
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 AIの世紀カンブリア爆発 田中徹/著 さくら舎

2 007.3 ITロードマップ 2017年版 野村総合研究所デジタルビジネス開
発部/著

東洋経済新報社

3 007.3 インターネット訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 上村哲
史/著

中央経済社

4 007.3 基礎からのWordPress 高橋のり/著 SBクリエイティブ

5 007.3 現場のプロが教えるWEBデザイン新・スタンダードテクニック37 秋元英輔/著 安藤真衣子/著
エムディエヌコーポ
レーション

6 007.3 子どものネットトラブルに悩む親の法律知識Q&A 牧野和夫/編 中央経済社

7 007.3 成功するシステム開発は裁判に学べ! 細川義洋/著 技術評論社

8 007.3 メディアクエリで実現するレスポンシブWebデザイン 相澤裕介/著 カットシステム

9 007.5 仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術 石川温/著 朝日新聞出版

10 007.6 GitHub実践入門 大塚記/著 技術評論社

11 007.6 必携ICTガイドブック 清野克行/著 ラトルズ

12 007.6 Perl言語プログラミングレッスン 入門編 結城浩/著
ソフトバンククリエイ
ティブ

13 007.6 Photoshop逆引きデザイン事典 上原ゼンジ/著 加藤才智/著 翔泳社

14 007.6 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK 西村直人/著 永瀬美穂/著 翔泳社

15 007.6 はじめて学ぶC言語プログラミング入門講座 西村広光/著 技術評論社

16 007.6 Web制作者のためのGit入門 大杉充/著 外村和仁/著 マイナビ

17 007.6 たのしいRuby 高橋征義/著 後藤裕蔵/著 SBクリエイティブ

18 007.6 ほめられデザイン事典グラフィック・ワークス 東和毅/著 マスモリタクロウ/著 翔泳社

19 007.6 小学生から楽しむRubyプログラミング まちづくり三鷹/著 高橋征義/監修 日経BP社

20 007.6 最新オープンソースがよ〜くわかる本 寺田雄一/著 秀和システム

21 017 司書教諭の実務マニュアル シオヤ先生の仕事術 塩谷京子/著 明治図書出版

22 019.1 時間がない人のための即効読書術 坪井賢一/著 洋泉社

23 019.1 大学生のための速読法 松崎久純/著 慶應義塾大学出版会

24 021.4 目次レイアウトの見本帳 ヤマモトカウンシル/編 グラフィッ
ク社編集部/編

グラフィック社

25 049 ますます、世界は解らないコトだらけ、なので調べてみた  (扶桑社新書) 阿部亮/著 扶桑社

26 051.1 公益財団法人金沢文化振興財団 研究紀要 第14号 金沢文化振興財団/編 金沢文化振興財団

27 051.1 国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇 第13号(通巻第48号) 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

28 051.6 「週刊文春」編集長の仕事術 新谷学/著 ダイヤモンド社

29 070.4 芸人式新聞の読み方 プチ鹿島/著 幻冬舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

1 123.8 世界最高の人生指南書 論語 守屋洋/著 SBクリエイティブ

2 140 対人援助と心のケアに活かす心理学 鈴木伸一/編著 伊藤大輔/著 有斐閣

3 141.3 記憶力が最強のビジネススキルである 宇都出雅巳/著 かんき出版

4 141.3 脳にまかせる勉強法 池田義博/著 ダイヤモンド社

5 141.5 「知力」をつくる技術 船川淳志/著 あさ出版

6 141.6 「感情」の解剖図鑑 苫米地英人/著 誠文堂新光社

7 146.8 NYの人気セラピストが教える自分で心を手当てする方法 ガイ・ウィンチ/著 高橋璃子/訳 かんき出版

8 152.1 恋愛を数学する ハンナ・フライ/著 森本元太郎/訳 朝日出版社

9 159 一流に学ぶ色気と着こなし 干場義雅/著 宝島社

10 159 幸せな宝地図であなたの夢がかなう 望月俊孝/著 ダイヤモンド社

11 159.4 「口ぐせ」は仕事で最強の武器になる! 伊庭正康/著 ぱる出版

12 159.4 もしアドラーが上司だったら 小倉広/著 プレジデント社

13 159.4 入社1年目からの「絶対達成」入門 横山信弘/著 あさ出版

14 159.6 70歳、だから何なの 松原惇子/著 海竜社

15 160.4 捨てちゃえ、捨てちゃえ ひろさちや/著 matsu/絵 PHP研究所

16 167 イスラーム入門  (集英社新書) 中田考/著 集英社

17 183.1 柔訳釈尊の言葉 第1巻 谷川太一/訳[著] 電波社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209.3 古代地中海の聖域と社会 浦野聡/編 勉誠出版

2 212.5 知られざる縄文ライフ 譽田亜紀子/著 武藤康弘/監修 誠文堂新光社

3 213 地形と海路から解き明かす!あなたの知らない古代史  辰巳出版

4 214 中世の声と文字  (集英社新書) 大隅和雄/著 集英社

5 214.3 城下町金沢は大にぎわい! 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館

6 215 近世城郭の考古学入門 中井均/編 加藤理文/編 高志書院

7 215 江戸・明治の古地図からみた町と村 金田章裕/著 敬文舎

8 215 江戸の家計簿  (宝島社新書) 磯田道史/監修 宝島社

9 216 日本近代の歴史 5 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

10 219.3 東京100年散歩 鷹野晃/著 海竜社

11 219.4 加賀・能登 王墓の世界 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館

12 219.4 人文地理学実習3報告書 (2016年度) 富山大学人文学部人文地理学研究室/
編

富山大学人文学部人文
地理学研究室

13 219.4 石川の歴史遺産セミナー講演録「加賀」 第23回 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館

14 221.0 本当は怖ろしい韓国の歴史 豊田隆雄/著 彩図社

15 222.0 「三国志」の世界 孔明と仲達 狩野直禎/著 清水書院

16 223.5 ポル・ポトと三人の男 永瀬一哉/著 揺籃社

17 281.0 明治なりわいの魁 植松三十里/著 ウェッジ

18 288.3 愛国とノーサイド 延江浩/著 講談社

19 288.3 絶家を思う 長宗我部友親/著 新講社

20 289.1 「孤独」は消せる。 吉藤健太朗/著 サンマーク出版

21 289.1 権勢の政治家 平清盛 安田元久/著 清水書院

100  哲学 

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 289.1 図説前田利家 図説前田利家編纂委員会/編著 尾山神社

23 289.1 藤原伊周・隆家 倉本一宏/著 ミネルヴァ書房

24 289.1 藤原良房・基経 瀧浪貞子/著 ミネルヴァ書房

25 289.1 父と私 田中眞紀子/著 日刊工業新聞社

26 289.1 龍馬の「人たらし」力 西村克己/著 日本経済新聞出版社

27 290.9 地球の歩き方 A28 ブルガリア/ルーマニア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

28 290.9 地球の歩き方 D24 ミャンマー(ビルマ） 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

29 291 中国語日本紹介事典Japapedia IBCパブリッシング/編 IBCパブリッシング

30 291.1 るるぶ函館 18  JTBパブリッシング

31 291.3 るるぶ鎌倉 18  JTBパブリッシング

32 291.3 東京の夜のよりみち案内 福井麻衣子/著 G.B.

33 291.3 歩く地図東京散歩 2018  成美堂出版

34 291.4 白山山系とっておきの33山 柚本寿二/著 北国新聞社

35 291.4 北アルプスの渓谷をゆく 菊地俊朗/文 日本山岳写真協会松
本・北陸支部/ほか写真

信濃毎日新聞社

36 291.5 るるぶ信州 18  JTBパブリッシング

37 291.5 信州 18  昭文社

38 291.5 名古屋地名ものがたり 杉野尚夫/著 風媒社

39 291.9 沖縄ちゅら海ドライブ 18  昭文社

40 292.2 台湾世界遺産級案内 平野久美子/編著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.3 ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義 尾上修悟/著 明石書店

2 304 たとえ世界が終わっても  (集英社新書) 橋本治/著 集英社

3 317.2 会計検査院 平成29年版 会計検査院事務総長官房総務課渉外
広報室/編集

会計検査院事務総長官
房

4 318 地方自治講義  (ちくま新書) 今井照/著 筑摩書房

5 318.2 東京の敵  (角川新書) 猪瀬直樹/[著] KADOKAWA

6 319.1 海の上の世界地図 和田博文/著 岩波書店

7 319.1 対ロ平和的積極外交 小町恭士/著 中央公論新社

8 319.3 なぜローマ法王は世界を動かせるのか  (PHP新書) 徳安茂/著 PHP研究所

9 320 困ったときのくらしの法律知識Q&A 第二東京弁護士会五月会くらしの法
律研究会/編著

清文社

10 322.1 日本史に出てくる官職と位階のことがわかる本 『歴史読本』編集部/編 KADOKAWA

11 323.1 面白いほど理解できる憲法 憲法研究会/[編] 早稲田経営出版

12 323.9 図解よくわかる行政法のしくみ 金子武史/著 学陽書房

13 324.6 税理士だからサポートできる!成年後見ハンドブック 全国女性税理士連盟/編著 清文社

14 324.7 高齢期を安心して過ごすための「生前契約書+遺言書」作成のすすめ 後東博/著 上川順一/監修 日本法令

15 324.8 戸籍のことならこの1冊 石原豊昭/共著 國部徹/共著 自由国民社

16 327.1 デジタル・フォレンジックの基礎と実践 佐々木良一/編著 上原哲太郎/著 東京電機大学出版局

17 327.2 図解による民事訴訟のしくみ 神田将/著 生活と法律研究所/編集 自由国民社

18 331 マクロ経済学 吉川洋/著 岩波書店

19 332.1 日本経済論講義 小峰隆夫/著 日経BP社

20 332.5 アメリカ経済政策入門 スティーヴン・S.コーエン/[著] J.
ブラッドフォード・デロング/[著]

みすず書房

21 335 王道経営 新将命/著 ダイヤモンド社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 335 協会ビジネスでゼロをイチにする新しい起業のかたち!
上妻英夫/著 経営アイデア倶楽部研
究所/著

秀和システム

23 335 知識ゼロからの小さな会社の始め方 アディーレ会計事務所/著 アディー
レ法律事務所/著

幻冬舎

24 335.1 アクション・バイアス ハイケ・ブルック/著 スマントラ・
ゴシャール/著

東洋経済新報社

25 335.3 よろず支援拠点取組事例集 平成27年度  
よろず支援拠点全国本
部

26 335.5 中国対外経済戦略のリアリティー 梶田幸雄/著 江原規由/著 麗澤大学出版会

27 336 最新コンサル業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 廣川州伸/著 秀和システム

28 336.1 なぜ「戦略」で差がつくのか。 音部大輔/著 宣伝会議

29 336.1 小さな会社のIT担当者のためのセキュリティの常識 那須慎二/著 ソシム

30 336.2 仕事の問題地図 沢渡あまね/著 技術評論社

31 336.4 コクヨの1分間プレゼンテーション 下地寛也/著 KADOKAWA

32 336.4 ワーク・スマート 岩村水樹/著 中央公論新社

33 336.4 社長!その労務管理はアウトです! 藤本勉/著 労働調査会

34 336.4 入社1年目で差がつく社会人の常識とマナー 直井みずほ/監修 ナツメ社

35 336.5 小さな会社の儲かる整頓 小山昇/著 日経BP社

36 336.9 財務会計・入門 桜井久勝/著 須田一幸/著 有斐閣

37 338 FinTech・仮想通貨・AIで金融機関はどう変わる!? KPMGジャパン/編 ビジネス教育出版社

38 338 金融読本 島村高嘉/著 中島真志/著 東洋経済新報社

39 338 最新金融の基本とカラクリがよ〜くわかる本 久保田博幸/著 秀和システム

40 338.1 9割の日本人が知らないお金をふやす8つの習慣 生形大/著 ダイヤモンド社

41 338.9 新興国投資戦略 みずほ証券投資情報部/著 東洋経済新報社

42 339.4 遺族保障ガイド  生命保険文化センター

43 345.1 税金恐怖政治(タックス・テロリズム)が資産家層を追い詰める 副島隆彦/著 幻冬舎

44 345.1 税務訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 大石篤
史/著

中央経済社

45 361.4 いい空気を一瞬でつくる 秀島史香/著 朝日新聞出版

46 361.4 なぜアマゾンは1円で本が売れるのか  (新潮新書) 武田徹/著 新潮社

47 361.4 ルポ ネットリンチで人生を壊された人たち  (光文社新書) ジョン・ロンソン/著 夏目大/訳 光文社

48 361.4 初対面の相手でも不安ゼロ!の会話術 佐藤智子/著 秀和システム

49 361.4 人から好かれる話し方・しぐさ基本とコツ 磯部らん/著 西東社

50 361.4 誰とでも3分でうちとけるほんの少しのコツ 鈴木あきえ/著 かんき出版

51 361.8 「意識高い系」の研究  (文春新書) 古谷経衡/著 文藝春秋

52 361.8 お金持ちの行動学 橘木俊詔/著 宝島社

53 361.8 真のダイバーシティをめざして ダイアン・J.グッドマン/著 出口真
紀子/監訳

Sophia University
Press上智大学出版

54 361.9 全47都道府県幸福度ランキング 2016年版 寺島実郎/監修 日本総合研究所/編 東洋経済新報社

55 364 社会保障の手引 平成29年版  中央法規出版

56 364 社会保障便利事典 平成29年版 週刊社会保障編集部/編 法研

57 364 社会保障法入門 西村健一郎/著 有斐閣

58 365 介護保障ガイド  生命保険文化センター

59 366.2 ハローワーク150%トコトン活用術 日向咲嗣/著 同文舘出版

60 366.6 ひとりで闘う労働紛争 橋本忠治郎/著 平賀健一郎/著 緑風出版

61 367.3 家族の横顔 澤地久枝/著 埼玉福祉会

62 367.6 ドキュメント・長期ひきこもりの現場から 石川清/著 洋泉社

63 367.7 日本版CCRCがわかる本 松田智生/著 法研

64 368.6 子どもの防犯マニュアル 舟生岳夫/著 日経BP社

65 369.2 介護で会社を辞める前に読む本 山下哲司/著 ダイヤモンド社

66 369.2 介護殺人の予防 湯原悦子/著 クレス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 369.2 高次脳機能障害支援の道しるべ 学校生活編 長野友里/編著 深川和利/監修 メディカ出版

68 369.2 図説よくわかる障害者総合支援法 坂本洋一/著 中央法規出版

69 369.2 超図解やさしい介護のコツ 米山淑子/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

70 369.3 防災リテラシー 太田敏一/共著 松野泉/共著 森北出版

71 369.3 南三陸発!志津川小学校避難所 志津川小学校避難所自治会記録保存
プロジェクト実行委員会/編 志水宏

明石書店

72 369.7 司法福祉 日本司法福祉学会/編 生活書院

73 371.3 子どもの貧困・不利・困難を越える学校 柏木智子/編著 仲田康一/編著 学事出版

74 371.4 現場発!失敗しないいじめ対応の基礎・基本 辻川和彦/編著 日本標準

75 371.4 探究!教育心理学の世界 藤澤伸介/編 新曜社

76 373.4 奨学金が日本を滅ぼす  (朝日新書) 大内裕和/著 朝日新聞出版

77 375.1 落語家直伝うまい!授業のつくりかた 立川談慶/著 玉置崇/監修 誠文堂新光社

78 376.1 0.1.2歳児せいさくあそび88 「あそびと環境0.1.2歳」編集部/編
著 リボングラス/編著

学研教育みらい

79 376.3 少年の主張全国大会報告書 第38回(2016) 国立青少年教育振興機構/編集
国立青少年教育振興機
構

80 377.2 大学の実力 2017 読売新聞教育ネットワーク事務局/著
編

中央公論新社

81 378 LD学習症<学習障害>の本 宮本信也/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

82 378 もっと知ろう発達障害の友だち 1  合同出版

83 378 もっと知ろう発達障害の友だち 2  合同出版

84 378 もっと知ろう発達障害の友だち 3  合同出版

85 378 発達障害あんしん子育てガイド  小学館

86 378 発達障害のある子ない子の学校適応・不登校対応 小野昌彦/編著 小野昌彦/[ほか著] 金子書房

87 378 薬を飲ませる前にできるADHDの子どもを救う50の方法
トーマス・アームストロング/著 松
本剛史/訳

柏書房

88 379.3 子どもの放課後にかかわる人のQ&A50 プレイワーク研究会/編 学文社

89 379.7 白門 第67巻(2015年第1号～第3号) 中央大学通信教育部/[編] 中央大学通信教育部

90 379.7 白門 第67巻(2015年第4号～第12号) 中央大学通信教育部/[編] 中央大学通信教育部

91 379.9 子どもをしあわせにする「笑う子育て」実例集 増田修治/著 カンゼン

92 379.9 理系アタマを育てる家庭でできる理科実験 千葉和義著 宮本康司著 週刊住宅新聞社

93 384.3 海と生きる作法 川島秀一/著
冨山房インターナショ
ナル

94 385.9 折形 内野敏子/著 文化学園文化出版局

95 386.1 日本の祭り 平成28～29年版 ゆめディア/編 ゆめディア

96 391.3 全図解アメリカ海軍SEALのサバイバル・マニュアル
クリント・エマーソン/著 小林朋子/
訳

三笠書房

97 395.3 これってホント!?誤解だらけの沖縄基地 沖縄タイムス社編集局/編著 高文研

98 396.2 いざ、東北沿岸へ 田中伯知/著 高橋俊哉/研究協力
早稲田大学危機管理研
究会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 図解科学の大理論 大宮信光/著 日本文芸社

2 410 なぜ分数の割り算はひっくり返すのか? 板橋悟/著 主婦の友社

3 417.1 確率がわかる 小泉力一/著 技術評論社

4 426.5 Excelで学ぶ熱力学と統計力学 山本将史/著 オーム社

5 430 亜澄錬太郎の事件簿 1 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

6 430 亜澄錬太郎の事件簿 2 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

7 430.4 面白くて眠れなくなる化学 左巻健男/著
PHPエディターズ・グ
ループ

8 452.0 海のプロフェッショナル [1] 窪川かおる/編 女性海洋研究者チー
ム/著

東海大学出版会

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 452.0 海のプロフェッショナル 2 窪川かおる/編 海洋女性チーム/著 東海大学出版会

10 455.0 地底の科学 後藤忠徳/著 ベレ出版

11 457.8 知られざる恐竜王国!! NHK『ダーウィンが来た!』/原作 講
談社/編纂

講談社

12 459 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 2 柴山元彦/著 創元社

13 485.7 まちぶせるクモ
中田兼介/著 辻和希/コーディ
ネーター

共立出版

14 486 珍奇な昆虫  (光文社新書) 山口進/著 光文社

15 486.1 昆虫の行動の仕組み
山脇兆史/著 巌佐庸/コーディ
ネーター

共立出版

16 491.3 脳に効く香り  (香り新書) 鳥居伸一郎/著
フレグランスジャーナ
ル社

17 492.9 看護主任・リーダーのための「教える技術」 葛田一雄/著 ぱる出版

18 493.2 計算いらずコレステロール・中性脂肪対策のおいしいレシピ 横手幸太郎/監修 金丸絵里加/料理 学研プラス

19 493.4 がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事 比企直樹/監修 中浜孝志/食事指導 女子栄養大学出版部

20 493.4 がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・膵臓がん治療に向きあう食事 比企直樹/監修 中浜孝志/食事指導 女子栄養大学出版部

21 493.4 胃・十二指腸潰瘍の安心ごはん 宮崎招久/病態監修 高橋徳江/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

22 493.4 健康診断が楽しみになる!肝機能を自分でらくらく改善する本 泉並木/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

23 493.4 脂肪肝・NASH・アルコール性肝炎の安心ごはん 加藤眞三/病態監修 鈴木和子/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

24 493.7 心の危機をみつめて 平井富雄/著 埼玉福祉会

25 493.7 認知症の家族を支える  (集英社新書) 高瀬義昌/著 集英社

26 493.7 うつ病の毎日ごはん 功刀浩/著 今泉博文/著 女子栄養大学出版部

27 494.6 がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 比企直樹/監修 高木久美/食事指導 女子栄養大学出版部

28 494.6 変形性脊椎症 播广谷勝三/著 ミネルヴァ書房

29 494.7 知りたいことがよく分かる整形外科Q&Aハンドブック 井尻慎一郎/著 創元社

30 494.9 腎臓病の満足ごはん 菅野義彦/病態監修 榎本眞理/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

31 494.9 透析・腎移植の安心ごはん 菅野義彦/病態監修 榎本眞理/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

32 498.0 医療化するアメリカ 平体由美/編著 小野直子/編著 彩流社

33 498.0 ラストプレゼント 小野宏志/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

34 498.1 精神科病院で人生を終えるということ 東徹/著 日経メディカル/編集 日経BP社

35 498.1 第一印象が良くなるナースのマナー 濱川博招/共著 島川久美子/共著 ぱる出版

36 498.1 予約でいっぱいになる評判の治療院・サロンをはじめる本 向茂光/著 秀和システム

37 498.3 「めんどくさい」がなくなる脳 加藤俊徳/著 SBクリエイティブ

38 498.3 お医者さんがすすめるすごい瞑想 保坂隆/著 PHP研究所

39 498.5
ヤセたければ、腸内「デブ菌」を減らしなさい!  (ワニブックス|PLUS|新
書)

藤田紘一郎/著 ワニ・プラス

40 498.5 七訂食品成分表 2017資料編 香川明夫/監修 女子栄養大学出版部

41 498.5 七訂食品成分表 2017本表編 香川明夫/監修 女子栄養大学出版部

42 498.8 クラッシャー上司  (PHP新書) 松崎一葉/著 PHP研究所

43 498.8 ストレスとともに働く 岩崎久志/著 晃洋書房

44 498.9 死体格差 西尾元/著 双葉社

45 499.8 植物はなぜ薬を作るのか  (文春新書) 斉藤和季/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 509.6 「できる5S」で仕事を改善する 塩見幸三/著 産業能率大学出版部

2 509.6 ぐるっと!生産管理 片山和也/著 すばる舎リンケージ

3 509.6 やりたくなる5S新書 中崎勝/著 日刊工業新聞社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 509.6 想定外を想定する未然防止手法GD[3] 吉村達彦/著 日科技連出版社

5 509.6 儲かる工場への挑戦 堀口敬/著 日刊工業新聞社

6 515 橋梁工学 宮本裕/著者代表 技報堂出版

7 515 世界の橋並み 松村博/著 鹿島出版会

8 518.8 アジアのまち再生 山家京子/編著 重村力/編著 鹿島出版会

9 520.9 リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 ユーディーアイ確認検査/著 エクスナレッジ

10 521.8 すぐわかる日本の城 三浦正幸/監修 広島大学文化財学研
究室/編

東京美術

11 521.8 江戸城の全貌 萩原さちこ/著 さくら舎

12 521.8 江戸城天守 三浦正幸/著 中村泰朗/著
江戸城天守を再建する
会

13 521.8 城の楽しみ方完全ガイド 小和田哲男/監修 池田書店

14 521.8 城バイリンガルガイド 三浦正幸/監修 クリス・グレン/英文 小学館

15 525.8 ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡雅樹/著 ぺりかん社

16 526.7 世界のベストミュージアム  マガジンハウス

17 530.9 最新機械業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 川上清市/著 秀和システム

18 531.9 現場で役立つ機械製図の基本と仕組み 大高敏男/著 秀和システム

19 536 寝台車の世界  交通新聞社

20 537 「自動運転」革命 小木津武樹/著 日本評論社

21 537.0 日本自動車殿堂総覧 第1巻  三樹書房(制作)

22 538.6 空を飛ぶはなし 中村寛治/著 日本航空技術協会

23 538.6 トコトンやさしいドローンの本 鈴木真二/監修 日本UAS産業振興協議
会/編

日刊工業新聞社

24 540 イチから学ぼうデンキのキホン 日本テクノ株式会社/編 丸善プラネット

25 540 電気がわかる本 松原洋平/著 オーム社

26 540.9 停電が一番わかる 大嶋輝夫/著 技術評論社

27 540.9 日本の電機産業失敗の教訓 佐藤文昭/著 朝日新聞出版

28 547.4 ゼロからわかるHTML&CSS超入門 太木裕子/共著 山本和泉/共著 技術評論社

29 547.4 今すぐ使えるかんたんLINEライン入門 リブロワークス/著 技術評論社

30 547.4 最強のCSS設計 堀口誠人/著 SBクリエイティブ

31 547.4 人を惹きつける美しいウェブサイトの作り方 瀬口理恵/著 SBクリエイティブ

32 547.4 動画で学ぶWordPressの学校 たにぐちまこと/著 KADOKAWA

33 547.4 HTML5&CSS3マスターブック デジカルHONTENTS/著 マイナビ出版

34 547.4 Reactビギナーズガイド
Stoyan Stefanov/著 牧野聡/
訳

オライリー・ジャパン

35 547.4 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

36 547.4 Wi-Fi & 自宅LANプロ技セレクション 芹澤正芳/著 オンサイト/著 技術評論社

37 547.4 WordPressのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田亨/著 秀和システム

38 547.4 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

39 547.4 おうちで学べるセキュリティのきほん 増井敏克/著 翔泳社

40 547.4 おうちで学べるネットワークのきほん Gene/著 翔泳社

41 547.4 これからのSEO内部対策本格講座 瀧内賢/著 秀和システム

42 547.4 これからはじめるインスタグラム基本&活用ワザ 田口和裕/著 いしたにまさき/著 インプレス

43 547.4 ホームページ辞典 アンク/著 翔泳社

44 547.4 新人IT担当者のためのWebサイト構築&運営がわかる本 池谷義紀/著 技術評論社

45 547.4 スマホでLINEをラクラク使いこなす本 高橋慈子/著 秀和システム

46 548.2 すぐわかる40歳からのiPad タトラエディット/著 KADOKAWA

47 548.2 今すぐ使えるかんたんiPad 田中拓也/著 技術評論社

48 566.7 めっき作業の基礎知識Q&A 星野芳明/著 日刊工業新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 573.5 日本のレトロびん 平成ボトル倶楽部/監修 グラフィック社

50 575.1 火の科学 西野順也/著 築地書館

51 575.9 爆発の仕組みを化学する 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

52 586.3 スコットランド近代繊維工業の展開 林妙音/著 晃洋書房

53 589.2 渋カジが、わたしを作った。 増田海治郎/著 講談社

54 593.3 クライ・ムキの暮らしの大人服 クライ・ムキ/[著] 主婦の友社

55 593.3 スタイリスト佐藤かなが作る男の子にも女の子にも着せたい服 佐藤かな/著 文化学園文化出版局

56 593.3 ミセスのスタイルブック 2017初夏号  文化学園文化出版局

57 593.3 男の子にも女の子にも、作ってあげたい服 美濃羽まゆみ/著 日本ヴォーグ社

58 593.3 日本一簡単におしゃれな大人服が作れる本 中野ユカリ/著 宝島社

59 594 ハンドメイドセットアクセサリー事典160 Tink create/編 西東社

60 594.3 やさしく編めてきれいに見えるニットのふだん着 michiyo/著 文化学園文化出版局

61 594.3 私らしく装う、エコアンダリヤのバッグと帽子 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

62 594.6 針と糸とビーズで作る小さなビーズステッチジュエリー 渡辺由美子/監修 安藤潤子/監修 マガジンランド

63 594.8 布花標本 utopiano/著 グラフィック社

64 594.9 犬ぽんぽん trikotri/著 誠文堂新光社

65 595.4 着物&ゆかたのヘアアレンジ 森由香利/監修 主婦の友社

66 595.5 魔法の表情筋エステ&若見せメイク 新見千晶/著 成美堂出版

67 596 Gault & Millau 東京・北陸2017  
ガストロノミー&パー
トナーズ

68 596 くりかえし料理 飛田和緒/著 地球丸

69 596 一番わかりやすいきほんの料理と献立 市瀬悦子/著 日本文芸社

70 596 得するごはん 得する人損する人/編 マガジンハウス

71 596.0 地域ごはん日記 山崎亮/絵と文
パイインターナショナ
ル

72 596.0 不味い! 小泉武夫/著 埼玉福祉会

73 596.2 巻寿司のはなし 巻寿司のはなし編集委員会/編 あじかん

74 596.2 中国料理技術入門 陳建民/共著 黄昌泉/共著 柴田書店

75 596.3 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

76 596.3 三陸わかめと昆布 婦人之友社編集部/編 婦人之友社

77 596.3 北陸のプロが教える四季の魚料理 北国新聞社出版局/編集 北国新聞社

78 596.3 北陸の漬けもの 北村綾子/監修 北國新聞社

79 596.4 すみっコぐらしのお弁当 稲熊由夏/著 主婦と生活社

80 596.4 奥薗壽子のダイエット段々弁当 奥薗壽子/著 文化学園文化出版局

81 596.4 江崎家へようこそ 江崎美惠子/著 中央公論新社

82 596.4 冷凍つくりおきラク早弁当 阪下千恵/著 主婦と生活社

83 596.6 FLOWER SWEETS 袴田尚弥/著 誠文堂新光社

84 596.6 お菓子生地づくりに困ったら読む本 山崎正也/著 辻調グループエコール
辻東京/監修

池田書店

85 596.6 キッシュトーストとオープンサンド みなくちなほこ/著 日東書院本社

86 596.6 和・洋・中華のお菓子作り基本レシピ 田口道子/菓子制作
すこやか食生活協会
(制作)

87 597 心地よく暮らすTOC TOC TOCの部屋づくりのアイデア パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

88 597 心地よく暮らす小さな部屋のインテリア 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

89 597.5 そうじ嫌いでも部屋がずっとキレイな収納のきほん 今井知加/著 KADOKAWA

90 597.5 ほどほど収納が心地いい 後藤由紀子/著 宝島社

91 598.2 産科女医が35歳で出産してみた 宋美玄/著 ブックマン社

92 599 ちりつもばあちゃんのむすんでひらいてまごそだて たなかとも/著 じゃこめてい出版

93 599 フランスの子どもは夜泣きをしない パメラ・ドラッカーマン/著 鹿田昌
美/訳

集英社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 Uターン日記 皆川治/著 国書刊行会

2 602.1 会社四季報業界地図 2017年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

3 626.9 お部屋でできる!野菜づくり 中島水美/著 新星出版社

4 627.5 日本春蘭銘花集 3  栃の葉書房

5 627.7 美しく咲かせる鉢バラ育て方のポイント 後藤みどり/著 メイツ出版

6 627.8 はじめての景色盆栽 小林健二/著 誠文堂新光社

7 627.8 ハンギングバスケット&コンテナ 日本ハンギングバスケット協会/監修 主婦の友社

8 629 庭 227  建築資料研究社

9 645.7 世界一美しい猫たちラパーマ 五十川満/著 小学館

10 646.9 ミツバチと暮らす 藤原誠太/著 地球丸

11 673.3 成功するネットショップ集客と運営の教科書 染谷昌利/著 鈴木珠世/著 SBクリエイティブ

12 673.3 はじめてのメルカリの使い方 桑名由美/著 秀和システム

13 673.3 ビジュアル思考×EXCELで営業の成果を上げる本 角川淳/著 翔泳社

14 673.3 メルカリ&メルカリアッテでかしこく稼ぐ本 川崎さちえ/著 できるシリーズ編集
部/著

インプレス

15 673.7 まちゼミ 松井洋一郎/著 商業界

16 673.8 ショッピングモールの社会史 斉藤徹/著 彩流社

17 673.8 セブン-イレブン1号店繁盛する商い  (PHP新書) 山本憲司/著 PHP研究所

18 673.9 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

19 674.3 TAKE OUTお持ち帰りのデザイン サンドゥー・パブリッシング/編 [石
田亜矢子/訳]

グラフィック社

20 674.3 コマーシャル・フォト広告&CM年鑑 2017  玄光社

21 674.3 売上がアップする商品写真の教科書 やまぐち千予/著 玄光社

22 674.5 プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだてゆめこ/著 日貿出版社

23 674.5 売上げ倍増!パターンで書く3分間POP 石川香代/著 石川伊津/著
広済堂あかつき株式会
社出版事業部

24 674.5 ビジュアルとキャッチで魅せるPOPの見本帳 川俣綾加/著
エムディエヌコーポ
レーション

25 674.5 プロに教わる1秒で心をつかむPOPのつくり方  
パイインターナショナ
ル

26 674.5 手描きPOPの見本帳 フレア/著
エムディエヌコーポ
レーション

27 674.5 売れる!!手描きPOP さとうちゅうせい/著 マール社

28 674.5 売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり方 増澤美沙緒/著 同文舘出版

29 674.5 売れるPOPの作り方 ポップ鈴木/著 マイナビ

30 674.5 売上げ倍増!パターンで書く3分間POP 石川香代/著 石川伊津/著
広済堂あかつき株式会
社出版事業部

31 674.6 Facebook広告運用ガイド 岡弘和人/著 翔泳社

32 675 Facebookページ本気で稼げる!プロ技セレクション 斎藤哲/著 技術評論社

33 675 SEO対策のためのWebライティング実践講座 鈴木良治/著 技術評論社

34 675 入門SEOに効くWebライティング 宮嵜幸志/著 中島健治/著 SBクリエイティブ

35 675 Google Analyticsで集客・売上をアップする方法 玉井昇/著 ソーテック社

36 675 マンガでわかるWebマーケティング 村上佳代/本文・マンガ原案・全体監
修 ソウ/マンガ作画

インプレス

37 675 今すぐ使えるかんたんGoogleアナリティクス プラグマティック・テクノロジーズ/
著

技術評論社

38 675.5 あいうえ築地の河岸ことば 福地享子/著 世界文化社

39 678.3 TPPの真実 西川公也/著 開拓社

40 681.3 100歳までクルマを運転する 桃田健史/著 洋泉社

41 689.2 「ポスト爆買い」時代のインバウンド戦略 中村正人/著 扶桑社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 689.2 日本の観光 きのう・いま・あす  (交通新聞社新書) 須田寛/著 交通新聞社

43 693.8 ビジュアル日本切手カタログ Vol.5 日本郵趣協会/監修 日本郵趣協会

44 693.8 風景印大百科 東日本編  日本郵趣出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.3 レオナルド=ダ=ヴィンチ 西村貞二/著 清水書院

2 714.0 山下晴子作品集 山下晴子/著 能登印刷出版部

3 723 運命の絵 中野京子/著 文藝春秋

4 723.3 ミュシャ展 ミュシャ/[画] 国立新美術館/[ほか]
編集

求龍堂

5 725 ゆるスケッチ corekiyo スギタメグ/著 インプレス

6 725.2 だまし絵×立体がすごい!3Dアートの描き方 おまけたらふく舎/著 誠文堂新光社

7 726.1 ドラがたり 稲田豊史/著
PLANETS第二次惑星開
発委員会

8 726.1 マンガデッサンNG実例集 東京アニメーター学院/監修 藤島真
ノ介/監修

大泉書店

9 726.5 4色ボールペンでかんたん&かわいいイラストを描く! くわざわゆうこ/著 主婦の友社

10 726.5 イラストを仕事にする。 フレア/著
エムディエヌコーポ
レーション

11 726.5 心からこころへ 鈴木啓子/著 遊行社

12 726.5 美しいものを 花森安治/[画] 暮しの手帖社

13 727 描きたい絵がスイスイ描けるお絵かき辞典 ミヤタチカ/著 誠文堂新光社

14 727.8 カリグラフィー・スタイリング ヴェロニカ・ハリム/著 主婦の友社

15 728.8 新古今集四季の歌 芸術新聞社出版部/編 芸術新聞社

16 733 木版画を作ろう 宮山加代子/[著] 阿部出版

17 734 リトグラフを作ろう 小作青史/[著] 佐竹邦子/[著] 阿部出版

18 735 銅版画を作ろう 渡辺達正/[著] 阿部出版

19 737 シルクスクリーンを作ろう 中山隆右/監修 阿部出版

20 737 合羽版・型染を作ろう 高橋宏光/監修 阿部出版

21 743 広角撮影の教科書 川北茂貴/[ほか]写真・執筆 学研プラス

22 743.5 四季の絶景写真日本ベストセレクション400 デジタルカメラマガジン編集部/編集 インプレス

23 748 原宿ストリートポートレート 一色卓丸/著 玄光社

24 748 桜(はな)もよう 米美知子/著 文一総合出版

25 750 機械昆蟲制作のすべて 宇田川誉仁/著 角丸つぶら/編集 ホビージャパン

26 750.2 日本の手仕事をつなぐ旅 いろいろ2 久野恵一/著 グラフィック社

27 754.3 手づくりする木のカトラリー 西川栄明/著 誠文堂新光社

28 754.9 考える力をつける切り紙 寺西恵里子/著 日東書院本社

29 754.9 切り紙でつくる食の歳時記 やまもとえみこ/著 誠文堂新光社

30 754.9 箱の設計 ポール・ジャクソン/著 牧尾晴喜/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

31 755.3 美しさと価値がわかる見て楽しい宝石の本 松本浩/監修 宝島社

32 757.3 やさしい配色の教科書 柘植ヒロポン/著
エムディエヌコーポ
レーション

33 757.3 わかる!使える!色彩の教科書 勝馬ちなつ/著 洋泉社

34 757.3 新・色の見本帳 ランディング/著 技術評論社

35 760.8 クラシックは斜めに聴け! 鈴木淳史/著 青弓社

36 760.9 ザップル・レコード興亡記 バリー・マイルズ/著 野間けい子/訳 河出書房新社

37 763.4 初心者のヴァイオリン基礎教本 [2017] 長嶺安一/編著 自由現代社(発売)

38 763.5 初心者のためのウクレレ講座 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 763.5 初心者のためのエレキ・ベース講座 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

40 763.9 Ableton Liveによるトラックメイキング 齊藤義典/[ほか]著 グラフィック社

41 764.7 プリファブ・スプラウトの音楽 渡辺亨/著 DU BOOKS

42 767.8 新人作詞家作曲家代表作品集 2017年度版 北村英明/監修 新人作詞家の会/編 ろまん社

43 767.8 夢の住家 森山良子/著 世界文化社

44 768 日本音楽のなぜ? 竹内道敬/著 左右社

45 771.5 現代照明の足跡 日本照明家協会/企画・編集 日本照明家協会

46 773.2 能・狂言の誕生 諏訪春雄/著 笠間書院

47 778.0 バッドエンドの誘惑 真魚八重子/著 洋泉社

48 778.0 映画は文学をあきらめない 宮脇俊文/編 水曜社

49 778.2 これ、なんで劇場公開しなかったんですか? 三宅隆太/著 誠文堂新光社

50 778.2 石原裕次郎 日本人が最も愛した男 石原まき子/監修 青志社

51 778.4 映像編集の教科書 井上秀明/著 玄光社

52 778.7 アニメーション学入門  (平凡社新書） 津堅信之/著 平凡社

53 780.1 アスリートのこころの悩みと支援 中込四郎/著 鈴木壯/著 誠信書房

54 780.7 Aya Body AYA/著 朝日新聞出版

55 782.3 フルマラソンスタートBOOK 牧野仁/メイン監修 枻出版社

56 783.1 バスケットボールワンハンドシュート 池内泰明/著
ベースボール・マガジ
ン社

57 783.4 ゴールこそ、すべて サルヴァトーレ・スキラッチ/著 ア
ンドレア・メルクリオ/著

洋泉社

58 783.4 ジェイミー・ヴァーディ自伝 ジェイミー・ヴァーディ/著 小林玲
子/訳

日本文芸社

59 783.7 日本一よくわかる北海道日本ハム強さの理由 岩本勉/著 プレジデント社

60 786.1 はじめよう!山登り  枻出版社

61 786.1 山登り語辞典 鈴木みき/著 誠文堂新光社

62 786.1 日本山小屋ガイド  枻出版社

63 786.3 一人を楽しむソロキャンプのすすめ 堀田貴之/著 技術評論社

64 788.2 疲れない男・棚橋弘至が教える!史上最強のメンタル・タフネス 棚橋弘至/著 PHP研究所

65 791.6 茶花の宇宙 田中仙融/著 中央公論新社

66 793 花と遊ぶ 赤井勝/著 朝日出版社

67 795 ヨセの強化書 基礎編 寺山怜/著 日本棋院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 データで学ぶ日本語学入門 計量国語学会/編集 伊藤雅光/[ほか]
編集委員

朝倉書店

2 801.0 出産・子育てのナラティブ分析 秦かおり/著 岡本多香子/著 大阪大学出版会

3 809.2 人前であがらず話せる1分声トレ 司拓也/著 世界文化社

4 809.9 キー入力がみるみる速くなるタイピング上達の法則 朝岳健二/著 マイナビ出版

5 816 いますぐはじめるWeb文章の書き方入門教室 志鎌真奈美/著 技術評論社

6 816.6 夏井いつきの美しき、季節と日本語 夏井いつき/著 ワニブックス

7 820 中国語の入門 山下輝彦/著 白水社

8 827.7 日本人が知りたい中国人の当たり前 林松濤/著 王怡韡/著 三修社

9 829.1 新ゼロからスタート韓国語 会話編 鶴見ユミ/著 Jリサーチ出版

10 829.1 基礎からレッスンはじめての韓国語 ちょんひょんしる/著 河本菜穂子/著 ナツメ社

11 829.3 ニューエクスプレスチベット語 星泉/著 ケルサン・タウワ/著 白水社

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 834.4 ミニマムで学ぶ英語のことわざ 北村孝一/著・監修 クレス出版

13 854.4 ミニマムで学ぶフランス語のことわざ 大橋尚泰/著 北村孝一/監修 クレス出版

14 885 NHK出版これならわかるロシア語文法 匹田剛/著 NHK出版

15 886.6 ロシア語のメール・手紙の書き方 大森雅子/著 セルゲイ・チローノフ/
校閲

研究社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 910.2 東日本大震災後文学論 限界研/編 飯田一史/[ほか]編著 南雲堂

2 910.2 百田百言 百田尚樹/著 幻冬舎

3 910.2 老いてわかった!人生の恵み 沖藤典子/著 海竜社

4 910.5 国文学研究資料館紀要 第43号 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

5 911.1 ゆづり葉 稲清水カズ/著 現代短歌社

6 911.3 花咲く機械状独身者たちの活造り 関悦史/著 港の人

7 911.3 昭和俳句作品年表 戦後篇 現代俳句協会/編 現代俳句協会

8 911.4 シルバー川柳 一笑青春編 みやぎシルバーネット/編 河出書房
新社編集部/編

河出書房新社

9 911.6 阿久悠 詞と人生 吉田悦志/著 明治大学出版会

10 911.6 七・七・七・五で唄う都々逸人生教室 柳家紫文/著 海竜社

11 913.5 假名草子集成 第57巻  東京堂出版

12 914.6 Mの辞典 望月通陽/著 ゆめある舎

13 914.6 メディアの本分 増田幸弘/編 彩流社

14 914.6 下衆の極み 林真理子/著 文藝春秋

15 914.6 若狭がたり 水上勉/著 アーツアンドクラフツ

16 914.6 心地よさのありか 小川奈緒/文 小池高弘/画
パイインターナショナ
ル

17 914.6 大人しく老いてなんかいられない 広瀬久美子/著 海竜社

18 914.6 毒舌の作法  (ワニブックス|PLUS|新書) 吉川潮/著 ワニ・プラス

19 914.6 媚びない老後 桐島洋子/著 中央公論新社

20 915.5 随想奥の細道 谷口江里也/著 マネル・アルメン
ゴール/写真

未知谷

21 916 ADHDでよかった  (新潮新書) 立入勝義/著 新潮社

22 916 アンダーグラウンド 村上春樹/著 講談社

23 916 死にゆく人のかたわらで 三砂ちづる/著 幻冬舎

24 916 発達障害のピアニストからの手紙 野田あすか/著 野田福徳/著 アスコム

25 918.6 堺屋太一著作集 第6巻 堺屋太一/著 東京書籍

26 918.6 堺屋太一著作集 第7巻 堺屋太一/著 東京書籍

27 918.6 谷崎潤一郎全集 第23巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

28 930.2 地下道の鳩 ジョン・ル・カレ/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

29 933.7 ポクスル・ウェスト最後の飛行 ダニエル・トーデイ/著 武藤陽生/訳 早川書房

30 933.7 小さな家のローラ ローラ・インガルス・ワイルダー/作
安野光雅/絵・監訳

朝日出版社

31 933.7 地中の記憶 ローリー・ロイ/著 佐々田雅子/訳 早川書房

32 936 覗くモーテル観察日誌 ゲイ・タリーズ/著 白石朗/訳 文藝春秋

33 953.6 ジュール・ヴェルヌ<驚異の旅>コレクション 2 ジュール・ヴェルヌ/[著] インスクリプト

34 953.7 ペルーの鳥 ロマン・ギャリ/著 須藤哲生/訳 水声社

35 953.7 星の王子さま サン=テグジュペリ/著 浅岡夢二/訳 ゴマブックス

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか? 蒼井ブルー/原作 三津留ゆう/著 KADOKAWA

2 F 幽霊協奏曲 赤川次郎/著 文藝春秋

3 F 茜の茶碗 上田秀人/著 徳間書店

4 F 優しい幽霊たちの遁走曲(フーガ) 太田忠司/著 東京創元社

5 F キャピタル 加藤秀行/著 文藝春秋

6 F アリガト謝謝 木下諄一/著 講談社

7 F 水燃えて火 神津カンナ/著 中央公論新社

8 F 大暴落ガラ 幸田真音/著 中央公論新社

9 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.16
『このミステリーがすごい!』編集部
/編

宝島社

10 F さなとりょう 谷治宇/著 太田出版

11 F 成功者K 羽田圭介/著 河出書房新社

12 F 風のかたみ 葉室麟/著 朝日新聞出版

13 F 変態 平山瑞穂/編 皓星社

14 F 名誉と恍惚 松浦寿輝/著 新潮社

15 F みすゞと雅輔 松本侑子/著 新潮社

16 F ワインガールズ 松山三四六/著 ポプラ社

17 F 鬼神 矢野隆/著 中央公論新社

18 F ブランケット・ブルームの星型乗車券 吉田篤弘/絵と文 幻冬舎

19 F べっぴんさん 下 渡辺千穂/作 中川千英子/ノベライズ NHK出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B291.0 山と渓谷 田部重治/著 近藤信行/編 山と渓谷社

2 B402.1 たけしの面白科学者図鑑 [1] ビートたけし/著 新潮社

3 B913 ゲームマスター 沢村鐵/著 祥伝社

4 B933.7 イシャーの武器店 A.E.ヴァン・ヴォークト/著 沼沢洽
治/訳

東京創元社

5 B933.7 警視の挑戦 デボラ・クロンビー/[著] 西田佳子/
訳

講談社

6 B934.7 ファンタジーと言葉 アーシュラ・K.ル=グウィン/[著] 青
木由紀子/訳

岩波書店

7 BF 吹き溜まりのノイジーボーイズ 天沢夏月/[著] KADOKAWA

8 BF 沈黙 遠藤周作/著 新潮社

9 BF サンカの民を追って 岡本綺堂/[ほか]著 河出書房新社

10 BF いちばん嫌な敵 風野真知雄/[著] 角川書店

11 BF 天華の剣 上 門田泰明/著 光文社

12 BF 天華の剣 下 門田泰明/著 光文社

13 BF 鬼心の刺客 芝村凉也/[著] 講談社

14 BF 鬼溜まりの闇 芝村凉也/[著] 講談社

15 BF 雨上りの宮 鈴木英治/著 双葉社

16 BF 遺言状の願 鈴木英治/著 双葉社

17 BF かげろう妖剣 鳥羽亮/[著] 講談社

18 BF 晴追町には、ひまりさんがいる。 [2] 野村美月/著 講談社

19 BF 賄賂(まいない)千両 早見俊/著 祥伝社

F 小説 

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 BF 生き恥 藤井邦夫/著 文藝春秋

21 BF あま酒 藤原緋沙子/著 双葉社

22 BF 活版印刷三日月堂 [2] ほしおさなえ/[著] ポプラ社

23 BF 水鏡推理 6 松岡圭祐/[著] 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R019.3 読書世論調査 2017年版  
毎日新聞東京本社広告
局

2 R160.5 宗教年鑑 平成28年版 文化庁/編 文化庁

3 R213 [ホツマツタヱ] 大田田根子命/原典著 和仁估安聰/釋
述

日本翻訳センター

4 R290.3 日本・世界地図帳 2017-2018年版  朝日新聞出版

5 R291.0 日本全国合成地名の事典 浅井建爾/著 東京堂出版

6 R335.0 日本の企業グループ 2017  東洋経済新報社

7 R344.1 会計検査のあらまし 平成28年  アイネット(印刷)

8 R350.3 白書統計索引 2016 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

9 R361.9 社会生活統計指標 2017 総務省統計局/編集 日本統計協会

10 R361.9 統計でみる都道府県のすがた 2017 総務省統計局/編集 日本統計協会

11 R457.8 語源が分かる恐竜学名辞典 松田眞由美/著 小林快次/監修 北隆館

12 R565.5 アルミニウム統計年報 平成27年  日本アルミニウム協会

13 R693.2 信書便年報 平成28年度版  
総務省情報流通行政局
郵政行政部信書便事業

14 R769.0 舞踊年鑑 2016 舞踊公演アーカイヴ事業委員会/編 日本バレエ協会

15 R823 デイリーコンサイス中日・日中辞典 杉本達夫/共編 牧田英二/共編 三省堂

16 R829.1 デイリーコンサイス韓日・日韓辞典 尹亭仁/編 三省堂

17 R829.3 デイリー日タイ英・タイ日英辞典 宇戸清治/監修 三省堂編修所/編 三省堂

18 R829.4 日本語-フィリピン語-英語 フィリピン語-日本語-英語実用辞典 国際語学社編集部/編 国際語学社

19 R843.3 身につく独和・和独辞典 伊藤真/監修 三省堂編修所/編 三省堂

20 R853.3 デイリーコンサイス仏和・和仏辞典 木内良行/編 三省堂編修所/編 三省堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 高岡法科大学紀要 第28号  高岡法科大学

2 T050 富山県立大学紀要 第27巻 富山県立大学/編 富山県立大学

3 T050 富山高等専門学校紀要 第4巻 富山高等専門学校紀要委員会/[編] 富山高等専門学校

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

5 T069 研究紀要 第23号 富山県[立山博物館]/編 富山県[立山博物館]

6 T080 江戸の「百人一首」 綿抜豊昭/[述] 富山市教育委員会市
民学習センター/編

富山市市民学習セン
ター

7 T202 とやま発掘だより 平成28年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

8 T208 異国船能登へ来るの時書上げたる書類 白石正人/編 白石正人

9 T208 八尾西岩瀬四方町年寄等江申渡 白石正人/編 白石正人

10 T208 利幹公御事霊昭院様御逝去御葬式略留 白石正人/編 白石正人

11 T209.2 とやまの弥生王権 富山市考古資料館/編 富山市考古資料館

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 T210 黒部 第22号(2015) 日本黒部学会/編 日本黒部学会

13 T232.5 平榎亀田遺跡発掘調査報告 2017年 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

14 T232.8 願海寺・野々上 いま、むかし 舟竹孝/著 舟竹孝

15 T232.8 富山市北代縄文広場復原建物等整備事業報告書 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター/編

富山市教育委員会

16 T233.1 大山のこんなすごいところ 富山市大山歴史民俗資料館/編
富山市大山歴史民俗資
料館

17 T234.3 小糸尾萩野遺跡発掘調査報告 2017年 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

18 T244 高岡市史料集 第28集 高岡市立中央図書館/編 高岡市立中央図書館

19 T251 四角い古墳・丸い古墳 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

20 T251.7 中村大橋遺跡発掘調査報告 2017年 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

21 T265 三合新遺跡三合新芹谷遺跡発掘調査報告 2017年 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

22 T280.3 富山県人物・人材情報リスト 2017 日外アソシエーツ株式会社/編集
日外アソシエーツ(制
作)

23 T288 越中の豪族石黒一族の事典 石黒克彦/著 歴史春秋出版

24 T290 富山「地理・地名・地図」の謎  (じっぴコンパクト新書) 実業之日本社/編 実業之日本社

25 T290.2 北陸新幹線沿線パノラマ地図帖 能登印刷出版部/編集 能登印刷出版部

26 T290.3 富山県道路地図  昭文社

27 T290.9 るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷 18  JTBパブリッシング

28 T305 富大経済論集 第62巻第3号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

29 T314 富山県議会定例会会議録 平成28年11月 富山県議会/[編] 富山県議会

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

31 T318.3 市役所出前講座 平成28年度 富山市市民生活部男女参画・市民協
働課/[編]

富山市

32 T318.3 第2次富山市総合計画 2017-2026 富山市企画管理部企画調整課/編
富山市企画管理部企画
調整課

33 T318.3 富山市まち・ひと・しごと総合戦略 富山市/[編] 富山市

34 T318.3 富山市刊行物目録 平成28年1月-12月 富山市立図書館/編 富山市立図書館

35 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 平成29年3月 [富山市議会/編] 富山市

36 T319.9 四島は私たちのふるさと 富山県北方領土問題教育者会議,北方
領土返還要求運動富山県民会議/編

富山県北方領土問題教
育者会議

37 T330.5 富山県民経済計算報告書 平成26年度 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

38 T333 富山県経済・文化長期ビジョン 富山県知事政策局/編 富山県

39 T334 砺波にルーツを持つ人々 砺波郷土資料館/編 砺波郷土資料館

40 T344 富山地区広域圏事務組合一般会計歳入歳出決算書及び付属書類 平成27年度 富山地区広域圏事務組合/[編]
富山地区広域圏事務組
合

41 T344 平成27年度決算について  [富山市]

42 T344 予算の概要 平成28年度 富山市/[編] 富山市

43 T344 予算特別委員会会議録 平成28年11月 富山県議会/[編] 富山県議会

44 T350 100の指標 統計からみた富山 平成28年度版 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

45 T350 富山県勢要覧 平成28年版 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

46 T350 富山県統計年鑑 平成27年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

47 T353 富山市統計書 第12回 平成28年度版 富山市企画管理部情報統計課統計係/
編

富山市

48 T358 富山県の人口 平成28年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

49 T365 消費動向調査 平成27年度 富山市商工会議所/編 富山市

50 T366.3 賃金等労働条件実態調査報告書 平成28年度 富山県商工労働部労働雇用課/編
富山県商工労働部労働
雇用課

51 T367 第2次富山市男女共同参画プラン 2017-2026 富山市市民生活部男女参画・市民協
働課/[編]

富山市市民生活部男女
参画・市民協働課

52 T369.7 富山市ボランティアセンター 富山市ボランティアセンター/[編]
富山市ボランティアセ
ンター

53 T370.5 学校統計の概況 平成28年度 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

54 T370.6 研究紀要 第12集(平成28年度) 富山市小学校長会/編 富山市小学校長会

55 T373.4 教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 平成27年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

56 T374 学校の保健・災害のあらまし 平成28年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 T375.3 人権教育の指導事例集 (10) 第2集 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

58 T375.3 人権教育推進のために 平成29年3月 富山県教育委員会生涯学習・文化財
室/編

富山県教育委員会

59 T377.3 学校案内 2016 富山市立看護専門学校/[編] 富山市立看護専門学校

60 T377.3 学生便覧 平成28年度 第11回生 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

61 T377.3 富山市立富山外国語専門学校 2015 富山市立富山外国語専門学校/[編] 富山外国語専門学校

62 T379.1 けやき 第36号 富山市民大学学友会会誌けやき編集
委員会/編

富山市民大学学友会

63 T379.1 富山市民大学学報 2016(平成28年度) 富山市教育委員会富山市市民学習セ
ンター/編

富山市市民学習セン
ター

64 T379.9
「とやま県民家庭の日」に関する作品コンクール<作文の部>入賞作品集 第
51回

富山県厚生部児童青年家庭課/編 青
少年育成富山県民会議/編

富山県厚生部児童青年
家庭課

65 T380 北陸の民俗 第33集 富山民俗の会/[ほか]編 富山民俗の会

66 T380 北陸の民俗 第34集 富山民俗の会/[ほか]編 富山民俗の会

67 T383 富山市八尾町の生活文化 野澤豊一/編 藤本武/編
富山大学人文学部文化
人類学研究室

68 T388.9 写真・資料にみる明治・大正・昭和のおわら 富山県民謡越中八尾おわら保存会
/[編]

富山県民謡越中八尾お
わら保存会

69 T450.9 環日本海地域の環境保全 吉田尚郁/[著] 富山県観光・地域振
興局地方創生推進室/編

富山県観光・地域振興
局地方創生推進室

70 T450.9 富山市の身近な自然調査2012-2016報告書 富山市科学博物館/編 富山市科学博物館

71 T452.9 名水の里の30年 記念誌編集部会/編 黒部名水会

72 T458 神通川の石 増渕佳子/編著 富山市科学博物館

73 T470 会誌 50号 富山県植物友の会/編 富山県植物友の会

74 T470 会誌 51号 富山県植物友の会/編 富山県植物友の会

75 T470 会誌 52号 富山県植物友の会/編 富山県植物友の会

76 T490.5 富山県立中央病院医学雑誌 第39巻 第1.2号 平成28年 富山県立中央病院研修部/編集 富山県立中央病院

77 T490.5 富山県立中央病院医学雑誌 第39巻 第3.4号 平成28年 富山県立中央病院研修部/編集 富山県立中央病院

78 T498 健康づくりに関する市民意識調査報告書 平成28年12月 富山市福祉保健部保健所/編 富山市

79 T498 病院年報 平成27年度 富山市立富山市民病院/編 富山市立富山市民病院

80 T498 保健統計年報 第66号(平成26年) 富山県厚生部医務課/編 富山県厚生部医務課

81 T498.3
富山市における小学生・中学生の喫煙・飲酒に関する調査報告書 平成29年
2月

富山市保健所/編 富山市保健所

82 T519 富山市上下水道事業中長期ビジョン 富山市上下水道局/[編] 富山市上下水道局

83 T519.5 広域圏事業概要 平成28年度 富山地区広域圏事務組合/編
富山地区広域圏事務組
合

84 T519.5 富山市環境報告書 第1部 平成28年度版 富山市環境部環境政策課/編 富山市

85 T519.5 富山市環境報告書 第2部 平成28年版 富山市環境部環境政策課/編 富山市

86 T519.5 富山地区広域圏分別収集計画 平成29年度～平成33年度 富山地区広域圏事務組合/編
富山地区広域圏事務組
合

87 T610 富山県農林水産総合技術センター農業研究所研究報告 第7号
富山県農林水産総合技術センター農
業研究所/編

富山県農林水産総合技
術センター農業研究所

88 T688 とやまの観光 むかし・いま 富山県公文書館/[編] 富山県公文書館

89 T702 愛蔵版ふるさと美術館 「愛蔵版ふるさと美術館」編集委員
会/編

北国新聞社

90 T706 美の祭典 越中アートフェスタ 2016 美の祭典越中アートフェスタ実行委
員会事務局/編

美の祭典越中アート
フェスタ実行委員会

91 T706.9 富山市美術展 第12回(2016)  
富山市美術展実行委員
会

92 T748 万華鏡 292号  ふるさと開発研究所

93 T775 とやま世界こども舞台芸術祭記録誌 2016  
とやま世界こども舞台
芸術祭実行委員会

94 T780 富山県高校スポーツ記録 第34号 2016 富山県高等学校体育連盟/編
富山県高等学校体育連
盟

95 T784 白き太刀嶺 井上 晃ほか/編
富山 富山県スキー連
盟

96 T786 サトウとウェストンの明治立山登山紀行 福沢都茂子/翻訳 浦田正吉/[編] 浦田正吉

97 T786 富山の百山 富山県山岳連盟/編 北日本新聞社

98 T818 「ふるさとの優れた先人に学ぶ」作文コンクール入賞作文集 第7回 富山県教育委員会教育企画課/[編] 富山県教育委員会

99 T905 とやま文学 第35号 富山県芸術文化協会/編集 富山県芸術文化協会

100 T910 文芸 芝水 第24号 平成28年  
福野文化協会文芸部門
協議会

101 T911.2 官人大伴家持 中西進/監修 高志の国文学館/編・解
説

桂書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

102 T913.6 坪川正句集 坪川正/著 坪川正

103 T980 「高志の国文学」情景作品コンクール入選作品集 平成28年度
富山県教育委員会生涯学習・文化財
室/編

富山県教育委員会生涯
学習・文化財室

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 911.1 短歌をよむ  大活字本シリーズ 俵万智/著 埼玉福祉会

2 911.1 土屋文明歌集  大活字本シリーズ 土屋文明/自選 埼玉福祉会

3 911.3 俳句への旅 上 大活字本シリーズ 森澄雄/著 埼玉福祉会

4 911.3 俳句への旅 下 大活字本シリーズ 森澄雄/著 埼玉福祉会

5 914.6 老いのかたち  大活字本シリーズ 黒井千次/著 埼玉福祉会

6 914.6 屋上への誘惑  大活字本シリーズ 小池昌代/著 埼玉福祉会

7 914.6 おふくろの夜回り  大活字本シリーズ 三浦哲郎/著 埼玉福祉会

8 914.6 残夢整理  大活字本シリーズ 多田富雄/著 埼玉福祉会

9 916 やまない雨はない  大活字本シリーズ 倉嶋厚/著 埼玉福祉会

10 F 翳りゆく夏 上 大活字本シリーズ 赤井三尋/著 埼玉福祉会

11 F 翳りゆく夏 下 大活字本シリーズ 赤井三尋/著 埼玉福祉会

12 F 家族トランプ 上 大活字本シリーズ 明野照葉/著 埼玉福祉会

13 F 家族トランプ 下 大活字本シリーズ 明野照葉/著 埼玉福祉会

14 F 花あらし 上 大活字本シリーズ 阿刀田高/著 埼玉福祉会

15 F 花あらし 下 大活字本シリーズ 阿刀田高/著 埼玉福祉会

16 F お吉写真帖 上 大活字本シリーズ 安部龍太郎/著 埼玉福祉会

17 F お吉写真帖 下 大活字本シリーズ 安部龍太郎/著 埼玉福祉会

18 F 珈琲屋の人々 上 大活字本シリーズ 池永陽/著 埼玉福祉会

19 F 珈琲屋の人々 下 大活字本シリーズ 池永陽/著 埼玉福祉会

20 F 幕末新選組 上 大活字本シリーズ 池波正太郎/著 埼玉福祉会

21 F 幕末新選組 下 大活字本シリーズ 池波正太郎/著 埼玉福祉会

22 F 怪人二十面相 上 大活字名作シリーズ 江戸川乱歩/著 ゴマブックス

23 F 怪人二十面相 下 大活字名作シリーズ 江戸川乱歩/著 ゴマブックス

24 F 沈黙 1 大活字文庫 遠藤周作/[著] 大活字

25 F 沈黙 2 大活字文庫 遠藤周作/[著] 大活字

26 F 沈黙 3 大活字文庫 遠藤周作/[著] 大活字

27 F 八丁堀育ち  大活字本シリーズ 風野真知雄/著 埼玉福祉会

28 F どこから行っても遠い町 上 大活字本シリーズ 川上弘美/著 埼玉福祉会

29 F どこから行っても遠い町 下 大活字本シリーズ 川上弘美/著 埼玉福祉会

30 F 無花果の森 上 大活字本シリーズ 小池真理子/著 埼玉福祉会

31 F 無花果の森 中 大活字本シリーズ 小池真理子/著 埼玉福祉会

32 F 無花果の森 下 大活字本シリーズ 小池真理子/著 埼玉福祉会

33 F 捨剣 上 大活字本シリーズ 佐江衆一/著 埼玉福祉会

34 F 捨剣 下 大活字本シリーズ 佐江衆一/著 埼玉福祉会

35 F 短夜の髪 上 大活字本シリーズ 澤田ふじ子/著 埼玉福祉会

36 F 短夜の髪 下 大活字本シリーズ 澤田ふじ子/著 埼玉福祉会

37 F 御家人斬九郎 上 大活字本シリーズ 柴田錬三郎/著 埼玉福祉会

38 F 御家人斬九郎 下 大活字本シリーズ 柴田錬三郎/著 埼玉福祉会

大活字 （文学・小説） 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 F 江戸の海 上 大活字本シリーズ 白石一郎/著 埼玉福祉会

40 F 江戸の海 下 大活字本シリーズ 白石一郎/著 埼玉福祉会

41 F あとより恋の責めくれば 上 大活字本シリーズ 竹田真砂子/著 埼玉福祉会

42 F あとより恋の責めくれば 下 大活字本シリーズ 竹田真砂子/著 埼玉福祉会

43 F 斜陽 前編 大活字名作シリーズ 太宰治/著 ゴマブックス

44 F 斜陽 後編 大活字名作シリーズ 太宰治/著 ゴマブックス

45 F 人間失格 前編 大活字名作シリーズ 太宰治/著 ゴマブックス

46 F 人間失格 後編 大活字名作シリーズ 太宰治/著 ゴマブックス

47 F 走れメロス  大活字名作シリーズ 太宰治/著 ゴマブックス

48 F 閃光 1 大活字本シリーズ 永瀬隼介/著 埼玉福祉会

49 F 閃光 2 大活字本シリーズ 永瀬隼介/著 埼玉福祉会

50 F 閃光 3 大活字本シリーズ 永瀬隼介/著 埼玉福祉会

51 F 閃光 4 大活字本シリーズ 永瀬隼介/著 埼玉福祉会

52 F 商人 上 大活字本シリーズ ねじめ正一/著 埼玉福祉会

53 F 商人 下 大活字本シリーズ ねじめ正一/著 埼玉福祉会

54 F 自白 上 大活字本シリーズ 乃南アサ/著 埼玉福祉会

55 F 自白 下 大活字本シリーズ 乃南アサ/著 埼玉福祉会

56 F 夜の橋 上 大活字本シリーズ 藤沢周平/著 埼玉福祉会

57 F 夜の橋 下 大活字本シリーズ 藤沢周平/著 埼玉福祉会

58 F 越前竹人形  大活字本シリーズ 水上勉/著 埼玉福祉会

59 F 銀河鉄道の夜 上 大活字名作シリーズ 宮沢賢治/著 ゴマブックス

60 F 銀河鉄道の夜 下 大活字名作シリーズ 宮沢賢治/著 ゴマブックス

61 F あかんべえ 上 大活字本シリーズ 宮部みゆき/著 埼玉福祉会

62 F あかんべえ 中 大活字本シリーズ 宮部みゆき/著 埼玉福祉会

63 F あかんべえ 下 大活字本シリーズ 宮部みゆき/著 埼玉福祉会

64 F 日月めぐる 上 大活字本シリーズ 諸田玲子/著 埼玉福祉会

65 F 日月めぐる 下 大活字本シリーズ 諸田玲子/著 埼玉福祉会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あしたから1ねんせい きむらゆういち/さく 有田奈央/え 新日本出版社

2 E アリとキリギリス [イソップ/原作] 蜂飼耳/文 岩崎書店

3 E イーストンと春の風 巣山ひろみ/文 佐竹美保/絵 出版ワークス

4 E いそいでおでかけ 五味太郎/さく 童心社

5 E おぼろ月のおさんぽ ウォルター・デ・ラ・メア/詩 カロ
リーナ・ラベイ/絵

岩崎書店

6 E キツネとぶどう [イソップ/原作] 蜂飼耳/文 岩崎書店

7 E さらじいさん はせがわはっち/著 ブロンズ新社

8 E シンデレラ グリム/原作 グリム/原作 文化学園文化出版局

9 E だれかな?だれかな? とよたかずひこ/著 アリス館

10 E でんしゃのまるさんかくしかく  交通新聞社

11 E ドームがたり アーサー・ビナード/作 スズキコー
ジ/画

玉川大学出版部

12 E とんとんだあれ? マレーク・ベロニカ/作 風濤社

13 E へたなんよ ひこ・田中/文 はまのゆか/絵 光村教育図書

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 E まだかなまだかな 伊藤正道/文・絵 偕成社

15 E マロンちゃんカレーつくってみよう! 西村敏雄/作 文溪堂

16 E ミツバチぎんのおくりもの 西本鶏介/作 おぐらひろかず/絵 鈴木出版

17 E 火山とくらす 井口正人/監修 宮武健仁/写真・文 くもん出版

18 E 恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルス 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

19 E 日本の火山  火山の国に生きる 井口正人/監修 宮武健仁/写真・文 くもん出版

20 E 猫魔ケ岳の妖怪  日本傑作絵本シリーズ 八百板洋子/再話 斎藤隆夫/絵 福音館書店

86

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K159 どこまでも生きぬいて 水谷修/著 PHP研究所

2 K160 国際理解につながる宗教のこと 1 池上彰/監修! 教育画劇

3 K281 教科書にのせたい!日本人じてん 2 岡澤憲芙/監修 こどもくらぶ/編 彩流社

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

5 K369 わかる!取り組む!災害と防災 1 帝国書院編集部/編集 帝国書院

6 K369 わかる!取り組む!災害と防災 2 帝国書院編集部/編集 帝国書院

7 K369 わかる!取り組む!災害と防災 3 帝国書院編集部/編集 帝国書院

8 K369 わかる!取り組む!災害と防災 4 帝国書院編集部/編集 帝国書院

9 K369 わかる!取り組む!災害と防災 5 帝国書院編集部/編集 帝国書院

10 K375 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング! 1・2年生 水戸部修治/監修 あかね書房

11 K375 アクティブ・ラーニング 学習発表編 西岡加名恵/監修 PHP研究所

12 K375 アクティブ・ラーニング 調べ学習編 西岡加名恵/監修 PHP研究所

13 K375 学年ビリから東大へ進み、作家になった私の勉強法 竹内薫/著 PHP研究所

14 K375 中学一冊目の参考書 船登惟希/著 usi/イラスト KADOKAWA

15 K377 はばたけ!「留学」で広がる未来 2 横山匡/監修 くもん出版

16 K378 知ろう!学ぼう!障害のこと [2]  金の星社

17 K378 知ろう!学ぼう!障害のこと [3]  金の星社

18 K388 キノコが生えた男の子 砂沢クラ/[ほか]語り 寮美千子/文
アイヌ文化振興・研究
推進機構

19 K465 わくわく微生物ワールド 1 細矢剛/監修 鈴木出版

20 K465 わくわく微生物ワールド 3 細矢剛/監修 鈴木出版

21 K471 調べてなるほど!花のかたち 柳原明彦/絵と文 縄田栄治/監修 保育社

22 K478 スギの絵本 正木隆/編 宇野信哉/絵 農山漁村文化協会

23 K479 ケヤキの絵本 横井秀一/編 川上和生/絵 農山漁村文化協会

24 K479 さくら研究ノート 近田文弘/著 大野八生/絵 偕成社

25 K481 うみのかくれんぼ [2] 武田正倫/監修 金の星社

26 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

27 K493 おうちで学校で役にたつアレルギーの本 2 赤澤晃/監修 見杉宗則/絵 WAVE出版

28 K493 正しく怖がる感染症  (ちくまプリマー新書） 岡田晴恵/著 筑摩書房

29 K509 大接近!工場見学 1 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

30 K509 大接近!工場見学 2 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

31 K536 車いすはともだち 城島充/著 講談社

32 K548 ロボット大研究 3 日本ロボット工業会/監修 フレーベル館

33 K616 ミャンマーで米、ひとめぼれを作る 橋本玲/写真文 理論社

34 K686 鉄道にっぽん!47都道府県の旅 1 山崎友也/監修 教育画劇

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 K702 感じて見よう!はじめてであう日本美術 1 佐野みどり/監修 教育画劇

36 K750 うごくおもちゃをつくろう! [2] K&BSTUDIO/作 あかね書房

37 K757 なりたい!知ろう!デザイナーの仕事 3 小石新八/監修 稲葉茂勝/構成・文 新日本出版社

38 K768 大研究雅楽と民謡の図鑑 国土社編集部/編 国土社

39 K771 劇場ってどんなところ? フロランス・デュカトー/文 シャン
タル・ペタン/絵

西村書店

40 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

41 K780 オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田久/監修 筑波大学オリンピック
教育プラットフォーム/責任編集

学研プラス

42 K780 スポーツ日本地図 4 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガジ
ン社

43 K780 障がい者スポーツ大百科 3 大熊廣明/監修 こどもくらぶ/編 六耀社

44 K780 調べよう!知ろう!体とスポーツ 3 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

45 K783 知ってる?バドミントン 中口直人/著
ベースボール・マガジ
ン社

46 K798 おはじき 東京おもちゃ美術館/監修文 文溪堂

47 K798 絶対ダマされる!!ひっかけ&10回クイズ 小野寺ぴりり紳/作 つぼいひろき/絵 ポプラ社

48 K798 超ひっかけ!10回クイズ大魔王 小野寺ぴりり紳/作 伊東ぢゅん子/絵 ポプラ社

49 K814 この表現がぴったり!にていることばの使い分け 2 高木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

50 K814 この表現がぴったり!にていることばの使い分け 3 高木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

51 K901 人はなぜ物語を求めるのか  (ちくまプリマー新書) 千野帽子/著 筑摩書房

52 K913 銀のくじゃく 安房直子/作 高橋和枝/絵 偕成社

53 K913 魔法の庭の宝石のたまご あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

54 K913 11歳のバースデー [5] 井上林子/作 イシヤマアズサ/絵 くもん出版

55 K913 氷の上のプリンセス [9] 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

56 K913 約束の木 菊池和美/作 藤本有紀子/絵 てらいんく

57 K913 おてつだいおばけさん [2] 季巳明代/作 長谷川知子/絵 国土社

58 K913 キャプテン ちばあきお/原作 山田明/小説 学研プラス

59 K913 おしりたんていかいとうVSたんてい トロル/さく・え ポプラ社

60 K913 ねこ天使とおかしの国に行こう! 中井俊已/作 木村いこ/絵 PHP研究所

61 K913 古典から生まれた新しい物語 おもしろい話 日本児童文学者協会/編 偕成社

62 K913 灰谷健次郎童話セレクション 3 灰谷健次郎/著 汐文社

63 K913 サイアク! 花田鳩子/作 藤原ヒロコ/絵 PHP研究所

64 K913 真田十勇士 6 松尾清貴/著 理論社

65 K933 ミス・マープル アガサ・クリスティー/著 中尾明/訳 汐文社

66 K933 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン/作 堀川志野舞/
訳

理論社
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