
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 8割捨てる!情報術 理央周/著 日本経済新聞出版社

2 007.1 エンジニアのためのAI入門 Think IT編集部/編 インプレス

3 007.1 AIが神になる日 松本徹三/著 SBクリエイティブ

4 007.2 IT全史 中野明/著 祥伝社

5 007.3 システム開発訴訟 飯田耕一郎/著 田中浩之/著 中央経済社

6 007.3 スマホ廃人  （文春新書） 石川結貴/著 文藝春秋

7 007.3 情報倫理 大谷卓史/[著] みすず書房

8 007.3 コンテンツビジネスの経営戦略 情報通信学会コンテンツビジネス研
究会/編 中央経済社

9 007.3 はじめる&売れるLINEスタンプ スタラボ/著 ナイスク/著 技術評論社

10 007.3 フェイスブック マイク・ホフリンガー/著 大熊希美/
訳

TAC株式会社出版事業部

11 007.6 現場ですぐに使える!Access VBA逆引き大全600の極意 E-Trainer.jp/著 秀和システム

12 007.6 Rによるテキストマイニング入門 石田基広/著 森北出版

13 007.6 いつもの作業を自動化したい人のExcel VBA1冊目の本 大村あつし/著 技術評論社

14 007.6 作って覚えるVisual C# 2017デスクトップアプリ入門 荻原裕之/著 宮崎昭世/著 秀和システム

15 007.6 Photoshop Lightroom CC/6 RAW現像と管理&補正入門 小城崇史/著 技術評論社

16 007.6 退屈なことはPythonにやらせよう Al Sweigart/著 相川愛三/訳 オライリー・ジャパン

17 007.6 できるキッズ子どもと学ぶScratchプログラミング入門 竹林暁/著 澤田千代子/著 インプレス

18 007.6 かんたんUML入門 竹政昭利/著 林田幸司/著 技術評論社

19 007.6 ここで差がつく!仕事がデキる人の最速パソコン仕事術 戸田覚/著 インプレス

20 007.6 大学生の情報リテラシー 2017年版 富山大学情報処理教育部会情報処理
テキストワーキンググループ/著 富山大学出版会

21 007.6 現場で役立つシステム設計の原則 増田亨/著 技術評論社

22 007.6 はじめてのFileMaker Pro 16 吉岡豊/著 秀和システム

23 015 図書館の対外活動 竹林熊彦/著 慧文社

24 019 役に立たない読書  （インターナショナル新書） 林望/著
集英社インターナショ
ナル

25 019.1 役員になれる人の「読書力」鍛え方の流儀 鉢嶺登/著 明日香出版社

26 019.5 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300
東京・学校図書館スタンプラリー実
行委員会/編著

ぺりかん社

27 019.5 十歳までに読んだ本 西加奈子/ほか著 益田ミリ/ほか著 ポプラ社

28 019.9 読み聞かせを活用したビブリオトーク 笹倉剛/著 あいり出版

29 019.9 ベスト10本の雑誌 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

30 020.2 日本の時代をつくった本 永江朗/監修 WAVE出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 020.4 町を歩いて本のなかへ 南陀楼綾繁/著 原書房

32 021.4 魔法をかける編集 藤本智士/著 インプレス

33 022.5 料理書のデザイン 鈴木めぐみ/編 誠文堂新光社

34 022.8 身近な道具で手づくりの本 関典子/著 佐藤光輝/監修 弘前大学出版会

35 023 出版営業ハンドブック 基礎編 岡部一郎/著 出版メディアパル

36 024.1 東京わざわざ行きたい街の本屋さん 和氣正幸/著 G.B.

37 024.9 蔵書一代 紀田順一郎/著 松籟社

38 070 人間はだまされる 三浦準司/著 理論社

39 070.4 「ポスト真実」の時代 津田大介/著 日比嘉高/著 祥伝社

40 080 柏木如亭詩集 2 柏木如亭/[著] 揖斐高/訳注 平凡社

41 081.6 矢田俊文著作集 第3巻[上] 矢田俊文/著 原書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 100 哲学用語図鑑 続 田中正人/著 斎藤哲也/編集・監修 プレジデント社

2 121.0 日本人の哲学名言100 鷲田小彌太/著 言視舎

3 121.6 昭和天皇をポツダム宣言受諾に導いた哲学者 山内廣隆/著 ナカニシヤ出版

4 126 古代インド哲学史概説 金岡秀友/著 佼成出版社

5 131.4 アリストテレス全集 18 アリストテレス/[著] 内山勝利/編集
委員 岩波書店

6 133 現代思想の名著30  （ちくま新書） 仲正昌樹/著 筑摩書房

7 135.4 新訳ベルクソン全集 7 アンリ・ベルクソン/著 竹内信夫/訳 白水社

8 141.5 いい考えがやってくる! 井上滋樹/著 日本経済新聞出版社

9 141.5 発想法  （中公新書） 川喜田二郎/著 中央公論新社

10 146.8 「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋信頼/著 すばる舎

11 150.2 日本人の道徳心  （ベスト新書） 渡部昇一/著 ベストセラーズ

12 156 武士道の精神史  （ちくま新書） 笠谷和比古/著 筑摩書房

13 158 「正義」がゆがめられる時代  （NHK出版新書） 片田珠美/著 NHK出版

14 159 幸せな人は「お金」と「働く」を知っている 新井和宏/著 イースト・プレス

15 159 仕事なんか生きがいにするな  （幻冬舎新書） 泉谷閑示/著 幻冬舎

16 159 先延ばしは1冊のノートでなくなる 大平信孝/著 大和書房

17 159 宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木信行/著 日経BP社

18 159.4 40歳を過ぎたら、働き方を変えなさい 佐々木常夫/著 文響社

19 159.4 超一流のマインドフルネス 千田琢哉/著 徳間書店

20 159.4 人生をはみ出す技術 枡野恵也/著 日経BP社

21 159.4 「あとでやろう」と考えて「いつまでも」しない人へ 和田秀樹/著 ゴマブックス

22 159.6 子や孫にしばられない生き方 河村都/著 産業編集センター

23 159.7 古希に乾杯!ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼憲史/著 海竜社

24 162 宗教の世界史 5  山川出版社

25 164 世界鳥類神話 篠田知和基/著 八坂書房

26 170 日本の神様と仏様大全 三橋健/監修 廣澤隆之/監修 青春出版社

27 175.9 神様が宿る御神酒 大浦春堂/著 神宮館

28 180.4 三国伝来仏の教えを味わう 花園大学文学部/監修 安永祖堂/編 臨川書店

29 185.9 日本の古寺101選 廣澤隆之/監修 ロム・インターナ
ショナル/編 成美堂出版

30 186.8 ときめく御仏図鑑 門賀美央子/文 嵐山晶/画 山と溪谷社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 188.6 新訳往生要集 上 源信/著 梯信暁/訳註 法藏館

32 188.6 新訳往生要集 下 源信/著 梯信暁/訳註 法藏館

33 188.8 傷つきやすい人のための図太くなれる禅思考 枡野俊明/[著] 文響社

34 198 よくわかるキリスト教の教派 今橋朗/著 徳善義和/著 キリスト新聞社

35 198.2 置かれた場所で咲いた渡辺和子シスターの生涯 保江邦夫/著 マキノ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209.5 植民地化の歴史 マルク・フェロー/[著] 片桐祐/訳 新評論

2 209.5 1493<入門世界史>
チャールズ・C.マン/著 レベッカ・
ステフォフ/編著

あすなろ書房

3 209.7 日本人が知らない最先端の「世界史」 2 福井義高/著 祥伝社

4 210.2 戦国文書調査マニュアル 柴辻俊六/著 戎光祥出版

5 210.4 秘伝・日本史解読術  （新潮新書） 荒山徹/著 新潮社

6 210.4 相続の日本史 安藤優一郎/著 日本経済新聞出版社

7 212.3 日本旧石器時代の起源と系譜 安蒜政雄/著 雄山閣

8 212.5 土偶界へようこそ 譽田亜紀子/著 山川出版社

9 214.7 家訓で読む戦国  （NHK出版新書） 小和田哲男/著 NHK出版

10 216.2 西南戦争と自由民権 小川原正道/著 慶應義塾大学出版会

11 217.5 消えゆく太平洋戦争の戦跡 「消えゆく太平洋戦争の戦跡」編集
委員会/編 山川出版社

12 217.5 アッツ島とキスカ島の戦い 将口泰浩/著 海竜社

13 219.3 江戸始図でわかった「江戸城」の真実  （宝島社新書） 千田嘉博/著 森岡知範/著 宝島社

14 219.3 古代の東国 3  吉川弘文館

15 219.4 加能史料 戦国 15 加能史料編纂委員会/編集 石川県

16 219.9 対談沖縄を生きるということ 新城郁夫/著 鹿野政直/著 岩波書店

17 222.0 中国ナショナリズム  （中公新書） 小野寺史郎/著 中央公論新社

18 222.0 漢とは何か、中華とは何か 後藤多聞/著 人文書館

19 222.0 現代語訳 隋書 中林史朗/監修 山口謠司/監修 勉誠出版

20 227.9 引き裂かれた道路 ディーオン・ニッセンバウム/著 沢
田博/訳

三省堂

21 233.0 縄文とケルト  （ちくま新書） 松木武彦/著 筑摩書房

22 235.0 歴史の証人ホテル・リッツ ティラー・J.マッツェオ/著 羽田詩
津子/訳 東京創元社

23 237.0 教養のイタリア近現代史 土肥秀行/編著 山手昌樹/編著 ミネルヴァ書房

24 239 バルカン  （中公新書） マーク・マゾワー/著 井上廣美/訳 中央公論新社

25 281.0 戦国武将の辞世  （朝日新書） 加藤廣/著 朝日新聞出版

26 288.1 名字でわかるあなたのルーツ 森岡浩/著 小学館

27 288.4 フランス王妃列伝 阿河雄二郎/編 嶋中博章/編 昭和堂

28 288.4 立憲君主昭和天皇 上巻 川瀬弘至/著 産経新聞出版

29 288.4 立憲君主昭和天皇 下巻 川瀬弘至/著 産経新聞出版

30 289.1 矢内原忠雄  （岩波新書 新赤版） 赤江達也/著 岩波書店

31 289.1 わが半生の裏街道 色川大吉/著 河出書房

32 289.1 岩波茂雄文集 3 岩波茂雄/[著] 植田康夫/編 岩波書店

33 289.1 大遺言 永拓実/著 小学館

34 289.1 ときを紡ぐ 上 小澤俊夫/著 小澤昔ばなし研究所

35 289.1 天野貞祐 貝塚茂樹/著 ミネルヴァ書房

36 289.1 謀叛の児 加藤直樹/著 河出書房新社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 289.1 真田信之 黒田基樹/編著 戎光祥出版

38 289.1 美川仏壇職人の譜 島田達之助/著 北國新聞社

39 289.1 池田勇人ニッポンを創った男 鈴木文矢/著 双葉社

40 289.1 島津斉彬 松尾千歳/著 戎光祥出版

41 289.1 生涯投資家 村上世彰/著 文藝春秋

42 289.1 足利義持 吉田賢司/著 ミネルヴァ書房

43 289.3 悪魔の日記を追え ロバート・K.ウィットマン/著 デイ
ヴィッド・キニー/著 柏書房

44 289.3 新訳アレクサンドロス大王伝 プルタルコス/著 森谷公俊/訳・註 河出書房新社

45 290 世界の国情報 2017  リブロ

46 290.8 世界の廃墟・遺跡60 リチャード・ハッパー/著 渡邉研司/
訳 東京書籍

47 290.9 上田寿美子のクルーズ!万才 上田寿美子/著
クルーズトラベラーカ
ンパニー

48 290.9 地球の歩き方 A12 フィレンツェとトスカーナ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

49 290.9 地球の歩き方 A05 アイルランド 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

50 290.9 地球の歩き方 B01 アメリカ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

51 290.9 地球の歩き方 C11 オーストラリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

52 290.9 地球の歩き方 D18 バンコク 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

53 290.9 地球の歩き方 D02 上海 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

54 290.9 地球の歩き方 D21 ベトナム 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

55 290.9 地球の歩き方 D28 インド 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 290.9 地球の歩き方 D09 香港 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

57 290.9 バックパッカーズ読本 旅行情報研究会/編 『格安航空券ガ
イド』編集部/編 双葉社

58 291.0 ブラタモリ 7 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

59 291.0 ブラタモリ 8 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

60 291.0 青春18きっぷで行こう  JTBパブリッシング

61 291.0 全国公共宿舎ガイド  実業之日本社

62 291.0 るるぶ日帰り温泉関東周辺 18  JTBパブリッシング

63 291.1 notte-mite北海道  昭文社

64 291.2 会津・磐梯 喜多方・大内宿 [2017-2]  昭文社

65 291.2 温泉やど東北 18  昭文社

66 291.2 東北 [2017]  JTBパブリッシング

67 291.2 notte-mite東北  昭文社

68 291.3 大田舎・東京 古市憲寿/著 文藝春秋

69 291.3 凹凸を楽しむ東京坂道図鑑 松本泰生/著 洋泉社

70 291.3 温泉やど関東・甲信越 18  昭文社

71 291.3 notte-mite鎌倉  昭文社

72 291.3 notte-mite東京  昭文社

73 291.4 手取川 南健一/文 木村芳文/写真 北國新聞社(発売)

74 291.4 金沢・能登・北陸 [2017]  JTBパブリッシング

75 291.4 金沢・北陸  実業之日本社

76 291.4 notte-mite北陸・金沢  昭文社

77 291.4 るるぶ石川 18  JTBパブリッシング

78 291.5 愛知県の山 西山秀夫/編著 山と溪谷社

79 291.5 信州の山 宮坂七郎/著 信毎書籍出版センター

80 291.5 アルプストレッキングサポートBOOK 2017  ネコ・パブリッシング

81 291.5 notte-mite名古屋  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

82 291.5 るるぶ伊豆箱根 18  JTBパブリッシング

83 291.5 るるぶ岐阜 18  JTBパブリッシング

84 291.6 熊野古道巡礼の旅 高森玲子/編著 熊野古道女子部/編著 説話社

85 291.6 古地図で歩く大阪ザ・ベスト10 本渡章/著 140B

86 291.6 京都の壁 養老孟司/著 PHP研究所

87 291.6 近江 琵琶湖 若狭 [2017]  JTBパブリッシング

88 291.6 京都・奈良 [2017]  昭文社

89 291.6 熊野古道・南紀・伊勢  実業之日本社

90 291.6 notte-mite大阪  昭文社

91 291.6 notte-mite京都  昭文社

92 291.6 notte-mite神戸  昭文社

93 291.6 るるぶ大阪 18  JTBパブリッシング

94 291.7 notte-mite広島・宮島  昭文社

95 291.7 るるぶ山陰 18  JTBパブリッシング

96 291.7 るるぶ広島宮島 18  JTBパブリッシング

97 291.8 四国  実業之日本社

98 291.8 notte-mite四国  昭文社

99 291.9 notte-mite沖縄  昭文社

100 291.9 notte-mite九州  昭文社

101 291.9 るるぶ福岡 18  JTBパブリッシング

102 291.9 るるぶ湯布院黒川 18  JTBパブリッシング

103 292.3 タイ・バンコク 18  昭文社

104 293.4 ドイツ世界遺産と歴史の旅 武村陽子/著 彩図社

105 294.4 サハラ砂漠 塩の道をゆく  （集英社新書） 片平孝/著 集英社

106 297.4 るるぶグアム 18  JTBパブリッシング

107 297.6 ホノルル 18  昭文社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 世界の見方が変わる50の概念 齋藤孝/著 草思社

2 301 反脆弱性 上 ナシーム・ニコラス・タレブ/著 望
月衛/監訳

ダイヤモンド社

3 301 反脆弱性 下
ナシーム・ニコラス・タレブ/著 望
月衛/監訳

ダイヤモンド社

4 302.1 失敗の法則 池田信夫/著 KADOKAWA

5 302.1 日本人は「国際感覚」なんてゴミ箱へ捨てろ! ケント・ギルバート/著 祥伝社

6 302.2 曲がり角に立つ中国 豊田正和/著 小原凡司/著 NTT出版

7 302.2 最後の超大国インド 平林博/著 日経BP社

8 302.2 ルポ絶望の韓国  （文春新書） 牧野愛博/著 文藝春秋

9 302.2 香港 遊川和郎/著 日本経済新聞出版社

10 302.3 人生に消しゴムを使わない生き方 岩本麻奈/著 日本経済新聞出版社

11 302.3 「西洋」の終わり ビル・エモット/著 伏見威蕃/訳 日本経済新聞出版社

12 302.5 カリブ海世界を知るための70章 国本伊代/編著 明石書店

13 304 不透明な未来についての30章 雨宮処凛/著 創出版

14 304 ブラックボックス化する現代 下條信輔/著 日本評論社

15 304 欧米の侵略を日本だけが撃破した ヘンリー・S.ストークス/著 藤田裕
行/訳・構成 悟空出版

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 304 ジリ貧大国ニッポン 福岡政行/著 毎日新聞出版

17 304 10年後の働き方 未来予報株式会社/著 インプレス

18 310.4 暴政
ティモシー・スナイダー/著 池田年
穂/訳

慶應義塾大学出版会

19 310.4 参謀力 若狭勝/著 双葉社

20 310.4 日本の真実50問50答 和田政宗/著 青林堂

21 311.2 アーレント最後の言葉 小森謙一郎/著 講談社

22 311.2 <戦後思想>入門講義-丸山眞男と吉本隆明 仲正昌樹/著 作品社

23 311.7 ポピュリズム  （新潮新書） 薬師院仁志/著 新潮社

24 312.1 永田町知謀戦 2 大下英治/著 さくら舎

25 312.1 田中角栄最後のインタビュー  （文春新書） 佐藤修/著 文藝春秋

26 312.2 モディが変えるインド 笠井亮平/著 白水社

27 312.9 世界を分断する「壁」 アレクサンドラ・ノヴォスロフ/著
フランク・ネス/著 原書房

28 316.4 戦場
マイケル・フリン/著 マイケル・レ
ディーン/著

中央公論新社

29 316.8 クルド人 国なき民族の年代記 福島利之/著 岩波書店

30 317.7 そこが知りたい!日本の警察組織のしくみ 古谷謙一/監修 朝日新聞出版

31 318 地方自治の基礎 藤井浩司/編著 中村祐司/編著 一藝社

32 319 日本人として知っておきたい「世界激変」の行方  （PHP新書） 中西輝政/著 PHP研究所

33 319 「国際関係」の基本がイチからわかる本 坂東太郎/著 日本実業出版社

34 319.1 アメリカは尖閣を守るか 大島隆/著 朝日新聞出版

35 319.1 隣国への足跡 黒田勝弘/著 KADOKAWA

36 319.1 在日の涙 辺真一/著 飛鳥新社

37 319.2 朝鮮半島地政学クライシス 小倉和夫/編著 康仁徳/編著 日本経済新聞出版社

38 319.2 習近平の夢 矢吹晋/著 花伝社

39 319.8 ビキニ・やいづ・フクシマ 加藤一夫/著 社会評論社

40 320 ビジネスマンのための六法全書の読み方を徹底理解! 加藤英男/監修 リーガルスキルサ
ポート研究会/著 アイバス出版

41 320.4 タテマエ・ホンネ論で法を読む 柴田光蔵/著 現代人文社

42 323.1 憲法主義 内山奈月/著 南野森/著 PHP研究所

43 323.1 はじめて学ぶ人のための憲法 藤川信夫/著 文眞堂

44 324.1 民法 山野目章夫/著 有斐閣

45 324.4 すぐに役立つ入門図解民法<債権法>大改正 木島康雄/監修 三修社

46 324.4 3時間でわかる!図解民法改正 熊谷則一/著 日本経済新聞出版社

47 324.4 Q&Aポイント整理改正債権法 高須順一/編著 佐藤和樹/編著 弘文堂

48 324.5 ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方 長瀬佑志/著 長瀬威志/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

49 324.5 契約書式の作成全集 [2017]改訂新版  自由国民社

50 324.6 死後離婚  （新書y） 吉川美津子/著 芹澤健介/著 洋泉社

51 324.6 家族法 窪田充見/著 有斐閣

52 324.6 親権と子ども  （岩波新書 新赤版） 榊原富士子/著 池田清貴/著 岩波書店

53 324.6 親の財産を守る最新成年後見・民事信託利用のしかた 山田猛司/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

54 324.7 相続手続きが簡単に法定相続情報証明制度の利用の仕方 碓井孝介/著 日本加除出版

55 324.7 相続の諸手続きと届出がすべてわかる本 17〜'18年版 河原崎弘/監修 成美堂出版

56 324.7 事例で確認!相続エキスパートになるためのQ&A170 相続手続支援センター/編 ビジネス教育出版社

57 324.7 いちばんわかりやすい相続・贈与の本 17〜'18年版 曽根恵子/著 岸田康雄/監修 成美堂出版

58 324.7 健康な相続不摂生な相続 萬代猛/著 ダイヤモンド社

59 324.8 Q&A借地借家の法律と実務 安達敏男/監修 古谷野賢一/著 日本加除出版

60 324.8 親子で考えるはじめての民事信託 石川和司/著 坂野弘樹/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 324.8 借地借家契約における正当事由・立退料 伊藤秀城/著 日本加除出版

62 324.8 戸籍と無戸籍 遠藤正敬/著 人文書院

63 331 人類の幸福論 キャロル・グラハム/著 猪口孝/訳 西村書店

64 331 中高の教科書でわかる経済学 マクロ篇 菅原晃/著 河出書房新社

65 331 かくて行動経済学は生まれり マイケル・ルイス/著 渡会圭子/訳 文藝春秋

66 331.1 計量経済学の使い方 上
A.H.ストゥデムント/著 高橋青天/監
訳

ミネルヴァ書房

67 332.1 超高齢社会だから急成長する日本経済  （講談社+α新書） 鈴木将之/[著] 講談社

68 332.1 経済ニュースの「なぜ?」を読み解く11の転換点 田村賢司/著 日経BP社

69 332.5 引き裂かれたアメリカ 高田太久吉/著 大月書店

70 334.4 限界国家  （朝日新書） 毛受敏浩/著 朝日新聞出版

71 335 個人事業のはじめ方がすぐわかる本 17〜'18年版 ヒューマン・プライム/著 成美堂出版

72 335.0 スタンフォードでいちばん人気の授業 佐藤智恵/著 幻冬舎

73 335.1 小さな会社が大手企業と戦う極意 久田寿男/著
日経BPコンサルティン
グ

74 335.2 森部好樹が選ぶ日本のベストベンチャー15社 続 森部好樹/著 日経BP社

75 335.5 三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 菊地浩之/著 KADOKAWA

76 336 日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法
ロッシェル・カップ/[著] 到津守男
/[著]

クロスメディア・パブ
リッシング

77 336 経営者の教科書 小宮一慶/著 ダイヤモンド社

78 336.1 改正個人情報保護法と企業実務 影島広泰/著 清文社

79 336.1 セキュリティ事故対応最強の指南書 日経NETWORK/編集 日経BP社

80 336.1 戦略の本質 堀紘一/著 PHP研究所

81 336.1 A3一枚でつくる事業計画の教科書 三浦太/著 あさ出版

82 336.2 会社では教えてもらえない残業ゼロの人の段取りのキホン 伊庭正康/著 すばる舎

83 336.2 実践図解成果を上げながら「残業ゼロ」で帰れるチームのつくり方 小山昇/著 宝島社

84 336.2 チームの生産性をあげる。 沢渡あまね/著 ダイヤモンド社

85 336.2 仕事が速く、結果を出し続ける人のマインドフルネス思考 人見ルミ/著 あさ出版

86 336.3 泣ける会議 金子祐子/著 実業之日本社

87 336.3 ダークサイド・スキル 木村尚敬/著 日本経済新聞出版社

88 336.3 ドラッカーが教える最強の経営チームのつくり方 山下淳一郎/著 同友館

89 336.4 従業員を採用するとき読む本
中小企業を応援する士業の会/著 助
成金・給与労務手続センター/著 あさ出版

90 336.4 スタンフォード&ノースウエスタン大学教授の交渉戦略教室
マーガレット・A.ニール/著 トーマ
ス・Z.リース/著 講談社

91 336.4 博報堂のすごい打ち合わせ 博報堂ブランド・イノベーションデ
ザイン局/著

SBクリエイティブ

92 336.4 人の心を動かす使える質問 日小田正人/著 松田充弘/著 朝日新聞出版

93 336.4 外国人雇用のトラブル相談Q&A 本間邦弘/著 坂田早苗/著 民事法研究会

94 336.4 あなたのいるところが仕事場になる 森本登志男/著 大和書房

95 336.5 誰でもできる!G Suite導入ガイド サテライトオフィス/著 日経BP社

96 336.5 実例で見る!ストレスゼロの超速資料作成術 西脇資哲/著 あさ出版

97 336.8 MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣 シバタナオキ/著 日経BP社

98 337 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実 クラウディア・ハモンド/著 木尾糸
己/訳 あさ出版

99 338 60分でわかる!仮想通貨ビットコイン&ブロックチェーン最前線
仮想通貨ビジネス研究会/著 ブロッ
クチェーンハブ/監修 技術評論社

100 338 金融に未来はあるか ジョン・ケイ/著 薮井真澄/訳 ダイヤモンド社

101 338 キャッシュフリー経済 淵田康之/著 日本経済新聞出版社

102 338.1 投資の鉄人 岡本和久/著 大江英樹/著 日本経済新聞出版社

103 338.1 伝説の7大投資家  （角川新書） 桑原晃弥/[著] KADOKAWA

104 338.1 お金のウソ 中野晴啓/著 ダイヤモンド社

105 338.9 FX取引の王道 大西知生/著 日本経済新聞出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 339.4 Q&A生命保険・損害保険の活用と税務 三輪厚二/著 清文社

107 345.3 初心者のための源泉所得税講座 太田栄一/著 大蔵財務協会

108 345.5 一目でわかる小規模宅地特例100 2017年度版 赤坂光則/著 税務研究会出版局

109 345.5 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 17〜'18年版 加藤厚/監修 山口里美/監修 成美堂出版

110 345.5 相続税の常識 小池正明/著 税務経理協会

111 345.5 相続と贈与がわかる本 17〜'18年版 富永悟/監修 成美堂出版

112 347.2 99%の日本人がわかっていない国債の真実 高橋洋一/著 あさ出版

113 349.2 日本地方財政史 小西砂千夫/著 有斐閣

114 361.4 なぜ僕は、4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか 岩本武範/著 サンマーク出版

115 361.4 フェイクニュースの見分け方  （新潮新書） 烏賀陽弘道/著 新潮社

116 361.4 現代対話学入門 小坂貴志/著 明石書店

117 361.4 説得の戦略 荘司雅彦/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

118 361.4 知らない人に出会う キオ・スターク/著 向井和美/訳 朝日出版社

119 361.4 「気づかい美人」の心得 能町光香/著 扶桑社

120 361.4 すごいヤツほど上手にブレる アル・ピタンパリ/著 岩崎晋也/訳 TAC株式会社出版事業部

121 361.5 「外国」の学び方 石田洋子/編著 友松篤信/編著 ラピュータ

122 361.5 ファッションで社会学する 藤田結子/編 成実弘至/編 有斐閣

123 361.6 玄洋社とは何者か 浦辺登/著 弦書房

124 361.6 ドキュメント日本会議  （ちくま新書） 藤生明/著 筑摩書房

125 361.8 ガイドブック部落差別解消推進法 奥田均/編著 解放出版社

126 361.8 東大卒貧困ワーカー  （新潮新書） 中沢彰吾/著 新潮社

127 361.8 環境破壊と現代奴隷制 ケビン・ベイルズ/著 大和田英子/訳 凱風社

128 364.6 年金相談標準ハンドブック 井村丈夫/共著 佐竹康男/共著 日本法令

129 364.6 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A 2017年6月改訂版 服部営造/著 服部年金企画

130 364.6 シンプルにわかる確定拠出年金  （角川新書） 山崎元/[著] KADOKAWA

131 366.1 口述労働「組合」法入門 小西義博/著
日本生産性本部生産性
労働情報センター

132 366.2 日本企業が社員に「希望」を与えた時代 立石泰則/著 七つ森書館

133 366.7 18時に帰る 秋山開/著 1more Baby応援団/[編] プレジデント社

134 366.8 アルバイト・パートのトラブル相談Q&A
岩出誠/編集代表 ロア・ユナイテッ
ド法律事務所/編 民事法研究会

135 366.8 中小企業の成長を支える外国人労働者 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

136 367.5 男子劣化社会 フィリップ・ジンバルドー/著 ニ
キータ・クーロン/著

晶文社

137 367.6 プリズン・カウンセラー KEI/著 東京キララ社

138 367.7 熟年婚活  （角川新書） 家田荘子/[著] KADOKAWA

139 367.7 人は、老いない  （朝日新書） 島田裕巳/著 朝日新聞出版

140 368.2 新貧乏物語 中日新聞社会部/編 明石書店

141 368.6 ストーカー 長谷川京子/著 山脇絵里子/著 日本加除出版

142 368.6 大量殺人の“ダークヒーロー”
フランコ・ベラルディ/著 杉村昌昭/
訳 作品社

143 368.6 日本の暗黒事件  （新潮新書） 森功/著 新潮社

144 368.6 水を石油に変える人 山本一生/著 文藝春秋

145 368.7 誰もボクを見ていない 山寺香/著 ポプラ社

146 369.1 介護職のための職場コミュニケーション術 大野萌子/著 中央法規出版

147 369.2 障害のある私たちの地域で出産、地域で子育て 安積遊歩/編著 尾濱由里子/編著 生活書院

148 369.2 妄信 朝日新聞取材班/著 朝日新聞出版

149 369.2 介護で使える言葉がけシーン別実例250 尾渡順子/監修 滋慶出版/つちや書店

150 369.2 「わがまま」のつながり方 鎌田實/著 中央法規出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

151 369.2 健太さんはなぜ死んだか 斎藤貴男/著 山吹書店

152 369.2 遊びリテーション大全集 土居新幸/編著 三好春樹/監修 講談社

153 369.2 人生を破滅に導く「介護破産」 杢野暉尚/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

154 369.3 海の放射能に立ち向かった日本人 奥秋聡/著 旬報社

155 369.4 六市と安子の“小児園” 大倉直/著 現代書館

156 369.4 遊びをつくる、生活をつくる。 楠凡之/編 岡花祈一郎/編 かもがわ出版

157 371.3 「迷惑施設」としての学校 小野田正利/著 時事通信出版局

158 371.3 子ども格差の経済学 橘木俊詔/著 東洋経済新報社

159 371.4 いじめからは夢を持って逃げましょう! 長野雅弘/著 パンローリング

160 373.2 文部省の研究  （文春新書） 辻田真佐憲/著 文藝春秋

161 374.6 PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 長島ともこ/著 厚有出版

162 375.1 「深い学び」のある授業 富山大学人間発達科学部附属小学校/
著 東洋館出版社

163 376.1 使える!保育のあそびネタ集 [2017]ゲームあそび編 井上明美/編著 自由現代社(発売)

164 376.1 子育てを元気にすることば 大豆生田啓友/著 エイデル研究所

165 376.1 保育園のおやつ 食べもの文化編集部/編 芽ばえ社

166 376.8 理学部・理工学部 佐藤成美/著 ぺりかん社

167 377.1 学び合う場のつくり方 中野民夫/著 岩波書店

168 377.2 反教養の理論 コンラート・パウル・リースマン
/[著] 斎藤成夫/訳 法政大学出版局

169 377.9 業界と職種がわかる本 19年版 岸健二/編 成美堂出版

170 378 発達障害の子の健康管理サポートブック 梅永雄二/監修 講談社

171 378 孫がASDって言われたら?! ナンシー・ムクロー/著 梅永雄二/監
修 明石書店

172 378.2 手話による教養大学の挑戦 斉藤くるみ/編著 ミネルヴァ書房

173 379.9 AI世代のデジタル教育6歳までにきたえておきたい能力55 五十嵐悠紀/著 河出書房新社

174 379.9 みるみる絆が深まる親子手帳 石田勝紀/著 学研プラス

175 379.9 オックスフォード式超一流の育て方 岡田昭人/著 朝日新聞出版

176 379.9 アドラー式「しない」子育て 向後千春/著 吉田尚記/著 白泉社

177 379.9 考える力の育て方 飛田基/著 ダイヤモンド社

178 379.9 世界標準の子育て 船津徹/著 ダイヤモンド社

179 380.4 魂 その原形をめぐって 狩野敏次/著 雄山閣

180 383.8 食でたどるニッポンの記憶 小泉武夫/著 東京堂出版

181 383.8 人類はなぜ肉食をやめられないのか マルタ・ザラスカ/著 小野木明恵/訳 インターシフト

182 383.8 蕎麦の旅人 福原耕/著 文芸社

183 384.4 江戸の親子 太田素子/著 吉川弘文館

184 385.4 おしゃれDIYウエディングの作り方 テイクアンドギヴ・ニーズ/著 世界文化社

185 386.1 子どもといっしょが楽しいおうち歳時記 季節の遊びを楽しむ会/著 メイツ出版

186 386.1 七尾青柏祭でか山徹底ガイド 北國新聞社出版局/企画・編集 北國新聞社

187 388.1 若狭・越前の民話 第2集 杉原丈夫/編 石崎直義/編 未來社

188 390.9 ミリタリー・パッチ図鑑 石原肇/著 イカロス出版

189 391.6 スノーデン日本への警告  （集英社新書） エドワード・スノーデン/著 青木理/
著 集英社

190 391.6 拉致と日本人 蓮池透/著 辛淑玉/著 岩波書店

191 391.6 日米開戦へのスパイ 孫崎享/著 祥伝社

192 391.6 CIA極秘分析マニュアル「HEAD」 フィリップ・マッド/著 池田美紀/訳 早川書房

193 392.1 防衛政策の真実 田村重信/著 育鵬社

194 392.5 在日米軍  （岩波新書 新赤版） 梅林宏道/著 岩波書店

195 395.3 辺野古問題をどう解決するか 新外交イニシアティブ/編 岩波書店

- 9 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

196 396.2 帝国軍人の弁明 保阪正康/著 筑摩書房

197 396.7 陸上自衛隊機甲科全史 菊池征男/著 イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 挑む!科学を拓く28人 日経サイエンス編集部/編 日経サイエンス社

2 407 簡単・きれい・感動!!10歳までのかがくあそび 小森栄治/著 学芸みらい社

3 407 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方 野島高彦/著 化学同人

4 410 ジュニア数学オリンピック 2013-2017 数学オリンピック財団/編 亀書房

5 410.4 数学ガールの秘密ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

6 410.7 数学の研究をはじめよう 3 飯高茂/著 現代数学社

7 413.5 絶対数学の世界 黒川信重/著 青土社

8 414.7 道具としてのベクトル解析 涌井貞美/著 日本実業出版社

9 417.2 必勝法の数学 徳田雄洋/著 岩波書店

10 420 物理学は世界をどこまで解明できるか
マルセロ・グライサー/著 藤田
貢崇/訳

白揚社

11 421.3 12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤龍一/著 ベレ出版

12 440 宇宙人に、いつ、どこで会えるか? 二間瀬敏史/著 さくら舎

13 440 ぜんぶわかる宇宙図鑑 渡部潤一/監修 成美堂出版

14 440.2 古代文明に刻まれた宇宙 ジューリオ・マリ/著 上田晴彦/訳 青土社

15 440.4 星とくらす 田中美穂/著 木下綾乃/絵 WAVE出版

16 443.5 ホーキング、ブラックホールを語る スティーヴン・W.ホーキング/著 佐
藤勝彦/監修 早川書房

17 443.8 星空の見方がわかる本 縣秀彦/著 学研プラス

18 443.8 深読み!ギリシャ星座神話 浅田英夫/著 地人書館

19 443.8 星座の図鑑 沼澤茂美/著 脇屋奈々代/著 誠文堂新光社

20 443.9 宇宙48の謎  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

21 451.6 雨はどのような一生を送るのか 三隅良平/著 ベレ出版

22 456.9 地層の見方がわかるフィールド図鑑 青木正博/著 目代邦康/著 誠文堂新光社

23 457 カラー図解古生物たちのふしぎな世界  （ブルーバックス） 土屋健/著 田中源吾/協力 講談社

24 457.8 恐竜がいた地球  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

25 458 奇妙で美しい石の世界  （ちくま新書） 山田英春/著 筑摩書房

26 460.3 都会のいきもの図鑑 前田信二/著 メイツ出版

27 470.4 怖くて眠れなくなる植物学 稲垣栄洋/著
PHPエディターズ・グ
ループ

28 474.7 キノコとカビの生態学
深澤遊/著 大園享司/コーディネー
ター

共立出版

29 480.7 トレーニングという仕事 志村博/著 相川郁/イラスト 東海大学出版部

30 480.7 見つけて育てる生きもの飼い方ブック 新宅広二/著 メイツ出版

31 480.9 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井雪乃/著 合同出版

32 483.3 世界で一番美しいクラゲの図鑑
リサ=アン・ガーシュウィン/著 的場
知之/訳 エクスナレッジ

33 484.6 歌うカタツムリ 千葉聡/著 岩波書店

34 486 日曜日の狩猟採集生活 渓流編集部/編 つり人社

35 486 ファーブル昆虫記 第10巻下
ジャン=アンリ・ファーブル/著 奥本
大三郎/訳

集英社

36 486.1 教養のための昆虫学 平嶋義宏/編著 広渡俊哉/編著 東海大学出版部

37 486.4 バッタハンドブック 槐真史/著 文一総合出版

38 486.4 バッタを倒しにアフリカへ  （光文社新書） 前野ウルド浩太郎/著 光文社

39 486.5 タガメ・ミズムシ・アメンボハンドブック 三田村敏正/著 平澤桂/著 文一総合出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 487.5 よみがえる魚たち 高橋清孝/編著 恒星社厚生閣

41 488.9 にっぽんスズメ散歩 ポンプラボ/編 中野さとる/[ほか]写
真 カンゼン

42 489 Zooっとたのしー!動物園 小宮輝之/著・写真 文一総合出版

43 489 哺乳類の生物地理学 増田隆一/著 東京大学出版会

44 489.9 日本のサル 辻大和/編 中川尚史/編 東京大学出版会

45 490.1 苦しみの中でも幸せは見つかる 小澤竹俊/著 扶桑社

46 490.1 臨終医のないしょ話 志賀貢/著 幻冬舎

47 490.9 『医心方』事始 槇佐知子/著 藤原書店

48 491.1 乳房の科学
乳房文化研究会/編 北山晴一/責任編
集

朝倉書店

49 491.3 世界一まじめなおしっこ研究所 金子大輔/著 都あきこ/イラスト 保育社

50 491.3 口から食べる幸せを守る 小山珠美/著 主婦の友社

51 491.3 汗はすごい  （ちくま新書） 菅屋潤壹/著 筑摩書房

52 492.7 10秒リンパストレッチ 加藤雅俊/著 WAVE出版

53 492.7 背骨コンディショニング 日野秀彦/著 主婦の友社

54 492.9 基礎からわかる透析療法パーフェクトガイド 篠田俊雄/監修 萩原千鶴子/監修 学研メディカル秀潤社

55 492.9 訪問看護お悩み相談室 平成29年版 日本訪問看護財団/編集 中央法規出版

56 492.9 認知症高齢者のチーム医療と看護 日本老年看護学会/監修 亀井智子/編
集 中央法規出版

57 493.1 熱中症 日本救急医学会/監修 三宅康史/企
画・編集 へるす出版

58 493.1 オトナ女子のための“ホッ”と冷えとり手帖 渡邉賀子/著 主婦の友インフォス

59 493.2 循環器疾患・救急医療/血液疾患 厚田幸一郎/監修 厚田幸一郎/共編 オーム社

60 493.2 下肢静脈瘤が消えていく食事 阿保義久/著 マキノ出版

61 493.2 薬に頼らず血圧を下げる方法 加藤雅俊/著 アチーブメント出版

62 493.7 不安をやわらげる家族の認知症ケアがわかる本 亀山祐美/監修 西東社

63 493.7 敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本 長沼睦雄/著 永岡書店

64 493.9 予防接種のえらび方と病気にならない育児法 黒部信一/著 現代書館

65 493.9 性別に違和感がある子どもたち 康純/編著 合同出版

66 494.5 日米がん格差 アキよしかわ/著 講談社

67 494.5 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 日本緩和医療学会ガイドライン統括
委員会/編集 金原出版

68 494.7 長く働けるからだをつくる かじやますみこ/著 インプレス

69 494.8 顔の老化のメカニズム 江連智暢/著 日刊工業新聞社

70 494.8 におわない人の習慣 奈良巧/著 草思社

71 495.4 先生!私は妊娠できますか? 中村はるね/著 清水真弓/著 主婦の友インフォス

72 495.4 最新乳がん治療 福田護/監修 主婦と生活社

73 498.1 医療者が語る答えなき世界  （ちくま新書） 磯野真穂/著 筑摩書房

74 498.1 歯科医師になるには 笹田久美子/著 ぺりかん社

75 498.1 言語聴覚士になるには 中島匡子/著 ぺりかん社

76 498.1 患者に選ばれるクリニック 蓮池林太郎/著 合同フォレスト

77 498.1 義肢装具士になるには 益田美樹/著 ぺりかん社

78 498.3 科学でわかった正しい健康法 ジェフ・ウィルザー/著 栗木さつき/
訳 大和書房

79 498.3 ビジネスマンのための、いつも「ぐっすり」眠れる本 岡本八大/著 白濱龍太郎/監修 明日香出版社

80 498.3 <図解>「疲れない身体」をつくる本 齋藤孝/著
PHPエディターズ・グ
ループ

81 498.3 脳にいいこと事典 白澤卓二/監修 西東社

82 498.3 「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である 名越康文/著 夜間飛行

83 498.3 リストラティブヨガ
ジュディス・ハンソン・ラサター/著
chama/監修

ガイアブックス

84 498.4 天気痛  （光文社新書） 佐藤純/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 498.4 あなたの人生を変える雨の日の過ごし方 美野田啓二/著 文響社

86 498.5 心理学からみた食べる行動 青山謙二郎/編著 武藤崇/編著 北大路書房

87 498.5 和食の食べ方を知れば、女性はもっと美しくなれる エリカ・アンギャル/著 学研プラス

88 498.5 希望のごはん クリコ/著 日経BP社

89 498.5 女子栄養大学栄養クリニックのやせぐせがつくレシピ145
女子栄養大学栄養クリニック/監修
今泉久美/料理

主婦の友社

90 498.5 野菜で整えるいちばんやさしい腸がきれいになる食べ方 田口成子/著 大竹真一郎/監修 家の光協会

91 498.5 早わかり薬膳素材 辰巳洋/主編 日本国際薬膳師会/編 源草社

92 498.5 居酒屋ダイエット 松田真紀/著 三笠書房

93 498.5 朝のコーヒー、夜のビールがよい仕事をつくる 馬渕知子/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

94 498.5 高齢者を低栄養にしない20のアプローチ 吉田貞夫/編著 メディカ出版

95 498.9 死体鑑定医の告白 上野正彦/著 東京書籍

96 499.1 くすりの事典 2018年版 片山志郎/監修 成美堂出版

97 499.8 Birthday Herb
朝比奈千鶴/著 水戸養命酒薬用ハー
ブ園/編

朝日新聞出版

98 499.8 北陸路に棗ありて 金森昌彦/編集 北陸なつめ研究会/執
筆 三恵社

99 499.8 薬局で買える漢方薬のトリセツ 川添和義/著 じほう

100 499.8 フランス薬剤師が教えるもっと自由に!使えるアロマテラピー
ダニエル・フェスティ/著 山本淑子/
監訳

フレグランスジャーナ
ル社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 バーチャル・エンジニアリング 内田孝尚/著 日刊工業新聞社

2 501.8 トコトンやさしい3Dものづくりの本 柳生浄勲/著 結石友宏/著 日刊工業新聞社

3 507.2 わかって使える商標法 北村行夫/著 亀井弘泰/著 太田出版

4 507.9 ドローンを作ろう!飛ばそう! 高橋隆雄/著 秀和システム

5 507.9 絶景空撮写真：ドローンマガジン  CHRONICLE BOOKS JAPAN

6 509.1 実録・交渉の達人 原田節雄/著 日経BP社

7 509.6 図解新ISO 9001 岩波好夫/著 日科技連出版社

8 509.6 いま世界ではトヨタ生産方式がどのように進化しているのか! 中野冠/著 日刊工業新聞社

9 509.6 現場力を高める実践的TPM入門 町田勝利/著 日本プラントメンテナ
ンス協会/監修

日科技連出版社

10 517.7 流水型ダム 池田駿介/編 小松利光/編 技報堂出版

11 518.8 まちづくり図解 佐藤滋/編 内田奈芳美/編 鹿島出版会

12 518.8 都市環境から考えるこれからのまちづくり 都市環境学教材編集委員会/編 森北出版

13 518.8 群馬から発信する交通・まちづくり 湯沢昭/編著 森田哲夫/編著 上毛新聞社

14 519.1 生態学と化学物質とリスク評価 加茂将史/著 巌佐庸/コーディネー
ター 共立出版

15 519.1 ESG経営ケーススタディ20 日経エコロジー/編著 日経BP社

16 519.8 里山という物語 結城正美/編 黒田智/編 勉誠出版

17 520.4 建築 未来への遺産 鈴木博之/著 伊藤毅/編 東京大学出版会

18 520.4 もがく建築家、理論を考える 東京大学建築学専攻Advanced Design
Studies/編 東京大学出版会

19 520.6 場のデザインを仕事にする 中村真広/著 村上浩輝/著 学芸出版社

20 520.9 判例で学ぶ建築トラブル完全対策 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

21 521.8 民家史論 宮澤智士/著 技報堂出版

22 523.1 日本の建築家はなぜ世界で愛されるのか  （PHP新書）
五十嵐太郎/著 東北大学都市・建築
理論研究室/著 PHP研究所

23 523.1 近代日本の洋風建築 栄華篇 藤森照信/著 筑摩書房

24 523.3 ヨーロッパの大聖堂 ロルフ・トーマン/編 アヒム・ベト
ノルツ/写真 河出書房新社

25 523.5 ライト式建築 井上祐一/著 小野吉彦/著 柏書房

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 524.5 世界の木造デザイン 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

27 525.1 だれでもできる<超簡単>建築パース 村山隆司/著 エクスナレッジ

28 525.5 施工現場語読本 秋山文生/著 彰国社

29 527 東京の家 ジェレミ・ステラ/著 青幻舎

30 527 住み継ぐ 藤岡龍介/著 建築資料研究社

31 527.1 最高にハッピーな間取り タブチキヨシ/著 KADOKAWA

32 527.1 図解住まいの寸法 堀野和人/著 黒田吏香/著 学芸出版社

33 529 足の下のステキな床 今井晶子/著 奥川純一/著 グラフィック社

34 529 装飾がすごい世界の建築 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

35 531.3 必携「からくり設計」メカニズム定石集 熊谷英樹/著 日刊工業新聞社

36 535.8 とよけん先生のカメラメカニズム講座 豊田堅二/著 日本カメラ社

37 536 保存車大全コンプリート 笹田昌宏/著 イカロス出版

38 536.5 新幹線はなぜあの形なのか  （交通新聞社新書） 小島英俊/著 交通新聞社

39 537.0 「自動運転」ビジネス勝利の法則 井熊均/編著 井上岳一/編著 日刊工業新聞社

40 537.2 電気自動車工学 廣田幸嗣/編著 小笠原悟司/編著 森北出版

41 537.7 自動車整備が一番わかる 松平智敬/著 小倉学園専門学校東京
自動車大学校/監修 技術評論社

42 538.0 大空の夢に挑む男たち 東伊三郎/著 文芸社

43 538.6 ジェット旅客機バイプレーヤーズ 徳光康/著 イカロス出版

44 538.7 現代軍用機入門 青木謙知/著 イカロス出版

45 538.8 パイロットにチャレンジ 2017-2018  イカロス出版

46 547.4 この1冊で大丈夫!アクセスネットワークのすべて 天野博史/編著 電気通信協会

47 547.4 今すぐ使えるかんたん自宅や会社でできるWi-Fi&LAN オンサイト/著 技術評論社

48 547.4 TCP/IP最強の指南書 日経NETWORK/編集 日経BP社

49 547.4 一冊でキッチリ身につくサーバーの基本としくみ リンクアップ/著 ナツメ社

50 547.6 図解でわかる!モバイル通信のしくみ 神崎洋治/著 西井美鷹/著 日経BP社

51 548.2 GPUを支える技術 Hisa Ando/著 技術評論社

52 548.2 できるゼロからはじめるiPad超入門 法林岳之/著 白根雅彦/著 インプレス

53 548.2 たのしくできるIntel Edison電子工作 牧野浩二/著 東京電機大学出版局

54 550.4 舷窓百話 鈴木邦裕/著 海文堂出版

55 556.9 世界の銘艦ヒストリア 白石光/著 大日本絵画

56 566.7 めっき大全 関東学院大学材料・表面工学研究所/
編

日刊工業新聞社

57 569.8 地質のプロが教える街の中で見つかる「すごい石」 西本昌司/著 日本実業出版社

58 575.9 眺望絶佳の打ち上げ花火 金武武/著 日本煙火協会/監修 玄光社

59 578.5 富士フイルムの『変える力』 伊藤公介/著 ぱる出版

60 581.7 庖丁 信田圭造/著 ミネルヴァ書房

61 582.4 昭和レトロ自販機マニアックス 越野弘之/著 洋泉社

62 582.7 スタインウェイ物語
リチャード・K.リーバーマン/[著]
鈴木依子/訳 法政大学出版局

63 588 おいしいものには理由(わけ)がある 樋口直哉/著 KADOKAWA

64 588.0 戦争がつくった現代の食卓 アナスタシア・マークス・デ・サル
セド/著 田沢恭子/訳 白揚社

65 588.5 日本酒のペアリングがよくわかる本 葉石かおり/監修
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

66 588.5 キリンビールの110年 夢現舎/編 彩流社

67 588.5 自然派ワイン入門
イザベル・レジェロン/著 清水玲奈/
訳 エクスナレッジ

68 589.2 できる男になりたいなら、鏡を見ることから始めなさい。 石徹白未亜/著 CCCメディアハウス

69 589.2 なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せるのか? 長尾孝彦/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

70 589.2 迷わず決まる!毎朝3分コーディネート 永岡書店編集部/編著 永岡書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 589.2 いつも、おしゃれで。 西村玲子/著 毎日新聞出版

72 590 ミニマリストの持ちもの帖 尾崎友吏子/著 NHK出版

73 590 勝間式超ロジカル家事 勝間和代/著 アチーブメント出版

74 590 家族が居心地のいい暮らし 後藤由紀子/著 あさ出版

75 590.4 日常学事始 荻原魚雷/著 本の雑誌社

76 590.4 玲子さんのシニアというエレガンス 西村玲子/著 海竜社

77 590.4 後悔しないモノ選び ひより/著 KADOKAWA

78 590.4 FU-KOさんのぶれない暮らし 美濃羽まゆみ/著 主婦の友社

79 591 誰にも頼れない女(ひと)のお金の守り方 小山智子/著 秀和システム

80 591 貯金1000万円以下でも老後は暮らせる! 畠中雅子/著 村井英一/協力 すばる舎

81 591 図解まるわかりいちばん詳しくて、わかりやすいお金の基本 丸田潔/監修 新星出版社

82 593.3 COS衣装ベーシック 留衣工房/[著] 日本ヴォーグ社

83 593.3 今着たいトップス  ブティック社

84 593.3 男の子と女の子のまいにちパンツ  ブティック社

85 593.3 大人がすっきり見える服  日本ヴォーグ社

86 593.3 手作りワンピース手帖  ブティック社

87 594 和布で作るミニチュアの飾りもの 秋田廣子/著 ブティック社

88 594 赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山千晴/著 学研プラス

89 594 つければ華やか、私が作るはじめてのヘアアクセサリー Mary Bon/著・デザイン 辰巳出版

90 594.2 ぷっくりかわいい立体刺しゅう アトリエFil/著 ブティック社

91 594.2 ディズニーの刺しゅう 川畑杏奈/刺しゅう・指導 ディズ
ニーファン編集部/編 講談社

92 594.2 5ステッチでカンタン!ポコルテポコチルの塗り絵刺しゅう ポコルテポコチル/[著] アップルミンツ

93 594.3 かぎ針で編む黒ゆきこのフローラルデザイン 黒ゆきこ/[著] アップルミンツ

94 594.3 いちばんやさしいかぎ針編みのポーチ Sachiyo*Fukao/[著] エクスナレッジ

95 594.3 かぎ針編みのコサージュ  アップルミンツ

96 594.3 ズパゲッティで編むおうちこもの  ブティック社

97 594.3 はじめてのタティングレース  日本ヴォーグ社

98 594.4 今すぐ作りたい大人ミサンガ  ブティック社

99 594.4 結んで作るブレスレット  ブティック社

100 594.5 新・加賀の指ぬきと花てまり帖 高原曄子/著 マコー社

101 594.6 がま口バッグと編みこもの 松本かおる/著 日本ヴォーグ社

102 594.7 メンズライクなバッグ&ポーチ  主婦と生活社

103 594.8 プリザーブドフラワー 長井睦美/監修 メイツ出版

104 595 美人はキレイな筋肉でできている 高稲達弥/著 KADOKAWA

105 595.4 1・2・3色でほめられネイル しずく/著 KADOKAWA

106 595.6 モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一/著 サンマーク出版

107 596 ゆる「糖質&塩分」オフ!おつまみおかず 岩崎啓子/著 日本文芸社

108 596 離れている家族に冷凍お届けごはん 上田淳子/著 講談社

109 596 ドキュメント家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間 木部克彦/編著 言視舎

110 596 材料&調味料まとめて冷凍おかず 阪下千恵/著 日本文芸社

111 596 和えるおかず 坂田阿希子/著 世界文化社

112 596 絶品!とっておきのうちカレー 堤人美/著 上島亜紀/著 ナツメ社

113 596 いちばんやさしいスパイスの教科書 水野仁輔/著
パイインターナショナ
ル

114 596 シニアの簡単!おいしい!老けない献立 武蔵裕子/著 成美堂出版

115 596 食材たった10アイテムで献立コーディネート7days 武蔵裕子/著 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

116 596 ただいまから3分で作れる!ビールのおつまみ 村山由紀子/[著] 枻出版社

117 596.2 スパイスカレー 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

118 596.2 スライドおかずで和ンプレート 佐藤文子/著 イースト・プレス

119 596.2 和中華 堤人美/著 主婦と生活社

120 596.2 南インド料理とミールス ナイル善己/著 柴田書店

121 596.2 築地居留地の料理人 野村高治/著 村上百合子/編著 清風堂書店

122 596.2 「高太郎」のおつまみ和食 林高太郎/著 家の光協会

123 596.2 おうちでつくる世界の朝ごはん WORLD BREAKFAST ALLDAY/著 木村顕/
監修・デザイン

スペースシャワーネッ
トワーク

124 596.3 SUSHI MODOKI iina/著 グラフィック社

125 596.3 おいしい雑草料理 小崎順子/著 サンルクス

126 596.3 大分県のしいたけ料理の本 神谷禎恵/著 小坂章子/著 西日本新聞社

127 596.3 作りおきサラダSPECIAL 主婦の友社/編 主婦の友社

128 596.3 野菜の保存食で毎日のごはんがすごく楽になる スズキエミ/[著] 立東舎

129 596.3 日々の野菜帖 高橋良枝/著 朝日新聞出版

130 596.3 オリーブオイルで絶品!肉料理 日本オリーブオイルソムリエ協会/著 小学館

131 596.3 焼きそば 満留邦子/著 成美堂出版

132 596.3 山口はるののかんたん!おいしい!美的創作「豆腐」レシピ 山口はるの/著 清流出版

133 596.3 サルビア給食室のやさしいお魚料理 ワタナベマキ/著 マイナビ出版

134 596.4 ラクしておいしいあつまりごはん 城川朝/著 講談社

135 596.6 何度も作りたくなるお菓子の基本 荻田尚子/著 講談社

136 596.6 15cm丸型で作るとっておきのケーキ 小田川さなえ/[著] アップルミンツ

137 596.6 親子おやつ 久保田恵美/著 旭屋出版

138 596.6 焼き菓子の売れてるパティスリーのフール・セックとドゥミ・セック 柴田書店/編 柴田書店

139 596.7 人気のカクテル 赤土亮二/著 旭屋出版

140 596.8 オトナ女子のための美しい食べ方マナー 諏内えみ/著 三笠書房

141 597 DIYで楽しむ海外インテリア  主婦と生活社

142 597 私のカントリー NO.101  主婦と生活社

143 597.9 重曹&クエン酸使いこなしアイデア集  ブティック社

144 598.2 私、子ども欲しいかもしれない。 犬山紙子/著 平凡社

145 599 パパ・ママ↔じいじ・ばあばの子育てギャップこれで解決 戸塚芳子/著 細部千晴/監修 扶桑社

146 599.3 脳を育てる!子どものためのブレインフード&レシピ71 久保田競/監修 小池ちひろ/レシピ開
発・料理制作・スタイリング

城南進学研究社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 これからの地域再生 飯田泰之/編 浅川芳裕/著 晶文社

2 601.1 魅力創造するマーケティングの知 上原聡/編著 同友館

3 601.1 コミュニティ3.0 中庭光彦/著 水曜社

4 609 はかりきれない世界の単位 米澤敬/著 日下明/イラスト 創元社

5 610.4 希望を蒔く人 ピエール・ラビ/著 天羽みどり/訳 コモンズ

6 611.6 JAに何ができるのか 奥野長衛/著 佐藤優/著 新潮社

7 611.6 協同組合の源流と未来 日本農業新聞/編 岩波書店

8 611.7 事例解説農地の相続、農業の承継 高橋宏治/編著 八田賢司/編著 日本加除出版

9 613.5 土壌づくりのサイエンス 久保幹/著 誠文堂新光社

10 613.5 トコトンやさしい土壌の本 藤原俊六郎/著 安西徹郎/著 日刊工業新聞社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 616.2 酒米ハンドブック 副島顕子/著 文一総合出版

12 616.2 ウンカ防除ハンドブック 松村正哉/著 農山漁村文化協会

13 616.6 そばによる地域創生 内藤重之/編 坂井教郎/編 筑波書房

14 617.6 はっか油で楽しむ暮らしのアイデア 重松浩子/監修 玄光社

15 617.6 世界のハーブ&スパイス大事典
ジル・ノーマン/著 水野仁輔/監修・
訳

主婦と生活社

16 622.1 日本園芸界のパイオニアたち 椎野昌宏/著 淡交社

17 626.2 メロンとスイカの歴史 シルヴィア・ラブグレン/著 龍和子/
訳 原書房

18 627.6 チューリップよもやま話 木村敬助/著 西田書店

19 627.7 多肉植物ハオルシア 林雅彦/監修 日東書院本社

20 627.9 花の壁飾りスワッグの作り方 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

21 627.9 小さな花飾りの本 吉田美帆/著 誠文堂新光社

22 645.6 飼い主のための犬種図鑑ベスト185 藤原尚太郎/[著] 主婦の友社/編 主婦の友社

23 645.6 大きな犬と暮らす  誠文堂新光社

24 645.7 猫は、うれしかったことしか覚えていない 石黒由紀子/文 ミロコマチコ/絵 幻冬舎

25 645.9 小学生でも安心!はじめてのハムスター正しい飼い方・育て方 大庭秀一/監修 メイツ出版

26 646.9 原色で楽しむカブトムシ・クワガタムシ図鑑&飼育ガイド 安藤“アン”誠起/著 実業之日本社

27 648.1 ミルクと日本人  （中公新書） 武田尚子/著 中央公論新社

28 651.1 スイス林業と日本の森林 浜田久美子/著 築地書館

29 666.7 パルダリウムで楽しむヤドクガエル 大美賀隆/編・写真 矢毒愛好会/監修 エムピージェー

30 666.9 元気な魚が育つ水槽作り 青木崇浩/著 日東書院本社

31 666.9 プロ直伝!メダカの飼い方繁殖&交配ガイド 水谷正一/監修 実業之日本社

32 670 図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわかる事典 服部真和/監修 三修社

33 670.9 そのまま使える基本のビジネス英語 書く デイビッド・セイン/著 ジャパンタイムズ

34 670.9 そのまま使える基本のビジネス英語 話す デイビッド・セイン/著 ジャパンタイムズ

35 672.1 近江商人学入門 末永國紀/著 サンライズ出版

36 673.3 はじめてのWordPress本格ブログ運営法 大串肇/共著 染谷昌利/共著
エムディエヌコーポ
レーション

37 673.3 たった62円で売り上げ倍増!「感動はがき」マーケティング 小林みのる/著 合同フォレスト

38 673.3 書いて伝える接客英語 広瀬直子/著 KADOKAWA

39 673.3 どんどん集客が楽しくなる!ISDロジックビジネス 椋本庄治/著 服部磨早人/監修 ごま書房新社

40 673.3 アフィリエイトしっかり稼げる!攻略大事典 リンクアップ/著 ayan/監修 技術評論社

41 673.3 トップセールスが絶対言わない営業の言葉 渡瀬謙/著 日本実業出版社

42 673.8 すぐ分かるスーパーマーケット惣菜の仕事ハンドブック
「食品商業」編集部/編 城取博幸
/[ほか]著

商業界

43 673.9 不動産屋が儲かる本当の理由としくみ 斎藤智明/著 ぱる出版

44 673.9 とら食堂全仕事 竹井和之/著 旭屋出版

45 673.9 日本の夜の公共圏 谷口功一/編著 スナック研究会/編著 白水社

46 673.9 繁盛店は路地裏にあり! 土屋光正/著 翔泳社

47 673.9 ひみつ堂のヒミツ 森西浩二/著 DU BOOKS

48 674 その企画、もっと面白くできますよ。 中尾孝年/著 宣伝会議

49 674 <小さな会社>逆襲の広報PR術 野澤直人/著 すばる舎

50 674.1 #HOOKED
パトリック・ファーガン/著 上原裕
美子/訳

TAC株式会社出版事業部

51 674.3 心惹かれるカフェデザイン&グラフィックス センドポインツ・パブリッシング/編
[西本かおる/訳] グラフィック社

52 674.3 説得力を生む配色レイアウト 南雲治嘉/著 グラフィック社

53 674.6 急いでデジタルクリエイティブの本当の話をします。 小霜和也/著 宣伝会議

54 674.6 これからはじめるリスティング広告 佐藤雅樹/著 技術評論社

55 674.7 心にササるチラシデザイン 加藤賢策/監修 玄光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 674.7 実用的!折りチラシデザイン フレア/編 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

57 675 日本の“こだわり”が世界を魅了する 長沢伸也/編 海文堂出版

58 675 挑戦者たちに学ぶデジタルマーケティング 廣部嘉祥/監修
パイインターナショナ
ル

59 675 安売りするな!「価値」を売れ! 藤村正宏/著 日本経済新聞出版社

60 675 ユーザーインタビューをはじめよう
スティーブ・ポーチガル/著 安藤貴
子/訳

ビー・エヌ・エヌ新社

61 675 コンテンツ・デザインパターン 吉澤浩一郎/著 技術評論社

62 675 LINEビジネス活用の極意100  日経BP社

63 675.1 パッケージデザインの教科書 日経デザイン/編 日経BP社

64 675.3 突破するデザイン
ロベルト・ベルガンティ/著 立命館
大学経営学部DML/訳

日経BP社

65 681.1 生活道路のゾーン対策マニュアル  交通工学研究会

66 681.3 交通事故の損害賠償と解決 薄金孝太郎/著 新星出版社

67 682.1 牛車で行こう! 京樂真帆子/著 吉川弘文館

68 685.5 地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通 堀内重人/著 鹿島出版会

69 686.2 ここが凄い!日本の鉄道  （交通新聞社新書） 青田孝/著 交通新聞社

70 686.2 駅弁掛紙の旅  （交通新聞社新書） 泉和夫/著 交通新聞社

71 686.2 日本懐かし鉄道大全 櫻田純/著 辰巳出版

72 686.2 思い出のブルートレイン 鉄道ジャーナル編集部/編 鉄道ジャーナル社

73 686.2 東京に汽車があった頃 山口雅人/著 交通新聞社

74 686.2 なぜ、上野駅に18番線がないのか? 米屋こうじ/著 洋泉社

75 686.2 全国現役観光列車図鑑 レイルマンフォトオフィス/著 マイナビ出版

76 686.5 関東感動の駅トラベル 「江戸楽」編集部/著 メイツ出版

77 686.5 時刻表探検 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

78 686.5 関西感動の駅トラベル ベストフィールズ/著 メイツ出版

79 686.9 路面電車の謎  （イースト新書Q） 小川裕夫/[著] イースト・プレス

80 687.0 スターフライヤー漆黒の翼、感動を乗せて スターフライヤー/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

81 687.3 フライトの現場ですぐに役立つCA乗務スキルのポイント 小澤朝子/著 秀和システム

82 687.5 エアラインサービス完全活用読本  イカロス出版

83 687.9 最高の空港の歩き方  （ポプラ新書） 齊藤成人/著 ポプラ社

84 689 観光交通ビジネス 塩見英治/編著 堀雅通/編著 成山堂書店

85 689.1 世界一訪れたい日本のつくりかた デービッド・アトキンソン/著 東洋経済新報社

86 689.5 ハウステンボス口コミ得完全ガイド 九州テーマパーク研究会/著 メイツ出版

87 689.5 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック 2018 ディズニーファン編集部/編 講談社

88 689.5 子どもといく東京ディズニーランドナビガイド 2017-2018  講談社

89 693.8 風景印大百科 西日本編  日本郵趣出版

90 694.2 最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野明/著 秀和システム

91 694.6 Galaxy S8/S8+がぜんぶわかる本  洋泉社

92 699.2 テレビ番組海外展開60年史 大場吾郎/著 人文書院

93 699.6 たけし、さんま、所の「すごい」仕事現場  （小学館新書） 吉川圭三/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 シェパードの人体ポーズと美術解剖学
ジョセフ・シェパード/著 榊原直樹/
訳

マール社

2 702.0 アート×テクノロジーの時代  （光文社新書） 宮津大輔/著 光文社

3 702.1 江戸の美術大図鑑 狩野博幸/監修 並木誠士/監修 河出書房新社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 702.3 西洋美術の歴史 5 小佐野重利/編集委員 小池寿子/編集
委員 中央公論新社

5 702.3 西洋美術の歴史 8 小佐野重利/編集委員 小池寿子/編集
委員 中央公論新社

6 706.9 東京美術館案内  昭文社

7 718.3 よくわかる仏像彫刻思い通りに彫る55のコツ 関侊雲/監修 メイツ出版

8 720.4 いちまいの絵  （集英社新書） 原田マハ/著 集英社

9 721.8 広重TOKYO [歌川広重/画] 小池満紀子/著 講談社

10 721.8 岩佐又兵衛と松平忠直 黒田日出男/著 岩波書店

11 723.3 ピカソ 3 ジョン・リチャードソン/著 木下哲
夫/訳 白水社

12 724 ホッとする和のイラスト 鮎裕/著 日貿出版社

13 724.1 水を描く 日貿出版社/編 伊藤昌/[ほか]描法指
導 日貿出版社

14 724.4 リアリズム・チャレンジ マーク・クリリー/著 森屋利夫/訳 マール社

15 725.5 超色鉛筆画レッスン 弥永和千/著 メイツ出版

16 726.5 魅せるキャラクターを描くためのヘアスタイル250 男性編  玄光社

17 726.6 アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし アンディ・ウォーホル/著 野中邦子/
訳 河出書房新社

18 726.6 「いる」じゃん くどうなおこ/作 松本大洋/絵
スイッチ・パブリッシ
ング

19 726.6 絵本のいま 2017-18 イラストレーション編集部/編 西須
由紀/監修 玄光社

20 726.6 ちひろを訪ねる旅 竹迫祐子/著 新日本出版社

21 726.6 手島圭三郎全仕事 「手島圭三郎全仕事」編集委員会/編 絵本塾出版

22 726.6 ブルーナが語るミッフィーのすべて MOE編集部/編 白泉社

23 728.9 美文字はあきらめなさい 清水恵/著 白夜書房

24 730.8 草間彌生全版画 草間彌生/著 阿部出版

25 732.1 棟方志功の眼 石井頼子/著 里文出版

26 732.1 川瀬巴水決定版 清水久男/監修 平凡社

27 736 世界が認めた日本のかわいい消しゴムはんこ
イシュタル・オリベラ/著 上川典子/
訳 エクスナレッジ

28 742.5 ニコンコンプリートファイル CAPA編集部/編 学研プラス

29 743 ボケ・フォト・ファン 堤一夫/著 玄光社

30 743 祭りを撮る 2017-2018年 芳賀日向/監修 旅行読売出版社

31 743.7 心が癒される石仏撮影を楽しむ 楳村修治/著 日本カメラ社

32 748 北アルプス花 岩橋崇至/著 日本写真企画

33 748 HANABI 冴木一馬/写真 光村推古書院

34 750.2 伝統工芸を継ぐ男たち 関根由子/著 山下三千夫/写真 論創社

35 751.1 ゼロから分かる!やきもの入門 河野惠美子/監修 世界文化社

36 752 漆芸の見かた 小林真理/編著 梶原祥造/撮影 誠文堂新光社

37 753.3 生紙と紙糸 軽野裕子/著 紫紅社

38 754.3 木でつくる小さな食器 渡邊浩幸/著 河出書房新社

39 754.6 かご・バッグ・ねこのおうち 尾上みち子/[著] 明窓出版

40 754.9 くらしのおりがみとちょこっと紙小物 主婦の友社/編 主婦の友社

41 754.9 週末でつくる紙文具 永岡綾/著 グラフィック社

42 754.9 ダンボールで作れるかわいいキッズ家具&おもちゃ 山田素子/監修 ブティック社

43 755.5 一流サンプル職人が教える本格革財布の仕立て方 池田耕平/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

44 756.6 名刀に挑む  （PHP新書） 松田次泰/著 PHP研究所

45 758 椅子 コレクション1 伊藤玄二郎/編集
写真文化首都「写真の
町」東川町

46 759 日本と世界おもしろ玩具図鑑 日本玩具博物館/編
神戸新聞総合出版セン
ター

47 759.0 ドールハウス
ハリーナ・パシエルプスカ/[編]著
安原実津/訳

パイインターナショナ
ル

48 760.4 サステナブル・ミュージック 若尾裕/著
アルテスパブリッシン
グ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 761.1 響きあう身体 山田陽一/著 春秋社

50 761.1 悪魔のすむ音楽 若林暢/著 久野理恵子/訳 音楽之友社

51 761.5 そうだったのか!コード理論 [2017] 田熊健/編著 自由現代社(発売)

52 762.1 伊福部昭 小林淳/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

53 762.3 文化のなかの西洋音楽史 ポール・グリフィス/著 小野寺粛/訳 音楽之友社

54 763.4 最上の音を引き出す弦楽器マイスターのメンテナンス 園田信博/著 誠文堂新光社

55 763.5 まるごとエレキギターの本 藤城裕樹/著 青弓社

56 763.5 文字と楽譜が大きいウクレレ入門 ハワイアン編  
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

57 763.5 文字と楽譜が大きい基礎からわかるソロ・ギター  
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

58 763.6 部活で吹奏楽トランペット上達BOOK 佛坂咲千生/監修 加藤雅之/監修協力 メイツ出版

59 763.7 部活で吹奏楽クラリネット上達BOOK 加藤純子/監修 加藤雅之/監修協力 メイツ出版

60 764.7 リマリックのブラッド・メルドー 牧野直也/著
アルテスパブリッシン
グ(発売)

61 764.7 渋谷音楽図鑑 牧村憲一/著 藤井丈司/著 太田出版

62 764.7 サージェント・ペパー50年 マイク・マッキナニー/著 ビル・
ディメイン/著 河出書房新社

63 764.7 油井正一のジャズ名盤物語 油井正一/著 立東舎

64 765.2 愛のうた マークス・ラータイ/著 木村佐千子/
訳 春秋社

65 766.1 オペラの未来 ミヒャエル・ハンペ/著 井形ちづる/
訳 水曜社

66 766.1 読むオペラ 堀内修/著 音楽之友社

67 766.1 キーワードで読むオペラ/音楽劇研究ハンドブック 丸本隆/編 荻野静男/編
アルテスパブリッシン
グ

68 767.5 沖縄三線秘境の旅 日比野宏/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

69 767.8 作編曲家大村雅朗の軌跡 梶田昌史/著 田渕浩久/著 DU BOOKS

70 767.8 美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤剛/著 文藝春秋

71 767.8 この一曲に賭けた100人の歌手 塩澤実信/著 展望社

72 767.8 MCバトル史から読み解く日本語ラップ入門 DARTHREIDER/著 KADOKAWA

73 768.1 日本の音 篠笛事始め 森田玲/著 篠笛文化研究社

74 769.1 教え子が成長するリーダーは何をしているのか 夏まゆみ/著 サンマーク出版

75 772.1 蜷川幸雄×松本雄吉 西堂行人/著 作品社

76 774 ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内賢二/著 新潮社

77 775.1 忘れられないひと、杉村春子 川良浩和/著 新潮社

78 775.5 戦禍に生きた演劇人たち 堀川惠子/著 講談社

79 778.0 漫画+映画! 映画秘宝編集部/編 洋泉社

80 778.2 勝新秘録 アンディ松本/著 イースト・プレス

81 778.2 マリリン・モンロー最後の年
セバスティアン・コション/著 山口
俊洋/訳

中央公論新社

82 778.2 シネコン映画至上主義 柴尾英令/著 太田出版

83 778.2 精読小津安二郎 中澤千磨夫/著 言視舎

84 778.2 アンヌ今昔物語 ひし美ゆり子/著 小学館

85 778.2 裕次郎 本村凌二/著 講談社

86 778.2 石原裕次郎  朝日新聞出版

87 778.2 キネマ旬報ベスト・テン90回全史  キネマ旬報社

88 778.7 最新アニメ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 谷口功/著 麻生はじめ/著 秀和システム

89 778.8 バルタン星人を知っていますか? 飯島敏宏/著 千束北男/著 小学館

90 778.8 証言!仮面ライダー昭和 講談社/編 講談社

91 779.1 <ものまね>の歴史 石井公成/著 吉川弘文館

92 779.1 明治の寄席芸人 三遊亭圓生/著 山本進/編 青蛙房

93 780.7 最強をめざすチームビルディング ジェフ・ジャンセン/著 水谷豊/訳 大修館書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

94 781.4 体のコリがすべて消える究極のストレッチ 中村格子/著 日経ヘルス/編集 日経BP社

95 782 陸上競技 走跳投に必要なトップスピードを高める練習 柴田博之/著
ベースボール・マガジ
ン社

96 782.9 パラグライダーにチャレンジ 2017-2018  イカロス出版

97 783.1 バスケットボール用語事典 小野秀二/監修 小谷究/監修 廣済堂出版

98 783.1 B.LEAGUE2016-17シーズン総決算  洋泉社

99 783.2 最新ソフトバレー・ハンドブック 日本ソフトバレーボール連盟/編 大修館書店

100 783.4 サッカービジネスの基礎知識 広瀬一郎/著 東邦出版

101 783.4 考えて強くなるラグビーのトレーニング 山本巧/著 藤森啓介/著 大修館書店

102 783.5 部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉康弘/監修 メイツ出版

103 783.6 卓球ビギナーズバイブル 卓球王国/まとめ 卓球王国

104 783.6 美宇は、みう。 平野真理子/著 健康ジャーナル社

105 783.7 変わりゆく高校野球 新時代を勝ち抜く名将たち 大利実/著 インプレス

106 783.7 落合博満アドバイス 落合博満/著 ダイヤモンド社

107 783.7 高校球児に伝えたい!プロでも間違う守備・走塁の基本 高代延博/著 東邦出版

108 783.7 谷繁流キャッチャー思考 谷繁元信/著 日本文芸社

109 783.7 ペドロ・マルティネス自伝 ペドロ・マルティネス/著 マイケ
ル・シルバーマン/著 東洋館出版社

110 783.7 NPB以外の選択肢 宮寺匡広/著 彩流社

111 783.7 甲子園監督 吉村淳/編 池田書店

112 783.8 60歳からでもシングルになれる静かなスイング 新井敏夫/著 辰巳出版

113 783.8 アプローチの新しい教科書 松吉信/著 日本文芸社

114 783.8 ゴルフは直線運動(スイング)で上手くなる! 三觜喜一/著 日本文芸社

115 785.2 もっと速くなる水泳・練習法 黒瀬幹夫/著 東島新次/監修 電波社

116 786 ブッシュクラフトの教科書 デイブ・カンタベリー/著 安納令奈/
訳 パンローリング

117 786.1 てっぺん 田部井政伸/著 宝島社

118 786.1 クライムオン!!  枻出版社

119 786.5 僕のジロ・デ・イタリア 山本元喜/著 東京書籍

120 786.5 超はじめてのロードバイク 実践編  辰巳出版

121 787.1 ゼロから始める海釣り入門 釣法まるわかりガイド 近藤利紀/企画・執筆・編集 コスミック出版

122 788.1 図解平成大相撲決まり手大事典 新山善一/著 琴剣/絵 国書刊行会

123 788.2 アリ対猪木 ジョシュ・グロス/著 棚橋志行/訳 亜紀書房

124 788.2 吉田豪の“最狂”全女伝説 吉田豪/著 白夜書房

125 788.3 見落とされた癌 竹原慎二/著 双葉社

126 788.5 名馬を読む 江面弘也/著 三賢社

127 789.2 つよい!THE24式太極拳「四正四隅」の秘密 池田秀幸/著 フル・コム/編 東邦出版

128 789.2 太極拳推手詳解 楊進/共著 橋逸郎/共著
ベースボール・マガジ
ン社

129 789.3 四・五段に合格する!剣道昇段審査弱点克服トレーニング 高橋健太郎/監修 メイツ出版

130 789.3 日本の剣豪  （文春新書） 中嶋繁雄/著 文藝春秋

131 793 生け雑草 小林南水子/著 柏書房

132 793 小さなアレンジメントの本 坂口美重子/著 誠文堂新光社

133 795 進化を続けるアルファ碁 洪道場/編 マイナビ出版

134 795 古典詰碁の世界 林漢傑/監修 日本棋院

135 795 古典詰碁の魅力 林漢傑/監修 日本棋院

136 796 9マス将棋の本 青野照市/著 日本将棋連盟/著 幻冬舎

137 796 1冊でわかる右四間飛車その狙いと対策 藤倉勇樹/著 マイナビ出版

138 796 将棋戦型別名局集 5  日本将棋連盟
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No, 分類 書名 著者名 出版社

139 798.5 月給プロゲーマー、1億円稼いでみた。 梅崎伸幸/著 主婦と生活社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 807 実践例で学ぶ第二言語習得研究に基づく英語指導 鈴木渉/編 大修館書店

2 810.2 日本語と道徳 西田知己/著 筑摩書房

3 810.4 さらに悩ましい国語辞典 神永曉/著 時事通信出版局

4 810.4 大人の語彙力が使える順できちんと身につく本 吉田裕子/著 かんき出版

5 810.7 なぜ、日本人は日本語を説明できないのか 倉本幸彦/著 文芸社

6 811.0 「あて字」の日本語史 田島優/著 風媒社

7 813.1 言葉の大海へ 永島道男/著 文芸社

8 814 音の表現辞典 中村明/著 東京堂出版

9 816 13歳から身につける一生モノの文章術 近藤勝重/著 大和出版

10 816 3行しか書けない人のための文章教室 前田安正/著 朝日新聞出版

11 816.5 これからレポート・卒論を書く若者のために 酒井聡樹/著 共立出版

12 823 ボキャブラリーが増える故事成語辞典 主婦の友社/編 主婦の友社

13 824 近代日中語彙交流史 沈国威/著 笠間書院

14 827.8 中国語話す・聞くかんたん入門書 高田裕子/著 池田書店

15 828.3 台湾語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本 趙怡華/著 陳豐惠/監修 明日香出版社

16 829.3 文法からマスター!はじめてのベトナム語 秋葉亜子/著 グェン・ティ・ゴッ
ク・トー/ベトナム語監修 ナツメ社

17 830.4 ギリシア・ローマ神話を知れば英語はもっと上達する 西森マリー/著 講談社

18 830.7 落ちこぼれだった私がペラペラになれたすごい英語勉強法 ミサコ・ロックス/著 アスコム

19 835.6 もう迷わない!前置詞の使い方がわかる本 多岐川恵理/著 明日香出版社

20 837.5 誤訳をしないための翻訳英和辞典+22のテクニック 河野一郎/著 DHC

21 837.8 英会話 篠田義明/著 南雲堂

22 860 ジョークで楽しく学ぶスペイン語 渡邉優/著 ベレ出版

23 877.5 日本人が知りたいイタリア人の当たり前 朝比奈佳尉/著 アンドレア・フィオ
レッティ/著 三修社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.0 文学社会学とはなにか ジゼル・サピロ/[著] 鈴木智之/訳 世界思想社

2 902.3 越境する小説文体 橋本陽介/著 水声社

3 910.2 回想の青山光二 池内規行/著 共和国

4 910.2 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史  （NHK出版新書） 磯田道史/著 NHK出版

5 910.2 屈託という思想 神林尋史/著 作品社

6 910.2 夏目漱石と西田幾多郎  （岩波新書 新赤版） 小林敏明/著 岩波書店

7 911.1 万葉集から古代を読みとく  （ちくま新書） 上野誠/著 筑摩書房

8 911.1 和歌文学大系 11 久保田淳/監修 明治書院

9 911.1 和歌のアルバム 小山順子/著 平凡社

10 911.1 柿本人麻呂 多田一臣/著 吉川弘文館

11 911.1 英語対訳で読むサラダ記念日 俵万智/著 J.スタム/訳 河出書房新社

12 911.1 俵万智  河出書房新社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 911.3 存在者 金子兜太 金子兜太/[著] 黒田杏子/編著 藤原書店

14 911.3 芭蕉 上 栗田勇/著 祥伝社

15 911.3 俳句のための文語文法実作編 佐藤郁良/著 KADOKAWA

16 911.3 ひとり 瀬戸内寂聴/著 深夜叢書社

17 912.7 やすらぎの郷 上 倉本聰/著 双葉社

18 913.3 正訳源氏物語 第9冊 [紫式部/著] 中野幸一/訳 勉誠出版

19 913.4 中世王朝物語全集 4 市古貞次/[ほか]編集委員 笠間書院

20 913.5 御伽百物語 [青木鷺水/作] 藤川雅恵/編著 三弥井書店

21 913.5 浮世絵師の絵で読む八犬伝 上 徳田武/著 勉誠出版

22 913.5 浮世絵師の絵で読む八犬伝 下 徳田武/著 勉誠出版

23 914.6 片づけたい 赤瀬川原平/[ほか]著 河出書房新社

24 914.6 われらマスコミ渡世人  （祥伝社新書） 五木寛之/[著] 田原総一朗/[著] 祥伝社

25 914.6 荒野に立てば 北方謙三/著 新潮社

26 914.6 おしゃべりな銀座 銀座百点/編 扶桑社

27 914.6 るるらいらい 小島慶子/著 講談社

28 914.6 ピンヒールははかない 佐久間裕美子/著 幻冬舎

29 914.6 破れかぶれの幸福 佐藤愛子/著 青志社

30 914.6 ノミのジャンプと銀河系 椎名誠/著 新潮社

31 914.6 うたかたの日々 諏訪哲史/著 風媒社

32 914.6 生きてこそ  （新潮新書） 瀬戸内寂聴/著 新潮社

33 914.6 人生の醍醐味 曽野綾子/著 産経新聞出版

34 914.6 生きてるって、幸せー! Love編 田口ランディ/著 山田スイッチ/イラ
ストと漫画 地湧社

35 914.6 ベスト・エッセイ 2017 日本文藝家協会/編 光村図書出版

36 914.6 古都再見 葉室麟/著 新潮社

37 914.6 美女は飽きない 林真理子/著 マガジンハウス

38 914.6 楽天の日々 古井由吉/著 キノブックス

39 914.6 今日はヒョウ柄を着る日 星野博美/著 岩波書店

40 914.6 新編若き知性に 宮本百合子/著 新日本出版社

41 914.6 ありったけの春 茂木健一郎/著 夜間飛行

42 914.6 99歳からあなたへ 吉沢久子/著 海竜社

43 914.6 知の湧水 渡部昇一/著 ワック

44 914.6 あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺千穂/著 マガジンハウス

45 916 オリジナル 愛那珠祈/著 文芸社

46 916 宿題の絵日記帳 今井信吾/著 リトルモア(発売)

47 916 ヒロのちつじょ 佐藤美紗代/著 太郎次郎社エディタス

48 916 海なお深く 上巻 全日本海員組合/編
全日本海員福祉セン
ター

49 916 海なお深く 下巻 全日本海員組合/編
全日本海員福祉セン
ター

50 918.6 小松左京全集完全版 26 小松左京/著 城西国際大学出版会

51 918.6 小松左京全集完全版 9 小松左京/著 城西国際大学出版会

52 918.6 宮沢賢治コレクション 4 宮沢賢治/著 筑摩書房

53 918.6 夢Q夢魔物語 夢野久作/著 東雅夫/編 平凡社

54 929.1 優しい噓 金呂玲/著 金那炫/訳 書肆侃侃房

55 929.6 アレクサンドレ・カズベギ作品選 アレクサンドレ・カズベギ/[著] 三
輪智惠子/訳 成文社

56 930.2 深読みジェイン・オースティン 廣野由美子/著 NHK出版

57 932.7 これはあなたのもの ロアルド・ホフマン/作 川島慶子/訳 アートデイズ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 933.6 名探偵ホームズ全集 第2巻 コナン・ドイル/原作 山中峯太郎/訳
著 作品社

59 933.7 書架の探偵 ジーン・ウルフ/著 酒井昭伸/訳 早川書房

60 933.7 長い眠り
スティーブン・P.キールナン/著 川
野太郎/訳

西村書店

61 933.7 ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー/著 金原瑞人/
訳 求龍堂

62 933.7 ブラックウォーター灯台船 コルム・トビーン/著 伊藤範子/訳 松籟社

63 933.7 月影の迷路 リズ・ベリー/著 田中美保子/訳 国書刊行会

64 933.7 晩夏の墜落 ノア・ホーリー/著 川副智子/訳 早川書房

65 933.7 木に登る王 スティーヴン・ミルハウザー/著 柴
田元幸/訳 白水社

66 936 7200秒からの解放
ソルディス・エルヴァ/著 トム・ス
トレンジャー/著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

67 936 息子が殺人犯になった スー・クレボルド/著 仁木めぐみ/訳 亜紀書房

68 940.2 『ハイジ』の生まれた世界 森田安一/著 教文館

69 943.7 階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク/著 松永
美穂/訳 新潮社

70 943.7 ピネベルク,明日はどうする!? ハンス・ファラダ/[著] 赤坂桃子/訳 みすず書房

71 953.6 バルザック王国の裏庭から バルザック/[著] 宇多直久/編訳 春風社

72 953.7 謎
パスカル・キニャール/著 小川美登
里/訳 水声社

73 953.7 6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む ジャン=ポール・ディディエローラン
/著 夏目大/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

74 954.5 モンテーニュの書斎 保苅瑞穂/著 講談社

75 958.5 フランス・ルネサンス文学集 3 宮下志朗/編訳 伊藤進/編訳 白水社

76 971 ウンベルト・サバ詩集 ウンベルト・サバ/[著] 須賀敦子/訳 みすず書房

77 973 リラとわたし エレナ・フェッランテ/著 飯田亮介/
訳 早川書房

78 988 トレブリンカの地獄 ワシーリー・グロスマン/[著] 赤尾
光春/訳 みすず書房

79 991.1 古代西洋万華鏡 沓掛良彦/著 法政大学出版局

80 999.1 仮面のダンス ティヴァダル・ソロス/著 ハンフ
リー・トンキン/編 現代企画室

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 潔白 青木俊/著 幻冬舎

2 F Y駅発深夜バス 青木知己/著 東京創元社

3 F 福袋 朝井まかて/著 講談社

4 F 風が吹いたり、花が散ったり 朝倉宏景/著 講談社

5 F 薫風ただなか あさのあつこ/著 KADOKAWA

6 F さいとう市立さいとう高校野球部 [3] あさのあつこ/著 講談社

7 F 奈落の偶像 麻見和史/著 講談社

8 F 悪寒 伊岡瞬/著 集英社

9 F きょうの日は、さようなら 石田香織/著 河出書房新社

10 F ゼンマイ 戌井昭人/著 集英社

11 F 夜会 井上雅彦/著 河出書房新社

12 F 噓と人形 岩井志麻子/著 太田出版

13 F 水底は京の朝 岩下悠子/著 新潮社

14 F 病巣 江上剛/著 朝日新聞出版

15 F 秋霧 大倉崇裕/著 祥伝社

16 F デイ・トリッパー 梶尾真治/著 キノブックス

17 F 落語小説・柳田格之進 金原亭伯楽/著 本阿弥書店

18 F 声なき叫び 小杉健治/著 双葉社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 F わざわざゾンビを殺す人間なんていない。 小林泰三/著 一迅社

20 F 変幻 今野敏/著 講談社

21 F 泣き虫弱虫諸葛孔明 第5部 酒見賢一/著 文藝春秋

22 F 真夏の雷管 佐々木譲/[著] 角川春樹事務所

23 F 怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤雅美/著 文藝春秋

24 F 敵討ちか主殺しか 佐藤雅美/著 講談社

25 F 腐れ梅 澤田瞳子/著 集英社

26 F ししりばの家 澤村伊智/著 KADOKAWA

27 F 煌(きらり) 志川節子/著 徳間書店

28 F 仁者無敵 志野靖史/著 朝日新聞出版

29 F マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也/著 祥伝社

30 F 風とにわか雨と花 小路幸也/著 キノブックス

31 F 世界のすべてのさよなら 白岩玄/著 幻冬舎

32 F 二礼茜の特命 仕掛ける 城山真一/著 宝島社

33 F 暗闇のアリア 真保裕一/著 KADOKAWA

34 F 1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった せきしろ/著 双葉社

35 F 翼の帰る処 5[下] 妹尾ゆふ子/著 幻冬舎コミックス

36 F 黒い波紋 曽根圭介/著 朝日新聞出版

37 F 婚活探偵 大門剛明/著 双葉社

38 F 政略結婚 高殿円/著 KADOKAWA

39 F 茄子の輝き 滝口悠生/著 新潮社

40 F 明治乙女物語 滝沢志郎/著 文藝春秋

41 F 左京区桃栗坂上ル 瀧羽麻子/著 小学館

42 F 越し人 谷口桂子/著 小学館

43 F チャップリン暗殺指令 土橋章宏/著 文藝春秋

44 F 紅城奇譚 鳥飼否宇/著 講談社

45 F 天狗の回路 中上紀/著 筑摩書房

46 F もう生まれたくない 長嶋有/著 講談社

47 F 日本遺産からの死の便り 西村京太郎/[著] 徳間書店

48 F 息子と狩猟に 服部文祥/著 新潮社

49 F 嵯峨野花譜 葉室麟/著 文藝春秋

50 F 双蛇密室 早坂吝/著 講談社

51 F あなたの隣にいる孤独 樋口有介/著 文藝春秋

52 F 空に咲く恋 福田和代/著 文藝春秋

53 F 明治ガールズ 藤井清美/著 KADOKAWA

54 F 蒼のファンファーレ 古内一絵/著 小学館

55 F dele 本多孝好/著 KADOKAWA

56 F パーマネント神喜劇 万城目学/著 新潮社

57 F 標的 真山仁/著 文藝春秋

58 F われは何処に 丸山健二/著 求龍堂

59 F 白村江の戦い 三田誠広/著 河出書房新社

60 F 宮辻薬東宮 宮部みゆき/著 辻村深月/著 講談社

61 F 青春は燃えるゴミではありません 村上しいこ/著 講談社

62 F おんな城主直虎 3 森下佳子/作 豊田美加/ノベライズ NHK出版

63 F 深海の寓話 森村誠一/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 F ここから先は何もない 山田正紀/著 河出書房新社

65 F ジョン・マン 6 山本一力/著 講談社

66 F 開化鐵道探偵 山本巧次/著 東京創元社

67 F 化身の哭く森 吉田恭教/著 講談社

68 F レイン 15 吉野匠/[著] アルファポリス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 絶望に効くブックカフェ 河合香織/著 小学館

2 B183.6 『維摩経』を読む 長尾雅人/著 岩波書店

3 B230.4 中世ヨーロッパの騎士 フランシス・ギース/[著] 椎野淳/訳 講談社

4 B292.0 旅する胃袋 篠藤ゆり/[著] 幻冬舎

5 B334.3 人口から読む日本の歴史 鬼頭宏/[著] 講談社

6 B702.3 美少女美術史 池上英洋/著 荒井咲紀/著 筑摩書房

7 B727.6 チェコ ポーランド ハンガリーのポスター 中川可奈子/編著 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館/監修 青幻舎

8 B791 岡倉天心「茶の本」をよむ 田中仙堂/[著] 講談社

9 B913 涙の万年橋 稲葉稔/著 光文社

10 B914.6 乗りもの紳士録 阿川弘之/著 中央公論新社

11 B916 ベトナムの風に吹かれて 小松みゆき/[著] KADOKAWA

12 B918.6 猫の文学館 1 和田博文/編 筑摩書房

13 B918.6 猫の文学館 2 和田博文/編 筑摩書房

14 B933.7 ヒトラーの描いた薔薇 ハーラン・エリスン/著 伊藤典夫
/[ほか]訳 早川書房

15 B933.7 大諜報 上
クライブ・カッスラー/著 ジャス
ティン・スコット/著 扶桑社

16 B933.7 大諜報 下 クライブ・カッスラー/著 ジャス
ティン・スコット/著 扶桑社

17 B933.7 夜の樹 カポーティ/[著] 川本三郎/訳 新潮社

18 B933.7 ダークタワー 4-1/2 スティーヴン・キング/[著] 風間賢
二/訳 KADOKAWA

19 B933.7 約束 ロバート・クレイス/著 高橋恭美子/
訳 東京創元社

20 B933.7 第五の福音書 上 イアン・コールドウェル/著 奥村章
子/訳

早川書房

21 B933.7 第五の福音書 下
イアン・コールドウェル/著 奥村章
子/訳

早川書房

22 B933.7 宿命の地 上 ロバート・ゴダード/[著] 北田絵里
子/訳 講談社

23 B933.7 宿命の地 下 ロバート・ゴダード/[著] 北田絵里
子/訳

講談社

24 B933.7 ブラックボックス 上
マイクル・コナリー/[著] 古沢嘉通/
訳

講談社

25 B933.7 ブラックボックス 下
マイクル・コナリー/[著] 古沢嘉通/
訳

講談社

26 B933.7 眠る狼
グレン・エリック・ハミルトン/著
山中朝晶/訳 早川書房

27 B933.7 ケンジントン公園のピーター・パン バリー/著 南條竹則/訳 光文社

28 B933.7 Gマン 上 スティーヴン・ハンター/著 公手成
幸/訳 扶桑社

29 B933.7 Gマン 下
スティーヴン・ハンター/著 公手成
幸/訳

扶桑社

30 B933.7 さまよう記憶 サンドラ・ブラウン/著 林啓恵/訳 集英社

31 B933.7 ささやかな頼み ダーシー・ベル/著 東野さやか/訳 早川書房

32 B943.7 デーミアン ヘッセ/著 酒寄進一/訳 光文社

33 B949.8 海岸の女たち
トーヴェ・アルステルダール/著 久
山葉子/訳

東京創元社

34 B949.8 白骨 上 M.ヨート/著 H.ローセンフェルト/著 東京創元社

35 B949.8 白骨 下 M.ヨート/著 H.ローセンフェルト/著 東京創元社

36 B953.7 その女アレックス ピエール・ルメートル/著 橘明美/訳 文藝春秋

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 BF 追憶 青島武/著 小学館

38 BF 綾志別町役場妖怪課 青柳碧人/[著] KADOKAWA

39 BF マウンドの神様 あさのあつこ/著 朝倉宏景/著 実業之日本社

40 BF 彷徨(さまよ)える帝 上 安部竜太郎/[著] 角川書店

41 BF 彷徨(さまよ)える帝 下 安部竜太郎/[著] 角川書店

42 BF 人工知能の見る夢は 新井素子/ほか著 宮内悠介/ほか著 文藝春秋

43 BF 夜の署長 安東能明/著 文藝春秋

44 BF 御三家が斬る! [2] 井川香四郎/[著] 講談社

45 BF 大名花火 井川香四郎/著 文藝春秋

46 BF アキラとあきら 池井戸潤/著 徳間書店

47 BF 西郷隆盛 英雄と逆賊 池波正太郎/著 植松三十里/著 PHP研究所

48 BF 少年Nのいない世界 02 石川宏千花/著 講談社

49 BF 喜連川の風 [3] 稲葉稔/[著] KADOKAWA

50 BF 心霊コンサルタント青山群青の憂愁 入江夏野/[著] 幻冬舎

51 BF 月は誰のもの 宇江佐真理/著 文藝春秋

52 BF 策謀 上田秀人/著 徳間書店

53 BF 日雇い浪人生活録 3 上田秀人/著 角川春樹事務所

54 BF 愚者の毒 宇佐美まこと/著 祥伝社

55 BF 薔薇の殺人 内田康夫/著 中央公論新社

56 BF 真夜中のパン屋さん [6] 大沼紀子/[著] ポプラ社

57 BF 恋愛仮免中 奥田英朗/著 窪美澄/著 文藝春秋

58 BF 夜の瞳 風森章羽/著 講談社

59 BF 県警外事課クルス機関 柏木伸介/著 宝島社

60 BF 小石川貧乏神殺人事件 風野真知雄/著 文藝春秋

61 BF 幽霊の町 風野真知雄/[著] 角川書店

62 BF 開運十社巡り 倉阪鬼一郎/[著] 講談社

63 BF 隠密同心 1 小杉健治/[著] KADOKAWA

64 BF 遠山金四郎が斬る 小杉健治/[著] 幻冬舎

65 BF 魔障 小杉健治/著 双葉社

66 BF 風雲のヤガ 五代ゆう/著 天狼プロダクション/監
修 早川書房

67 BF 襲撃 今野敏/著 実業之日本社

68 BF にらみ 佐伯泰英/著 新潮社

69 BF 嫁入り 佐伯泰英/著 角川春樹事務所

70 BF 恋文ながし 坂岡真/著 徳間書店

71 BF オイディプスの檻 佐藤青南/[著] KADOKAWA

72 BF スマホを落としただけなのに 志駕晃/著 宝島社

73 BF 短編少年 集英社文庫編集部/編 朝井リョウ/著 集英社

74 BF キルワーカー 鈴峯紅也/著 中央公論新社

75 BF あきない世傳金と銀 3 高田郁/著 角川春樹事務所

76 BF 屋上のテロリスト 知念実希人/著 光文社

77 BF 長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖 2 千野隆司/著 小学館

78 BF 黒夢 戸梶圭太/著 文芸社

79 BF 仇討旅 鳥羽亮/[著] 幻冬舎

80 BF 菊と鬼 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

81 BF BACK 内藤了/[著] KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

82 BF 死亡フラグが立ちました! 七尾与史/著 宝島社

83 BF ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 2 七月隆文/著 新潮社

84 BF ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文/著 宝島社

85 BF 東京すみっこごはん [3] 成田名璃子/著 光文社

86 BF 密命売薬商 鳴海章/著 集英社

87 BF モモンガの件はおまかせを 似鳥鶏/著 文藝春秋

88 BF えどさがし 畠中恵/著 新潮社

89 BF ひとり吹奏楽部 初野晴/[著] KADOKAWA

90 BF カルマ真仙教事件 上 濱嘉之/[著] 講談社

91 BF 帰り花 藤井邦夫/著 文芸春秋

92 BF 垂込み 藤井邦夫/著 文藝春秋

93 BF 花見酒 藤井邦夫/著 文藝春秋

94 BF 最後の晩ごはん [8] 椹野道流/[著] KADOKAWA

95 BF 非合法員 船戸与一/著 小学館

96 BF シャーロック・ホームズ対伊藤博文 松岡圭祐/[著] 講談社

97 BF 釈迦 武者小路実篤/作 岩波書店

98 BF ホテルモーリスの危険なおもてなし 森晶麿/[著] 講談社

99 BF 美しき幻影 森村誠一/著 実業之日本社

100 BF 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 [1] 友麻碧/[著] 幻冬舎

101 BF うに勝負 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R028 参考図書解説目録 2014-2016 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

2 R059 ブリタニカ国際年鑑 2017  ブリタニカ・ジャパン

3 R203.6 世界史モノ事典 平凡社/編 平凡社

4 R210.3 日本史モノ事典 平凡社/編 平凡社

5 R238.9 図説ヴァイキング時代百科事典 ジョン・ヘイウッド/著 伊藤盡/監訳 柊風舎

6 R281.0 昭和人物事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

7 R290.3 スマートアトラス世界・日本地図帳 平凡社/編 平凡社

8 R317 白書の白書 2017年版 木本書店・編集部/編集 木本書店

9 R317.3 公務員白書 平成29年版 人事院/編 日経印刷

10 R318.2 都市データパック 2017年版  東洋経済新報社

11 R318.6 地域ハンドブック 2017年度版 日本政策投資銀行地域企画部/編集 日本政策投資銀行

12 R319.1 外交青書 第60号(平成29年版) 外務省/編集 日経印刷

13 R335.3 中小企業白書 2017年版 中小企業庁/編 日経印刷

14 R335.5 海外進出企業総覧 2017会社別編  東洋経済新報社

15 R335.5 海外進出企業総覧 2017国別編  東洋経済新報社

16 R350.9 地図でみる世界の地域格差 2016年版 OECD/編著 中澤高志/監訳 明石書店

17 R410.3 数学小辞典 矢野健太郎/編著 茂木勇/編著 共立出版

18 R468.8 新・付着生物研究法 日本付着生物学会/編 恒星社厚生閣

19 R476.0 日本産シダ植物標準図鑑 2 海老原淳/著 日本シダの会/企画・協
力 学研プラス

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

20 R485.3 日本産ミジンコ図鑑 田中正明/著 牧田直子/著 共立出版

21 R490.9 症状・疾患別にみる漢方治療指針 幸井俊高/著 日経ドラッグインフォ
メーション/編集 日経BP社

22 R491.1 手の百科事典 バイオメカニズム学会/編 朝倉書店

23 R498.5 日本食品大事典 杉田浩一/編集 平宏和/編集 医歯薬出版

24 R499.0 薬事衛生六法 2017  薬事日報社

25 R510.2 日本土木史 平成3年〜平成22年
土木学会日本土木史編集特別委員会/
編集

土木学会

26 R519.0 環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 平成29年版 環境省総合環境政策局環境計画課/編
集 環境省大臣官房廃棄物・リサイク 日経印刷

27 R538.6 日本航空機全集 2017  鳳文書林出版販売

28 R543.5 原子力市民年鑑 2016-17 原子力資料情報室/編 七つ森書館

29 R558.0 海洋白書 2017 笹川平和財団海洋政策研究所/編集 成山堂書店

30 R610.5 食料・農業・農村白書 平成29年版 農林水産省/編 農林統計協会

31 R648.2 数字でみる食肉産業 2017  食肉通信社

32 R652.1 森林・林業白書 平成29年版 林野庁/編 全国林業改良普及協会

33 R703.1 美術作品レファレンス事典 人物・肖像篇3 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

34 R705.9 現代日本の美術 2017  生活の友社

35 R709.1 戦災等による焼失文化財 文化庁/編 戎光祥出版

36 R728.0 簡明書道用語辞典 伊藤文生/編 天来書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T213 立山  
デアゴスティーニ・
ジャパン

2 T289 暮らすひと 01 横村友哉/写真・文 宮田裕美詠/企
画・編集・デザイン ストライド

3 T289 暮らすひと 02
小野田陽一/写真 宮田裕美詠/企画・
編集・デザイン・文 ストライド

4 T290.3 魚津市・黒部市・入善町・朝日町住宅明細図 平成29年度版 刊広社/[編] 刊広社

5 T493 イタイイタイ病と教育 向井嘉之/編著 雨宮洋美/著 能登印刷出版部

6 T911.2 大伴家持  （中公新書） 藤井一二/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おばけのおまじない 内田麟太郎/脚本 早川純子/絵 童心社

2 C ポンコちゃんとすいかわり ひろかわさえこ/脚本・絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 1ぽんでもにんじん 長野ヒデ子/構成・絵 のら書店

2 E いえすみねずみ
ジョン・バーニンガム/作 谷川俊太
郎/訳 BL出版

3 E いちにちじごく ふくべあきひろ/さく かわしまなな
え/え PHP研究所

4 E いのちのたべもの 中川ひろたか/文 加藤休ミ/絵 おむすび舎

5 E いろいろはっぱ 小寺卓矢/写真・文 佐藤孝夫/監修 アリス館

6 E うみべのまちで
ジョアン・シュウォーツ/文 シド
ニー・スミス/絵

BL出版

7 E うるしー ロロン/作 開一夫/監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

8 E うんこちゃんけっこんする のぶみ/さく ひかりのくに

T 郷土資料 

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 E エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー/さく シーモア・
フレイシュマン/え ほるぷ出版

10 E おこらせるくん のぶみ/さく KADOKAWA

11 E おさかなちゃんのあのね、ママ
ヒド・ファン・ヘネヒテン/作・絵
古藤ゆず/翻案

学研プラス

12 E おさかなちゃんのできた! ヒド・ファン・ヘネヒテン/作・絵
古藤ゆず/翻案 学研プラス

13 E おともだちできた? 恩田陸/さく 石井聖岳/え 講談社

14 E おなみだぽいぽい ごとうみづき/[作] ミシマ社

15 E おにごっこできるえほん のぶみ/さく 幻冬舎

16 E オニのきもだめし 岡田よしたか/作 小学館

17 E おふねにのって スギヤマカナヨ/著 赤ちゃんとママ社

18 E おふろでなんでやねん 鈴木翼/文 あおきひろえ/絵 世界文化社

19 E おべんとうばこのなかから 中川ひろたか/文 岡田よしたか/絵 世界文化社

20 E およげ!いぬやまくん きむらゆういち/さく おくやまひで
とし/え 新日本出版社

21 E オリオンとクラヤーミ
エマ・ヤーレット/さく・え たわら
まち/やく

主婦の友社

22 E ガーコとリチャードのあいことば 中川ひろたか/文 佐々木一澄/絵 文研出版

23 E かえるのラミー はせがわさとみ/作 BL出版

24 E かまってシロイルカ 松橋利光/文写真 杉田比呂美/イラス
ト アリス館

25 E かわうそ3きょうだいとらのまき あべ弘士/作 小峰書店

26 E きみもこねこなの? エズラ・ジャック・キーツ/作・絵
当麻ゆか/訳 徳間書店

27 E きょうりゅうオーディション たしろちさと/作 小学館

28 E 恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

29 E クマノミのおさんぽ 羽田美智子/文 広部俊明/写真 小学館

30 E こねことこねこ 東君平/さく・え 廣済堂あかつき

31 E こねこのプーフー 7 アン・ハレンスレーベン/作 ゲオル
グ・ハレンスレーベン/作 小学館

32 E この本をかくして
マーガレット・ワイルド/文 フレ
ヤ・ブラックウッド/絵 岩崎書店

33 E ごめんなさい サトシン/さく 羽尻利門/え ポプラ社

34 E こらっ、どろぼう! ヘザー・テカヴェク/さく ピエー
ル・プラット/え きじとら出版

35 E サダムとせかいいち大きなワニ 松居友/文 ボン・ペレス/絵 今人舎

36 E さわってたのしむどうぶつずかん ドーリング・キンダースリー社編集
部/企画・編集 長瀬健二郎/日本語版 BL出版

37 E じごくにいったかんねどん 常光徹/文 かつらこ/絵 童心社

38 E すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー/文 西田
佳子/訳 西村書店

39 E そーっとそーっとひらいてみよう ニック・ブロムリー/文 ニコラ・オ
バーン/絵

WAVE出版

40 E 空をつくる 村尾亘/作・絵 小さい書房

41 E タコめし つきおかようた/著 白泉社

42 E だじゃれかえりみち くせさなえ/作・絵 PHP研究所

43 E だじゃれ世界一周 長谷川義史/作 理論社

44 E たす 石川善樹/作 石川理沙子/作 白泉社

45 E ちいさなはなのものがたり 斉藤洋/作 浅倉田美子/絵 偕成社

46 E ちょっぴりおかしなどうぶつえん アリソン・ジェイ/作・絵 蜂飼耳/文 徳間書店

47 E 手おけのふくろう ひらののぶあき/ぶん あべ弘士/え 福音館書店

48 E でんしゃずし 丸山誠司/作 交通新聞社

49 E 夏がきた 羽尻利門/作 あすなろ書房

50 E 7つの世界で大ぼうけん!
ジーマク・ビュッヒェル/作 フィデ
ス・フリーデベルク/絵 KADOKAWA

51 E NEWウォーリーのゆめのくにだいぼうけん! マーティン ハンドフォード/作・絵 フレーベル館

52 E ねこのさら 野村たかあき/文絵 柳家小三治/監修 教育画劇

53 E ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク/さく ふしみ
みさを/やく 偕成社
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54 E ネズミのゆうびんやさんのなつやすみ マリアンヌ・デュブク/さく ふしみ
みさを/やく 偕成社

55 E ねぼすけふくろうちゃん マーカス・フィスター/作 林木林/訳 講談社

56 E ねむれないおうさま
ベンジャミン・エルキン/原作 ザ・
キャビンカンパニー/絵

瑞雲舎

57 E ぱかっ 森あさ子/作 ポプラ社

58 E はくぶつかんのよる
イザベル・シムレール/文・絵 石津
ちひろ/訳

岩波書店

59 E ばけバケツ 軽部武宏/作 小峰書店

60 E ひだりみぎ 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

61 E ふーっ! 新井洋行/作 ほるぷ出版

62 E へんしんテスト あきやまただし/作・絵 金の星社

63 E ぼくのつばさ トム・パーシヴァル/さく ひさやま
たいち/やく 評論社

64 E ホンシメジ先生となぞのテングバナキン! コマヤスカン/作・絵 PHP研究所

65 E まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス・フィスター/作 谷川俊太
郎/訳 講談社

66 E 見つけておぼえる!さがし絵タウン道路標識 永井もりいち/絵 汐文社

67 E もいもい 市原淳/作 開一夫/監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

68 E モイモイとキーリー みうらし〜まる/作 開一夫/監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

69 E もののけの家 ほりかわりまこ/作 偕成社

70 E ゆびさしな〜に? とよたかずひこ/著 アリス館

71 E ゆめねこ 真珠まりこ/さく・え 金の星社

72 E ゆめみるじかんよこどもたち ティモシー・ナップマン/文 ヘレ
ン・オクセンバリー/絵 BL出版

73 E ようかいりょうりばんづけ 澤野秋文/作 佼成出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 13歳からの手帳活用術 小澤淳/監修 メイツ出版

2 K031 玉川百科こども博物誌 [4] 小原芳明/監修 玉川大学出版部

3 K145 101のビジュアル・イリュージョン サム・タプリン/文 マット・ダー
バー/絵 東京書籍

4 K150 おもいやりの絵本 WILLこども知育研究所/編・著 すみ
もとななみ/絵 金の星社

5 K234 正義の声は消えない ラッセル・フリードマン/著 渋谷弘
子/訳

汐文社

6 K289 とことん 井上篤夫/文 やまなかももこ/絵 フレーベル館

7 K290 ビッグピクチャーアトラス エミリー・ボーン/著 ダニエル・タ
イラー/イラスト 宝島社

8 K319 ヒロシマのいのち 指田和/著 文研出版

9 K337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 1 藤田千枝/編 大月書店

10 K366 これを知らずに働けますか?  （ちくまプリマー新書） 竹信三恵子/著 筑摩書房

11 K378 アイちゃんのいる教室 高倉正樹/ぶん・しゃしん 偕成社

12 K384 学校へいきたい! [6]  六耀社

13 K385 みんなで考える小学生のマナー 社会のルールがわかる本
ジュニアマナーズ協会/著 田中ゆり
子/監修 メイツ出版

14 K404 科学について知っておくべき100のこと
アレックス・フリス/[ほか]文 フェ
デリコ・マリアーニ/イラスト

小学館

15 K407 科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン/著 西川由
紀子/訳 新星出版社

16 K407 なぜ?の図鑑 科学マジック 藤嶋昭/監修 学研プラス

17 K440 14歳からの天文学 福江純/著 日本評論社

18 K440 宇宙について知っておくべき100のこと
アレックス・フリス/文 アリス・
ジェームス/文

小学館

19 K452 海底大冒険! 池原研/監修 実業之日本社

20 K457 生命の歴史えほん 猪郷久義/監修 PHP研究所

21 K471 ようこそ!花のレストラン 多田多恵子/写真・文 少年写真新聞社

K 児童図書 
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22 K474 きのこ 保坂健太郎/ほか監修・執筆 大作晃
一/ほか写真 小学館

23 K480 ざんねんないきもの事典 続 今泉忠明/監修 下間文恵/絵 高橋書店

24 K480 危険生物
塩見一雄/[ほか]指導・執筆 夏秋優
/[ほか]監修協力

小学館

25 K481 はっけんずかんうみ 西片拓史/絵 武田正倫/監修 学研プラス

26 K482 みんなが知りたい!日本の「絶滅危惧」動物がわかる本 今泉忠明/監修 メイツ出版

27 K486 ファーブル先生の昆虫教室 2 奥本大三郎/文 やましたこうへい/絵 ポプラ社

28 K487 さかなのたまご 内山りゅう/写真・文 ポプラ社

29 K487 両生類・はちゅう類 松井正文/監修・執筆 疋田努/監修・
執筆 小学館

30 K488 野山の鳥を観察しよう! 飯村茂樹/著 PHP研究所

31 K489 家族をみつけたライオン サラ・スターバック/著 嶋田香/訳 KADOKAWA

32 K489 サルってさいこう!
オーウェン・デイビー/作 越智典子/
訳

偕成社

33 K489 さらわれたチンパンジー ジェス・フレンチ/著 嶋田香/訳 KADOKAWA

34 K489 動物たちを救うアニマルパスウェイ 湊秋作/著 文研出版

35 K489 こんにちはふたごのカワウソあかちゃん 横山亜未/文 堀江篤史/絵 学研プラス

36 K498 診療放射線技師の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

37 K498 好きなものだけ食べてなぜ悪い? 可野倫子/著 芽ばえ社

38 K510 みんなの命と生活をささえるインフラってなに? 1 こどもくらぶ/編 筑摩書房

39 K536 世界の乗りもの大図鑑 クライブ・ギフォード/著 日暮雅通/
訳 河出書房新社

40 K547 よくわかるネット依存 遠藤美季/監修 PHP研究所

41 K594 子どもの手芸レッスンBOOK 松村忍/監修 朝日新聞出版

42 K596 こどもクッキングはじめてバイブル 祐成二葉/著 小学館

43 K596 季節の食べものクイズ絵本12カ月 角愼作/絵 月刊「学校給食」編集部/
文 全国学校給食協会

44 K645 がんばれ!名犬チロリ おおきとおる/作 うるしばらとうじ/
絵 岩崎書店

45 K653 マングローブ生態系探検図鑑 馬場繁幸/監修 長島敏春/取材・撮影 偕成社

46 K686 ビジュアル日本の鉄道の歴史 3 梅原淳/著 ゆまに書房

47 K686 地図でよくわかる鉄道大百科  JTBパブリッシング

48 K750 決定版工作大図鑑 かざまりんぺい/著 主婦の友社

49 K750 おもしろこども工作大集合  ブティック社

50 K754 ダンボールで作る楽しい自販機&ガチャ 大野萌菜美/監修 ブティック社

51 K754 恐竜のおりがみ 川畑文昭/著 誠文堂新光社

52 K779 マジシャンBAZZIの激ウケ!かんたんマジック BAZZI/監修 メイツ出版

53 K795 いちばんわかりやすいこども囲碁教室 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

54 K913 なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽じゅんこ/作 松本聰美/作 さ・え・ら書房

55 K913 小学校がなくなる! 麻生かづこ/作 大庭賢哉/絵 文研出版

56 K913 ピンクのドラゴンをさがしています あんびるやすこ/著 岩崎書店

57 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 03 石崎洋司/作 藤田香/[ほか]絵 講談社

58 K913 夏空に、かんたーた 和泉智/作 高田桂/絵 ポプラ社

59 K913 おさるのよる いとうひろし/作・絵 講談社

60 K913 マイナス・ヒーロー 落合由佳/著 講談社

61 K913 靴屋のタスケさん 角野栄子/作 森環/絵 偕成社

62 K913 まほうの自由研究 如月かずさ/作 はたこうしろう/絵 小峰書店

63 K913 八月の光 朽木祥/作 小学館

64 K913 15歳、ぬけがら 栗沢まり/著 講談社

65 K913 見上げた空は青かった 小手鞠るい/著 講談社

66 K913 ホテルやまのなか小学校 小松原宏子/作 亀岡亜希子/絵 PHP研究所
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67 K913 いえのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

68 K913 ふしぎパティシエールみるか 3 斉藤洋/作 村田桃香/絵 あかね書房

69 K913 ぼくらのロストワールド 宗田理/作 ポプラ社

70 K913 青いスタートライン 高田由紀子/作 ふすい/絵 ポプラ社

71 K913 サラとピンキー パリへ行く 富安陽子/作・絵 講談社

72 K913 小学生まじょとおしゃべりなランドセル 中島和子/作 秋里信子/絵 金の星社

73 K913 オムレツ屋のベビードレス 西村友里/作 鈴木びんこ/絵 国土社

74 K913 スイーツ駅伝 二宮由紀子/作 武田美穂/絵 文溪堂

75 K913 トキメキ♥図書館 PART14 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

76 K913 魔天使マテリアル 23 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/画 ポプラ社

77 K913 奮闘するたすく まはら三桃/著 講談社

78 K913 こんとんじいちゃんの裏庭 村上しいこ/作 小学館

79 K913 5秒後に意外な結末 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

80 K913 ようかい先生とぼくのひみつ 山野辺一記/作 細川貂々/絵 金の星社

81 K913 ナイスキャッチ! 横沢彰/作 スカイエマ/絵 新日本出版社

82 K913 おばけのたんけん 吉田純子/作 つじむらあゆこ/絵 あかね書房

83 K913 ラブリィ! 吉田桃子/著 講談社

84 K913 まほうのほうせきばこ 吉富多美/作 小泉晃子/絵 金の星社

85 K913 戦国ベースボール [9] りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵 集英社

86 K916 赤い夕日の満州で 谷島清郎/文 ちばてつや/さしえ 北國新聞社

87 K933 九時の月 デボラ・エリス/作 もりうちすみこ/
訳 さ・え・ら書房

88 K933 メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート/著 越前敏
弥/訳 KADOKAWA

89 K933 ペンダーウィックの四姉妹 3 ジーン・バーズオール/作 代田亜香
子/訳 小峰書店

90 K933 ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ/作 野沢佳織/訳 徳間書店

91 K933 ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン/著 田中奈津子/
訳 講談社

92 K933 宇宙の生命 ルーシー・ホーキング/作 スティー
ヴン・ホーキング/作 岩崎書店

93 K933 恋するぷにちゃん ジュリー・マーフィー/作 橋本恵/訳 小学館

94 K933 ジュディ・モードのビッグな夏休み メーガン・マクドナルド/作 キャ
シー・ウォー/作 小峰書店

95 K933 イザドラ・ムーン バレエにいく!
ハリエット・マンカスター/著 井上
里/訳 静山社

96 K933 パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊カリーナ・スミスの冒険
メレディス・ルースー/ノベル ヨア
ヒム・ローニング/監督 講談社

97 K933 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン・G.ロビンソン/作・絵 小
宮由/訳

岩波書店

98 K943 グリムのむかしばなし 1 グリム/[著] グリム/[著] のら書店

99 K943 水瓶座の少女アレーア 1
タニヤ・シュテーブナー/著 中村智
子/訳

学研プラス

100 K973 少女探偵アガサ 3 サー・スティーヴ・スティーヴンソ
ン/作 中井はるの/訳 岩崎書店
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