
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 日本の課題を読み解くわたしの構想 2 NIRA総合研究開発機構/編 NIRA総合研究開発機構

2 002.7 夜型人間のための知的生産術  (ポプラ新書) 齋藤孝/著 ポプラ社

3 007 図解コレ1枚でわかる最新ITトレンド 斎藤昌義/著 技術評論社

4 007.1 VRインパクト 伊藤裕二/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

5 007.1 そろそろ、人工知能の真実を話そう ジャン=ガブリエル・ガナシア/著 伊
藤直子/監訳 早川書房

6 007.1 VRコンテンツ開発ガイド 2017 西川善司/共著 古林克臣/共著
エムディエヌコーポ
レーション

7 007.1 暗号の数学 ジョシュア・ホールデン/著 松浦俊
輔/訳 青土社

8 007.1 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? 山本一成/著 ダイヤモンド社

9 007.3 アップルは終わったのか? 前刀禎明/著 ゴマブックス

10 007.3 VR<仮想現実>ビジネス成功の法則 日経産業新聞/編 日本経済新聞出版社

11 007.3 技術者のための新サービス企画の提案法 宮保憲治/共著 小川猛志/共著 コロナ社

12 007.5 iPhone手帳術 舘神龍彦/[著] 枻出版社

13 007.6 プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 阿佐志保/著 中井悦司/著・監修 翔泳社

14 007.6 動かして学ぶセキュリティ入門講座 岩井博樹/著 SBクリエイティブ

15 007.6 できるOffice 365 2017年度版 インサイトイメージ/著 できるシ
リーズ編集部/著

インプレス

16 007.6 きちんとわかる!JavaScriptとことん入門 大津真/著 技術評論社

17 007.6 小さな会社ではじめてIT担当になった人のセキュリティ入門 奥田英太郎/著 秀和システム

18 007.6 Adobe Photoshopコンテンツ・デザインパーフェクトマスター 音賀鳴海/著 アンカー・プロ/著 秀和システム

19 007.6 外資系投資銀行がやっている最速のExcel 熊野整/著 KADOKAWA

20 007.6 親子で学ぶはじめてのプログラミング 掌田津耶乃/著 マイナビ出版

21 007.6 Excel VBAを実務で使い倒す技術 高橋宣成/著 秀和システム

22 007.6 カラー図解Javaで始めるプログラミング  (ブルーバックス) 高橋麻奈/著 講談社

23 007.6 LINE BOTを作ろう! 立花翔/著 翔泳社

24 007.6 1からはじめるITアーキテクチャー構築入門 二上哲也/ほか著 田端真由美/ほか著 日経BP社

25 007.6 今すぐ使えるかんたんWordPress最新版ホームページ作成入門 西真由/著 技術評論社

26 007.6 Accessではじめるデータベース超入門 西村めぐみ/著 技術評論社

27 007.6 Windows Server 2016パーフェクトマスター 野田ユウキ/著 アンカー・プロ/著 秀和システム

28 007.6 iPadスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

29 007.6 パーフェクトRuby Rubyサポーターズ/著 技術評論社

30 010 図書館情報学 上田修一/編著 倉田敬子/編著 勁草書房

31 010.4 ポストデジタル時代の公共図書館 植村八潮/編 柳与志夫/編 勉誠出版

32 014.5 サインはもっと自由につくる 中川卓美/著 日本図書館協会

33 017 学校司書という仕事 高橋恵美子/著 青弓社

34 018.0 公文書館紀行 長井勉/著 丸善プラネット

35 018.0 アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー/著 梶山あゆみ/
訳 紀伊國屋書店

36 019.9 「考える人」は本を読む  (角川新書) 河野通和/[著] KADOKAWA

37 021.2 著作権の誕生 宮澤溥明/著 太田出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 022.8 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂/著 本づくり協会/監修 河出書房新社

39 023.0 歴史を商う 西端真矢/著 雄山閣

40 023.1 出版の境界に生きる 宮田昇/著 太田出版

41 049 私だけが知っている金言・笑言・名言録 2 高田文夫/著 新潮社

42 049 テレビじゃ言えない  (小学館新書) ビートたけし/著 小学館

43 051 雑誌メディアの文化史 吉田則昭/編 森話社

44 070.1 政治を動かすメディア 芹川洋一/著 佐々木毅/著 東京大学出版会

45 070.1 記者と権力 滝鼻卓雄/著 早川書房

46 070.1 挑戦する世界の通信社 世界の通信社研究会/編 新聞通信調査会

47 070.2 仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井潤/著 青弓社

48 080 柏木如亭詩集 1 柏木如亭/[著] 揖斐高/訳注 平凡社

49 080 陳独秀文集 3 陳独秀/[著] 平凡社

50 081.6 吉本隆明全集 37 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 絶望を生きる哲学 池田晶子/著 わたくし、つまり
Nobody/編 講談社

2 115 知覚と判断の境界線 源河亨/著 慶應義塾大学出版会

3 121.0 日本人の哲学 4 鷲田小彌太/著 言視舎

4 121.5 思想史のなかの日本語 中村春作/著 勉誠出版

5 122 新釈漢文大系 97  明治書院

6 124.2 Tao老子の教え 老子/[著] 安冨歩/[訳]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

7 124.5 『韓非子』に学ぶリーダー哲学 竹内良雄/著 川崎享/著 東洋経済新報社

8 134.9 フッサールの現象学 ダン・ザハヴィ/著 工藤和男/訳 晃洋書房

9 140.1 行動主義の心理学 J.B.ワトソン/著 安田一郎/訳 ちとせプレス

10 140.7 心理学統計入門 板口典弘/著 森数馬/著 講談社

11 140.7 心理学レポート・論文の書き方 板口典弘/著 山本健太郎/著 講談社

12 140.7 心理調査の基礎 日本心理学会/監修 サトウタツヤ/編 有斐閣

13 141.2 ベクションとは何だ!? 妹尾武治/著 鈴木宏昭/コーディネー
ター 共立出版

14 141.3 あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀繁/著 NHK出版

15 141.5 ミス・ムダがゼロになる「集中力」 須崎恭彦/著 明日香出版社

16 141.5 IDEA FACTORY アンドリー・セドニエフ/[著] 弓場
隆/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

17 141.5 逆説の法則 西成活裕/著 新潮社

18 141.6 30分でできる怒りのセルフコントロール ロナルド T.ポッターエフロン/著 パ
トリシア S.ポッターエフロン/著 金剛出版

19 141.6 30分でできる不安のセルフコントロール マシュー・マッケイ/著 トロイ・
デュフレーヌ/著 金剛出版

20 141.6 失敗できない社会人のためのあがり・緊張コントロールメソッド36 松本幸夫/著 青月社

21 141.7 図解モチベーション大百科 池田貴将/編著 サンクチュアリ出版

22 141.7 小さな習慣 スティーヴン・ガイズ/著 田口未和/
訳 ダイヤモンド社

23 141.9 平均思考は捨てなさい トッド・ローズ/著 小坂恵理/訳 早川書房

24 143 つらさを乗り越えて生きる 山岸明子/著 新曜社

25 145.1 無意識の構造  (中公新書) 河合隼雄/著 中央公論新社

26 146.1 寄る辺なき自我の時代 妙木浩之/著 現代書館

27 146.1 自信がなくても幸せになれる心理学 和田秀樹/著 PHP研究所

28 146.8 図解やさしくわかる認知行動療法 福井 至/監修 貝谷 久宣/監修 ナツメ社

29 146.8 精神科医がみつけた運のいい人、悪い人の心の習慣 水島広子/著 海竜社

30 148.9 タロットの秘密  (講談社現代新書) 鏡リュウジ/著 講談社

31 150 超・倫理学講義 鷲田小彌太/著 言視舎

32 151.6 幸福の「資本」論 橘玲/著 ダイヤモンド社

33 157.2 超訳報徳記 富田高慶/原著 木村壮次/現代語訳 致知出版社

34 159 素直な心に花が咲く 池田繁美/著 モラロジー研究所

35 159 「まずは行動」する人がうまくいく 岡本まい/著 WAVE出版

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 159 世界のお金持ちが20代からやってきたお金を生む法則 加谷珪一/著 ダイヤモンド社

37 159 ずっとやりたかったことを、やりなさい。 ジュリア・キャメロン/著 菅靖彦/訳 サンマーク出版

38 159 『菜根譚』からはじめるつながらない関係 小池龍之介/著 青春出版社

39 159 知的人生を楽しむコツ 齋藤孝/著 PHP研究所

40 159 できない自分を認める力 友末亮三/共著 高田机上/共著 実業之日本社

41 159 やり抜く脳の鍛え方 茂木健一郎/著 学研プラス

42 159.4 入社3年塾 赤羽雄二/著 三笠書房

43 159.4 評価の基準 國武大紀/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

44 159.4 超(スーパー)楽仕事術 佐藤大和/著 水王舎

45 159.4 研修では教えてくれない会社で働く人の常識110 アラン・ションバーグ/[著] 弓場隆/
訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

46 159.4 仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣 麓幸子/著 日経BP総研マーケティン
グ戦略研究所/編 日経BP社

47 159.4 世界一打たれ強い働き方 フラナガン裕美子/著 実務教育出版

48 159.4 2割に集中して結果を出す習慣術 古川武士/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

49 159.4 多動力 堀江貴文/著 幻冬舎

50 159.4 ルーキー・スマート リズ・ワイズマン/著 池村千秋/訳 海と月社

51 159.6 乙女の心得 石川真理子/著 グッドブックス

52 159.6 オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会/編 サンクチュアリ出版

53 159.7 50歳から人生を大逆転 心屋仁之助/著 PHP研究所

54 159.8 子ども超訳一生大切にしたい70の名言 根本浩/著 SBクリエイティブ

55 159.8 ダメな奴ほど成功する。 星まこと/著 自由国民社

56 162.1 なぜ日本人は神社にもお寺にも行くのか 島田裕巳/著 双葉社

57 164 世界神話入門 篠田知和基/著 勉誠出版

58 164 新・神話学入門 山田仁史/著 朝倉書店

59 169.1 カルト宗教事件の深層 藤田庄市/著 春秋社

60 170.4 日本人が大切にしてきた神様に愛される生き方 中島隆広/著 アスコム

61 181.0 集中講義大乗仏教 佐々木閑/著 NHK出版

62 186.8 祈りと現世利益の仏たち 小峰彌彦/著 小峰智行/著 春秋社

63 186.9 御朱印でめぐる秩父 『地球の歩き方』編集室/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

64 188.4 人として生きる 酒井圓弘/著 ゆいぽおと

65 188.5 仏教の女神たち 森雅秀/著 春秋社

66 188.7 イラストで知る浄土真宗 川添泰信/監修 洋泉社

67 188.8 心と体が最強になる禅の食 千葉公慈/著 河出書房新社

68 188.8 栄西 中尾良信/著 瀧瀬尚純/著 創元社

69 188.8 縁を生きる 中野東禅/著 創元社

70 188.9 現代語訳日蓮聖人の宗旨 [井村日咸/著] 河村孝照/編訳 国書刊行会

71 188.9 坊さんの妙薬小咄88話 松本修明/著 国書刊行会

72 192.1 聖書を読んだ30人 鈴木範久/著 日本聖書協会

73 192.3 宗教改革者たちの信仰 金子晴勇/著 教文館

74 193.4 七十人訳ギリシア語聖書 エレミヤ書 秦剛平/訳 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 歴史ができるまで J.H.エリオット/著 立石博高/訳 岩波書店

2 204 世界史を創ったビジネスモデル 野口悠紀雄/著 新潮社

3 204 歴史の喩法 ヘイドン・ホワイト/著 上村忠男/編
訳 作品社

4 204 魅惑の財宝伝説  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

5 209 図解でわかるホモ・サピエンスの秘密 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

6 209 反転授業世界史リーディングス 上野昌之/著 花伝社

7 209 世界史/いま、ここから 小田中直樹/編 帆刈浩之/編 山川出版社

8 209.5 大航海時代の日本人奴隷 ルシオ・デ・ソウザ/著 岡美穂子/著 中央公論新社

9 209.6 世界の特別な1日 マルゲリータ・ジャコーザ/著 ロベ
ルト・モッタデリ/著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 210.4 知っておきたい歴史の新常識 歴史科学協議会/編 勉誠出版

11 213 建築から見た日本古代史  (ちくま新書) 武澤秀一/著 筑摩書房

12 213 イラストで丸わかり!古事記入門  洋泉社

13 213.3 推古天皇・聖徳太子 歴史展示企画会議/監修
奈良県地域振興部文化
資源活用課

14 213.5 天皇側近たちの奈良時代 十川陽一/著 吉川弘文館

15 213.5 聖武天皇・光明皇后 歴史展示企画会議/監修
奈良県地域振興部文化
資源活用課

16 213.6 平安朝の女性と政治文化 服藤早苗/編著 明石書店

17 213.7 列島を翔ける平安武士 野口実/著 吉川弘文館

18 213.7 現代語訳小右記 4 [藤原実資/記] 倉本一宏/編 吉川弘文館

19 215 江戸の長者番付  (青春新書INTELLIGENCE) 菅野俊輔/著 青春出版社

20 215 徳川社会の底力 山崎善弘/著 柏書房

21 215.8 安政六年四月 『伏木浦異船渡来一件』 白石正人/編 白石正人

22 215.9 忘れられた黒船 後藤敦史/著 講談社

23 216 日本近代の歴史 6 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

24 216 イノベーターたちの日本史 米倉誠一郎/著 東洋経済新報社

25 217 昭和維新史との対話 保阪正康/著 鈴木邦男/著 現代書館

26 217 軍が警察に勝った日 山田邦紀/著 現代書館

27 217.5 父の謝罪碑を撤去します 大高未貴/著 産経新聞出版

28 217.5 緑十字機決死の飛行 岡部英一/著 静岡新聞社(発売)

29 217.5 大東亞戰爭は日本が勝った ヘンリー・S.ストークス/著 藤田裕
行/訳・構成 ハート出版

30 217.6 <ヤミ市>文化論 井川充雄/編 石川巧/編 ひつじ書房

31 219.3 江戸・東京の事件現場を歩く 黒田涼/著 マイナビ出版

32 219.5 釜トンネル 菊地俊朗/著 信濃毎日新聞社

33 219.5 井伊直虎の真実 黒田基樹/著 KADOKAWA

34 219.9 沖縄の戦争遺跡 吉浜忍/著 吉川弘文館

35 221.0 植民地がつくった近代 尹海東/著 沈煕燦/訳 三元社

36 222.0 鏡が語る古代史  (岩波新書 新赤版) 岡村秀典/著 岩波書店

37 222 鏡鑑(かがみ)としての中国の歴史 礪波護/著 法藏館

38 222.5 満洲文化物語 喜多由浩/著 集広舎

39 222.6 モンゴル帝国誕生 白石典之/著 講談社

40 223 海の人類史 小野林太郎/著 雄山閣

41 227.9 ぼくの村は壁で囲まれた 高橋真樹/著 現代書館

42 230.4 中世仕事図絵 ヴァーツラフ・フサ/編著 藤井真生/
訳 八坂書房

43 233.0 発見!不思議の国のアリス 寺嶋さなえ/著 彩流社

44 233.9 図説アイルランドの歴史 山本正/著 河出書房新社

45 234.0 近代ドイツの歴史とナショナリズム・マイノリティ 伊藤定良/著 有志舎

46 234.0 ドイツ三〇〇諸侯 菊池良生/著 河出書房新社

47 234.7 ブダペシュトを引き剝がす 戸谷浩/著 彩流社

48 235.9 物語オランダの歴史  (中公新書) 桜田美津夫/著 中央公論新社

49 253.0 フォース・ターニング ウィリアム・ストラウス/著 ニー
ル・ハウ/著 ビジネス社

50 253 列伝アメリカ史 松尾弌之/著 大修館書店

51 281.0 “同い年”ものがたり 佐高信/著 作品社

52 281.0 鎌倉古寺霊園物語 立元幸治/著 明石書店

53 281.0 NHKラジオ深夜便こころの時代インタビュー集 3 宮島満子/[ほか述] 名著出版

54 288.4 肖像で見る歴代天皇125代  (角川新書) 小田部雄次/[著] KADOKAWA

55 288.4 明仁天皇の言葉 近重幸哉/著 祥伝社

56 288.4 いま知っておきたい天皇と皇室 山下晋司/著 河出書房新社

57 288.4 天皇125代と日本の歴史  (光文社新書) 山本博文/著 光文社

58 288.4 美智子さまご洋装の輝き  双葉社

59 289.1 荒木村重 天野忠幸/著 戎光祥出版

60 289.1 楠木正成・正行 生駒孝臣/著 戎光祥出版

61 289.1 平泉の世紀 藤原清衡 高橋富雄/著 清水書院
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 289.1 幕末「遊撃隊」隊長 人見勝太郎 中村彰彦/著 洋泉社

63 289.1 死刑囚永山則夫の花嫁 永山則夫/[著] [永山和美/著] 柏艪舎

64 289.1 人生を動かす仕事の楽しみ方 新津春子/著 大和書房

65 289.1 人生は生きがいを探す旅 日野原重明/監修 昭和人物研究会/編
著 三笠書房

66 289.1 論集福沢諭吉 山路愛山/ほか著 丸山眞男/ほか著 平凡社

67 289.1 遙かなるブラジル 與島瑗得/著 畑中雅子/編 国書刊行会

68 289.2 草原の覇者成吉思汗 勝藤猛/著 清水書院

69 289.3 最後のヴァイキング スティーブン・R.バウン/著 小林政
子/訳 国書刊行会

70 289.3 ライト兄弟 デヴィッド・マカルー/著 秋山勝/訳 草思社

71 289.3 ヒトラーと第二次世界大戦 三宅正樹/著 清水書院

72 290 もういちど読む山川地理 田邉裕/著 山川出版社

73 290 鎖国の地球儀 松尾龍之介/著 弦書房

74 290.9 地球の歩き方 A07 パリ＆近郊の町 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

75 290.9 地球の歩き方 A14 ドイツ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

76 290.9 地球の歩き方 A15 南ドイツ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

77 290.9 地球の歩き方 A29 北欧 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

78 290.9 地球の歩き方 A30 バルトの国々 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

79 290.9 地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

80 290.9 地球の歩き方 B06 ニューヨーク 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

81 290.9 地球の歩き方 C01 ハワイ１ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

82 290.9 地球の歩き方 D23 ラオス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

83 291 ローカル路線バス終点への旅  (新書y) 加藤佳一/著 洋泉社

84 291 地名の研究 柳田国男/著 中央公論新社

85 291.0 日本昭和珍スポット大全 金原みわ/著 辰巳出版

86 291.0 東日本「公共の宿」厳選ベストガイド カルチャーランド/著 メイツ出版

87 291.0 いつか行きたいニッポンの絶景  枻出版社

88 291.0 道の駅旅案内全国地図 平成29年度版  ゼンリン

89 291.1 アウトドア&感動体験ガイド北海道 花岡俊吾/著 北海道新聞社

90 291.1 札幌・小樽・函館・旭川・富良野  実業之日本社

91 291.2 仙台ベストスポット [2017]  昭文社

92 291.2 るるぶドライブ東北ベストコース 18  JTBパブリッシング

93 291.3 東京古道探訪 荻窪圭/著 青幻舎

94 291.3 鎌倉  実業之日本社

95 291.4 トリコガイド金沢・北陸 2017-2018  枻出版社

96 291.4 るるぶ新潟佐渡 18  JTBパブリッシング

97 291.5 歴史物語を歩く 続 長屋良行/著 ゆいぽおと

98 291.5 信州ベストプラン [2017]  昭文社

99 291.6 歴史でめぐる洛中洛外 下 井上満郎/著 中田昭/写真 淡交社

100 291.6 あかし本 神戸新聞明石総局/編 ペンコム

101 291.6 京都  実業之日本社

102 291.6 るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道 18  JTBパブリッシング

103 291.7 トリコガイド広島 2017-2018  枻出版社

104 291.8 香川県の山 高松勤労者山の会/著 山と溪谷社

105 291.9 日本列島南の島々の風物誌 加藤公夫/著 連合出版

106 291.9 沖縄ベストスポット [2017]  昭文社

107 291.9 福岡 博多・天神 18  昭文社

108 291.9 るるぶ沖縄ベスト 18  JTBパブリッシング

109 292.1 プサン慶州 [2017]最新版  昭文社

110 292.2 台南高雄とっておきの歩き方  
ダイヤモンド・ビッグ
社

111 292.2 台北 2018  昭文社

112 292.3 シンガポール 18  昭文社

113 292.3 ベトナム 2018  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

114 292.4 るるぶバリ島 18  JTBパブリッシング

115 293.3 絶景とファンタジーの島アイルランドへ 山下直子/著 イカロス出版

116 293.5 オランダ ヤコブ・フォッセスタイン/著 谷下
雅義/編訳 中央大学出版部

117 293.8 るるぶフィンランド [2017]  JTBパブリッシング

118 295.1 カナダ歴史街道をゆく 上原善広/著 文藝春秋

119 295.3 るるぶニューヨーク [2017]  JTBパブリッシング

120 295.3 ロサンゼルス・サンフランシスコ サンノゼ [2017]  昭文社

121 297.6 ハワイ本 2018  枻出版社

122 297.6 るるぶホノルル 18  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 凛とした小国 伊藤千尋/著 新日本出版社

2 302.1 国権と島と涙 三山喬/著 朝日新聞出版

3 302.2 アジアの終わり マイケル・オースリン/著 尼丁千津
子/訳 徳間書店

4 302.2 アラブ人の世界観 水谷周/著 国書刊行会

5 304 池上彰の世界はどこに向かうのか 池上彰/著 日本経済新聞出版社

6 304 歴史の逆襲 ジェニファー・ウェルシュ/著 秋山
勝/訳 朝日新聞出版

7 311.2 「維新革命」への道 苅部直/著 新潮社

8 311.3 国旗で知る国際情勢
ティム・マーシャル/著 田口未
和/訳

原書房

9 311.7 ポピュリズムとは何か ヤン=ヴェルナー・ミュラー/著 板橋
拓己/訳 岩波書店

10 312.1 日本中枢の狂謀 古賀茂明/著 講談社

11 312.1 バカな首相は敵より怖い 佐高信/著 七つ森書館

12 312.2 中国政治からみた日中関係 国分良成/著 岩波書店

13 312.2 韓国新大統領文在寅とは何者か 澤田克己/著 祥伝社

14 312.2 朴槿恵と亡国の民 シンシアリー/著 扶桑社

15 312.2 習近平の中国  (岩波新書 新赤版) 林望/著 岩波書店

16 312.5 アメリカ大統領図鑑 開発社/著 米国大統領研究編纂所/著 秀和システム

17 312.5 トランプ政権を操る<黒い人脈>図鑑 ベンジャミン・フルフォード/著 扶桑社

18 312.5 ワシントン緊急報告アメリカ大乱 吉野直也/著 日経BP社

19 313.6 象徴天皇制の成立 茶谷誠一/著 NHK出版

20 314 国会を考える 大石眞/編著 大山礼子/編著 三省堂

21 315.1 自民党  (中公新書) 中北浩爾/著 中央公論新社

22 316.0 シャルリ・エブド事件を読み解く ケヴィン・バレット/編著 板垣雄三/
監訳・解説 第三書館

23 316.1 士業のための改正個人情報保護法の法律相談 松尾剛行/著 学陽書房

24 316.8 イランカラプテ アイヌ民族を知っていますか? 秋辺日出男/著 阿部ユポ/著 明石書店

25 317.7 警察手帳  (新潮新書) 古野まほろ/著 新潮社

26 318.2 「小池劇場」が日本を滅ぼす 有本香/著 幻冬舎

27 319.1 尖閣諸島と日中外交 塩田純/著 講談社

28 319.1 イスラム唯一の希望の国日本  (PHP新書) 宮田律/著 PHP研究所

29 319.8 日本人のための平和論 ヨハン・ガルトゥング/著 御立英史/
訳 ダイヤモンド社

30 319.8 核兵器の拡散 スコット・セーガン/著 ケネス・
ウォルツ/著 勁草書房

31 319.8 旅する平和学 前田朗/著 彩流社

32 323.1 私にとっての憲法 岩波書店編集部/編 赤川次郎/[ほか
著] 岩波書店

33 323.1 いちばんやさしい憲法入門 初宿正典/著 高橋正俊/著 有斐閣

34 323.1 日本国憲法の核心 法学館憲法研究所/編 伊藤真/[ほか]
著 日本評論社

35 324.7 もめない相続困らない相続税 坪多晶子/共著 坪多聡美/共著 清文社

36 324.8 立退料の決め方 横山正夫/著 小野寺昭夫/著 自由国民社

37 325.2 会社分割の法務 対木和夫/編著 黒田裕/著 中央経済社

38 325.2 会社法訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 井上愛
朗/著 中央経済社

39 327.1 裁判所の正体 瀬木比呂志/著 清水潔/著 新潮社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 329.9 よくわかる入管法 山田鐐一/著 黒木忠正/著 有斐閣

41 330 経済ってこうなってるんだ教室 海老原嗣生/著 飯田泰之/解説 プレジデント社

42 330.4 なぜかお金持ちを引きつける経済トークの磨き方 掛越直樹/著 秀和システム

43 330.4 トランプは市場に何をもたらすか!? 竹中平蔵/著 宮家邦彦/著 KADOKAWA

44 331 行動経済学入門 筒井義郎/著 佐々木俊一郎/著 東洋経済新報社

45 331 意味がわかる経済学 南英世/著 ベレ出版

46 331.7 ケインズを読み直す 根井雅弘/著 白水社

47 331.8 豊かさの価値評価 馬奈木俊介/編著 中央経済社

48 332 概説世界経済史 北川勝彦/編 北原聡/編 昭和堂

49 332.0 グローバル資本主義と<放逐>の論理 サスキア・サッセン/著 伊藤茂/訳 明石書店

50 332.1 ポスト「アベノミクス」の経済学 金子勝/著 松尾匡/著 かもがわ出版

51 332.1 アメリカに食い潰される日本経済 副島隆彦/著 徳間書店

52 332.1 偽りの経済政策  (岩波新書 新赤版) 服部茂幸/著 岩波書店

53 332.5 現代アメリカ経済史 谷口明丈/編 須藤功/編 有斐閣

54 334.4 「アフリカ」で生きる。 ブレインワークス/編著
カナリアコミュニケー
ションズ

55 335 勝ち続ける会社をつくる起業の教科書 野坂英吾/著 日本実業出版社

56 335.1 時代を超えた経営者たち 井奥成彦/編著 日本経済評論社

57 335.2 好調を続ける企業の経営者はいま、何を考えているのか? 鈴木博毅/著 秀和システム

58 335.3 事業承継が0からわかる本 半田道/著 中央経済社

59 335.4 「公益」資本主義  (文春新書) 原丈人/著 文藝春秋

60 335.4 企業統治 吉村典久/著 田中一弘/著 中央経済社

61 335.5 グローバル・ビジネス・マネジメント 一條和生/編 野村総合研究所グロー
バルマネジメント研究チーム/編

中央経済社

62 335.5 独禁法訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 伊藤憲
二/著 中央経済社

63 335.8 はじめてのNPO論 澤村明/著 田中敬文/著 有斐閣

64 336 自衛隊に学ぶ「最強の仕事術」実践ノウハウ 久保光俊/著 松尾喬/著 三笠書房

65 336 攻めの経営を可能にする本当のリスク管理をするための本 吉成英紀/著 日本経済新聞出版社

66 336.1 詳解個人情報保護法と企業法務 菅原貴与志/著 民事法研究会

67 336.1 論理思考×PowerPointで企画を作り出す本 田中耕比古/著 翔泳社

68 336.2 誰も教えてくれない問題解決スキル 芝本秀徳/著 日経BP社

69 336.2 ルール・オブ・スリー「やるべきこと」は、ここまで絞れ 高田圭悟/著 三笠書房

70 336.2 何があっても必ず結果を出す「防衛大」式最強の仕事 濱潟好古/著 あさ出版

71 336.4 有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田良則/著 自由国民社

72 336.4 なぜ、残業はなくならないのか  (祥伝社新書) 常見陽平/[著] 祥伝社

73 336.4 知りたいことがスグわかる!給与計算実務Q&A 平澤貞三/編著 清文社

74 336.4 海外赴任者の危機管理対策マニュアル 名南経営コンサルティング/編 名南
経営/編 中央経済社

75 336.5 Windowsでできる小さな会社のLAN構築・運用ガイド 橋本和則/著 翔泳社

76 336.8 グローバル・コスト削減の実務 大内大輔/著 中央経済社

77 336.8 使える!資金繰り表の作り方 大森雅美/著 旬報社

78 336.8 経営者のための実践コーポレートガバナンス入門 深澤寛晴/著 東洋経済新報社

79 336.9 Q&Aで基礎からわかる固定資産をめぐる会計・税務 松田修/著 清文社

80 337.2 人民元の興亡 吉岡桂子/著 小学館

81 338 FinTech大全 スザンヌ・キシュティ/編著 ヤノ
シュ・バーベリス/編著

日経BP社

82 338.1 社会学者がニューヨークの地下経済に潜入してみた
スディール・ヴェンカテッシュ/著
望月衛/訳 東洋経済新報社

83 338.1 トランプ幻想に翻弄される日本 長谷川慶太郎/著 李白社

84 338.2 銀行員大失職 岡内幸策/著 日本経済新聞出版社

85 338.2 名銀行家(バンカー)列伝 北康利/著 金融財政事情研究会

86 338.2 捨てられる銀行 2 (講談社現代新書) 橋本卓典/著 講談社

87 338.9 ラオス進出・展開・撤退の実務 藪本雄登/編著 One Asia/編 同文舘出版

88 341 実践財政学 赤井伸郎/編 有斐閣

89 343 中江兆民と財政民主主義 渡瀬義男/著 日本経済評論社

90 345 図解わかる税金 2017-2018年版 芥川靖彦/著 篠崎雄二/著 新星出版社

91 345.1 ルポ税金地獄  (文春新書) 朝日新聞経済部/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

92 345.3 所得税の常識 高柳昌代/著 税務経理協会

93 345.5 海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務 チェスター/編 清文社

94 345.7 詳解新・中国増値税の実務 片岡伴維/著 板谷圭一/監修 中央経済社

95 349.3 財政課のシゴト 林誠/著 ぎょうせい

96 349.5 税務課のシゴト 地方税事務研究会/編著 ぎょうせい

97 361 社会学の力 友枝敏雄/編 浜日出夫/編 有斐閣

98 361.3 ハーバード流交渉術 御手洗昭治/著 総合法令出版

99 361.4 世界のどこでも、誰とでもうまくいく!「共感」コミュニケーション 石川幸子/著 同文舘出版

100 361.4 躍進するコンテンツ、淘汰されるメディア 角川歴彦/著 毎日新聞出版

101 361.4 あなたの部下は、なぜ「やる気」のあるふりをするのか 釘原直樹/著 ポプラ社

102 361.4 相手も自分も疲れないほんとうの気遣いのコツ 三上ナナエ/著 大和書房

103 361.4 同調圧力メディア 森達也/著 創出版

104 361.4 日本人の不信感 中国人の本心 李景芳/著 さくら舎

105 361.5 オタクとは何か? 大泉実成/著 草思社

106 364.6 10分でわかる得する年金のもらい方 田中章二/著 WAVE出版

107 364.6 いっきにわかる!確定拠出年金 田中裕二/監修 洋泉社

108 365 消費者契約訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 荒井正
児/著 中央経済社

109 365.3 「団地族」のいま 小池高史/著 書肆クラルテ

110 365.3 居住の貧困と「賃貸世代」 小玉徹/著 明石書店

111 366.1 労基署は見ている。 原論/著 日本経済新聞出版社

112 366.2 成功する精神障害者雇用 刎田文記/著 江森智之/著 第一法規

113 366.2 仕事のカタログ 2018-19年版  自由国民社

114 366.3 働き方の男女不平等 理論と実証分析 山口一男/著 日本経済新聞出版社

115 366.7 育児は仕事の役に立つ  (光文社新書) 浜屋祐子/著 中原淳/著 光文社

116 367.1 ジェンダーとわたし 笹川あゆみ/編著 北樹出版

117 367.1 わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重暁子/著 かんき出版

118 367.4 結婚 末井昭/著 平凡社

119 367.6 どうなってるんだろう?子どもの法律 山下敏雅/編著 渡辺雅之/編著 高文研

120 367.7 定年後  (中公新書) 楠木新/著 中央公論新社

121 367.7 親が元気なうちに知っておきたい50のこと 東優/監修 國廣幸亜/漫画・イラスト ナツメ社

122 368.5 復讐者マレルバ ジュセッペ・グラッソネッリ/著 カ
ルメーロ・サルド/著 早川書房

123 368.6 PC遠隔操作事件 神保哲生/著 光文社

124 369.1 ケアマネジャーの会議力 高室成幸/著 中央法規出版

125 369.1 介護福祉士をめざす人の本 18年版 寺島彰/監修 コンデックス情報研究
所/編著 成美堂出版

126 369.2 理想の老人ホームって何だろう 片山ます江/著 草思社

127 369.2 アジアにおける高齢者の生活保障 金成垣/編著 大泉啓一郎/編著 明石書店

128 369.2 ケアプラン困ったときに開く本 佐藤ちよみ/著 技術評論社

129 369.2 介護でやるべきことのすべて みんなの介護/監修 水王舎

130 369.2 赤十字の諸原則 ジャン・ピクテ/著 井上益太郎/訳 日赤サービス

131 369.3 命を救えなかった 渋井哲也/著 第三書館

132 369.3 これでいいのか日本の災害危機管理 高見尚武/著 近代消防社

133 369.4 学童保育支援員の育ち方・育て方 高岡敦史/編著 籠田桂子/編著 かもがわ出版

134 369.4 「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 田尻由貴子/著 ミネルヴァ書房

135 369.4 子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ/[著] みすず書房

136 371.4 何度でもやりなおせる 漆葉成彦/編著 青木道忠/編著 クリエイツかもがわ

137 371.4 子ども学への招待 近藤俊明/編著 渡辺千歳/編著 ミネルヴァ書房

138 374.6 PTAという国家装置 岩竹美加子/著 青弓社

139 374.9 教育とLGBTIをつなぐ 三成美保/編著 青弓社

140 375.1 高校生が生きやすくなるための演劇教育 いしいみちこ/著 立東舎

141 375.1 部活があぶない  (講談社現代新書) 島沢優子/著 講談社

142 376.1 ひろみち&たにぞうのプレミアム運動会! 佐藤弘道/共著 谷口國博/共著 世界文化社

143 376.1 幼稚園選び必勝ガイド 主婦の友社/編 Como「幼稚園ママ100
人委員会」/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

144 376.1 0-5歳児の毎日できる!楽しい運動あそび大集合 鈴木康弘/著 学研プラス

145 376.1 学びを支える保育環境づくり 高山静子/著 小学館

146 376.1 絵本から広がる遊びの世界 樋口正春/編著 仲本美央/編著 風鳴舎

147 376.4 通信制高校のすべて 手島純/編著 阿久澤麻理子/[ほか著] 彩流社

148 376.8 看護学部・保健医療学部 松井大助/著 ぺりかん社

149 377.9 大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング 唐沢明/著 丸善出版

150 377.9 インターンシップ実践ガイド 日本インターンシップ学会東日本支
部/監修 折戸晴雄/編 玉川大学出版部

151 378 学童保育に作業療法士がやって来た 糸山智栄/編著 小林隆司/編著 高文研

152 378 発達障害の「教える難しさ」を乗り越える 河野俊一/著 日本評論社

153 378.2 手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 林智樹/著 日本手話通訳士協会/監修 クリエイツかもがわ

154 379.7 世界基準で夢をかなえる私の勉強法 北川智子/著 幻冬舎

155 379.7 新・独学術 侍留啓介/著 ダイヤモンド社

156 379.9 心屋先生のお母さんが幸せになる子育て 心屋仁之助/著 WAVE出版

157 379.9 楽しく遊ぶように勉強する子の育て方 小室尚子/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

158 379.9 ばあちゃん助産師(せんせい)10歳からの子育てよろず相談 坂本フジヱ/著 産業編集センター

159 379.9 人工知能時代を生き抜く子どもの育て方 神野元基/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

160 379.9 世界に通じる子を育てる パトリック・ハーラン/著 大和書房

161 380.4 賤民にされた人びと 柳田国男/著 河出書房新社

162 383.1 洋裁文化と日本のファッション 井上雅人/著 青弓社

163 383.8 「うつわ」を食らう 神崎宣武/著 吉川弘文館

164 383.8 「和の食」全史 永山久夫/著 河出書房新社

165 383.8 英訳付きニッポンの名前図鑑 和食・年中行事 服部幸應/監修 淡交社編集局/編 淡交社

166 383.9 明治・日本人の住まいと暮らし モース/[作] 阿吽社/編集 紫紅社

167 384.9 芸者衆に花束を。 浅原須美/著 風声舎

168 386.1 祇園祭の愉しみ 芳賀直子/著 PHP研究所

169 388.1 列島語り 赤坂憲雄/著 三浦佑之/著 青土社

170 388.1 越後の民話 第2集 水澤謙一/編 未來社

171 389.0 神話と伝説にみる花のシンボル事典 杉原梨江子/著 説話社

172 390.9 写真で見る大正の軍装 藤田昌雄/著 潮書房光人社

173 391.6 MI6対KGB英露インテリジェンス抗争秘史 レム・クラシリニコフ/著 佐藤優/監
訳 東京堂出版

174 391.6 スパイの血脈 ブライアン・デンソン/著 国弘喜美
代/訳 早川書房

175 392.1 自衛官の心意気 桜林美佐/著 PHP研究所

176 392.3 灰緑色の戦史 大木毅/著 作品社

177 392.5 ペンタゴンの頭脳 アニー・ジェイコブセン/著 加藤万
里子/訳 太田出版

178 392.5 米国と日米安保条約改定 山本章子/著 吉田書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.9 南極大陸大紀行 南極OB会編集委員会/編 成山堂書店

2 402.9 西表島探検 安間繁樹/著 あっぷる出版社

3 404 歴史のなかの科学 佐藤文隆/著 青土社

4 404 身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤美奈子/監修 青春出版社

5 410 中学数学のつまずきどころが7日間でやり直せる授業 西口正/著 日本実業出版社

6 410.2 ビジュアル数学全史 クリフォード・ピックオーバー/著
根上生也/訳 岩波書店

7 410.2 シュメール人の数学 室井和男/著 中村滋/コーディネー
ター 共立出版

8 411.6 見える!群論入門 脇克志/著 日本評論社

9 415.2 フラットランド E.A.アボット/著 竹内薫/訳 講談社

10 417.1 フロックの確率 ジョセフ・メイザー/著 松浦俊輔/訳 日経BP社

11 420 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ/著 竹内薫/監訳 河出書房新社

12 421 時空のからくり  (ブルーバックス) 山田克哉/著 講談社

13 421.2 世にも不思議で美しい「相対性理論」 佐藤勝彦/著 実務教育出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 423.3 解析力学 十河清/著 日本評論社

15 434 トコトンやさしいクロスカップリング反応の本 鈴木章/監修 山本靖典/著 日刊工業新聞社

16 443 星のきほん 駒井仁南子/著 誠文堂新光社

17 443.5 巨大ブラックホールの謎  (ブルーバックス) 本間希樹/著 講談社

18 443.6 銀河宇宙観測の最前線 谷口義明/[著] 海鳴社

19 448 地球は本当に丸いのか? 武田康男/文・写真 草思社

20 450 歩いてわかった地球のなぜ!? 松本穂高/著 山川出版社

21 453.8 衛星画像で読み解く噴火しそうな日本の火山 福田重雄/著 日本評論社

22 454.9 京都の凸凹を歩く 2 梅林秀行/著 青幻舎

23 457 深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋真/著 岩波書店

24 460.7 身近な自然の観察図鑑  (ちくま新書） 盛口満/著 筑摩書房

25 464.9 「生きものらしさ」をもとめて 大沢文夫/著 藤原書店

26 465 世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる エド・ヨン/著 安部恵子/訳 柏書房

27 465.8 生物はウイルスが進化させた  (ブルーバックス) 武村政春/著 講談社

28 470 子どもと一緒に覚えたい道草の名前 稲垣栄洋/監修 加古川利彦/絵 マイルスタッフ

29 470.4 官能植物 木谷美咲/著 NHK出版

30 481.7 すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ/著 アレックス・
マスタード/写真 創元社

31 486.0 くらべてわかる昆虫 永幡嘉之/文・写真 奥山清市/写真 山と溪谷社

32 486.7 生態系の王者-オオスズメバチ 御園孝/著 高文研

33 487.6 サケマス・イワナのわかる本 井田齊/著 奥山文弥/著 山と溪谷社

34 488.0 レンズを通して 高円宮妃久子/写真・文 中央公論新社

35 488.7 ハヤブサ ヘレン・マクドナルド/著 宇丹貴代
実/訳

白水社

36 489.5 ネコの行動学 パウル・ライハウゼン/著 今泉みね
子/訳 丸善出版

37 489.9 霊長類  (岩波新書 新赤版) 井田徹治/著 岩波書店

38 490.1 臨終、ここだけの話 志賀貢/著 三五館

39 490.9 わが家の漢方百科 新井信/著 高士将典/つぼ監修 東海教育研究所

40 491.3 においと味を可視化する  (香り新書) 都甲潔/著 中本高道/著
フレグランスジャーナ
ル社

41 491.3 最新の科学でわかった!最強の24時間 長沼敬憲/著 ダイヤモンド社

42 491.3 私が知っている脳の非凡なる現象 西崎知之/著 三五館

43 491.3 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山耕一郎/著 飛鳥新社

44 491.3 毛細血管で細胞力は上がる 橋本洋一郎/著 小学館

45 492 ニュースで学ぶ!最新病気の常識 池谷敏郎/著 祥伝社

46 492.1 健康診断は受けてはいけない  (文春新書) 近藤誠/著 文藝春秋

47 492.2 よくわかるみんなの救急 坂本哲也/編 大修館書店

48 492.7 きちんと押せる、ホントに治せるツボの医学事典 星虎男/著 主婦の友社

49 493.1 水俣を伝えたジャーナリストたち 平野恵嗣/著 岩波書店

50 493.4 おかずレパートリー胆石・胆のう炎・膵炎 加藤眞三/病態監修 大木いづみ/栄養
指導

女子栄養大学出版
部

51 493.4 ミトコンドリア“腸”健康法 長沼敬憲/著 ハンカチーフ・ブック
ス/著

日貿出版社

52 493.4 病気を見きわめる胃腸のしくみ事典 宮崎招久/監修 川邉正人/監修 技術評論社

53 493.7 認知症いま本当に知りたいこと101 阿部和穂/著 武蔵野大学出版会

54 493.7 認知症&もの忘れはこれで9割防げる! 浦上克哉/著 三笠書房

55 493.7 家族が治すうつ病 川田泰輔/著 法研

56 493.7 双極性障害のことがよくわかる本 野村総一郎/監修 講談社

57 493.7 その認知症ケアは大まちがい! 三好春樹/著 東田勉/著 講談社

58 493.9 ママと子の「ごはんの悩み」がなくなる本 松丸奨/著 サンマーク出版

59 494.5 がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう桜子/著 主婦の友社

60 495.4 子宮内膜症 百枝幹雄/著 主婦の友社

61 495.5 これからはじめる周産期メンタルヘルス 宗田聡/著 南山堂

62 496.4 はたらく人の目の強化書 中川和宏/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

63 496.6
図解専門医が教える!めまい・メニエール病を自分で治す正しい知識と最新
療法 肥塚泉/監修 日東書院本社

64 497.0 歯痛の文化史 ジェイムズ・ウィンブラント/著 忠
平美幸/訳 朝日新聞出版

65 497.2 歯周病が寿命を縮める 花田信弘/著 法研
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 498 最後の時を自分らしく レシャード・カレッド/著 新日本出版社

67 498.3 スッキリした朝に変わる睡眠の本 梶本修身/著
PHPエディターズ・グ
ループ

68 498.3 長生きの統計学 川田浩志/著 文響社

69 498.3 龍村式指ヨガ脳と体のセルフケア 龍村修/著 神園愛子/著 日貿出版社

70 498.3 定年認知症にならない脳が冴える新17の習慣 築山節/著 集英社

71 498.3 親子でのびやか楽しいキッズヨガ 友永淳子/監修 メイツ出版

72 498.5 死ぬまで介護いらずで人生を楽しむ食べ方 新開省二/著 草思社

73 498.5 薬膳茶のすべて 辰巳洋/著 緑書房

74 498.5 おいしい病院食は、患者を救う 薬袋摩耶/著 長村洋一/監修 ウェッジ

75 498.5 薬局の管理栄養士が考えた健康ごはん Part2 薬樹株式会社/著 PHP研究所

76 498.6 ハンセン病の社会史 田中等/著 彩流社

77 498.7 子どもが育つからだのしつけ 玉木志保美/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

78 498.7 子どもの健康を育むために 神尾陽子/[ほか]編集・執筆 駒田陽
子/[ほか]執筆 日本学術協力財団

79 498.8 「はたらく」を支える!職場×発達障害 五十嵐良雄/編著 南山堂

80 499.0 ジェネリックvs.ブロックバスター 山中隆幸/著 講談社

81 499.1 本当に必要な薬がわかる本 ブックマン社編集部/編 ブックマン社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 失敗から学ぶ「早稲田式」地域エネルギービジネス 小野田弘士/著 エネルギーフォーラム

2 507.6 ものづくり企業のための公設試の賢い利用法 神奈川県立産業技術総合研究所/著 アグネ技術センター

3 509.1 日本の製造業はIoT先進国ドイツに学べ 熊谷徹/著 洋泉社

4 509.1 安全基準はどのようにできてきたか 橋本毅彦/編 東京大学出版会

5 509.6 デンソーから学んだ本当の「なぜなぜ分析」 倉田義信/著 日刊工業新聞社

6 509.6 ものづくり改善入門 藤本隆宏/監修 ものづくり改善ネッ
トワーク/編 中央経済社

7 510.9 中小事業者のための建設業許可申請と経営事項審査手続きマニュアル 服部真和/監修 三修社

8 516.1 鉄道配線大研究 川島令三/著 講談社

9 517.2 物語日本の治水史 竹林征三/著 鹿島出版会

10 518.8 写真でわかる世界の防犯 小宮信夫/著 小学館

11 519 微生物パワーで環境汚染に挑戦する 椎葉究/著 コロナ社

12 520 建築物の省エネ設計技術 「建築物の省エネ設計技術」編集委
員会/著 大阪府/監修 学芸出版社

13 520 廃墟遺産 アレッサンドロ・ビアモンティ/著
高沢亜砂代/訳 エクスナレッジ

14 520.7 新米建築士の教科書 飯塚豊/著 秀和システム

31 520.8 中村好文 集いの建築、円いの空間 中村好文/著 雨宮秀也/写真 TOTO出版

34 520.9 1年で「脱下請」するしくみ 村松利孝/著 同文舘出版

15 520.9 見るだけで分かる!建築基準法入門 関田保行/著 エクスナレッジ

16 520.9 世界で一番やさしい省エネ法 ビューローベリタスジャパン建築認
証事業本部/著

エクスナレッジ

17 521 木の国の物語 中嶋尚志/著 里文出版

18 521.8 首都圏発戦国の城の歩きかた 西股総生/著 ベストセラーズ

19 521.8 城 森田敏隆/写真 宮本孝廣/写真 光村推古書院

20 523.1 日本木造校舎大全 角皆尚宏/著 辰巳出版

21 523.3 北欧の建築 小泉隆/文・写真 学芸出版社

22 524.9 データと写真が明かす命を守る住まい方 中川洋一/著 近代消防社

23 527 荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ 荻野寿也/著 エクスナレッジ

24 527 小さな家。  エクスナレッジ

25 527 DIYで作る!男のガレージ&工房  学研プラス

26 527.3 デザインキッチンの新しい選び方 本間美紀/著 学芸出版社

27 529 大人スタイルのインテリア  エクスナレッジ

28 534.6 商品が踊るステージをつくる町工場 田中和広/著 DDR BOOKS

29 535.4 100年続く企業の「ちょっと、いい話」 「いい話」プロジェクトメンバー一
同/[編]

クロスメディア・マー
ケティング

30 535.8 シッカリ学べる!「光学設計」の基礎知識 牛山善太/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

31 536.5 電車基礎講座 野元浩/著 交通新聞社

32 536.8 ロードバイク本音のホイール論 吉本司/著 田中良忠/著 洋泉社

33 537.0 自動車リユースとグローバル市場 浅妻裕/共著 福田友子/共著 成山堂書店

34 537 自動運転でGO!  (マイナビ新書) 桃田健史/著 マイナビ出版

35 537.7 洗車のテクニック&メンテナンス カーケアジャパン/監修 成美堂出版

36 537.9 昭和50年代全国バス紀行  ネコ・パブリッシング

37 538.0 航空機産業と日本 中村洋明/著 中央公論新社

38 538.6 ドローンが拓く未来の空 鈴木真二/著 化学同人

39 538.6 ドローン・ビジネスと法規制 森・濱田松本法律事務所ロボット法
研究会/編 戸嶋浩二/編集代表 清文社

40 538.7 戦闘機事典 Jウイング編集部/編 イカロス出版

41 538.9 ロケットを理解するための10のポイント 青木宏/著 森北出版

42 538.9 Xプライズ宇宙に挑む男たち ジュリアン・ガスリー/著 門脇弘典/
訳 日経BP社

43 539.0 それでも原発が必要な理由(わけ) 櫻井よしこ/著 奈良林直/著 ワック

44 547.4 ネットワーク監視最強の指南書 日経NETWORK/編集 日経BP社

45 547.4 ネットワークトラブル完全ガイド 富士通認定プロフェッショナル
(FCP)ITアーキテクト(ネットワー 日経BP社

46 559.1 第一次大戦小火器図鑑 白石光/著 イカロス出版

47 563.7 錆・腐食・防食のすべてがわかる事典 藤井哲雄/監修 ナツメ社

48 564.0 人はどのように鉄を作ってきたか  (ブルーバックス) 永田和宏/著 講談社

49 566.3 最新熱処理のしくみと技術 仁平宣弘/著 ナツメ社

50 576.6 「香り」の科学  (ブルーバックス) 平山令明/著 講談社

51 580.2 昭和珍道具図鑑 魚柄仁之助/著 青弓社

52 581.7 刃物と日本人  (ヤマケイ新書) 日本エコツーリズムセンター/編 山と溪谷社

53 581.7 世界で一番美しい包丁の図鑑 ティム・ヘイワード/著 岩田佳代子/
訳 エクスナレッジ

54 584.7 一流の人はなぜそこまで、靴にこだわるのか? 渡辺鮮彦/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

55 588.4 エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて 松永政司/著 深野真季子/著 育鵬社

56 588.5 日本ワインを楽しむ旅  産業編集センター

57 588.5 アサヒビール30年目の逆襲 永井隆/著 日本経済新聞出版社

58 588.5 発酵文化人類学 小倉ヒラク/著・イラスト 木楽舎

59 588.5 日本酒語辞典 こいしゆうか/著 SAKETIMES/監修 誠文堂新光社

60 588.5 世界に通用するビールのつくりかた大事典 ジェームズ・モートン/著 村松静枝/
訳 エクスナレッジ

61 590.4 自由にたのしく年を重ねる 石原左知子/著 SBクリエイティブ

62 592.7 木工手道具の基礎と実践 大工道具研究会/編 誠文堂新光社

63 592.7 今すぐ役立つ日曜大工のコツ60 DIY倶楽部/著 メイツ出版

64 592.7 かっこいい部屋をつくるためのインテリアDIY  学研プラス

65 593.1 きものの仕立て方 続 小田美代子/著 文化学園文化出版局

66 593.3 香田あおいが作りながら教える基礎のソーイングレッスン 香田あおい/著 文化学園文化出版局

67 593.3 大切に作って大切に着る大人服 小林紫織/著 文化学園文化出版局

68 593.3 切るのも縫うのもカンタン!なのにおしゃれなワンピース 添田有美/著 河出書房新社

69 593.3 仕立てのきれいな着ごこちのいい小さな子の服 野木陽子/著 日本ヴォーグ社

70 593.3 直線で作れて素敵に見えるきものリフォーム ハルメク編集部/編 ハルメク

71 593.3 おばあちゃまのチュニックワンピースベスト  ブティック社

72 593.4 ロックミシンのソーイングテキスト [クライ・ムキ/著] ブティック社

73 593.5 わたしのクローゼット わたしのクローゼット編集部/編集 マイナビ出版

74 593.5 毎日おしゃれに暮らすクローゼットのルール  エクスナレッジ

75 593.8 毎日、きもの 河村公美/著 講談社

76 594 イチバン親切なハンドメイドアクセサリーの教科書 新星出版社編集部/編 新星出版社

77 594 作るのカンタン平らなワンコ服12か月 ピポン/著 文化学園文化出版局

78 594 高くても売れる!ハンドメイド作家ブランド作りの教科書 マツドアケミ/著 同文舘出版

79 594 糸の手づくり帖fil  主婦と生活社

80 594.2 植物刺繡 浅賀菜緒子/著 文化学園文化出版局

81 594.2 立体刺繡で織りなす、美しい花々とアクセサリー アトリエFil/著 日本文芸社

82 594.2 小倉ゆき子のビーズ刺しゅうの基礎 小倉ゆき子/著 マガジンランド
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 594.3 タティングレースことはじめ sumie/[著] ブティック社

84 594.3 かぎ針で編むプラントハンガーとバスケット 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

85 594.3 ズパゲッティで編むバッグと小物 himawari/[ほか著] 学研プラス

86 594.3 マクラメ・インテリア メルヘンアートスタジオ/編 グラフィック社

87 594.3 カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット  アップルミンツ

88 594.3 ズパゲッティでつくる大人バッグ&子どもバッグ  河出書房新社

89 594.3 ふっくらころころミニチュアこもの70  アップルミンツ

90 594.4 コードで作る大人シンプルなアクセサリー 吉原有里/著 学研プラス

91 594.4 結び大百科  ブティック社

92 594.6 糸でつくるクチュールジュエリー 清水ヨウコ/著 マガジンランド

93 594.7 ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上重義/監修 朝日新聞出版

94 594.7 麻ひもと天然素材で編むかごバッグ  日本ヴォーグ社

95 594.8 紙でつくる、ほんものみたいな花と小物 山崎ひろみ/著 日本文芸社

96 594.9 ハレの日をむすぶめでたづくしの水引 森田江里子/[著] ブティック社

97 594.9 1年中押し花で楽しむ手作りのお花こもの  日本ヴォーグ社

98 595.4 女っぽさを作る美髪ケアの基本 田所幸子/著 幻冬舎

99 595.4 お家でカンタン!はじめてのジェルネイル130 リーベンビルネ/[著] アップルミンツ

100 595.4 ネイルマスターBOOK 総集編  ブティック社

101 595.5 世界一シンプルなナチュラルメイクの教科書 赤松絵利/著 講談社

102 596 夏つまみ きじまりゅうた/著 池田書店

103 596 おいしいオリーブ料理 木村かほる/著 創森社

104 596 かんたん冷凍作りおき 倉橋利江/著 新星出版社

105 596 栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原心平/著 講談社

106 596 男子ごはんの本 その9 国分太一/著 栗原心平/著 MCO

107 596 子どもと食べたい常備菜入門 菅野のな/[著] 辰巳出版

108 596 瀬尾幸子の料理の教科書 瀬尾幸子/著 KADOKAWA

109 596 小さなフライパン1つで!シニアの1人分ごはん  NHK出版

110 596.2 「銀座鮨青木」主人のやさしく教えるすしのきほん 青木利勝/著 世界文化社

111 596.2 かんたん絶品!タイごはん90レシピ 味澤ペンシー/著 主婦の友社

112 596.2 ワインがおいしいフレンチごはん 飯島奈美/料理 杉山明日香/ワイン監
修 リトルモア

113 596.2 笠原将弘のさしすせそうざい 笠原将弘/著 主婦と生活社

114 596.3 アメリカ南部の野菜料理 アンダーソン夏代/著 誠文堂新光社

115 596.3 新しい食べ方でやせる&健康になる寒天レシピ 石澤清美/著 主婦の友社

116 596.3 野菜だし イチカワヨウスケ/著 主婦と生活社

117 596.3 とりあえず野菜食BOOK 植木俊裕/著 学研プラス

118 596.3 プチプチサラダ、つぶつぶタブレ 上野万梨子/著 誠文堂新光社

119 596.3 江戸流そば打ち・うどん打ち 鵜飼良平/監修・指導 荒井正憲/イラ
スト・解説 柴田書店

120 596.3 野菜おかずのワザとコツ 大庭英子/[著] 主婦の友社/編 主婦の友社

121 596.3 「乳酸発酵漬け」の作りおき 荻野恭子/著 文化学園文化出版局

122 596.3 丸ごと野菜の使い切り作りおきレシピ220 上島亜紀/著 学研プラス

123 596.3 おいしいお漬けものと梅干し 杵島直美/監修 ブティック社

124 596.3 このひと皿でパーフェクト、パワーサラダ 坂田阿希子/著 文化学園文化出版局

125 596.3 野崎さんに教わる野菜料理おいしさのひみつ 野崎洋光/著 家の光協会

126 596.3 ひだゴハン 飛田和緒/著 東京書籍

127 596.3 アクアパッツァ日高良実パスタの秘伝 日高良実/著 光文社

128 596.3 さっと煮サラダ 冷水希三子/料理 加藤新作/写真 グラフィック社

129 596.6 魔法のゼリー 荻田尚子/著 主婦と生活社

130 596.6 スペシャルシフォンケーキ 小沢のり子/著 旭屋出版

131 596.6 小麦粉なしでもこんなにおいしい!米粉と大豆粉のお菓子 木村幸子/著 主婦の友インフォス

132 596.6 あたらしくておいしい和のおかし 黒岩典子/著 世界文化社

133 596.6 プレートパフェ 黒川愉子/[著] 星谷菜々/[著] 枻出版社

134 596.6 コウケンテツのおやつめし 2 コウケンテツ/著 クレヨンハウス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

135 596.6 おうちで作るイタリアンジェラート 齋藤由里/著 世界文化社

136 596.6 パンと料理 志賀勝栄/著 家の光協会

137 596.6 今日も手作りおやつをひとつ。 菅野のな/著 朝日新聞出版

138 596.6 世界の郷土菓子 郷土菓子研究社・林周作/著 河出書房新社

139 596.6 パフェの発想と組み立て 藤田統三/著 誠文堂新光社

140 596.6 ヨーグルト酵母でパンを焼く。 堀田誠/著 文化学園文化出版局

141 596.6 ドイツパン大全 森本智子/著 誠文堂新光社

142 596.6 型は牛乳パック!ホットケーキミックスでデコクッキー 山崎和代/[著] 枻出版社

143 596.6 バターを使わないマフィン 吉川文子/著 マイナビ出版

144 596.6 人気を呼ぶ!「和風デザート」「和風菓子」大全 吉田靖彦/著 旭屋出版

145 596.6 はちみつスイーツ 若山曜子/著 家の光協会

146 596.6 ひんやりデザートBEST200  枻出版社

147 596.7 まいにちスムージー100 WOONIN/著 主婦の友社

148 596.7 コーヒーは楽しい! セバスチャン・ラシヌー/著 チュン
グ-レング トラン/著

パイインターナショナ
ル

149 596.9 東京うつわさんぽ うつわさんぽ編集室/著・編集 光村推古書院

150 596.9 普段使いの器は5つでじゅうぶん。 江口恵子/著 G.B.

151 596.9 しあわせをつなぐ台所  エクスナレッジ

152 597 時間とお金にゆとりができる「小さな家」 尾崎友吏子/著 誠文堂新光社

153 597.5 ボケない片づけ 高橋和子/著 CCCメディアハウス

154 598.2 安心すこやか妊娠・出産ガイド 関沢明彦/監修 岡井崇/監修 メディカ出版

155 599.0 新米おとうちゃんと小さな怪獣 あおむろひろゆき/著 ベストセラーズ

156 599 孫育ての新常識 小屋野恵/著 メイツ出版

157 599.0 ヨチヨチ父 ヨシタケシンスケ/著 赤ちゃんとママ社

158 599.3 フリージングで作りおき離乳食 松尾みゆき/著 新星出版社

159 599.3 最新年齢ごとに「見てわかる!」幼児食新百科mini  
ベネッセコーポレー
ション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 日本への遺言 出町譲/著 幻冬舎

2 602.1 地方に「かえ〜る人」 2 丸尾宜史/編 吉備人出版

3 611.3 日本の麦 吉田行郷/著 農林水産省農林水産政
策研究所/編集 農山漁村文化協会

4 611.6 アグリビジネス進化論 トーマツ・農林水産業ビジネス推進
室/著 プレジデント社

5 612.1 農林水産業のみらいの宝石箱 農林水産業みらい基金/著 日経BP社

6 614.3 アフガン・緑の大地計画 中村哲/著 石風社

7 615 知って納得!植物栽培のふしぎ 田中修/著 高橋亘/著 日刊工業新聞社

8 616.2 コメの注目ブランドガイドブック 日本食糧新聞社/編 日本食糧新聞社

9 617.6 毎日、ハッカ生活。 北見ハッカ愛好会/著 大和出版

10 617.6 1000円以下で育てるハーブ 高浜真理子/監修 ブティック社

11 619.8 お茶の科学  (ブルーバックス) 大森正司/著 講談社

12 625 図解だからわかりやすい家庭果樹の育て方&剪定のコツ 主婦の友社/編 主婦の友社

13 625.6 ブルーベリー 伴琢也/著 NHK出版

14 625.6 育てて楽しむイチジク 栽培・利用加工 細見彰洋/著 創森社

15 626.2 まるごとわかるトマト 田淵俊人/著 誠文堂新光社

16 626.5 タマネギとニンニクの歴史 マーサ・ジェイ/著 服部千佳子/訳 原書房

17 627.8 ベランダガーデンのつくり方決定版  主婦と生活社

18 627.5 クレマチス 金子明人/著 NHK出版

19 627.9 小さな花束の本 小野木彩香/著 誠文堂新光社

20 627.9 はじめての花苗アレンジメント 柿原さちこ/著 マガジンランド

21 629.2 北海道ガーデン完全ガイド 大泉省吾/写真 世界文化社

22 629.7 ナチュラルガーデン成功実例集  ブティック社

23 645.6 車いす犬ラッキー 小林照幸/著 毎日新聞出版

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 645.6 一流犬をつくる最強の食事法 橋長誠司/著 東洋経済新報社

25 645.6 世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった。 本庄萌/著 ダイヤモンド社

26 645.6 ジャングルの極限レースを走った犬アーサー ミカエル・リンドノード/著 坪野圭
介/訳 早川書房

27 645.7 猫専門医が教える猫を飼う前に読む本 富田園子/編・著 山本宗伸/監修 誠文堂新光社

28 645.9 ハムスター 大野瑞絵/著 井川俊彦/写真 誠文堂新光社

29 645.9 うさ語辞典 中山ますみ/監修 学研プラス

30 646 フクロウが来た 苅谷夏子/著 筑摩書房

31 646.8 かわいいインコとの暮らし方 濱本麻衣/監修 ナツメ社

32 648.1 知っておいしいチーズ事典 本間るみ子/監修 実業之日本社

33 649.0 動物看護師になるには 井上こみち/著 ぺりかん社

34 649 カラーアトラスエキゾチックアニマル 爬虫類・両生類編 霍野晋吉/著 中田友明/著 緑書房

35 650.4 樹木たちの知られざる生活 ペーター・ヴォールレーベン/著 長
谷川圭/訳 早川書房

36 651.1 江戸・明治百姓たちの山争い裁判 渡辺尚志/著 草思社

37 653.2 樹と暮らす 清和研二/著 有賀恵一/著 築地書館

38 653.2 アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか 渡辺一夫/著 築地書館

39 657.8 知って楽しいわさび旅  産業編集センター

40 659 サバイバル猟師飯 荒井裕介/著 誠文堂新光社

41 659 世界の狩猟と自由狩猟の終わり A.D.マンフレディーニ/著 バード法
律事務所/編訳 大学教育出版

42 659.7 クマ問題を考える  (ヤマケイ新書) 田口洋美/著 山と溪谷社

43 664.6 深き海の魚たち 落合芳博/編著 丸善プラネット

44 666.7 レッドビーシュリンプの飼育Q&A100 シュリンプクラブ編集部/編 エムピージェー

45 666.7 カメの気持ちと飼い方がわかる本 小家山仁/監修 主婦の友社

46 666.9 上から見る!風流に金魚を飼うための本 菊池洋明/著 秀和システム

47 673 日本の優れたサービス 松井拓己/著 樋口陽平/著 生産性出版

48 673.3 顧客をつくり利益が上がるコールセンターの上手な運営法 安藤栄一/著 同文舘出版

49 673.3 越境EC&海外販売攻略ガイドブック 佐藤亘/著 技術評論社

50 673.3 少ない人数で売上を倍増させる接客 成田直人/著 明日香出版社

51 673.7 慕われる店長になるために大切なこと 兼重日奈子/著 WAVE出版

52 673.7 雑貨店おやつへようこそ トノイケミキ/著 西日本出版社

53 673.7 スタイリストが教えるお客さまをもっと素敵にする!接客術 山下万里香/著 同文舘出版

54 673.7 世界の美しい市場  エクスナレッジ

55 673.9 特区民泊で成功する!民泊のはじめ方 新山彰二/著 秀和システム

56 673.9 おうちサロンのはじめ方 磯部百香/著 ナツメ社

57 673.9 そば打ち一代 上野敏彦/著 平凡社

58 673.9 日本経済と警備業 遠藤保雄/著 農林統計出版

59 673.9 できるAirbnb 相馬翔/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

60 673.9 葬斂屋春秋 辻井康祐/著 新日本出版社

61 673.9 不動産契約基本フォーマット実践書式80 松岡慶子/監修 三修社

62 673.9 レトロ銭湯へようこそ 松本康治/写真・文 戎光祥出版

59 673.9 六本木発ワールド・ダイニング 源川暢子/著
日経BPコンサルティン
グ

60 673.9 5人のバーテンダーが語るもう一つのBar物語 宮之原拓男/著 平井杜居/著 旭屋出版

63 674 戦略PR世の中を動かす新しい6つの法則 本田哲也/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

64 674.5 POP1年生 山口茂/著 商業界

65 675 デザインの次に来るもの 安西洋之/[著] 八重樫文/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

66 675 効果が上がる!現場で役立つ実践的Instagramマーケティング
グローバルリンクジャパン/著 清水
将之/著 秀和システム

67 675 14歳からのマーケティング 中野明/著 総合法令出版

68 675 宅配がなくなる日 松岡真宏/著 山手剛人/著 日本経済新聞出版社

69 675 北陸に学ぶマーケティング 伊部泰弘/編著 五絃舎

70 675.1 お菓子の包み紙 甲斐みのり/著 グラフィック社

71 675.1 新しい和を魅せる! グラフィック社編集部/編 開発社/編 グラフィック社

72 675.2 アナリストが教えるリサーチの教科書 高辻成彦/著 ダイヤモンド社

73 675.3 技術者のためのマーケティング 谷地弘安/著 千倉書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 683.9 港湾知識のABC 池田宗雄/著 成山堂書店

75 686.2 今尾恵介責任編集 地図と鉄道 今尾恵介/編著 洋泉社

76 686.2 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 関西1 今尾恵介/著 白水社

77 686.2 地図にない駅  (宝島社新書) 牛山隆信/監修 宝島社

78 686.2 JRに未来はあるか 上岡直見/著 緑風出版

79 686.2 通勤電車のはなし  (中公新書) 佐藤信之/著 中央公論新社

80 686.2 首都圏通勤路線網はどのようにつくられたのか 首都圏通勤路線研究会/著 洋泉社

81 686.5 なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 鈴木涼子/[ほか]文 交通新聞社

82 686.5 新きっぷのルールハンドブック 土屋武之/著 実業之日本社

83 687 航空産業入門 ANA総合研究所/著 東洋経済新報社

84 687.5 世界の機内食  イカロス出版

85 687.9 羽田空港のひみつ  (PHP新書) 秋本俊二/著 PHP研究所

86 687.9 関西3空港  イカロス出版

87 689 これからの観光を考える 谷口知司/編著 福井弘幸/編著 晃洋書房

88 689.2 インバウンドビジネス集客講座 村山慶輔/著 やまとごころ編集部/著 翔泳社

89 689.5 子どもと楽しむ!東京ディズニーリゾート 2017-2018 ディズニーファン編集部/編 講談社

90 689.5
子どもと行く!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン安心口コミ!得ファミリー
ガイド テーマパーク研究会/著 メイツ出版

91 689.5 東京ディズニーシーおまかせガイド 2017-2018  講談社

92 689.5 るるぶレゴランド  JTBパブリッシング

93 689.8 なぜか「クセになる」ホテル東横インの秘密 荻島央江/著 日経BP社

94 699.3 高嶋ひでたけの読むラジオ 高嶋秀武/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 アウトサイドで生きている 櫛野展正/著 タバブックス

2 702.1 片隅の美術と文学の話 酒井忠康/著 求龍堂

3 702.1 芸術国家日本のかがやき 1 田中英道/著 勉誠出版

4 702.1 芸術国家日本のかがやき 2 田中英道/著 勉誠出版

5 702.1 芸術国家日本のかがやき 3 田中英道/著 勉誠出版

6 702.3 もっと知りたいミケランジェロ 池上英洋/著 東京美術

7 702.3 ミケランジェロ ジャック・ラング/著 コラン・ルモ
ワーヌ/著 未來社

8 706.7 真贋の世界 瀬木慎一/著 河出書房新社

9 709.1 辺境芸術最前線 AKIBI plus事務局/編 秋田公立美術大学

10 712.1 ある日の彫刻家 酒井忠康/著 未知谷

11 721.0 いかに戦争は描かれたか 大谷省吾/[ほか]著 村田真/編 BankART1929

12 721.8 うき世と浮世絵 内藤正人/著 東京大学出版会

13 723.1 足で歩いた頃のこと 星野富弘/著 偕成社

14 724.1 四季の筆ペン画48のポイント 本多豊國/監修 メイツ出版

15 724.3 羊皮紙に描くテンペラ画 田崎裕子/著 目の眼

16 724.4 5分からはじめる水彩お絵かき&雑貨づくり 吉沢深雪/著 玄光社

17 726.6 絵本むかし話ですよ 五味太郎/著 方丈社

18 726.9 大人かわいい華やかカラー切り絵 平石智美/著 メイツ出版

19 727 グラフィックの天才たち。 ペン編集部/編 CCCメディアハウス

20 728 やさしい絵入り扇子・色紙・短冊・はがきの書き方 奥平朋子/著 知道出版

21 728 色紙漢字かな交じり書 杭迫柏樹/書 二玄社

22 728 美文字の法則さっと書く一枚の手紙 根本知/著 さくら舎

23 730.8 横尾忠則全版画 横尾忠則/[作]アート・ディレクショ
ン 国書刊行会

24 736 消しゴム花はんこモチーフ153 津久井智子/著 講談社

25 736 ディズニーツムツム消しゴムはんこ TSUBUAN STAMP/[著]
Atelier*Naco/[著] ブティック社

26 743.5 作例でわかる!山岳写真上達法 中西俊明/写真・文 山と溪谷社

27 746 マウントアダプター解体新書 澤村徹/著 玄光社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 746 プロが答える写真の撮り方Q&A  学研プラス

29 746.4 超拡大で虫と植物と鉱物を撮る 日本自然科学写真協会/監修 新井文
彦/[ほか]文と写真 文一総合出版

30 746.8 プロジェクションマッピングの教科書 田中健司/著
シーアンドアール研究
所

31 748 めったに見られない瞬間! ナショナルジオグラフィック/編著
スーザン・タイラー・ヒッチコック/ 二見書房

32 748 沖ノ島 藤原新也/著 小学館

33 751 陶芸 銅・マンガン・クロムを使った装飾技法 小山耕一/著 誠文堂新光社

34 751.1 やさしい陶芸絵付け鉄絵の描き方 比護武司/著 誠文堂新光社

35 751.8 はじめての手作りアロマストーン 平山りえ/著 世界文化社

36 751.9 ゆめかわいいレジンでつくるハンドメイドアクセサリー 尾山花菜子/著 ソーテック社

37 751.9 プラバンでつくるロマンティックアクセサリー だいごちひろ/[著] アップルミンツ

38 753 ヨーロッパに眠る「きもの」 深井晃子/著 長崎巌/著 東京美術

39 753.8 キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤麻陽/著 ブティック社

40 754.9 組み方を楽しむエコクラフトのかご作り 荒関まゆみ/著 朝日新聞出版

41 754.9 紙バンドを結んで作るずっと持ちたいかご 古木明美/著 日本ヴォーグ社

42 754.9 エコクラフトで作る和風のかごバッグと小物入れ  ブティック社

43 755.5 革で手作りミニチュアサイズの小物&雑貨  ブティック社

44 757.0 フィンランド・デザインの原点 橋本優子/著 東京美術

45 757.0 デザインってなんだろ? 松田行正/著 紀伊國屋書店

46 759.0 愛されすぎたぬいぐるみたち マーク・ニクソン/写真・文 金井真
弓/訳 オークラ出版

47 760.4 音のかなたへ 梅津時比古/著 毎日新聞出版

48 760.7 「音楽教室の経営」塾 1 大内孝夫/著 音楽之友社

49 760.7 「音楽教室の経営」塾 2 大内孝夫/著 音楽之友社

50 762.0 ロマン派の音楽家たち  (ちくま新書) 中川右介/著 筑摩書房

51 762.3 僕はホルンを足で吹く フェリックス・クリーザー/著 セ
リーヌ・ラウアー/著

ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

52 762.3 クラシックでわかる世界史 西原稔/著
アルテスパブリッシン
グ

53 762.3 ダンスと音楽 クレール・パオラッチ/著 西久美子/
訳

アルテスパブリッシン
グ

54 762.3 マエストロ・バッティストーニのぼくたちのクラシック音楽
アンドレア・バッティストーニ/著
加藤浩子/監訳 音楽之友社

55 763.2 みるみる上達!ピアノ演奏55のポイント 寺西幸子/監修 メイツ出版

56 763.2 ピアノ教本ガイドブック 山本美芽/著 音楽之友社

57 763.4 初心者のチェロ基礎教本 大澤久/編著 自由現代社(発売)

58 763.4 おもしろバイオリン事典 奥田佳道/著 山田治生/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

59 763.4 通奏低音弾きの言葉では、 鈴木秀美/著
アルテスパブリッシン
グ

60 763.5 ジャズ・ギターを弾くためのスケール活用帳 [2017] 堀川大介/編著 自由現代社(発売)

61 763.6 おもしろ管楽器事典 佐伯茂樹/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

62 763.6
エリック・ミヤシロがガイドする管楽器奏者のための楽器スーパー
上達術

エリック宮城/解説 佐伯茂樹/編 音楽之友社

63 763.8 初心者のためのドラム講座 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

64 764.3 ピリオド楽器から迫るオーケストラ読本 音楽の友/編 佐伯茂樹/監修 音楽之友社

65 764.7 我がロック革命 石坂敬一/著 東京ニュース通信社

66 764.7 ヘドバン的「メタルの古典」100枚  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

67 766.1 歌うギリシャ神話 彌勒忠史/著
アルテスパブリッシン
グ

68 767.6 全国旧制高等学校寮歌名曲選 Part2 ことのは会/編 春秋社

69 777.1 人形浄瑠璃文楽外題づくし 鳥越文蔵/監修 人形浄瑠璃文楽座/企
画・編集

工作舎

70 778.0 映像の境域 金子遊/著 森話社

71 778.0 映画評論・入門! モルモット吉田/著 洋泉社

72 778.2 チャプリンが日本を走った 千葉伸夫/著 青蛙房

73 778.4 大学生のための動画制作入門 黒岩亜純/著 宮徹/著 慶應義塾大学出版会

74 778.4 PRODUCERS' THINKING 高根順次/著 blueprint

75 778.7 創作アニメーション入門 山村浩二/著 六耀社

76 778.7 アニメキービジュアルで学ぶイラストテクニック  ビー・エヌ・エヌ新社

77 778.8 みんなの朝ドラ  (講談社現代新書) 木俣冬/著 講談社

78 778.8 おんな城主直虎 後編  NHK出版

79 779.3 東大式タネなし手品ベスト30 東京大学奇術愛好会/監修 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 780.6 多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原正道/著 晃洋書房

81 780.6 世界スタジアム物語 後藤健生/著 ミネルヴァ書房

82 780.7 コンディショニングスタートブック 有吉与志恵/著 学研プラス

83 780.7 7秒で狙った筋肉を手に入れる!自重筋トレ完全メソッド 角田信朗/著 山本昌弘/監修 日本文芸社

84 780.7 筋力トレーニング完全マニュアル 齊藤邦秀/監修 成美堂出版

85 780.7 腹筋を美しく見せる!女子の体幹トレーニング MAYUMI/監修 成美堂出版

86 781.4 体を柔らかくする新常識 岡田隆/監修・著
ベースボール・マガジ
ン社

87 782 記録が伸びる!陸上競技メンタル強化メソッド 井村久美子/著 実業之日本社

88 782.3 トラック走を極める!陸上競技中長距離 松井一樹/監修 メイツ出版

89 783.2 部活で差がつく!勝つバレーボール上達のポイント60 小川良樹/監修 メイツ出版

90 783.3 部活で差がつく!勝つハンドボール最強のコツ50 阿部直人/監修 メイツ出版

91 783.4 サッカーで日本一、勉強で東大現役合格 小澤一郎/著 洋泉社

92 783.4 ゲームの支配者ヨハン・クライフ ディートリッヒ・シュルツェ=マルメ
リンク/著 円賀貴子/訳 洋泉社

93 783.4 最強プロに学ぶフットサル個人技完全マスター 森岡薫/著 誠文堂新光社

94 783.4 サッカースターになる!  学研プラス

95 783.5 ナダル・ノートすべては訓練次第 トニ・ナダル/著 タカ大丸/訳 東邦出版

96 783.5 テニスの教え方、教えます! 綿貫弘次/監修 実業之日本社

97 783.6 勝つ!卓球ダブルス上達60のコツ 高山幸信/監修 メイツ出版

98 783.7 常識の超え方 池田純/著 文藝春秋

99 783.7 野球規則を正しく理解するための野球審判員マニュアル
全日本野球協会・アマチュア野球規
則委員会/編集

ベースボール・マガジ
ン社

100 783.7 個の力がUPする野手実戦メソッド 仁志敏久/監修 池田書店

101 783.7 野村克也野球論集成 野村克也/著 サンケイスポーツ/編 徳間書店

102 783.7 いつも、気づけば神宮に 長谷川晶一/著 集英社

103 783.7 ゆとりの美学。 前田健太/著 幻冬舎

104 783.8 ゴルフが消える日  (中公新書ラクレ) 赤坂厚/著 中央公論新社

105 783.8 40歳から劇的にスコアを伸ばすゴルフの組み立て方 深堀圭一郎/著 ベストセラーズ

106 785.3 サーファーになる本  枻出版社

107 786.1 登山力アップの強化書 徳永哲哉/著 西日本新聞社

108 786.1 60歳からの夏山の天気 日本気象協会/著 成山堂書店

109 786.1 スポーツクライミング教本 東秀磯/著 山と溪谷社

110 786.3 キャンプでやってみる子どもサバイバル 川口拓/著
ベースボール・マガジ
ン社

111 786.5 誰でもはじめられるクロスバイク&ロードバイク 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

112 787.1 和竿大全 葛島一美/著 つり人社

113 787.1 世界一やさしい海釣り入門 西野弘章/著 山と溪谷社

114 787.1 はじめてのルアー釣り超入門 西野弘章/著 つり人社

115 788.1 弱くても勝てる強くても負ける 石浦外喜義/著 幻冬舎

116 788.1 大相撲立行司の軍配と空位 根間弘海/著 専修大学出版局

117 788.2 女子プロレスラー小畑千代 秋山訓子/著 岩波書店

118 788.2 プロレス入門 2 斎藤文彦/著 ビジネス社

119 788.5 還暦ジョッキー 的場文男/著 KADOKAWA

120 788.7 F1語辞典 小倉茂徳/著 誠文堂新光社

121 788.7 日本の自動車レース史 杉浦孝彦/著 三樹書房

122 789.2 柔道基本と戦術 上水研一朗/監修 実業之日本社

123 789.2 柔道 基礎から心技体を鍛える稽古 石田輝也/著
ベースボール・マガジ
ン社

124 789.3 剣道の新しい教科書 高瀬英治/著 日本文芸社

125 791.2 茶人・小堀遠州の正体 矢部良明/著 KADOKAWA

126 791.7 実用茶事 4 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

127 793 3ステップ上達法はじめての花の活け方 永塚慎一/著 誠文堂新光社

128 793.0 いけばなときもの 池坊専好/著 矢嶋孝敏/著 三賢社

129 795 三連星のススメ 秋山次郎/著 マイナビ出版

130 795 捨て石の技法 安斎伸彰/著 マイナビ出版

131 795 直感力を鍛える囲碁・実戦手筋 山田規三生/著 マイナビ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

132 796 徹底解明!相振り飛車の最重要テーマ14 黒沢怜生/著 マイナビ出版

133 796 おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門 羽生善治/監修 主婦の友社

134 796 棋士とAIはどう戦ってきたか  (新書y) 松本博文/著 洋泉社

135 796 村山慈明の居飛車対振り飛車知って得する序盤術 村山慈明/著 NHK出版

136 798 バックギャモン・ブック 望月正行/著 景山充人/著 河出書房新社

137 798.5 背景CG上達講座 酒井達也/著 翔泳社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 文字と書の消息 古賀弘幸/著 工作舎

2 809.9 パソコン初心者が文字入力で困ったら読む本 可知豊/著 秀和システム

3 810.2 日本語全史  (ちくま新書） 沖森卓也/著 筑摩書房

4 810.2 古代日本語をよむ 奥村悦三/著 和泉書院

5 810.2 だめだし日本語論 橋本治/著 橋爪大三郎/著 太田出版

6 811.1 日本語の音 沖森卓也/編著 木村一/編著 朝倉書店

7 811.2 漢字は日本でどう生きてきたか 湯沢質幸/著 開拓社

8 814 オノマトペの謎 窪薗晴夫/編 岩波書店

9 816 伝わる文章Before>>>After 坂本俊夫/著
まむかいブックスギャ
ラリー

10 816 文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡友治/著 草思社

11 818 誤解されやすい方言小辞典 篠崎晃一/著 三省堂

12 824 今すぐ役立つ中国語の日常基本単語集 王婷婷/著 ナツメ社

13 825.6 つたわる中国語文法 林松濤/著 東方書店

14 830.7 捨てる英語勉強法 関口千恵/著 明日香出版社

15 833.4 日英ことわざ文化事典 山田雅重/著 亀田尚己/編集協力 丸善出版

16 834 イメージでつかむ似ている英語使い分けBOOK 清水建二/共著 すずきひろし/共著 ベレ出版

17 837 天声人語 2017春 朝日新聞論説委員室/編 国際編集部/
訳 原書房

18 837.4 ネイティブが感動する英語にない日本語 フォーンクルック幹治/著 河出書房新社

19 837.8 これを英語で言いたかった! 箱田勝良/著 IBCパブリッシング

20 840 基礎からレッスンはじめてのドイツ語 宍戸里佳/著 ナツメ社

21 857.8 フランス語で話す自分のこと日本のこと 田中幸子/著 川合ジョルジェット/著 白水社

22 860 基礎からレッスンはじめてのスペイン語 本橋祈/著 ナツメ社

23 877.8 イタリア人が日本人によく聞く100の質問 カルラ・フォルミサーノ/著 入江た
まよ/著 三修社

24 889.8 一冊目のポーランド語 渡辺克義/著 東洋書店新社

25 892.7 ラテン語を読む 山下太郎/著 ベレ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 場面設定類語辞典 アンジェラ・アッカーマン/著 ベッ
カ・パグリッシ/著 フィルムアート社

2 902 世界文学大図鑑 ジェイムズ・キャントン/ほか著 沼
野充義/日本語版監修 三省堂

3 902.3 ミステリ国の人々 有栖川有栖/著 日本経済新聞出版社

4 904 ねんてん先生の文学のある日々 坪内稔典/著 新日本出版社

5 904 文学研究から現代日本の批評を考える 西田谷洋/編 ひつじ書房

6 904 文学のレッスン 丸谷才一/著 湯川豊/聞き手 新潮社

7 904 辺境図書館 皆川博子/著 講談社

8 908.3 メルヘン館はハーブの香り 阿部登志子/[編]著 音羽出版

9 910.2 漱石と日本の近代 上 石原千秋/著 新潮社

10 910.2 漱石と日本の近代 下 石原千秋/著 新潮社

11 910.2 江戸時代恋愛事情 板坂則子/著 朝日新聞出版

12 910.2 山崎豊子と<男>たち 大澤真幸/著 新潮社

13 910.2 文豪と暮らし 開発社/編 創藝社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 910.2 私の古典文学研究 片桐洋一/著 和泉書院

15 910.2 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上未映子/訊く 村上春樹/語る 新潮社

16 910.2 老いの荷風 川本三郎/著 白水社

17 910.2 乱歩と清張 郷原宏/著 双葉社

18 910.2 美酒と黄昏 小玉武/著 幻戯書房

19 910.2 寂聴伝 続 齋藤愼爾/著 白水社

20 910.2 小林秀雄と河上徹太郎 坂本忠雄/著 慶應義塾大学出版会

21 910.2 石原慎太郎への弔辞 佐高信/著 ベストブック

22 910.2 本人に訊く 2 椎名誠/共著 目黒考二/共著 椎名誠旅する文学館

23 910.2 小説のしくみ 菅原克也/著 東京大学出版会

24 910.2 漱石の個人主義 関口すみ子/[著] 海鳴社

25 910.2 銀座の夜の神話たち 園田静香/著 財界研究所

26 910.2 夫・車谷長吉 高橋順子/著 文藝春秋

27 910.2 漱石のヒロインたち 増田裕美子/著 新曜社

28 910.2 古典文学の常識を疑う 松田浩/編 上原作和/編 勉誠出版

29 910.2 村上春樹を、心で聴く 宮脇俊文/著 青土社

30 910.2 湊かなえ読本  洋泉社

31 910.2 和田竜読本  洋泉社

32 911.1 大人の短歌入門 秋葉四郎/著 角川文化振興財団

33 911.1 筑紫万葉恋ひごころ 上野誠/著 西日本新聞社

34 911.1 良寛詩歌集 中野東禅/著 NHK出版

35 911.1 美智子さま御歌千年の后 秦澄美枝/著 PHP研究所

36 911.3 子規の音 森まゆみ/著 新潮社

37 911.5 少年少女に希望を届ける詩集 曽我貢誠/編 佐相憲一/編 コールサック社

38 912.7 ウルトラマンシリーズ金城哲夫シナリオコレクション 2 金城哲夫/著 復刊ドットコム

39 912.7 やすらぎの郷 中 倉本聰/著 双葉社

40 912.7 忍びの国  オリジナル脚本 和田竜/著 新潮社

41 913.3 宇治の結び 上 [紫式部/著] 荻原規子/訳 理論社

42 913.3 宇治の結び 下 [紫式部/著] 荻原規子/訳 理論社

43 913.3 正訳源氏物語 第8冊 [紫式部/著] 中野幸一/訳 勉誠出版

44 914.6 若者たちと農とデモ暮らし 秋山豊寛/著 岩波書店

45 914.6 竜宮城と七夕さま 浅田次郎/著 小学館

46 914.6 孤独という名の生き方 家田荘子/著 さくら舎

47 914.6 箸もてば 石田千/著 新講社

48 914.6 赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上弘美/著 門馬則雄/絵 平凡社

49 914.6 わがクラシック・スターたち 小林信彦/著 文藝春秋

50 914.6 人生という花 小檜山博/著 河出書房新社

51 914.6 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子/著 KADOKAWA

52 914.6 男尊女子 酒井順子/著 集英社

53 914.6 極上の人生 辰濃和男/著 海竜社

54 914.6 泣きたくなったあなたへ 松浦弥太郎/著
PHPエディターズ・グ
ループ

55 914.6 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ/著 河出書房新社

56 914.6 あふれる 山下多恵子/著 未知谷

57 915.5 新解釈『おくのほそ道』 矢島渚男/著 角川文化振興財団

58 915.6 散歩本を散歩する 池内紀/著 交通新聞社

59 915.6 苦汁100% 尾崎世界観/著 文藝春秋

60 915.6 私日記 9 曽野綾子/著 海竜社

61 916 北海道でがんとともに生きる 大島寿美子/編 寿郎社

62 916 欠歯生活 北尾トロ/著 文藝春秋

63 916 こぼんちゃん日記 小亀文子/著 クリエイツかもがわ

64 916 工学部ヒラノ教授のはじまりの場所 今野浩/著 青土社

65 916 世川行介放浪日記 貧乏歌舞伎町篇 世川行介/著 彩雲出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 916 わけあり記者 三浦耕喜/著 高文研

67 918.6 新編・日本幻想文学集成 5  国書刊行会

68 921 おとなのためのやさしい漢詩教室 三羽邦美/著 瀬谷出版

69 923.7 グラウンド・ゼロ 伊格言/著 倉本知明/訳 白水社

70 923.7 世事は煙の如し 余華/[著] 飯塚容/訳 岩波書店

71 929.1 ピンポン パクミンギュ/著 斎藤真理子/訳 白水社

72 929.8 ギタンジャリ ロビンドロナト・タゴール/著 川名
澄/訳 風媒社

73 930.2 アガサ・クリスティーの大英帝国 東秀紀/著 筑摩書房

74 930.2 ホームズ!まだ謎はあるのか? 大川一夫/著 一葉社

75 930.2 そしてワシントン・アーヴィングは伝説になった 齊藤昇/著 彩流社

76 930.2 図説アーサー王と円卓の騎士 マーティン・J.ドハティ/著 伊藤は
るみ/訳 原書房

77 930.2 エドガー・アラン・ポーとテロリズム 西山智則/著 彩流社

78 930.2 ドナルド・キーン  小学館

79 931.7 ほとんど見えない マーク・ストランド/著 森邦夫/訳 港の人

80 932.7 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 J.K.ローリング/著 松岡佑子/日本語
版監修・訳 静山社

81 933.7 ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン/著 阿尾正子/
訳

小学館

82 933.7 平和の玩具 サキ/著 和爾桃子/訳 白水社

83 933.7 林檎の木から、遠くはなれて トレイシー・シュヴァリエ/著 野沢
佳織/訳 柏書房

84 933.7 ほら、死びとが、死びとが踊る キム・スコット/著 下楠昌哉/訳 現代企画室

85 933.7 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト/著 小川高
義/訳 早川書房

86 933.7 ジョージおじさん オーガスト・ダーレス/著 中川聖/訳 アトリエサード

87 933.7 異形の愛 キャサリン・ダン/著 柳下毅一郎/訳 河出書房新社

88 933.7 ほどける エドウィージ・ダンティカ/著 佐川
愛子/訳 作品社

89 933.7 音楽と沈黙 1 ローズ・トレメイン/著 渡辺佐智江/
訳 国書刊行会

90 933.7 音楽と沈黙 2 ローズ・トレメイン/著 渡辺佐智江/
訳 国書刊行会

91 933.7 J・G・バラード短編全集 3 J.G.バラード/著 柳下毅一郎/監修 東京創元社

92 933.7 ゴーストドラム スーザン・プライス/著 金原瑞人/訳 サウザンブックス社

93 933.7 われらの独立を記念し スミス・ヘンダースン/著 鈴木恵/訳 早川書房

94 933.7 図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス/著
堀川志野舞/訳

早川書房

95 933.7 シャーロック・ホームズ アンダーショーの冒険 デイヴィッド・マーカム/編 日暮雅
通/訳 原書房

96 933.7 五月の雪 クセニヤ・メルニク/著 小川高義/訳 新潮社

97 933.7 ユリシーズ航海記 柳瀬尚紀/著 河出書房新社

98 933.7 EVERYTHING,EVERYTHING ニコラ・ユン/著 橋本恵/訳 静山社

99 933.7 長い夢 リチャード・ライト/著 木内徹/訳 水声社

100 933.7 寝た犬を起こすな イアン・ランキン/著 延原泰子/訳 早川書房

101 933.7 母の記憶に ケン・リュウ/著 古沢嘉通/[ほか]訳 早川書房

102 933.7 ハイド ダニエル・ルヴィーン/著 羽田詩津
子/訳 KADOKAWA

103 933.7 殺しのディナーにご招待 E.C.R.ロラック/著 青柳伸子/訳 論創社

104 934.6 完訳・エリア随筆 4 チャールズ・ラム/[著] 南條竹則/訳 国書刊行会

105 936 誓います ダン・サヴェージ/[著] 大沢章子/訳 みすず書房

106 940.2 おとなのグリム童話 金成陽一/著 彩流社

107 943.7 キオスク ローベルト・ゼーターラー/著 酒寄
進一/訳

東宣出版

108 943.7 僕をスーパーヒーローと呼んでくれ 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

109 943.7 静寂 トーマス・ラープ/著 酒寄進一/訳 東京創元社

110 943.7 ヒーロー ロート・レープ/著 新朗恵/訳 西村書店

111 949.3 儀式 セース・ノーテボーム/著 松永美穂/
訳 論創社

112 950.2 フロベール ジャンヌ・ベム/著 柏木加代子/訳 水声社

113 950.2 ジオノ作品の舞台を訪ねて 山本省/著 彩流社

114 953.6 バルザック愛の葛藤・夢魔小説選集 4 バルザック/[著] 水声社

115 953.7 夜明けの約束 ロマン・ガリ/著 岩津航/訳 共和国

116 953.7 ちいさな国で ガエル・ファイユ/著 加藤かおり/訳 早川書房

117 953.7 原理 ジェローム・フェラーリ/[著] 辻由
美/訳 みすず書房
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118 953.7 シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト/著 澤田直/
訳 河出書房新社

119 953.7 人生を変えるレッスン ラファエル・ジョルダノ/著 河野彩/
訳 サンマーク出版

120 963 悪しき愛の書 フェルナンド・イワサキ/著 八重樫
克彦/訳 作品社

121 963 虹色のコーラス リュイス・プラッツ/著 寺田真理子/
訳 西村書店

122 973 とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ/著 和田忠彦/
訳

河出書房新社

123 991 詩人が読む古典ギリシア 高橋睦郎/[著] みすず書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F ハッチとマーロウ 青山七恵/著 小学館

2 F 7番街の殺人 赤川次郎/著 新潮社

3 F 幸腹な百貨店 [2] 秋川滝美/著 講談社

4 F 貘の耳たぶ 芦沢央/著 幻冬舎

5 F 人質オペラ 荒木源/著 講談社

6 F ニャンニャンにゃんそろじー 有川浩/著 ねこまき/著 講談社

7 F あの子が結婚するなんて 五十嵐貴久/著 実業之日本社

8 F 別子太平記 井川香四郎/著 徳間書店

9 F 小鳥冬馬の心像 石川智健/著 光文社

10 F 鎮憎師 石持浅海/著 光文社

11 F どんぶらこ いとうせいこう/著 河出書房新社

12 F ライプツィヒの犬 乾緑郎/著 祥伝社

13 F あなたならどうする 井上荒野/著 文藝春秋

14 F 星の子 今村夏子/著 朝日新聞出版

15 F キジムナーkids 上原正三/著 現代書館

16 F 孤道 内田康夫/著 毎日新聞出版

17 F 災神 江島周/著 KADOKAWA

18 F 間取りと妄想 大竹昭子/著 亜紀書房

19 F サバイバル・ウェディング 大橋弘祐/著 文響社

20 F 幸福のパズル 折原みと/著 講談社

21 F 「永遠の都」は何処に? 加賀乙彦/著 岳真也/著 牧野出版

22 F 花しぐれ 梶よう子/著 集英社

23 F さよなら、ムッシュ 片岡翔/著 小学館

24 F 諦めない女 桂望実/著 光文社

25 F カストロの尻 金井美恵子/著 新潮社

26 F 薬草とウインク 金澤マリコ/著 原書房

27 F 疑薬 鏑木蓮/著 講談社

28 F スノウ・エンジェル 河合莞爾/著 祥伝社

29 F あなたが子供だった頃、わたしはもう大人だった 川崎徹/著 河出書房新社

30 F フォークロアの鍵 川瀬七緒/著 講談社

31 F 現世怪談 木原浩勝/著 講談社

32 F デンジャラス 桐野夏生/著 中央公論新社

33 F フェイスレス 黒井卓司/著 KADOKAWA

34 F 本性 黒木渚/著 講談社

35 F ライオン・ブルー 呉勝浩/著 KADOKAWA

36 F 里山奇談 coco/著 日高トモキチ/著 KADOKAWA

37 F ホライズン 小島慶子/著 文藝春秋

38 F ときどき旅に出るカフェ 近藤史恵/著 双葉社

39 F アンカー 今野敏/著 集英社

40 F 猫の傀儡 西條奈加/著 光文社

41 F 団塊の後 堺屋太一/著 毎日新聞出版

42 F しみ 坂口恭平/著 毎日新聞出版

F 小説 
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43 F ファイト 佐藤賢一/著 中央公論新社

44 F 5分で涙があふれて止まらないお話 志賀内泰弘/著 PHP研究所

45 F 上海殺人人形(ドール) 獅子宮敏彦/著 原書房

46 F カタストロフ・マニア 島田雅彦/著 新潮社

47 F わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本理生/著 幻冬舎

48 F サイレント・マイノリティ 下村敦史/著 光文社

49 F 風とにわか雨と花 小路幸也/著 キノブックス

50 F ラブ・ミー・テンダー 小路幸也/著 集英社

51 F 京都かけだし信金マンの事件簿 菅井敏之/著 お金総合研究所/著 アスコム

52 F 神の手廻しオルガン 須田狗一/著 光文社

53 F 緑の校庭 芹澤光治良/著 ポプラ社

54 F 君にまどろむ風の花 高里椎奈/著 講談社

55 F めぐみ園の夏 高杉良/著 新潮社

56 F ショートショート・BAR 田丸雅智/著 光文社

57 F 家出ファミリー 田村真菜/著 晶文社

58 F 太宰治賞 2017 筑摩書房編集部/編 筑摩書房

59 F ガーデン 千早茜/著 文藝春秋

60 F 追想の探偵 月村了衛/著 双葉社

61 F 父 辻仁成/著 集英社

62 F かがみの孤城 辻村深月/著 ポプラ社

63 F 筒井康隆コレクション 6 筒井康隆/著 日下三蔵/編 出版芸術社

64 F 冬雷 遠田潤子/著 東京創元社

65 F 北条早雲 [4] 富樫倫太郎/著 中央公論新社

66 F 万次郎茶屋 中島たい子/著 光文社

67 F 凄腕 永瀬隼介/著 文藝春秋

68 F 若葉の宿 中村理聖/著 集英社

69 F ドクター・デスの遺産 中山七里/著 KADOKAWA

70 F 掟上今日子の裏表紙 西尾維新/著 講談社

71 F 人類最強のときめき 西尾維新/著 講談社

72 F 仙石線殺人事件 西村京太郎/著 双葉社

73 F 十津川警部高山本線の秘密 西村京太郎/著 小学館

74 F 黙視論 一肇/著 KADOKAWA

75 F ザ・ベストミステリーズ 2017 日本推理作家協会/編 薬丸岳/[ほか
著] 講談社

76 F 文学 2017 日本文藝家協会/編 講談社

77 F ぷろぼの 楡周平/著 文藝春秋

78 F 宿命と真実の炎 貫井徳郎/著 幻冬舎

79 F 暗手 馳星周/著 KADOKAWA

80 F ひとめぼれ 畠中恵/著 文藝春秋

81 F コンビ 畑野智美/著 講談社

82 F 横浜大戦争 蜂須賀敬明/著 文藝春秋

83 F 武蔵 5 花村萬月/著 徳間書店

84 F 決戦!新選組 葉室麟/著 門井慶喜/著 講談社

85 F 潮騒はるか 葉室麟/著 幻冬舎

86 F 神さまたちのいた街で 早見和真/著 幻冬舎

87 F 踊れぬ天使 原宏一/著 祥伝社

88 F ラジオ・ガガガ 原田ひ香/著 双葉社

89 F 自閉症のうた 東田直樹/著 KADOKAWA

90 F 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良/著 文藝春秋

91 F 白い標的 樋口明雄/[著] 角川春樹事務所

92 F 笑う執行人 久間十義/著 KADOKAWA

93 F 怪談遺産 平山夢明/著 竹書房

94 F 青の王 廣嶋玲子/著 東京創元社
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95 F 午前三時のサヨナラ・ゲーム 深水黎一郎/著 ポプラ社

96 F ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水黎一郎/著 河出書房新社

97 F 浅草 福島泰樹/編 皓星社

98 F 薫風のカノン 福田和代/著 光文社

99 F 武曲(むこく) 2 藤沢周/著 文藝春秋

100 F 女系の教科書 藤田宜永/著 講談社

101 F ハイドアンドシーク 伏見俊行/著 大蔵財務協会

102 F いつの日か伝説になる 藤本ひとみ/著 講談社

103 F 平家物語 犬王の巻 古川日出男/著 河出書房新社

104 F 新任刑事 古野まほろ/著 新潮社

105 F ベスト本格ミステリ 2017 本格ミステリ作家クラブ/選・編 講談社

106 F 増山超能力師大戦争 誉田哲也/著 文藝春秋

107 F 三つの悪夢と階段室の女王 増田忠則/著 双葉社

108 F 北海タイムス物語 増田俊也/著 新潮社

109 F 風よ僕らに海の歌を 増山実/[著] 角川春樹事務所

110 F アムステルダム・ヘブン 又井健太/著 河出書房新社

111 F 劇場 又吉直樹/著 新潮社

112 F 関東戎夷焼煮袋 町田康/著 幻戯書房

113 F ホサナ 町田康/著 講談社

114 F 最愛の子ども 松浦理英子/著 文藝春秋

115 F チェーン・ピープル 三崎亜記/著 幻冬舎

116 F 満月の泥枕 道尾秀介/著 毎日新聞出版

117 F 永遠の道は曲りくねる 宮内勝典/著 河出書房新社

118 F あとは野となれ大和撫子 宮内悠介/著 KADOKAWA

119 F ダマシ×ダマシ 森博嗣/著 講談社

120 F 横浜 八木澤高明/編 皓星社

121 F おもちゃ絵芳藤 谷津矢車/著 文藝春秋

122 F 山よ奔れ 矢野隆/著 光文社

123 F 落語魅捨理(ミステリ)全集 山口雅也/著 講談社

124 F エーゲ海に強がりな月が 楊逸/著 潮出版社

125 F ファイアスターター 結城充考/著 祥伝社

126 F BUTTER 柚木麻子/[著] 新潮社

127 F ピエロがいる街 横関大/著 講談社

128 F 海道の修羅 吉川永青/著 KADOKAWA

129 F 遠くの街に犬の吠える 吉田篤弘/著 筑摩書房

130 F 鬼を纏う魔女 吉田恭教/著 南雲堂

131 F 楽園 夜釣十六/著 筑摩書房

132 F 優しき悪霊 輪渡颯介/著 講談社

133 F 蟲 高倉信吉/著 高倉亜洲夫

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B379.9 保育士おとーちゃんの「心がラクになる子育て」 須賀義一/著 PHP研究所

2 B488.9 カラス屋の双眼鏡 松原始/著 角川春樹事務所

3 B493.7 子供の死を祈る親たち 押川剛/著 新潮社

4 B590 自作の小屋で暮らそう 高村友也/著 筑摩書房

5 B914.6 うふふな日々 あさのあつこ/著 PHP研究所

6 B914.6 聞かなかった聞かなかった 内館牧子/[著] 幻冬舎

7 B914.6 幸福はただ私の部屋の中だけに 森茉莉/著 早川茉莉/編 筑摩書房

8 B933.7 コードネーム・ヴェリティ エリザベス・ウェイン/著 吉澤康子/
訳 東京創元社

9 B933.7 船出 下 ヴァージニア・ウルフ/作 川西進/訳 岩波書店

B 文庫本 
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10 B933.7 ルート66 上 キャロル・オコンネル/著 務台夏子/
訳 東京創元社

11 B933.7 ルート66 下 キャロル・オコンネル/著 務台夏子/
訳 東京創元社

12 B933.7 紳士と猟犬 M.J.カーター/著 高山真由美/訳 早川書房

13 B933.7 機密奪還 上 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

14 B933.7 機密奪還 下 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

15 B933.7 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティー/著 安原和見/
訳 光文社

16 B933.7 灰色の密命 上 ロバート・ゴダード/[著] 北田絵里
子/訳 講談社

17 B933.7 灰色の密命 下 ロバート・ゴダード/[著] 北田絵里
子/訳 講談社

18 B933.7 ブラウン神父の知恵 G.K.チェスタトン/著 中村保男/訳 東京創元社

19 B933.7 マイルズの旅路 ロイス・マクマスター・ビジョルド/
著 小木曽絢子/訳 東京創元社

20 B933.7 ぼくが死んだ日 キャンデス・フレミング/著 三辺律
子/訳 東京創元社

21 B933.7 青鉛筆の女 ゴードン・マカルパイン/著 古賀弥
生/訳 東京創元社

22 B943.7 刺青の殺人者 アンドレアス・グルーバー/著 酒寄
進一/訳 東京創元社

23 B952.7 ルーフォック・オルメスの冒険 カミ/著 高野優/訳 東京創元社

24 B953.6 にんじん ルナール/著 中条省平/訳 光文社

25 B953.7 死を告げられた女 イングリッド・デジュール/著 竹若
理衣/訳

早川書房

26 BF 決戦のとき あさのあつこ/[著] ポプラ社

27 BF 忍者烈伝ノ乱 天之巻 稲葉博一/[著] 講談社

28 BF 忍者烈伝ノ乱 地之巻 稲葉博一/[著] 講談社

29 BF 友よ 今井絵美子/著 祥伝社

30 BF 情愛の奸 上田秀人/著 光文社

31 BF 連環の罠 上田秀人/[著] 幻冬舎

32 BF 鴨川食堂おまかせ 柏井壽/著 小学館

33 BF 霧に棲む鬼 小杉健治/著 祥伝社

34 BF 旅立ちぬ 佐伯泰英/著 光文社

35 BF 鬼役 21 坂岡真/著 光文社

36 BF ストレンジ・シチュエーション 佐藤青南/著 宝島社

37 BF 天下流の友 鈴木英治/著 双葉社

38 BF ブラックチェイン 鈴峯紅也/著 徳間書店

39 BF 鯖猫長屋ふしぎ草紙 2 田牧大和/著 PHP研究所

40 BF 入り婿侍商い帖 3 千野隆司/[著] KADOKAWA

41 BF 三狼鬼剣 鳥羽亮/著 実業之日本社

42 BF 七人の用心棒 鳥羽亮/著 双葉社

43 BF 狼虎の剣 鳥羽亮/著 文藝春秋

44 BF D坂の美少年 西尾維新/著 講談社

45 BF 上野駅殺人事件 西村京太郎/[著] 講談社

46 BF 月下におくる 上 堀川アサコ/[著] 講談社

47 BF 月下におくる 下 堀川アサコ/[著] 講談社

48 BF 黄砂の籠城 上 松岡圭祐/[著] 講談社

49 BF 黄砂の籠城 下 松岡圭祐/[著] 講談社

50 BF 京の縁結び 縁見屋の娘 三好昌子/著 宝島社

51 BF ACT 2 矢月秀作/[著] 講談社

52 BF 君の膵臓をたべたい 住野よる/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R023.1 出版指標年報 2017年版  
全国出版協会出版科学
研究所

2 R025.1 BOOK PAGE 2017-1 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

3 R025.1 BOOK PAGE 2017-2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

4 R027.5 雑誌新聞総かたろぐ 2017年版 メディア・リサーチ・センター株式
会社/編集

メディア・リサーチ・
センター

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

5 R028.0 世界の名作絵本4000冊 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

6 R215 江戸時代年鑑 遠藤元男/著 雄山閣

7 R222.0 三国志事典 渡邉義浩/著 大修館書店

8 R281.0 日本人物レファレンス事典 商人・実業家・経営者篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

9 R292.2 中国文化事典 中国文化事典編集委員会/編 丸善出版

10 R369.2 障害者とともに生きる本2500冊 野口武悟/共編 加部清子/共編 日外アソシエーツ

11 R470.3 日本の野生植物 4 大橋広好/編 門田裕一/編 平凡社

12 R480.3 驚くべき世界の野生動物生態図鑑 小菅正夫/日本語版監修 黒輪篤嗣/訳 日東書院本社

13 R499.1 お薬事典 2018年版 郷龍一/執筆 一色高明/監修 ユーキャン学び出版

14 R772.1 日本の伝統芸能 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

15 R813.2 大きな文字の漢字字典 上巻  桜雲会

16 R813.2 大きな文字の漢字字典 下巻  桜雲会

17 R813.2 大きな文字の漢字字典 さくいん巻  桜雲会

18 R909.0 物語の森へ 東京子ども図書館/編 東京子ども図書館

19 R910.2 漱石辞典 小森陽一/編集 飯田祐子/編集 翰林書房

20 R940.2 決定版グリム童話事典 高木昌史/編著 三弥井書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

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

2 T233.1 大山の歴史と民俗 第20号 大山歴史民俗研究会/[編] 大山歴史民俗研究会

3 T290.9 富山 立山・黒部 18  昭文社

4 T318.3 富山市議会臨時会会議録 平成29年4月 富山市議会/[編] 富山市議会

5 T318.3 富山市議会定例会議案 平成29年6月 [富山市議会/編] [富山市議会]

6 T318.4 富山市議はなぜ14人も辞めたのか チューリップテレビ取材班/著 岩波書店

7 T335 50年のあゆみ インテック/[編] スカイインテック

8 T345 市税のしおり 平成29年度 富山市財務部納税課/[編] 富山市

9 T353 統計からみる富山市 2017 富山市企画管理部情報統計課/編
富山市企画管理部情報
統計課

10 T369.3 富山市国土強靭化地域計画 富山市/[編] 富山市

11 T369.7 富山市ボランティアセンター [2017] 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

12 T377.3 とやまの私立専修学校・各種学校ガイド 2018 富山県専修学校各種学校連合会/編
富山県専修学校各種学
校連合会

13 T383 修繕に見る八尾の曳山 越中八尾曳山保存会/[編] 八尾町曳山保存会

14 T686 昭和の終着駅 北陸・信越篇  交通新聞社

15 T748 万華鏡 293号  ふるさと開発研究所

16 T748 写心 高橋鐡夫/編 堀田信一/編 富山県写真連盟

17 T991 富山文学の黎明 2 磯部祐子/著 森賀一惠/著 桂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C こわがりつばめのピッピ こいずみゆうこ/脚本 福田岩緒/絵 童心社

2 C 金色夜叉 続 尾崎紅葉/原作 サワジロウ/脚本・絵 雲母書房

3 C でんしょばとのポー たはらともみ/作絵 教育画劇

4 C ねこのえきちょうさん のしさやか/作絵 教育画劇

5 C ばけこちゃんのたなばた 苅田澄子/脚本 中谷靖彦/絵 童心社

6 C はちみつおじさんとミツバチ 権田章江/作絵 教育画劇

7 C ぼくはきゅうじょ犬! 井上こみち/作 藤本四郎/絵 教育画劇

8 C ぼくはもうどうけんマーク 中村文人/作 ミヤハラヨウコ/絵 教育画劇

9 C みつばちぶんのおつかい 高家博成/脚本 久住卓也/絵 童心社

10 C むぎわらぼうしのむーぼくん すとうあさえ/脚本 丸山誠司/絵 童心社

11 C むしさんみーつけた! 得田之久/脚本・絵 童心社

T 郷土資料 

C かみしばい 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 C ルカちゃんとイルカ たかしまなおこ/作絵 教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 赤い金魚と赤いとうがらし 高橋久美子/作 福田利之/絵 mille books

2 E あかい自転車 ジュード・イザベラ/文 シモーネ・
シン/絵 六耀社

3 E あかずきん グリム/[原作] グリム/[原作] フレーベル館

4 E あこがれのチュチュ カトウシンジ/著 出版ワークス

5 E あめがふるふる 田島征三/作 フレーベル館

6 E あめのひ サム・アッシャー/作・絵 吉上恭太/
訳 徳間書店

7 E あるあさ イジニ/さく・え チョンミヘ/やく 少年写真新聞社

8 E いたずらおおかみくん きむらゆういち/作 国松エリカ/絵 世界文化社

9 E いろいろきのこ 山岡ひかる/作 くもん出版

10 E いろはにほほほ かどのえいこ/文・絵 アリエスブックス

11 E うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー・サンドル/作 二宮由紀子/訳 BL出版

12 E うそみーるめがね いわむらかずお/文・絵 復刊ドットコム

13 E 海のぷかぷか 高久至/写真 寒竹孝子/文 アリス館

14 E うわのそらいおん ふくながじゅんぺい/作・絵 金の星社

15 E エーくんビーくんのなんでもつくります! 中垣ゆたか/[作] 偕成社

16 E ええたまいっちょう! くすのきしげのり/作 吉田尚令/絵 岩崎書店

17 E えじえじえじじえ 佐藤可士和/え 谷川俊太郎/じ クレヨンハウス

18 E 絵本江戸のまち 太田大輔/作 講談社

19 E エリック・カールのイソップものがたり イソップ/[原作] エリック・カール/
再話・絵 偕成社

20 E おいしいまんまるさん 五味ヒロミ/さく わたなべあや/え 岩崎書店

21 E おいしゃさんがこどもだったとき 中川ひろたか/文 丸山誠司/絵 保育社

22 E おうちのものなあに はたこうしろう/さく・え ポプラ社

23 E おたすけこびとのにちようび なかがわちひろ/文 コヨセジュンジ/
絵 徳間書店

24 E おたんじょうびケーキ アンマサコ/著 ブロンズ新社

25 E おにぎりころころ トモコ=ガルシア/作 岩崎書店

26 E おねしょちゃんとなおったね 宮野聡子/作・絵 教育画劇

27 E おふとんさん コンドウアキ/作 小学館

28 E おべんとうばこあけたらね 松田奈那子/作 ほるぷ出版

29 E おべんとうばこのぱっくん ひらのゆきこ/さく・え 教育画劇

30 E お化けのおもてなし 川端誠/作 BL出版

31 E かえるぴょん ささめやゆき/作 講談社

32 E かさじおやぶんいっけんらくちゃく! 苅田澄子/作 つちだのぶこ/絵 小学館

33 E かさちゃんです。 とよたかずひこ/さく・え 童心社

34 E かぞくがのみすぎたら リチャード・ラングセン/さく ニ
コール・ルーベル/え

サウザンブックス社
(制作)

35 E かたつむりくん かとうまふみ/作 風濤社

36 E ガルマンの夏 スティアン・ホーレ/絵・文 小柳隆
之/訳 三元社

37 E かわをむきかけたサトモちゃん えぐちよしこ/文 織茂恭子/絵 アリス館

38 E キツネとねがいごと カトリーン・シェーラー/作 松永美
穂/訳 西村書店

39 E きゃべつばたけのぴょこり 甲斐信枝/さく 福音館書店

40 E きんぎょとしょうぶ! うどんあこ/文 たごもりのりこ/絵 文研出版

41 E くだものさがしもの はらぺこめがね/作・絵 PHP研究所

42 E くまのまあすけ 馬場のぼる/作・絵 ポプラ社

43 E 甲虫のはなし ダイアナ・アストン/文 シルビア・
ロング/絵 ほるぷ出版

44 E ゴチソウドロどこにいる? すとうあさえ/さく さとうめぐみ/え くもん出版

45 E 子どもつなひき騒動 宝井琴調/文 ささめやゆき/絵 福音館書店

46 E こなべちゃんのジャム あさみいくよ/作 アリス館

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 E このあいだになにがあった? 佐藤雅彦/作 ユーフラテス/作 福音館書店

48 E これあな みやにしたつや/作・絵 鈴木出版

49 E 金剛山のトラ クォンジョンセン/再話 チョンスン
ガク/絵 福音館書店

50 E さがそう!マイゴノビートル やましたこうへい/作 奥本大三郎/監
修 偕成社

51 E 詩ってなあに? ミーシャ・アーチャー/作 石津ちひ
ろ/訳

BL出版

52 E しっぱいなんかこわくない! アンドレア・ベイティー/作 デイ
ヴィッド・ロバーツ/絵 絵本塾出版

53 E しっぽ沼 多羽田勝/ぶん・え
アイヌ文化振興・研究
推進機構

54 E 児童憲章のえほん そのとおりそのとおりおじさん 塚本やすし/絵・こども訳 求龍堂

55 E シマフクロウのぽこ 志茂田景樹/文 木島誠悟/絵 ポプラ社

56 E しろさんとちびねこ エリシャ・クーパー/作 椎名かおる/
訳 あすなろ書房

57 E 世界でさいしょのプログラマー フィオナ・ロビンソン/さく せなあ
いこ/やく 評論社

58 E ぜったいぜったいひみつだよ アナ・カン/ぶん クリストファー・
ウェイアント/え ほるぷ出版

59 E ゾウの赤ちゃん さえぐさひろこ/文 井上冬彦/写真 新日本出版社

60 E そらまめくんのはらっぱあそび なかやみわ/さく 小学館

61 E たなばたにょうぼう 常光徹/文 野村たかあき/絵 童心社

62 E だんぼーるおうじ 長野ヒデ子/作・絵 世界文化社

63 E ちいさなかえるくん 甲斐信枝/さく 福音館書店

64 E ちっちゃな木のおはなし ローレン・ロング/さく やまねもと
よ/やく 評論社

65 E チャーリーとシャーロットときんいろのカナリア チャールズ・キーピング/作 ふしみ
みさを/訳 ロクリン社

66 E ちゅうちゅうたこかいな 新井洋行/作 講談社

67 E チュウとチイのあおいやねのひみつきち たかおゆうこ/さく 福音館書店

68 E ちょきちょきブロッコリーさん ふくだじゅんこ/作・絵 PHP研究所

69 E つちづくりにわづくり ケイト・メスナー/文 クリスト
ファー・サイラス・ニール/絵 福音館書店

70 E つまんないつまんない ヨシタケシンスケ/著 白泉社

71 E でんしゃずし 丸山誠司/作 交通新聞社

72 E でんしゃのずかん 五十嵐美和子/作 近藤圭一郎/監修 白泉社

73 E どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク/作 マリ
エ・シュトゥンプフォヴァー/絵 偕成社

74 E とけいの3をとりもどせ うえだしげこ/作・絵 フレーベル館

75 E どんぐりと山猫 宮沢賢治/作 いもとようこ/絵 金の星社

76 E とんこととん 武鹿悦子/作 末崎茂樹/絵 フレーベル館

77 E ながれながれてながれずし うどんあこ/文 北村裕花/絵 アリス館

78 E なんでもできる!? 五味太郎/[作] 偕成社

79 E なんにもできないおとうさん ひがしちから/作・装幀 あかね書房

80 E にいちゃんのなみだスイッチ いとうみく/文 青山友美/絵 アリス館

81 E にじいろでんしゃはっしゃしまーす! 間瀬なおかた/作絵 学研教育みらい

82 E NEWウォーリーをさがせ! マーティン ハンドフォード/作・絵 フレーベル館

83 E ねぇ、しってる? かさいしんぺい/作 いせひでこ/絵 岩崎書店

84 E ねこのたまたま 倉本美津留/さく いぬんこ/え 好学社

85 E ネコのなまえは 枡野浩一/ぶん 目黒雅也/え 絵本館

86 E ねんねんどっち? 宮野聡子/作 講談社

87 E ノラネコぐんだん あいうえお 工藤ノリコ/著 白泉社

88 E のんびりジュゴン 松橋利光/文写真 杉田比呂美/イラス
ト

アリス館

89 E ばけばけばけばけばけたくん ばけくらべの巻 岩田明子/ぶん・え 大日本図書

90 E はなのいろはどこへいくの 水野翠/さく リーブル

91 E パパおふろ きくちちき/作 文溪堂

92 E パパのぼり きくちちき/作 文溪堂

93 E はらぺこハロルド、なにがみえたの? ケヴィン・ウォルドロン/作 いしい
むつみ/訳 BL出版

94 E パリのエマ クレール・フロッサール/文・絵 ク
リストフ・ユルバン/写真 福音館書店

95 E ひとりになったライオン 夏目義一/文・絵 福音館書店

96 E ピピはいっとうしょう! ヒド・ファン・ヘネヒテン/文・絵
石津ちひろ/訳

パイインターナショナ
ル

97 E ヒルダさんと3びきのこざる クェンティン・ブレイク/文 エマ・
チチェスター・クラーク/絵 徳間書店

98 E ひろくんとおいら 阪口笑子/さく・え 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 E ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ/再話・絵
松岡享子/訳 福音館書店

100 E ブブのどきどきはいたつや 白土あつこ/作・絵 ひさかたチャイルド

101 E 平和って、どんなこと? ウォーレス・エドワーズ/さく おび
ただす/やく 六耀社

102 E ペンギンピートひみつのぼうけん マーカス・フィスター/作 林木林/訳 講談社

103 E ほうちょうさんききいっぱつ みやにしたつや/作絵 教育画劇

104 E ホウホウフクロウ 井上洋介/作 福音館書店

105 E ぼくのイスなのに! ロス・コリンズ/作・絵 いしいひろ
し/訳 PHP研究所

106 E ぼくのつくりかた たけうちちひろ/文・切り絵 出版ワークス

107 E ほっぷすてっぷかぶとむし 増田純子/作 福音館書店

108 E ぽつぽつぽつだいじょうぶ? しもかわらゆみ/作 講談社

109 E ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン・バートン/さく かけがわ
やすこ/やく ポプラ社

110 E 本の子 オリヴァー・ジェファーズ/作 サ
ム・ウィンストン/作 ポプラ社

111 E まあすけのぼうし 馬場のぼる/作・絵 ポプラ社

112 E まるぽちゃおまわりさん マーガレット・ワイズ・ブラウン/作
イーディス・サッチャー・ハード/作 PHP研究所

113 E みつけてかぞえてどこどこきょうりゅう 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

114 E みつばちさんと花のたね アリソン・ジェイ/作・絵 蜂飼耳/文 徳間書店

115 E むしさんなんのぎょうれつ? オームラトモコ/作 ポプラ社

116 E め・め・め 西内ミナミ/さく 和歌山静子/え 廣済堂あかつき

117 E 桃太郎が語る桃太郎 岡村優太/絵 クゲユウジ/文 高陵社書店

118 E モリくんのあめふりぴーまんカー かんべあやこ/作 くもん出版

119 E もりのとしょかん ふくざわゆみこ/作・絵 学研プラス

120 E 森のパンダ 唐亜明/文 木下晋/絵 講談社

121 E ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山円香/作 あかね書房

122 E ゆいちゃんのりぼんむすび きたがわめぐみ/作・絵 PHP研究所

123 E ゆうかんなねこ?くろすけ エド・ヴィアー/作 木坂涼/訳 WAVE出版

124 E ゆめみるハッピードリーマー ピーター・レイノルズ/ぶん・え な
かがわちひろ/やく

主婦の友社

125 E よるのおと たむらしげる/著 偕成社

126 E ららちゃんとちゅうしゃ 渡辺智子/さく 山本えりこ/え 文芸社

127 E リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン/ぶん ゲオルグ・
ハレンスレーベン/え

ブロンズ新社

128 E ろくろっくびのばけねこしまい 二宮由紀子/文 荒戸里也子/絵 ブロンズ新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 質問する、問い返す  岩波ジュニア新書 名古谷隆彦/著 岩波書店

2 K007 大人を黙らせるインターネットの歩き方  ちくまプリマー新書 小木曽健/著 筑摩書房

3 K007 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング 1 松林弘治/著 坂村健/監修
角川アスキー総合研究
所

4 K010 ほんはまっていますのぞんでいます かこさとし/著 復刊ドットコム

5 K017 高校図書館デイズ  (ちくまプリマー新書) 成田康子/著 筑摩書房

6 K019 金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原瑞人/監修 すばる舎

7 K031 なぞなぞ大ぼうけん!超スペシャル 石田真理/作 伊東ぢゅん子/絵 ポプラ社

8 K031 おばけのこわ〜いなぞなぞ超スペシャル やまざきロバ/作 森のくじら/絵 ポプラ社

9 K049 世界不思議地図 佐藤健寿/著 阿部結/絵 朝日新聞出版

10 K211 図解大事典日本の歴史人物 新星出版社編集部/編 新星出版社

11 K227 14歳からのパレスチナ問題 奈良本英佑/著 合同出版

12 K281 教科書にのせたい!日本人じてん 1 岡澤憲芙/監修 こどもくらぶ/編 彩流社

13 K281 図解大事典戦国武将 新星出版社編集部/編 新星出版社

14 K288 聖徳太子  (岩波ジュニア新書) 東野治之/著 岩波書店

15 K289 ひらけ蘭学のとびら 鳴海風/著 関屋敏隆/画 岩崎書店

16 K302 東大留学生ディオンが見たニッポン  (岩波ジュニア新書) ディオン・ン・ジェ・ティン/著 岩波書店

17 K317 よくわかる消防・救急 坂口隆夫/監修 PHP研究所

18 K330 お金ってなんだろう? 長岡慎介/著 平凡社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 K366 10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部/編 大泉書店

20 K366 考えよう!女性活躍社会 3 孫奈美/編 汐文社

21 K366 障がい者の仕事場を見に行く 2  童心社

22 K367 JC女子力向上BOOK 関川香織/著 高橋祥子/監修 秀和システム

23 K367 わたしらしく、LGBTQ 3 ロバート・ロディ/著 ローラ・ロス/
著

大月書店

24 K368 よくわかる薬物依存 阿部和穂/著 PHP研究所

25 K368 シリーズ・貧困を考える 2 稲葉茂勝/著 池上彰/監修 ミネルヴァ書房

26 K368 シリーズ・貧困を考える 3 稲葉茂勝/著 池上彰/監修 ミネルヴァ書房

27 K375 田んぼに畑に笑顔がいっぱい 浜田尚子/文 佼成出版社

28 K376 中学生になったら  (岩波ジュニア新書) 宮下聡/著 岩波書店

29 K378 もっと知ろう!点字 日本点字図書館/監修 ポプラ社

30 K383 しらべよう!世界の料理 1 青木ゆり子/監修 こどもくらぶ/編・
著 ポプラ社

31 K383 しらべよう!世界の料理 2 青木ゆり子/監修 こどもくらぶ/編・
著 ポプラ社

32 K383 しらべよう!世界の料理 3 青木ゆり子/監修 こどもくらぶ/編・
著 ポプラ社

33 K383 しらべよう!世界の料理 4 青木ゆり子/監修・著 こどもくらぶ/
編 ポプラ社

34 K383 しらべよう!世界の料理 5 青木ゆり子/監修・著 こどもくらぶ/
編

ポプラ社

35 K383 しらべよう!世界の料理 6 青木ゆり子/監修 こどもくらぶ/編・
著 ポプラ社

36 K383 しらべよう!世界の料理 7 青木ゆり子/監修・著 こどもくらぶ/
編 ポプラ社

37 K383 日本と世界のくらし 衣 上羽陽子/監修 汐文社

38 K383 日本と世界のくらし 住 日高真吾/監修 汐文社

39 K384 学校へいきたい! [5]  六耀社

40 K407 小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

41 K407 ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

42 K410 13歳からの算数・数学が得意になるコツ 小野田博一/著
PHPエディターズ・グ
ループ

43 K417 親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑 渡辺美智子/監修 青山和裕/著 日本図書センター

44 K457 オルニトミムス たかしよいち/文 中山けーしょー/絵 理論社

45 K457 パラサウロロフス たかしよいち/文 中山けーしょー/絵 理論社

46 K457 世界恐竜発見地図 ヒサクニヒコ/絵・文 岩崎書店

47 K468 海辺の生きもの カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/著 六耀社

48 K471 根っこのえほん 4 根研究学会/協力 小泉光久/文 大月書店

49 K479 イチゴ 赤木かん子/作 藤井英美/写真 新樹社

50 K479 ダイズ 赤木かん子/作 藤井英美/写真 新樹社

51 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 1 今泉忠明/監修 ポプラ社

52 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 2 今泉忠明/監修 ポプラ社

53 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 3 今泉忠明/監修 ポプラ社

54 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 4 今泉忠明/監修 ポプラ社

55 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 5 今泉忠明/監修 ポプラ社

56 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 6 今泉忠明/監修 ポプラ社

57 K481 どうぶつのからだ これ、なあに? 7 今泉忠明/監修 ポプラ社

58 K485 みつけたよ!だんごむし  ひさかたチャイルド

59 K486 セミの羽化 赤木かん子/作 北島英雄/写真 新樹社

60 K486 昆虫って、どんなの? いしもりよしひこ/著 ハッピーオウル社

61 K486 ぜんぶわかる!アゲハ 新開孝/著 蟻川謙太郎/監修 ポプラ社

62 K486 はじめて見たよ!セミのなぞ 新開孝/写真・文 少年写真新聞社

63 K487 イモリとヤモリ 赤木かん子/作 ツク之助/絵 新樹社

64 K488 鳥の巣つくろう 鈴木まもる/著 岩崎書店

65 K492 学校の保健室 2 宇津木聡史/文 河村誠/絵 星の環会

66 K492 学校の保健室 3 宇津木聡史/文 河村誠/絵 星の環会

67 K493 シリーズ疫病の徹底研究 1 こどもくらぶ/編集 講談社

68 K493 シリーズ疫病の徹底研究 2 こどもくらぶ/編集 講談社

69 K493 シリーズ疫病の徹底研究 3 こどもくらぶ/編集 講談社

70 K493 シリーズ疫病の徹底研究 4 こどもくらぶ/編集 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 K498 臨床工学技士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

72 K498 よくわかる病院 梶葉子/著 PHP研究所

73 K498 寝ないとドジるよ、アブナイよ! 神山潤/著 芽ばえ社

74 K504 自然に学ぶくらし 1 石田秀輝/監修 さ・え・ら書房

75 K504 自然に学ぶくらし 2 石田秀輝/監修 さ・え・ら書房

76 K504 自然に学ぶくらし 3 石田秀輝/監修 さ・え・ら書房

77 K518 調べようごみと資源 1 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

78 K518 調べようごみと資源 2 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

79 K518 調べようごみと資源 3 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

80 K518 調べようごみと資源 4 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

81 K518 調べようごみと資源 5 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

82 K518 調べようごみと資源 6 大角修/文 松藤敏彦/監修 小峰書店

83 K523 建築という対話  (ちくまプリマー新書） 光嶋裕介/著 筑摩書房

84 K526 日本一小さな農業高校の学校づくり  (岩波ジュニア新書) 品田茂/著 岩波書店

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

86 K596 子どもと作るスイーツ絵本 辻口博啓/著 ふくまこ/絵 あすなろ書房

87 K619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 14 宮崎祥子/構成・文 白松清之/写真 岩崎書店

88 K645 瞬間接着剤で目をふさがれた犬純平 関朝之/さく nanako/え ハート出版

89 K686 ビジュアル日本の鉄道の歴史 1 梅原淳/著 ゆまに書房

90 K686 ビジュアル日本の鉄道の歴史 2 梅原淳/著 ゆまに書房

91 K702 子どものための美術史 アレグザンダー/文 ハミルトン/絵 西村書店

92 K709 知っておきたい!日本の「世界遺産」がわかる本 カルチャーランド/著 メイツ出版

93 K750 動く貯金箱  ブティック社

94 K754 夢がかなうおりがみでお店やさんごっこ 朝日勇/[著] ブティック社

95 K754 恐竜20 滝口あきはる/著 星の環会

96 K754 折り紙学 西川誠司/著 こどもくらぶ/編 今人舎

97 K754 ディズニープリンセス折り紙 西田良子/著 平野誠子/著 ブティック社

98 K769 ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッスン 厚木彩/監修 メイツ出版

99 K780 オリンピック大事典 和田浩一/監修 金の星社

100 K783 知ってる?サッカー 大槻邦雄/著
ベースボール・マガジ
ン社

101 K783 知ってる?ラグビー 仲西拓/著
ベースボール・マガジ
ン社

102 K786 ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田大/監修 大場美和/実演 メイツ出版

103 K786 ジュニアのためのスケートボード完全上達バイブル
全日本スケートボード協会/監
修

メイツ出版

104 K787 釣りにいこうよ! 加藤康一/著 折月フミオ/絵 講談社ビーシー

105 K796 一冊で差がつく!将棋上達のコツ50 屋敷伸之/監修 メイツ出版

106 K913 だんまりうさぎときいろいかさ 安房直子/作 ひがしちから/絵 偕成社

107 K913 化けて貸します!レンタルショップ八文字屋 泉田もと/作 岩崎書店

108 K913 ケータイくんとフジワラさん 市川宣子/作 みずうちさとみ/絵 小学館

109 K913 カーネーション いとうみく/作 酒井駒子/画 くもん出版

110 K913 ちょっとおんぶ 岩瀬成子/作 北見葉胡/絵 講談社

111 K913 春くんのいる家 岩瀬成子/作 坪谷令子/絵 文溪堂

112 K913 空飛ぶのらネコ探険隊 [4] 大原興三郎/作 こぐれけんじろう/絵 文溪堂

113 K913 おばけやさん 7 おかべりか/作 偕成社

114 K913 キキとジジ 角野栄子/作 佐竹美保/画 福音館書店

115 K913 パペット探偵団事件ファイル 4 如月かずさ/作 柴本翔/絵 偕成社

116 K913 海の子どもとゴチャマゼクトン 木村桂子/文 小池りとな/絵 鳥影社

117 K913 こうちゃんとぼく くすのきしげのり/作 黒須高嶺/絵 講談社

118 K913 ジャンケンの神さま くすのきしげのり/作 岡田よしたか/
絵 小学館

119 K913 プティ・パティシエール ひみつの友情マドレーヌ 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

120 K913 七福神の大阪ツアー くまざわあかね/作 あおきひろえ/絵 ひさかたチャイルド

121 K913 遠い国から来た少年 黒野伸一/作 荒木慎司/絵 新日本出版社

122 K913 りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠るい/作 土田義晴/絵 金の星社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

123 K913 時知らずの庭 小森香折/作 植田真/絵 BL出版

124 K913 きんたろうちゃん 斉藤洋/作 森田みちよ/絵 講談社

125 K913 ばんぱいやのパフェ屋さん [1] 佐々木禎子/[著] ポプラ社

126 K913 ばんぱいやのパフェ屋さん [2] 佐々木禎子/[著] ポプラ社

127 K913 ばんぱいやのパフェ屋さん [3] 佐々木禎子/[著] ポプラ社

128 K913 ばんぱいやのパフェ屋さん [4] 佐々木禎子/[著] ポプラ社

129 K913 ばんぱいやのパフェ屋さん [5] 佐々木禎子/[著] ポプラ社

130 K913 ぼくらのハイジャック戦争 宗田理/作 YUME/絵 KADOKAWA

131 K913 あやしの保健室 2 染谷果子/作 HIZGI/絵 小峰書店

132 K913 キャプテン [2] ちばあきお/原作 山田明/小説 学研プラス

133 K913 パティシエ☆すばる パティシエ・コンテスト! 1 つくもようこ/作 烏羽雨/絵 講談社

134 K913 モン太くん空をとぶ 土屋富士夫/作・絵 徳間書店

135 K913 占い屋敷のプラネタリウム 西村友里/作 松嶌舞夢/画 金の星社

136 K913 きらきらシャワー 西村友里/作 岡田千晶/絵 PHP研究所

137 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 予知夢 PHP研究所/編 PHP研究所

138 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 時のはざま PHP研究所/編 PHP研究所

139 K913 雨ふる本屋とうずまき天気 日向理恵子/作 吉田尚令/絵 童心社

140 K913 香菜とななつの秘密 福田隆浩/著 講談社

141 K913 チビまじょチャミーとチョコレートおうじ 藤真知子/作 琴月綾/絵 岩崎書店

142 K913 あぐり☆サイエンスクラブ：春 堀米薫/作 黒須高嶺/絵 新日本出版社

143 K913 空をけっとばせ 升井純子/作 大島妙子/絵 講談社

144 K913 幻影の町から大脱出 三田村信行/作 十々夜/絵 あかね書房

145 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 9 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

146 K913 いつも100てん!?おばけえんぴつ むらいかよ/著 ポプラ社

147 K913 りりちゃんのふしぎな虫めがね 最上一平/作 青山友美/絵 新日本出版社

148 K913 おれたちのトウモロコシ 矢嶋加代子/作 岡本順/絵 文研出版

149 K913 くじらじゃくし 安田夏菜/作 中西らつ子/絵 講談社

150 K913 山田県立山田小学校 7 山田マチ/作 杉山実/絵 あかね書房

151 K923 月からきたトウヤーヤ 蕭甘牛/作 君島久子/訳 岩波書店

152 K932 こども「シェイクスピア」 齋藤孝/著 筑摩書房

153 K933 炎に恋した少女 ジェニー・ヴァレンタイン/作 田中
亜希子/訳 小学館

154 K933 エミリーと妖精のひみつ 1 ホリー・ウェッブ/作 宮坂宏美/訳 学研教育出版

155 K933 アーサー王と黄金のドラゴン メアリー・ポープ・オズボーン/著
食野雅子/訳 KADOKAWA

156 K933 摩訶不思議探偵社 ブライアン・キーニー/著 屋敷直子/
訳 バベルプレス

157 K933 アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー/作・絵 三原泉/訳 徳間書店

158 K933 アーサー王の世界 2 斉藤洋/作 静山社

159 K933 見て!わたしの魔法 ルース・サイムズ/作 神戸万知/訳 ポプラ社

160 K933 ミオととなりのマーメイド 1 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/
訳

ポプラ社

161 K933 エルフとレーブンのふしぎな冒険 6 マーカス・セジウィック/著 中野聖/
訳 学研プラス

162 K933 レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ/作 長友恵子/訳 岩波書店

163 K933 マウスさん一家とライオン ジェームズ・ドーハティ/作 安藤紀
子/訳 ロクリン社

164 K933 ウォーリアーズ 4-3 エリン・ハンター/作 小峰書店

165 K933 サバイバーズ 5 エリン・ハンター/作 井上里/訳 小峰書店

166 K933 タイムトリップ!?すすめ!トリケラトプス ニック・フォーク/作 浜田かつこ/訳 金の星社

167 K933 神々と戦士たち 4 ミシェル・ペイヴァー/著 中谷友紀
子/訳 あすなろ書房

168 K933 メキシコへ わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン/作 神戸
万知/訳 偕成社

169 K989 こいぬとこねこのおかしな話 ヨゼフ・チャペック/作 木村有子/訳 岩波書店
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