911.5 こころ菌 久保克児/著 葉祥明/絵 春秋社

16 913.3 大鏡 石川徹/校注 新潮社

17 913.5 江戸怪談文芸名作選 第1巻 木越治/責任編集 国書刊行会

18 914.6 大人の流儀 7 伊集院静/著 講談社

19 914.6 無意味な人生など、ひとつもない 五木寛之/著 PHP研究所

20 914.6 人生の踏絵 遠藤周作/著 新潮社

21 914.6 そして、ぼくは旅に出た。 大竹英洋/著 あすなろ書房

22 914.6 「憧れ」の思想 執行草舟/著 PHP研究所

23 914.6 お言葉ですが… 別巻7 高島俊男/著 連合出版

24 914.6 同行二人 中村うさぎ/著 マツコ・デラックス/
著 毎日新聞社

25 916 ふたりのせかいりょこう 佐藤美香/著 祥伝社

26 916 顔ニモマケズ 水野敬也/著 文響社

27 918 日本文学全集 26 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

28 918.6 新編・日本幻想文学集成 4  国書刊行会

29 930.2 ダーク・ヒロイン 矢野奈々/著 彩流社

30 930.2 シャーロック・ホームズ大図鑑 デイヴィッド・スチュアート・デイ
ヴィーズ/ほか著 日暮雅通/訳 三省堂

31 931.6 スコットランド、一八〇三年 安藤潔/著 春風社

32 933.7 無限の書 G.ウィロー・ウィルソン/[著] 鍛治
靖子/訳 東京創元社

33 933.7 ラスキン・テラスの亡霊 ハリー・カーマイケル/著 板垣節子/
訳 論創社

34 933.7 ユリシーズ1-12 ジェイムズ・ジョイス/著 柳瀬尚紀/
訳 河出書房新社

35 934.7 冬の日誌 ポール・オースター/[著] 柴田元幸/
訳

新潮社

36 935.6 ソロー日記 秋 ヘンリー・ソロー/著 H.G.O.ブレー
ク/編 彩流社

37 936 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ/著 池田年穂/訳 慶應義塾大学出版会

38 950.2 バルザックの文学とジェンダー 東辰之介/著 春風社

39 973 ふたつの海のあいだで カルミネ・アバーテ/著 関口英子/訳 新潮社

40 983 聖愚者ラヴル
エヴゲーニー・ヴォドラスキン/著
日下部陽介/訳 作品社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 星に願いを、そして手を。 青羽悠/著 集英社

2 F 産まなくても、産めなくても 甘糟りり子/著 講談社

3 F 人間じゃない 綾辻行人/著 講談社

4 F 「伊豆文学賞」優秀作品集 第20回
伊豆文学フェスティバル実行委員会/
編

羽衣出版

5 F 虹の翼のミライ 旺季志ずか/著 サンマーク出版

6 F ILC/TOHOKU 小川一水/著 柴田勝家/著 早川書房

7 F 北斎まんだら 梶よう子/著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 F 浮雲心霊奇譚 [3] 神永学/著 集英社

9 F ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美/著 小学館

10 F 今しかおへん 川浪春香/著 編集工房ノア

11 F 北都の七つ星 木村花道/著 柏艪舎

12 F 岩場の上から 黒川創/著 新潮社

13 F 甲賀三郎探偵小説選 3 甲賀三郎/著 論創社

14 F スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀/著 KADOKAWA

15 F 無情の神が舞い降りる 志賀泉/著 筑摩書房

16 F 絆 島田明宏/著 集英社

17 F プログラム 土田英生/著 河出書房新社

18 F 裏切りの中央本線 西村京太郎/著 KADOKAWA

19 F 琴電殺人事件 西村京太郎/著 新潮社

20 F 十津川警部雪とタンチョウと釧網本線 西村京太郎/著 集英社

21 F 芝公園六角堂跡 西村賢太/著 文藝春秋

22 F 守り猫重兵衛 3の書 野村昌範/著 北國新聞社(発売)

23 F 深海大戦 [3] 藤崎慎吾/著 KADOKAWA

24 F ゆらぐ玉の緒 古井由吉/著 新潮社

25 F 羽ばたき 堀辰雄/著 長山靖生/編 彩流社

26 F 麻布ハレー 松久淳/著 田中渉/著 誠文堂新光社

27 F 今ひとたびの、和泉式部 諸田玲子/著 集英社

28 F まひるまの星 吉永南央/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B914.6 犬とペンギンと私 小川糸/[著] 幻冬舎

2 B933.7 汚染訴訟 上 ジョン・グリシャム/[著] 白石朗/訳 新潮社

3 B933.7 汚染訴訟 下 ジョン・グリシャム/[著] 白石朗/訳 新潮社

4 B933.7 シャーロック・ホームズ殺人事件 上 グレアム・ムーア/著 公手成幸/訳 早川書房

5 B933.7 シャーロック・ホームズ殺人事件 下 グレアム・ムーア/著 公手成幸/訳 早川書房

6 B943.7 失踪者 上 シャルロッテ・リンク/著 浅井晶子/
訳 東京創元社

7 B943.7 失踪者 下
シャルロッテ・リンク/著 浅井晶子/
訳 東京創元社

8 B983 白痴 2 ドストエフスキー/著 亀山郁夫/訳 光文社

9 BF 吾輩も猫である 赤川次郎/著 新井素子/著 新潮社

10 BF DOUBLES!!-ダブルス- [1st Set] 天沢夏月/[著] KADOKAWA

11 BF 八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。 天沢夏月/[著] KADOKAWA

12 BF 虹の不在 安東能明/著 徳間書店

13 BF 油堀の女 稲葉稔/著 光文社

14 BF 自薦THEどんでん返し 2 乾くるみ/著 大崎梢/著 双葉社

15 BF 時鐘(とけい)館の殺人 今邑 彩/著 中央公論新社

16 BF 銀行支店長、追う 江上剛/著 実業之日本社

17 BF ハイブリッド・セオリー 梶永正史/著 宝島社

18 BF 大晦り 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

19 BF 天久鷹央の推理カルテ [1] 知念実希人/著 新潮社

20 BF 天久鷹央の推理カルテ 2 知念実希人/著 新潮社

21 BF 天久鷹央の推理カルテ 3 知念実希人/著 新潮社

22 BF 金の殿 土橋章宏/著 実業之日本社

23 BF 報い 堂場瞬一/著 角川春樹事務所

24 BF 異国の花 中島要/著 角川春樹事務所

25 BF 鎮魂 鳴海章/著 実業之日本社

26 BF 思い孕み 野口卓/著 文藝春秋

27 BF 国家簒奪 濱嘉之/著 文藝春秋

28 BF マイ国家 星新一/著 新潮社

29 BF 探偵★日暮旅人の探し物 山口 幸三郎/[著]
アスキー・メディア
ワークス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G217.5 ISHIBUMI 広島テレビ放送/編 クレアモント康
子/訳 ポプラ社

2 G291 All About JAPAN ウィラマリー・ムーア/著 ワイルズ
一美/画

チャールズ・イー・タ
トル出版

3 G702.1 wabi sabi アンドリュー・ジュニパー/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

4 G788.1 Discover Sumo 山木秀男/著 Clyde Newton/[訳] [現代書館]

5 G789.8 TRUE PATH of the NINJA [藤林正武/著] アントニー・カミン
ズ/[訳]著

チャールズ・イー・タ
トル出版

6 G810.7 ESSENTIAL JAPANESE PHRASEBOOK&DICTIONARY Periplus Editors/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

7 GE バムとケロのそらのたび 島田ゆか/作絵 クリストファー・ベ
ルトン/訳 文溪堂

1 R010.5 日本の図書館 2016 日本図書館協会図書館調査事業委員
会/編集 日本図書館協会

2 R103.3 哲学中辞典 尾関周二/編 後藤道夫/編 知泉書館

3 R145.0 異常心理学大事典 セリグマン/著 ウォーカー/著 西村書店

4 R164.0 世界神話伝説大事典 篠田知和基/編 丸山顯徳/編 勉誠出版

5 R288.9 戦国武将「旗指物」大鑑 加藤鐵雄/著 えにし書房

6 R290.3 最新基本地図 2017 帝国書院/著 帝国書院

7 R322.9 中国の法律 朱勇/編 楠元純一郎/監訳 中央経済社

8 R335.1 CSR企業総覧 2017ESG編  東洋経済新報社

9 R335.1 CSR企業総覧 2017雇用・人材活用編  東洋経済新報社

10 R337.8 小売物価統計調査<構造編>年報 平成27年 総務省統計局/編集 日本統計協会

11 R338.7 クレジットカード用語事典 末藤高義/著 民事法研究会

12 R345.1 税法用語辞典 岩崎政明/共編 平野嘉秋/共編 大蔵財務協会

13 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 平成27年度 富山市監査委員‖[編] 富山市監査委員

14 R350.9 世界の統計 2017 総務省統計局/編集 日本統計協会

15 R351 日本の統計 2017 総務省統計局/編集 日本統計協会

16 R373.2 解説教育六法 2017 解説教育六法編修委員会/編 三省堂

17 R376.1 子どものこころがみえてくる保育実践事典
幼少年教育研究所保育実践事典編集
委員会/編集 鈴木出版

18 R400 ビジュアル科学大事典
マティアス・デルブリュック/[ほか]
著 倉田真木/[ほか]訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 

G 外国語資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 R460 世界一うつくしい生物図鑑
クリストファー・マーレー/著 奥本
大三郎/監修

世界文化社

20 R470.3 日本の野生植物 2 大橋広好/編 門田裕一/編 平凡社

21 R470.3 日本の野生植物 3 大橋広好/編 門田裕一/編 平凡社

22 R471.7 高山に咲く花 清水建美/編・解説 木原浩/写真 山と溪谷社

23 R472 世界植物記 アジア・オセアニア編 木原浩/著 平凡社

24 R485.7 日本のクモ 新海栄一/著 文一総合出版

25 R490.5 数字に見る医療と医薬品 2016 アステラス製薬広報部/[編] アステラス製薬

26 R493.9 必携発達障害支援ハンドブック 下山晴彦/編著 村瀬嘉代子/編著 金剛出版

27 R498.5 食生活データ総合統計年報 2017  三冬社

28 R499.8 漢方294処方生薬解説 根本幸夫/監修 じほう

29 R539.0 原子力年鑑 2017 「原子力年鑑」編集委員会/編 日刊工業新聞社

30 R544.4 電気設備用語辞典 電気設備学会/編 オーム社

31 R573.5 ガラスの事典 作花済夫/編 朝倉書店

32 R589.0 ホビー白書 2016年版  日本ホビー協会

33 R611.1 農林水産六法 平成29年版 農林水産法令研究会/編 学陽書房

34 R673.9 人気店舗デザイン年鑑 2017  
アルファブックス/アル
ファ企画

35 R674.3 コピー年鑑 2016 東京コピーライターズクラブ/編集 宣伝会議

36 R686.2 鉄道要覧 平成28年度 国土交通省鉄道局/監修 電気車研究会

37 R703.1 西洋美術作品レファレンス事典 個人美術全集・彫刻工芸建造物篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

38 R703.5 美術大鑑 2017  ビジョン企画出版社

39 R768.0 日本音楽基本用語辞典 音楽之友社/編 音楽之友社

40 R778.2 映画評大全 共同通信文化部/編 三省堂

41 R853.4 フランス語名詞・動詞連語辞典 石川三千夫/著 春風社

42 R892.3 古典ラテン語辞典 國原吉之助/著 大学書林

43 R910.2 川端康成詳細年譜 小谷野敦/編 深澤晴美/編 勉誠出版

44 R910.2 菊池寛現代通俗小説事典 片山宏行/監修 山口政幸/監修 八木書店古書出版部

45 R910.2 吉川英治事典 志村有弘/編 勉誠出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T027 富山県公文書館文書目録 歴史文書31 富山県公文書館/編 富山県公文書館

2 T050 富山大学人間発達科学部紀要 第11巻第1号 富山大学人間発達科学部/[編]
富山大学人間発達科学
部

3 T050 富山大学人文学部紀要 第66号 富山大学人文学部/[編] 富山大学人文学部

4 T186 千光寺での日々 尾田武雄/編 砺波土蔵の会

5 T202 富山県埋蔵文化財センター年報 平成27年度 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

6 T209.5 加賀藩の都市の研究 深井甚三/著 桂書房

7 T209.6 水橋町〈富山県〉の米騒動 井本 三夫/著 桂書房

8 T209.7 あの日の空 北日本新聞社編集局/編著 北日本新聞社

9 T209.9 やさしく学ぼうふるさと富山 北日本新聞社/編 北日本新聞社

10 T210 黒部 第23号(2016) 日本黒部学会/編 日本黒部学会

11 T232 神通川むかし歩き 神通川むかし歩き編集委員会/編 桂書房

12 T232.1 富山探検ガイドマップ 富山インターネット市民塾推進協議会/編
富山探検4次元マップサークル/編 桂書房

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 T232.4 越中草島狐火騒動の真相 保科 齊彦/編 桂書房

14 T280 富山藩侍帳 高瀬 保/編 桂書房

15 T280.3 亀鑑 地方自治政経調査会/編 地方自治政経調査会

16 T288 富山県の名字 森岡 浩/著 北国新聞社

17 T290 越中山河覚書 2 泉 治夫/[ほか]編 桂書房

18 T290 越中山河覚書 1 橋本 広/編 桂書房

19 T290.8 とやまの花めぐり 東部編 フォト・セッションクラブ/[撮影] 桂書房

20 T290.8 とやまの花めぐり 西部編 フォト・セッションクラブ/[撮影] 桂書房

21 T290.9 とやまランニングガイド 田中寿美子/監修 金森勝/監修 北日本新聞社

22 T290.9 富山市 富山市観光振興課/[編] 富山市

23 T290.9 富山の寿司 とやま観光協会/[編] とやま観光協会

24 T290.9 富山やくぜんガイドマップ 富山市薬業物産課/[編]
富山やくぜん普及推進
会議

25 T305 富大経済論集 第62巻第1号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

26 T305 富大経済論集 第62巻第2号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

27 T317.7 消防年報 平成28年度版 富山市消防局/編 富山市消防局

28 T318.2 富山地区広域圏事務組合議会定例会議案 平成27年10月 [富山地区広域圏事務組合/編]
[富山地区広域圏事務組
合]

29 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成27年3月 富山市議会/[編] 富山市議会

30 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成28年12月 [富山市議会/編] [富山市議会]

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

32 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成28年3月 [富山市議会/編] [富山市議会]

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

34 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成28年6月 [富山市議会/編] [富山市議会]

35 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 平成28年6月 [富山市議会/編] [富山市議会]

36 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成28年9月 [富山市議会/編] [富山市議会]

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

38 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 平成28年9月 [富山市議会/編] [富山市議会]

39 T318.3 富山市議会定例会議案 平成29年3月 [富山市議会/編] [富山市議会]

40 T318.3 富山市の都市計画 平成27年度 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

41 T318.3
認定中心市街地活性化基本計画のフォローアップに関する報告 平成
27年度

富山市/[編] 富山市

42 T318.3 富山市公共交通沿線居住推進事業 [平成28年度] 富山市都市整備部居住対策課/[編]
富山市都市整備部居住
対策課

43 T318.3 富山市の都市計画 平成28年度 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

44 T318.3 富山市まちなか居住推進事業 [平成28年度] 富山市都市整備部居住対策課/[編]
富山市都市整備部居住
対策課

45 T318.3 とやままちづくり市民討議会事業報告書 2016 富山市/[編] 富山青年会議所地域力
向上特別委員会/[編] 富山市

46 T318.3 富山駅周辺整備事業の概要 富山市都市整備部富山駅周辺整備課
/[編] 富山市

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

48 T318.3 富山市公共施設等総合管理計画 富山市企画管理部行政管理課/[編]
富山市企画管理部
行政管理課

49 T318.3 富山市職員採用案内 2017 富山市企画管理部職員課人事係/[編] 富山市

50 T318.3 富山市の重点事業 平成29年度 富山市/[編] 富山市

51 T343 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 平成27年度 富山市監査委員/[編] 富山市監査委員

52 T344 予算に関する説明書 平成29年度 富山市/[編] 富山市

53 T345 税務概要 平成28年度 富山市財務部納税課/編 富山市

54 T364 富山市の国保と年金 平成28年度 富山市福祉保健部保険年金課/[編]
富山市福祉保健部保健
年金課

55 T366.1 富山市商工労働部の概要 平成27年度 富山市商工労働部商業労政課/作成 富山市
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 T366.1 富山市商工労働部の概要 平成28年度 富山市商工労働部商業労政課/作成 富山市

57 T369.2 富山市認知症ガイドブック
富山市認知症総合支援事業検討委員
会/編

富山市長寿福祉課

58 T369.3 避難所運営マニュアル 平成28年3月更新 富山市/[編] 富山市

59 T369.3 富山市避難行動要支援者支援マニュアル 富山市建設部防災対策課/作成
富山市建設部防災対策
課

60 T369.7 あかり 富山市更生保護女性会/編 富山市更生保護女性会

61 T373 富山市教育大綱 富山市教育委員会教育総務課/編 富山市

62 T375.1 「平成27年度全国学力・学習状況調査」の結果について 富山市教育委員会/[編] 富山市教育委員会

63 T375.1 「平成28年度全国学力・学習状況調査」の結果概要について 富山市教育委員会/[編] 富山市教育委員会

64 T375.4 科学作品の記録 第12回(平成28年度) 富山市教育委員会/[ほか編] 富山市教育委員会

65 T376.2 富山市立五福小学校移転改築竣工記念
[五福小学校移転改築竣工記念式典実
行委員会/編]

五福小学校移転改築竣
工記念式典実行委員会

66 T376.3 しばぞの 203号 芝園中学校広報委員会/編 芝園中学校奨学会

67 T380.6 富山県の葬儀と法要  富山新聞社

68 T388 越中の民話 第1集 伊藤曙覧/編 石崎直義/編 未來社

69 T388 越中の民話 第2集 石崎直義/編 未來社

70 T388 越中怪談紀行 高岡新報/編 桂書房

71 T487.5 とやまキトキト魚名考  （北日本新聞社新書） 蓑島 良二/著 北日本新聞社

72 T499.5 製薬企業実態調査概要書 平成28年度(平成27年12月末日現在) 富山市商工労働部薬業物産課/[編]
富山市商工労働部薬
業物産課

73 T510 富山市の建設 平成28年度 富山市建設部/[編] 富山市建設部

74 T519.5 環境白書 平成28年版 富山県生活環境文化部環境政策課/編
富山県生活環境文化部
環境政策課

75 T519.5 富山市の環境 平成28年版 富山市環境部環境政策課/[編]
富山市環境部環境政策
課

76 T519.5 富山大学環境報告書 2016年 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

77 T519.5 富山市エコタウン 富山市環境部環境政策課/[編] 富山市

78 T605 農林水産業の動き 平成28年8月 富山市農林水産部/[編] 富山市農林水産部

79 T610.5 2015年農林業センサス調査結果報告書 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

80 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

81 T664 北陸海に鯨が来た頃 勝山敏一/著 桂書房

82 T674.9 富山市屋外広告物ガイドブック [2016] 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

83 T675 市場概要 平成28年度 富山市公設地方卸売市場/編
富山市公設地方卸売市
場

84 T683 富山港 2016 [富山市/編] 富山市

85 T721 気韻生動の軌跡 安田良榮/著 桂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アニーのちいさなきしゃ たちもとみちこ/さく 文溪堂

2 E 生きる 谷川俊太郎/詩 岡本よしろう/絵 福音館書店

3 E おおかみとわかもの 三木卓/文 ミクス・チャヴァルツ/絵
写真文化首都北海道
「写真の町」東川町

4 E 雲をつかむはなし あべ弘士/作 パイプライン

5 E コウノトリのコウちゃん かこさとし/さく 小峰書店

6 E こまったこぐま こまったこりす かこさとし/著 白泉社

7 E コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ!の本 ユーフラテス/さく 小学館

8 E じしん・つなみどうするの? せべまさゆき/絵 国崎信江/監修 金の星社

9 E 重力って… ジェイソン・チン/作 竹内薫/訳 偕成社

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 E 白い花びら やえがしなおこ/文 佐竹美保/絵 岩崎書店

11 E 単位がわかる リットルのえほん  ほるぷ出版

12 E ちいさなうさぎのものがたり
アルヴィン・トレッセルト/ぶん レ
ナード・ワイスガード/え

ロクリン社

13 E ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズ/[著] 瀬田貞二/訳 福音館書店

14 E 聴導犬くんれん生ふく 鈴木びんこ/作 新日本出版社

15 E でんしゃがきました 三浦太郎/さく・え 童心社

16 E どこにいるかな?のやまのむしたち 安田守/写真・文 岩崎書店

17 E どのはないちばんすきなはな?
いしげまりこ/ぶん わきさかかつじ/
え

福音館書店

18 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

19 E ながいながい骨の旅 松田素子/文 川上和生/絵 講談社

20 E ながぐつをはいたねこ ペロー/[原作] 奥本 大三郎/文 小学館

21 E 人魚ひめ アンデルセン/[原作] 末吉 暁子/文 小学館

22 E ひげひげわたりひげ 酒巻恵/作 あかね書房

23 E ひよこさん 征矢清/さく 林明子/え 福音館書店

24 E ブレーメンの音楽たい グリム/[原作] グリム/[原作] 小学館

25 E ペンギンかぞくのおひっこし 刀根里衣/絵・文 小学館

26 E ぼくのもものき 広野多珂子/文・絵 福音館書店

27 E マッチ売りの少女 アンデルセン/[原作] 末吉 暁子/文 小学館

86

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

2 K160 宗教ってなんだろう? 島薗進/著 平凡社

3 K217 100人が語る戦争とくらし 1 大石学/監修 学研プラス

4 K217 101人が語る戦争とくらし 2 大石学/監修 学研プラス

5 K217 102人が語る戦争とくらし 3 大石学/監修 学研プラス

6 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第1期2 西村成雄/監修 かもがわ出版

7 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第1期3 西村成雄/監修 かもがわ出版

8 K288 王様でたどるイギリス史  岩波ジュニア新書 池上俊一/著 岩波書店

9 K312 池上彰さんと学ぶ12歳からの政治 1 池上彰/監修 学研プラス

10 K312 池上彰さんと学ぶ12歳からの政治 2 池上彰/監修 学研プラス

11 K312 池上彰さんと学ぶ12歳からの政治 3 池上彰/監修 学研プラス

12 K323 今こそ知りたい!三権分立 2 こどもくらぶ/編 あすなろ書房

13 K366 気をつけよう!ブラックバイト・ブラック企業 3
ブラックバイトから子どもたちを守
る会/編

汐文社

14 K367 わたしらしく、LGBTQ 2巻 ロバート・ロディ/著 ローラ・ロ
ス/著

大月書店

15 K369 理解しよう、参加しよう福祉とボランティア 1 加山弾/監修 岩崎書店

16 K369 理解しよう、参加しよう福祉とボランティア 2 加山弾/監修 岩崎書店

17 K369 理解しよう、参加しよう福祉とボランティア 3 加山弾/監修 岩崎書店

18 K368 シリーズ・貧困を考える 1 稲葉茂勝/著 池上彰/監修 ミネルヴァ書房

19 K375 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング! 5・6年生 水戸部修治/監修 あかね書房

20 K377 はばたけ!「留学」で広がる未来 3 横山匡/監修 くもん出版

21 K378 知ろう!学ぼう!障害のこと [1]  金の星社

22 K382 道具からみる昔のくらしと子どもたち 6巻 須藤功/編 農山漁村文化協会

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 K383 世界食べものマップ
ジュリア・マレルバ/絵と文 フェー
ベ・シッラーニ/絵と文

河出書房新社

24 K383 みんな大すき!カレー大百科 [3] 森枝卓士/監修 文研出版

25 K383 みんな大好き!カレー大百科 [4] 森枝卓士/監修 文研出版

26 K404 ジュニア空想科学読本 3 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

27 K404 ジュニア空想科学読本 4 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 KADOKAWA

28 K404 ジュニア空想科学読本 5 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 KADOKAWA

29 K440 超巨大ブラックホールに迫る 平林久/作 新日本出版社

30 K458 岩石と鉱物 スティーブ・パーカー/著 六耀社

31 K460 いのちのひろがり 中村桂子/文 松岡達英/絵 福音館書店

32 K480 どうぶつ園のじゅうい [1] 植田美弥/監修 金の星社

33 K481 教科書に出てくる生きもののすみか 3  学研プラス

34 K481 教科書に出てくる生きもののすみか 4  学研プラス

35 K486 かがやく昆虫のひみつ 中瀬悠太/著・写真 内村尚志/絵 ポプラ社

36 K490 いのちつぐ「みとりびと」 9 國森康弘/写真・文 農山漁村文化協会

37 K509 大接近!工場見学 4 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

38 K509 大接近!工場見学 5 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

39 K537 サイレンカー 小賀野実/監修 ポプラ社

40 K596 かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月 4 トモコ=ガルシア/作 岩崎書店

41 K596 ニッポンのご当地ごはん 3 吉田瑞子/監修 日本図書センター

42 K619 すがたをかえる食べものずかん 石井克枝/監修 あかね書房

43 K619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 13 宮崎祥子/構成・文 白松清之/写真 岩崎書店

44 K726 人気漫画家が教える!まんがのかき方 4 久世みずき/著 汐文社

45 K754 カンタン!かわいい!おりがみあそび 2 いしかわまりこ/作 岩崎書店

46 K754 カンタン!かわいい!おりがみあそび 3 いしかわまりこ/作 岩崎書店

47 K754 カンタン!かわいい!おりがみあそび 4 いしかわまりこ/作 岩崎書店

48 K754 イベントおりがみ 主婦の友社/編 主婦の友社

49 K754 大人気!!親子で遊べるたのしい!おりがみ 新宮 文明/著 高橋書店

50 K757 なりたい!知ろう!デザイナーの仕事 2 小石新八/監修 稲葉茂勝/構成・文 新日本出版社

51 K760 音楽をもっと好きになる本 3 松下奈緒/ナビゲーター 学研プラス

52 K760 音楽をもっと好きになる本 4 松下奈緒/ナビゲーター 学研プラス

53 K793 ワクワクお花屋さん気分 今野政代/著 六耀社

54 K801 10か国語でニッポン紹介 4
パトリック・ハーラン/英語指導 こ
どもくらぶ/編 岩崎書店

55 K814 つかってみよう!ことわざ365日 青木伸生/監修 小峰書店

56 K834 写真英語ずかん 3 大門久美子/編 汐文社

57 K837 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド・セイン/著 河出書房新社

58 K910 声に出して楽しもう古典の世界 [1]  金の星社

59 K911 俳句でみがこう言葉の力 3 小山正見/監修 学研プラス

60 K911 俳句でみがこう言葉の力 4 小山正見/監修 学研プラス

61 K911 声に出して楽しもう俳句・短歌 [1]  金の星社

62 K913 仰げば尊し [3] いずみ吉紘/脚本 舟崎泉美/小説 学研プラス

63 K913 おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉幸子/作 ひらいたかこ/絵 ポプラ社

64 K913 春待つ夜の雪舞台 斉藤洋/作 大矢正和/絵 あすなろ書房

65 K913 ちびおにビッキ 砂山恵美子/作・絵 こぐま社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 K913 本当にあった?世にも奇妙なお話 たからしげる/編 PHP研究所

67 K913 本当にあった?世にも不可解なお話 たからしげる/編 PHP研究所

68 K913 本当にあった?世にも不思議なお話 たからしげる/編 PHP研究所

69 K913 天の川のラーメン屋 富安陽子/作 石川えりこ/絵 講談社

70 K913 灰谷健次郎童話セレクション 4 灰谷健次郎/著 汐文社

71 K913 風夢緋伝 名木田恵子/著 ポプラ社

72 K913 古典から生まれた新しい物語 ふしぎな話 日本児童文学者協会/編 偕成社

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

74 K913 風船爆弾 福島のりよ/作
冨山房インターナショ
ナル

75 K913 パスワード学校の怪談 松原秀行/作 梶山直美/絵 講談社

76 K913 ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ! ゆき/作 かわいみな/絵 朝日学生新聞社

77 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

78 K933 小さな赤いめんどり アリソン・アトリー/作 神宮輝夫/訳 こぐま社

79 K933 ジャバ・ザ・パペットの奇襲 トム・アングルバーガー/作 相良倫
子/訳 徳間書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 KR280 ポプラディアプラス人物事典 1～5  ポプラ社

2 KR351 日本のすがた 2017 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

3 KR813 三省堂例解小学ことわざ辞典 川嶋優/編 三省堂

4 KR813 三省堂例解小学四字熟語辞典 田近洵一/編 近藤章/編 三省堂

  

KR児童参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 
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