
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 早わかり混合研究法
ジョン・W.クレスウェル/著 抱井尚
子/訳

ナカニシヤ出版

2 007.1 人工知能はこうして創られる 合原一幸/編著 牧野貴樹/[ほか]著 ウェッジ

3 007.1 Chainerで学ぶディープラーニング入門 島田直希/著 大浦健志/著 技術評論社

4 007.1 Rではじめる機械学習 長橋賢吾/著 インプレス

5 007.1 図解これだけは知っておきたいAI<人工知能>ビジネス入門 三津村直貴/著 成美堂出版

6 007.2 デジタル・ビッグバン 中村重郎/著 医療ビッグデータ・コ
ンソーシアム/編

日経メディカル開発

7 007.3 SNS地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法 石原壮一郎/著 方丈社

8 007.3 これからのSIerの話をしよう 梅田弘之/著 インプレス

9 007.3 脱ネット・スマホ中毒 遠藤美季/著 高原玲/漫画 誠文堂新光社

10 007.3 インターネットは自由を奪う アンドリュー・キーン/著 中島由華/
訳 早川書房

11 007.3 ネットワークセキュリティ 菊池浩明/共著 上原哲太郎/共著 オーム社

12 007.5 情報アクセス技術入門 前田亮/共著 西原陽子/共著 森北出版

13 007.6 Xamarinネイティブによるモバイルアプリ開発 青柳臣一/著 翔泳社

14 007.6 3ステップでしっかり学ぶVisual Basic入門 朝井淳/著 技術評論社

15 007.6 Accessデータベースプロ技BESTセレクション 門脇香奈子/著 技術評論社

16 007.6 ブロックチェーン技術入門 岸上順一/共著 藤村滋/共著 森北出版

17 007.6 いちばんやさしいブロックチェーンの教本 杉井靖典/著 インプレス

18 007.6 いちばんやさしいPythonの教本 鈴木たかのり/著 杉谷弥月/著 インプレス

19 007.6 きちんと身につくPhotoshopの教本 高橋としゆき/共著 吉岡豊/共著
エムディエヌコーポ
レーション

20 007.6 iPhoneアプリ完全(コンプリート)大事典 2018年版 田中拓也/著 阿久津良和/著 技術評論社

21 007.6 パソコンで楽しむ自分で動かす人工知能 中島能和/著 インプレス

22 007.6 職業(プロの)デザイナーでなくてもWebの表現を豊かにできる本 中田亨/著 秀和システム

23 007.6 システム設計論 布広永示/共著 今城哲二/共著 コロナ社

24 007.6 Web制作者のためのSassの教科書 平澤隆/著 森田壮/著 インプレス

25 007.6 ここが知りたい!デジタル遺品 古田雄介/著 技術評論社

26 007.6 スマートフォン最新アプリ 2018年版 松村武宏/著 技術評論社

27 007.6 この一冊で全部わかるセキュリティの基本 みやもとくにお/著 大久保隆夫/著 SBクリエイティブ

28 007.6 今すぐ使えるかんたんFileMaker Pro 若林孝/著 深澤真吾/著 技術評論社

29 014.3 やさしく詳しいNACSIS-CAT 蟹瀬智弘/著 樹村房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 014.6 図書の修理とらの巻 書物の歴史と保存修復に関する研究
会/編 板倉正子/監修 澪標

31 019.1 サクッと読めてアウトプット力を高める集中読書術 宇都出雅巳/著 総合法令出版

32 019.5 教養は児童書で学べ  （光文社新書） 出口治明/著 光文社

33 019.5 どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部/編 こう
の史代/イラスト 平凡社

34 019.9 脳に心が読めるか? 岡ノ谷一夫/著 青土社

35 019.9 平成のビジネス書  （中公新書ラクレ） 山田真哉/著 中央公論新社

36 021.2 改正著作権法がよくわかる本 加藤晋介/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

37 021.2 著作権関連記事 2  日本写真家協会

38 024 書店員X  （中公新書ラクレ） 長江貴士/著 中央公論新社

39 033 世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット/著 ジェイム
ズ・ブラウン/著 柏書房

40 049 超暇つぶし図鑑 ARuFa/著 宝島社

41 049 すごい会話のタネ700 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

42 070.1 メディアの驕り  （新潮新書） 廣淵升彦/著 新潮社

43 070.2 地方紙の眼力 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

44 071 ジャパンタイムズ社説集 2017年上半期 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

45 080 世界最古の物語 Th.H.ガスター/[著] 矢島文夫/訳 平凡社

46 081.6 吉本隆明全集 13 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 哲学者に会いにゆこう 2 田中さをり/著者代表 森岡正博/[ほ
か述] ナカニシヤ出版

2 104 明るく死ぬための哲学 中島義道/著 文藝春秋

3 121.0 日本思想史への道案内 苅部直/著 NTT出版

4 121.4 日本文化をよむ  （岩波新書 新赤版） 藤田正勝/著 岩波書店

5 141.1 神童は大人になってどうなったのか 小林哲夫/著 太田出版

6 141.6 「怒り」を活かす人、「怒り」に振り回される人 和田秀樹/著 海竜社

7 146.8 自分でできる認知行動療法 浅岡雅子/著 清水栄司/監修 翔泳社

8 146.8 傾聴の心理学 坂中正義/編著 田村隆一/著 創元社

9 146.8 風の電話 佐々木格/著 風間書房

10 146.8 はじめてまなぶ行動療法 三田村仰/著 金剛出版

11 147 夢と幽霊の書 アンドルー・ラング/著 ないとうふ
みこ/訳 作品社

12 159 質素であることは、自由であること 有川真由美/著 幻冬舎

13 159 すぐに結果を求めない生き方 鍵山秀三郎/著 PHP研究所

14 159 しないことリスト pha/著 大和書房

15 159 好きなことだけで生きていく。  （ポプラ新書） 堀江貴文/著 ポプラ社

16 159 おとなのきほん 松浦弥太郎/著
PHPエディターズ・グ
ループ

17 159.4 家族>仕事(しごとよりもかぞく)で生きる。 赤城夫婦/著 赤城夫婦/著 SBクリエイティブ

18 159.4 組織の毒薬 日高裕介/著 幻冬舎

19 159.7 弘兼流60歳からの手ぶら人生 弘兼憲史/著 海竜社

20 159.7 65歳からを最高に愉しむ身軽な生き方 山崎武也/著 三笠書房

21 159.8 すぐやる人の“超えてる”思考法 藤沢久美/監修 三笠書房

22 162.1 日本人の信仰  （扶桑社新書） 島田裕巳/著 育鵬社

23 164.1 オオクニヌシ 出雲に封じられた神 戸矢学/著 河出書房新社

24 175.9 京都の古社寺 淡交社編集局/編 淡交社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 175.9 地図でめぐる神社とお寺 帝国書院編集部/著 武光誠/著 帝国書院

26 182.8 祈りの現場 石井光太/著 サンガ

27 186 浄土真宗ではなぜ「清めの塩」を出さないのか  （青春新書INTELLIGENCE） 向谷匡史/著 青春出版社

28 186.9 秩父三十四ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガイド 小林祐一/著 メイツ出版

29 186.9 坂東三十三ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガイド 小林祐一/著 メイツ出版

30 188.8 歩くだけで不調が消える歩行禅のすすめ 塩沼亮潤/著 KADOKAWA

31 188.8 生きる稽古死ぬ稽古 藤田一照/著 伊東昌美/著 日貿出版社

32 198.2 キリシタン大名高山右近とその時代 川村信三/著 教文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 エリア別だから流れがつながる世界史 祝田秀全/監修 かみゆ歴史編集部/編 朝日新聞出版

2 209 最もシンプルな世界史のつかみ方 祝田秀全/著 KADOKAWA

3 209 小さな大世界史
ジェフリー・ブレイニー/著 南塚信
吾/監訳

ミネルヴァ書房

4 209.7 第一次世界大戦への道 ウィリアム・マリガン/著 赤木完爾/
訳

慶應義塾大学出版会

5 209.7 第二次世界大戦日本の記憶世界の記憶 向井嘉之/編著 楓工房

6 210 ケンブリッジ大学図書館と近代日本研究の歩み 小山騰/著 勉誠出版

7 210.2 元号 山本博文/編著 悟空出版

8 210.4 「世界史」で読み解けば日本史がわかる 神野正史/著 祥伝社

9 211 文学で読む日本の歴史 戦国社会篇 五味文彦/著 山川出版社

10 211.9 日本合戦図典 笹間良彦/文・画 雄山閣

11 212.5 縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか 大島直行/著 国書刊行会

12 212.7 文明に抗した弥生の人びと 寺前直人/著 吉川弘文館

13 213 松本清張<倭と古代アジア>史考 松本清張/[著] 久米雅雄/監修 アーツアンドクラフツ

14 213.2 古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原好彦/著 吉川弘文館

15 214.5 南北朝  洋泉社

16 214.7 真説戦国武将の素顔  （宝島社新書） 本郷和人/著 宝島社

17 214.7 いちばん解りやすい応仁の乱  双葉社

18 214.7 イラストで丸わかり!戦国史  洋泉社

19 215 江戸時代の「格付け」がわかる本  （歴史新書） 大石学/監修 洋泉社

20 215 歴史の坂道  （中公新書ラクレ） 中村彰彦/著 中央公論新社

21 215 文明としての徳川日本 芳賀徹/著 筑摩書房

22 215.8 幕末維新の古文書 岩下哲典/監修 柏書房

23 216 「元号」と戦後日本 鈴木洋仁/著 青土社

24 216.9 復興百年誌 武村雅之/著 鹿島出版会

25 217 帝都防衛 土田宏成/著 吉川弘文館

26 217.4 迷宮歴史倶楽部 モリナガヨウ/著 学研プラス

27 217.5 「飽食した悪魔」の戦後 加藤哲郎/著 花伝社

28 217.7 1990年代論 大澤聡/編著 河出書房新社

29 219.3 台湾人の歌舞伎町 稲葉佳子/著 青池憲司/著 紀伊國屋書店

30 219.3 変貌する都市の記録 富岡畦草/著 富岡三智子/著 白揚社

31 219.6 戦国京都の大路小路 河内将芳/著 戎光祥出版

32 219.6 古都の占領 西川祐子/著 平凡社

33 222 中国史にみる女性群像 田村実造/著 清水書院

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 233.0 図説ヴィクトリア朝百貨事典 谷田博幸/著 河出書房新社

35 235.0 ジャック・シラク ジャック・シラク/著 松岡智子/監訳 明石書店

36 238.8 リトアニア 早坂眞理/著 彩流社

37 280.4 世界を動かす巨人たち 経済人編 （集英社新書） 池上彰/著 集英社

38 283.4 ナチの子どもたち
タニア・クラスニアンスキ/著 吉田
春美/訳

原書房

39 283.5 フランス人は仕事に振り回されない 船越清佳/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

40 288.1 難読苗字辞典 新藤正則/著 湘南社

41 288.2 今川一族の家系 大塚勲/著 羽衣出版

42 288.3 物部氏の伝承と史実 前田晴人/著 同成社

43 288.4 奈良で出会う天皇になった皇女(ひめみこ)たち 生駒あさみ/著 上村恭子/イラスト 淡交社

44 289.1 西郷隆盛 家近良樹/著 ミネルヴァ書房

45 289.1 コックリさんの父 中岡俊哉のオカルト人生 岡本和明/著 辻堂真理/著 新潮社

46 289.1 西郷どん入門 北影雄幸/著 勉誠出版

47 289.1 西郷どん評判記 北影雄幸/著 勉誠出版

48 289.1 大間違いの織田信長 倉山満/著 ベストセラーズ

49 289.1 西郷隆盛 十の「訓え」 西郷隆文/著 三笠書房

50 289.1 産婆フジヤン 坂本フジヱ/著 今井雅子/聞き手 産業編集センター

51 289.1 わが筆禍史 佐高信/著 河出書房新社

52 289.1 帰ってきた日々ごはん 3 高山なおみ/著 KTC中央出版

53 289.1 芳春院まつ 野村昭子/著 北國新聞社

54 289.1 日野原重明のリーダーシップ論 アンドレア・バウマン/著 日野原重
明/著

冨山房インターナショ
ナル

55 289.1 西郷どんとよばれた男 原口泉/著 NHK出版

56 289.1 僕は沖縄を取り戻したい 宮川徹志/著 岩波書店

57 289.1 反戦主義者なる事通告申上げます 森永玲/著 花伝社

58 289.1 幕末武士の京都グルメ日記  （幻冬舎新書） 山村竜也/著 幻冬舎

59 289.1 権力に対峙した男 上巻 米村秀司/著 ラグーナ出版

60 289.3 図説ヴィクトリア女王 デボラ・ジャッフェ/著 二木かおる/
訳 原書房

61 289.3 フリッツ・バウアー ローネン・シュタインケ/著 本田稔/
訳

アルファベータブック
ス

62 290 中学校の地理が1冊でしっかりわかる本 宮路秀作/著 かんき出版

63 290.3 世界をまどわせた地図 エドワード・ブルック=ヒッチング/
著 関谷冬華/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

64 290.9 地球の歩き方 C08 モルディブ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

65 290.9 地球の歩き方 D13 ソウル 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

66 290.9 地球の歩き方 D03 北京 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

67 290.9 ダークツーリズム入門 風来堂/編 イースト・プレス

68 290.9 移住者たちのリアルな声でつくった海外暮らし最強ナビ アジア編 室橋裕和/編 海外移住情報研究会/編 辰巳出版

69 291 誇れる郷土ガイド 日本の歴史的な町並み編 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとうち
総合研究機構

70 291.0 親子自転車旅のすすめ 大庭純/著 東京図書出版

71 291.0 ブラタモリ 9 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

72 291.0 ブラタモリ 10 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

73 291.0 しま山100選  
ネイチュアエンタープ
ライズ

74 291.0 全国ビジネスホテルガイド  実業之日本社

75 291.0 にっぽん全国たのしい船旅 2017-2018  イカロス出版

76 291.0 日本百名山データBOOK  枻出版社

77 291.0 廃城をゆく 5  イカロス出版

78 291.0 道の駅ナビ 2018  交通タイムス社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 291.0 るるぶ温泉&宿関西 中国 四国 北陸  JTBパブリッシング

80 291.1 北海道 [2017]  JTBパブリッシング

81 291.3 東京暗渠学 本田創/著 洋泉社

82 291.3 秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ 17〜'18  成美堂出版

83 291.3 東京ベストスポット [2017]  昭文社

84 291.3 富士山が見える低山詳細ルートガイド  枻出版社

85 291.3 横浜・鎌倉 [2017]  昭文社

86 291.3 るるぶ箱根熱海湯河原小田原 [2017]  JTBパブリッシング

87 291.3 るるぶ温泉&宿関東 信州 新潟 伊豆箱根 18  JTBパブリッシング

88 291.4 おどろきの金沢  （講談社+α新書） 秋元雄史/[著] 講談社

89 291.4 ふだんの金沢に出会う旅へ 杉山正博/著 濱尾美奈子/著 主婦の友社

90 291.5 なごやじまん 大竹敏之/著 ぴあ株式会社中部支社

91 291.5 秘境滝を行く 篠原元/著 信濃毎日新聞社

92 291.5 八ケ岳トレッキングガイド  枻出版社

93 291.5 るるぶ日帰り温泉名古屋東海信州北陸 [2017]  JTBパブリッシング

94 291.6 関西トレッキングBESTコースガイド  昭文社

95 291.6 詳細地図で歩きたい町京都 2018  JTBパブリッシング

96 291.8 四国八十八か所  昭文社

97 292.1 ソウル 18  昭文社

98 292.2 台湾  実業之日本社

99 293.4 ヨーロッパ最大の自由都市ベルリンへ 松永明子/著 イカロス出版

100 293.7 暮らすように旅するフィレンツェ/トスカーナ 古澤千恵/著 筑摩書房

101 297.1 オーストラリア [2017]  昭文社

102 297.6 1冊丸ごとハワイ島  枻出版社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 大人のための社会科 井手英策/著 宇野重規/著 有斐閣

2 302.2 中国では書けない中国の話 余華/著 飯塚容/訳 河出書房新社

3 302.3 スロヴェニアを知るための60章 柴宜弘/編著 アンドレイ・ベケシュ/
編著 明石書店

4 304 知らないと恥をかく世界の大問題 8 （角川新書） 池上彰/[著] KADOKAWA

5 304 誰が何を論じているのか 小熊英二/著 新曜社

6 304 知られたくないウラ事情「不都合な真実」 神樹兵輔/著 ぱる出版

7 309.0 ヤナマール
ヴュー・サヴァネ/著 バイ・マケ
ベ・サル/著 勁草書房

8 309.3 狼煙を見よ 松下竜一/著 河出書房新社

9 311 難破する精神 マーク・リラ/著 会田弘継/監訳 NTT出版

10 311.1 <政治>の危機とアーレント 佐藤和夫/著 大月書店

11 311.2 丸山眞男の憂鬱 橋爪大三郎/著 講談社

12 311.3 日本ナショナリズムの歴史 1 梅田正己/著 高文研

13 311.3 親鸞と日本主義 中島岳志/著 新潮社

14 312.1 沖縄と国家  （角川新書） 辺見庸/[著] 目取真俊/[著] KADOKAWA

15 312.1 原敬 政党政治のあけぼの 山本四郎/著 清水書院

16 312.2 中国はなぜ軍拡を続けるのか 阿南友亮/著 新潮社

17 312.2 韓国は消滅への道にある 李度珩/著 草思社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 312.2 中国がいつまでたっても崩壊しない7つの理由 富坂聰/著 ビジネス社

19 312.3 ブレグジット秘録 クレイグ・オリヴァー/著 江口泰子/
訳 光文社

20 312.3 政治経済の生態学
スヴェン・スタインモ/[著] 山崎由
希子/訳

岩波書店

21 312.9 戦略の地政学 秋元千明/著 ウェッジ

22 314.8 日本のネット選挙 岡本哲和/著 法律文化社

23 316.4 グローバル・ジハードのパラダイム
ジル・ケペル/[著] アントワーヌ・
ジャルダン/[著]

新評論

24 316.4 ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井陽右/著 合同出版

25 316.4 ジハード主義 保坂修司/著 岩波書店

26 316.8 エルサレムのアイヒマン
ハンナ・アーレント/[著] 大久保和
郎/訳

みすず書房

27 316.8 在日コリアンの歴史を歩く 在日コリアン青年連合/編著 彩流社

28 317 大手新聞・テレビが報道できない「官僚」の真実  （SB新書） 高橋洋一/著 SBクリエイティブ

29 317.7 マル暴捜査  （新潮新書） 今井良/著 新潮社

30 317.7 危険物取扱者のための危険物まるわかり辞典 危険物法令実務研究会/編 第一法規

31 317.7 警視庁生きものがかり 福原秀一郎/著 講談社

32 317.7 消防官になる本 2018-2019  イカロス出版

33 317.9 犯罪「事前」捜査  （角川新書） 一田和樹/[著] 江添佳代子/[著] KADOKAWA

34 318.4 議会事務局のシゴト 清水克士/著 ぎょうせい

35 318.4 公務員の議会答弁術 森下寿/著 学陽書房

36 318.5 総務課のシゴト うつのみやし総務事務研究会/編著 ぎょうせい

37 318.6 人口減少と大規模開発 中山徹/著 自治体研究社

38 318.7 まちをひらく技術 オープンシティ研究会/著 岡村祐/著 学芸出版社

39 318.7 都市法概説 安本典夫/著 法律文化社

40 319.0 戦場の都市伝説  （幻冬舎新書） 石井光太/著 幻冬舎

41 319.2 習近平の「三戦」法律戦輿論戦心理戦を暴く!!
屋山太郎/監修 日本戦略研究フォー
ラム/編 海竜社

42 320 隣り近所の法律知識 [2018]第5版  自由国民社

43 323.0 ほんとうの憲法  （ちくま新書） 篠田英朗/著 筑摩書房

44 323.0 世界の人権保障 中村睦男/編著 佐々木雅寿/編著 三省堂

45 323.1 伊藤真の憲法入門 伊藤真/著 日本評論社

46 323.1 誰も知らない憲法9条  （新潮新書） 潮匡人/著 新潮社

47 323.1 ふたつの憲法と日本人 川口暁弘/著 吉川弘文館

48 324 民法改正がわかった 田中嗣久/著 大島一悟/著 法学書院

49 324.4 民法がこんなに変わる!
中里妃沙子/監修 「民法がこんなに
変わる!」執筆委員会/著

自由国民社

50 324.5 実践!!契約書審査の実務 出澤総合法律事務所/編 学陽書房

51 324.6 面会交流と養育費の実務と展望 棚村政行/編著 日本加除出版

52 324.6 養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル 日本弁護士連合会両性の平等に関す
る委員会/編

日本加除出版

53 324.8 わかりやすい家族への信託 酒井俊行/著 すばる舎

54 324.8 借地・借家の知識とQ&A 西田穣/著 法学書院

55 324.8 わかりやすい不動産登記簿の見方・読み方 日本法令不動産登記研究会/編 日本法令

56 326.3 犯罪学リテラシー 岡本英生/著 松原英世/著 法律文化社

57 327.1 こんなにおもしろい弁護士の仕事 千原曜/著 日野慎司/著 中央経済社

58 327.6 平成28年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料 最高裁判所事務総局/[編] 最高裁判所事務総局

59 327.8 絲 大沼えり子/著 ロングセラーズ

60 327.8 子どもの法律入門 廣瀬健二/著 金剛出版

61 329.9 難民認定実務マニュアル 日本弁護士連合会人権擁護委員会/編 現代人文社

62 331.0 競争社会の歩き方  （中公新書） 大竹文雄/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 331 仕事消滅  （講談社+α新書） 鈴木貴博/[著] 講談社

64 331.1 経済成長という呪い ダニエル・コーエン/著 林昌宏/訳 東洋経済新報社

65 331.4 アダム・スミスの影 根井雅弘/著 日本経済評論社

66 332.1 世界が喰いつくす日本経済 大村大次郎/著 ビジネス社

67 332.1 東京五輪後の日本経済 白井さゆり/著 小学館

68 332.1 「エイジノミクス」で日本は蘇る  （NHK出版新書） 吉川洋/編著 八田達夫/編著 NHK出版

69 333.8 グローバル時代の「開発」を考える 西あい/編著 湯本浩之/編著 明石書店

70 334.3 中国「絶望」家族 メイ・フォン/著 小谷まさ代/訳 草思社

71 334.6 爆買いされる日本の領土  （角川新書） 宮本雅史/[著] KADOKAWA

72 335 「ひとり会社」の起こし方・育て方 波多野卓司/著 ぱる出版

73 335 ミライを変えるモノづくりベンチャーのはじめ方 丸幸弘/著 実務教育出版

74 335.3 中小企業のための成功する事業承継 藤間秋男/著 PHP研究所

75 335.4 経営者のためのIPOバイブル IPO Forum/編 中央経済社

76 335.4 どこと組むかを考える「成長戦略型M&A」 竹内直樹/著 プレジデント社

77 335.8 自分たちでつくろうNPO法人! 名越修一/著 堀田力/監修 学陽書房

78 336 童話でわかるプロジェクトマネジメント 飯田剛弘/著 秀和システム

79 336 稲盛和夫の実践アメーバ経営 稲盛和夫/編著 京セラコミュニケー
ションシステム/編著

日本経済新聞出版社

80 336 アクセンチュア流生産性を高める「働き方改革」 江川昌史/著 日本実業出版社

81 336 最新コンサルティング業界大研究 ジョブウェブコンサルティング
ファーム研究会/編著 産学社

82 336 なぜあなたはいつもトラブル処理に追われるのか 林原昭/著 合同フォレスト

83 336 信頼の原則 ジョエル・ピーターソン/著 デイ
ビッド・A.カプラン/著 ダイヤモンド社

84 336 3原則 山梨広一/著 SBクリエイティブ

85 336.1 はじめての経営計画100問100答 小笠原士郎/著 明日香出版社

86 336.1 気まぐれ消費者 テオ・コレイア/著 関一則/監訳 日経BP社

87 336.2 神速仕事術40 伊庭正康/著 KADOKAWA

88 336.2 1440分の使い方 ケビン・クルーズ/著 木村千里/訳 パンローリング

89 336.2 SINGLE TASK一点集中術 デボラ・ザック/著 栗木さつき/訳 ダイヤモンド社

90 336.2 「自分」の生産性をあげる働き方 沢渡あまね/著
PHPエディターズ・グ
ループ

91 336.2 外資系コンサル流・「残業だらけ職場」の劇的改善術 清水久三子/著 PHP研究所

92 336.2 結果が出る仕事の「仕組み化」 庄司啓太郎/著 日経BP社

93 336.2 あなたの生産性を上げる8つのアイディア チャールズ・デュヒッグ/著 鈴木晶/
訳

講談社

94 336.2 世界一の生産性バカが1年間、命がけで試してわかった25のこと クリス・ベイリー/著 服部京子/訳 TAC株式会社出版事業部

95 336.3 一流のリーダーほど、しゃべらない 桜井一紀/著 すばる舎

96 336.3 マネジャーの教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 DIAMONDハーバード・ビジネ ダイヤモンド社

97 336.3 最難関のリーダーシップ ロナルド・A.ハイフェッツ/著 マー
ティ・リンスキー/著

英治出版

98 336.4 セミナー講師超入門 大岩俊之/著 実務教育出版

99 336.4 知識ゼロからのモチベーションアップ法 太田肇/著 幻冬舎

100 336.4 はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷由里子/著 KADOKAWA

101 336.4 20代の部下とうまくいかないのはなぜか? 岡田正樹/著 ポプラ社

102 336.4 10秒でズバッと伝わる話し方 桐生稔/著 扶桑社

103 336.4 仕事が思い通りにできる心理術 櫻井勝彦/著 明日香出版社

104 336.4 社長は、会社を変える人間を命がけで採りなさい 佐藤文男/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

105 336.4 マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術 澤円/著 ダイヤモンド社

106 336.4 社内政治マニュアル カレン・ディロン/著 金井真弓/訳 ダイヤモンド社

107 336.4 合同労組・ユニオン対策マニュアル 奈良恒則/著 日本法令

- 7 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

108 336.4 どんな人とも!仕事をスムーズに動かす5つのコツ 濱田秀彦/著 すばる舎リンケージ

109 336.4 経営力を鍛える人事のデータ分析30 林明文/著 古川拓馬/著 中央経済社

110 336.4 リーダーが覚えるコーチングメソッド
マイケル・バンゲイ・スタニエ/著
神月謙一/訳

パンローリング

111 336.4 仕事は「会話力」で9割変わる 福田健/著 電波社

112 336.4 ゼロからのプレゼンテーション 三谷宏治/著 プレジデント社

113 336.8 経理の力で会社の課題がわかる本 小栗勇人/著 翔泳社

114 336.8 「管理会計の基本」がすべてわかる本 金子智朗/著 秀和システム

115 336.8 これならわかる決算書キホン50! 2018年版 木村直人/著 中央経済社

116 336.8 ここだけ読めば決算書はわかる! 2018年版 佐々木理恵/著 新星出版社

117 336.8 損益分岐点の実務が面白いほどわかる本 天明茂/著 KADOKAWA

118 336.8 決算書はここだけ読もう 2018年版 矢島雅己/著 弘文堂

119 336.8 図解!製造業の管理会計入門 吉川武文/著 王子経営研究会/編著 日刊工業新聞社

120 336.9 最新キャッシュフロー計算書がよ〜くわかる本 金井正義/著 秀和システム

121 336.9 図解消費税 平成29年版 藤田伸一/編 大蔵財務協会

122 338.1 脱老後難民 野尻哲史/著 日本経済新聞出版社

123 338.1 業界分析ハンドブック みずほ証券エクイティ調査部/編著 東洋経済新報社

124 338.1 金利「超」入門 美和卓/著 日本経済新聞出版社

125 338.1 金融商品取引法概説 山下友信/編 神田秀樹/編 有斐閣

126 338.6 図解でわかる!地方銀行 高橋克英/著 秀和システム

127 338.8 プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか? 冨田和成/著 ダイヤモンド社

128 338.8 図解でわかる!投資信託 風呂内亜矢/著 秀和システム

129 338.9 本当は中国で勝っている日本企業 谷崎光/著 集英社

130 339.4 どんな家庭でも生命保険料は月5000円だけ 藤井泰輔/著 かんき出版

131 343.8 会計検査事例100選 平成29年版 公会計研究協会/編 公会計研究協会

132 345 図解最新税金のしくみと手続きがわかる事典 北川ワタル/監修 三修社

133 345.1 BEPS 望月一央/著 中央経済社

134 345.3 所得税入門の入門 平成29年度版 藤本清一/著 税務研究会出版局

135 345.5 Q&A事業承継税制徹底活用マニュアル 今仲清/著 ぎょうせい

136 345.5 図解相続税・贈与税 平成29年版 高藤一夫/編 大蔵財務協会

137 349.3 自治体が原告となる訴訟の手引き 福祉教育債権編 東京弁護士会自治体等法務研究部福
祉教育債権班/著 日本加除出版

138 349.5 地方交付税のあらまし 平成29年度 地方交付税制度研究会/編集 地方財務協会

139 360.4 悩める日本人 山田昌弘/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

140 361.4 現代メディア・イベント論 飯田豊/編著 立石祥子/編著 勁草書房

141 361.4 「とにかく優位に立ちたい人」を軽くかわすコツ 石原加受子/著 学研プラス

142 361.4 「選ばれる人」はなぜ口が堅いのか? 大谷恵/著 プレジデント社

143 361.4 口ベタでも、人を動かすうまい質問 神岡真司/著 永岡書店

144 361.4 図解版人間関係、こう考えたらラクになる 斎藤茂太/著 ゴマブックス

145 361.4 すごいコミュニケーション大全 佐藤幸一/著 総合法令出版

146 361.4 日本の異界名古屋  （ベスト新書） 清水義範/著 ベストセラーズ

147 361.4 「やばいこと」を伝える技術 西澤真理子/著 毎日新聞出版

148 361.4 不便でも気にしないフランス人、便利なのに不安な日本人 西村・プペカリン/著 石田みゆ/訳 大和書房

149 361.8 アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々
ジョーン・C.ウィリアムズ/著 山田
美明/訳 集英社

150 364.3 社会保険の手続きをするならこの1冊 兼子憲一/著 山下順子/著 自由国民社

151 364.3 労働・社会保険の手続マニュアル 川端重夫/共著 上出和子/共著 日本法令

152 364.6 もらえる年金が本当にわかる本 17〜'18年版 下山智恵子/著 甲斐美帆/著 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

153 364.7 失業保険150%トコトン活用術 [2017]第8版 日向咲嗣/著 同文舘出版

154 365.3 平成29年改正住宅セーフティネット法の解説Q&A 住宅セーフティネット法制研究会/編 ぎょうせい

155 366.1 労働基準法がよくわかる本 17〜'18年版 下山智恵子/著 成美堂出版

156 366.2 最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド 19年版 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

157 366.2 LIFE DESIGN
ビル・バーネット/著 デイヴ・エ
ヴァンス/著

早川書房

158 366.2 これで安心!障害者雇用の新しい進め方 布施直春/著 労働調査会

159 366.2 高卒採用は宝の山 森部好樹/著 日経BP社

160 366.2 一生、同じ会社で働きますか? 山崎元/著 文響社

161 366.2 キャリアカウンセリング再考 渡辺三枝子/編著 大庭さよ/[ほか著] ナカニシヤ出版

162 366.3 楽に読める安衛法 概要と解説 尾添博/著 労働新聞社

163 366.3 女性がリーダーとなるための原理原則 麓幸子/[述] 富山県女性財団/編 富山県女性財団

164 366.4 世界給与・賃金レポート 2016/2017 ILO/著 田村勝省/訳 一灯舎

165 366.8 華北の万人坑と中国人強制連行 青木茂/著 花伝社

166 367.2 産まないことは「逃げ」ですか? 吉田潮/著 ベストセラーズ

167 367.3 帰宅恐怖症  （文春新書） 小林美智子/著 文藝春秋

168 367.3 夫の恋を許せますか? 武石晃一/監修 河出書房新社

169 367.3 「つい怒ってしまう」がなくなる子育てのアンガーマネジメント 戸田久実/著 青春出版社

170 367.4 生涯未婚時代  （イースト新書） 永田夏来/著 イースト・プレス

171 367.6 父の逸脱 セリーヌ・ラファエル/著 林昌宏/訳 新泉社

172 367.7 60歳。だからなんなの 秋川リサ/著 さくら舎

173 367.7 「サードエイジ」をどう生きるか 片桐恵子/著 東京大学出版会

174 367.7 ゆっくり気ままな老いじたく 吉沢久子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

175 368.5 組長の妻、はじめます。 廣末登/著 新潮社

176 368.5 日本ヤクザ「絶滅の日」 山之内幸夫/著 徳間書店

177 368.6 サイバー犯罪入門  （幻冬舎新書） 足立照嘉/著 幻冬舎

178 368.6 拡大自殺 片田珠美/著 KADOKAWA

179 368.6 男が痴漢になる理由 斉藤章佳/著 イースト・プレス

180 368.6 『聞き書きマップ』で子どもを守る 原田豊/編著 現代人文社

181 368.6 万引き女子 福永未来/著 太田出版

182 368.6 日本殺人巡礼 八木澤高明/著 亜紀書房

183 368.8 酒のやめ方講座 中本新一/著 社会評論社

184 369.0 外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語
国際交流&日本語支援Y/編著 国際厚
生事業団/協力

中央法規出版

185 369.1 対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便利帖 大谷佳子/著 翔泳社

186 369.1 福祉リーダーの強化書 久田則夫/著 中央法規出版

187 369.2 ブラインドメイク物語 大石華法/編著 メディカ出版

188 369.2 一人でもだいじょうぶ 仕事を辞めずに介護する おちとよこ/著 日本評論社

189 369.2 介護スタッフのためのシニアの心と体によい言葉がけ5つの鉄則 斎藤道雄/著 黎明書房

190 369.2 これで安心!ケアマネが教えるはじめての親の入院・介護 高岡里佳/著 技術評論社

191 369.2 介護リーダーの問題解決マップ 田中元/著 ぱる出版

192 369.2 福辺流力と意欲を引き出す介助術 福辺節子/著 中央法規出版

193 369.2 私たちの津久井やまゆり園事件 堀利和/編著 社会評論社

194 369.2 実例でわかる介護老人保健施設利用の手引き 水野耕作/著 法研

195 369.3 りすの四季だより あんどうりす/著 新建新聞社

196 369.3 リスクと生きる、死者と生きる 石戸諭/著 亜紀書房

197 369.3 日本の火災 伊藤克巳/解説・著 朝日新聞社/写真 イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

198 369.3 命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会/編著 毎日新聞出版

199 369.3 東日本大震災 震災市長の手記 立谷秀清/著 近代消防社

200 369.3 大惨事と情報隠蔽
ドミトリ・チェルノフ/著 ディディ
エ・ソネット/著

草思社

201 369.3 カウンターの向こうの8月6日 冨恵洋次郎/著 光文社

202 369.4 最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 大嶽広展/著 秀和システム

203 369.4 障害のある子を支える放課後等デイサービス実践事例集 全国児童発達支援協議会/編集 中央法規出版

204 369.4 重い障がい児に導かれて 福田雅文/著 全国重症心身障害児
(者)を守る会/編集 中央法規出版

205 370.4 尾木のママで 尾木直樹/著 文藝春秋

206 371.3 子どもと情報メディア 村田育也/著 現代図書

207 371.4 科学が教える、子育て成功への道 キャシー・ハーシュ=パセック/著 ロバー
タ・ミシュニック・ゴリンコフ/著 扶桑社

208 371.4 「いじめ・自殺事件」の深層を考える 増田修治/著 本の泉社

209 371.4 自尊感情革命 山崎勝之/著 福村出版

210 372 諸外国の教育動向 2016年度版 文部科学省生涯学習政策局/[編] 明石書店

211 373.4 ブラック奨学金  （文春新書） 今野晴貴/著 文藝春秋

212 374.3 「先生が忙しすぎる」をあきらめない 妹尾昌俊/著 教育開発研究所

213 374.6 となりのPTAの実践このPTAがすごい! 日本PTA全国協議会/著 ジアース教育新社

214 375 やってはいけない勉強法 石井貴士/著 きずな出版

215 375 子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる 栗田正行/著 かんき出版

216 376.1 阿部直美の0・1・2歳児はじめての劇あそび 阿部直美/著 世界文化社

217 376.1 保育園を呼ぶ声が聞こえる 猪熊弘子/著 國分功一郎/著 太田出版

218 376.1 0〜5歳児ごっこあそびアイディアBOOK 小倉和人/著 ひかりのくに

219 376.1 子どものことば 子どもとことば研究会/編・著 小学館

220 376.8 文学部 戸田恭子/著 ぺりかん社

221 376.8 社会学部・観光学部 中村正人/著 ぺりかん社

222 377.1 アカデミック・ハラスメントの解決 北仲千里/著 横山美栄子/著 寿郎社

223 378 発達障害、治るが勝ち! 浅見淳子/著 花風社

224 378 発達障がいの「子どもの気持ち」に寄り添う育て方 西脇俊二/著 日本実業出版社

225 379.7 最強の独学術 本山勝寛/著 大和書房

226 379.9 はじまりは愛着から 佐々木正美/著 福音館書店

227 379.9 子育てがハッピーになる!子どもが望む“8つのこと” 佐藤しもん/著 ごま書房新社

228 379.9 1日5分からの英語で子育て 羽織愛/著 山移玲/著 すばる舎

229 379.9 最強の子育て 福島美智子/著 すばる舎

230 379.9 5歳までにやっておきたい本当にかしこい脳の育て方 茂木健一郎/著 日本実業出版社

231 382.1 くらしの昭和史 小泉和子/著 朝日新聞出版

232 383.1 英訳付きニッポンの名前図鑑 和服・伝統芸能 市田ひろみ/監修 淡交社編集局/編 淡交社

233 383.1 きものとジャポニスム 深井晃子/著 平凡社

234 383.8 歴メシ! 遠藤雅司/著 柏書房

235 383.8 世界の茶文化図鑑 ティーピッグズ/著 ルイーズ・チー
ドル/著 原書房

236 383.8 幻の黒船カレーを追え 水野仁輔/著 小学館

237 384.9 江戸遊里の記憶 渡辺憲司/著 ゆまに書房

238 385.9 一生使える!大人のマナー大全 岩下宣子/監修 PHP研究所

239 385.9 日本人のこころとかたち 小笠原敬承斎/著 淡交社

240 386.1 ニッポンの奇祭  （講談社現代新書） 小林紀晴/著 講談社

241 388.1 荒俣宏妖怪探偵団ニッポン見聞録 東北編 荒俣宏/著 荻野慎諧/著 学研プラス

242 388.1 山の怪談 岡本綺堂/[ほか]著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

243 388.2 韓国昔話集成 4 崔仁鶴/編著 厳鎔姫/編著 悠書館

244 388.3 ふらんす民話大観 田辺貞之助/編 青蛙房

245 388.3 図説ゲルマン英雄伝説 A.ホイスラー/文 M.コッホ/本文挿画 八坂書房

246 389 メイキング ティム・インゴルド/著 金子遊/訳 左右社

247 389 ことばだけでは伝わらない 西江雅之/著 幻戯書房

248 391.1 私たち、戦争人間について 石川明人/著 創元社

249 391.1 『戦争論』入門 清水多吉/著 中央公論新社

250 391.2 ベルリン陥落1945 アントニー・ビーヴァー/著 川上洸/
訳 白水社

251 391.6 「招待所」という名の収容所
ロバート・S.ボイントン/著 山岡由
美/訳

柏書房

252 392.1 中国の海洋侵出を抑え込む 日本安全保障戦略研究所/編著 国書刊行会

253 393 永田鉄山軍事戦略論集 永田鉄山/[著] 川田稔/編・解説 講談社

254 393.2 私たちは戦争を許さない 安保法制違憲訴訟の会/編 岩波書店

255 395.3 ルポ沖縄国家の暴力 阿部岳/著 朝日新聞出版

256 396.2 自衛隊最前線の現場に学ぶ最強のリーダーシップ 松村五郎/著 WAVE出版

257 397.2 海の地政学
ジェイムズ・スタヴリディス/著 北
川知子/訳 早川書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 400 ムリなく、ムダなく、小中学校の理科がしっかり身につく。 左巻健男/著
PHPエディターズ・グ
ループ

2 401 明治・大正期の科学思想史 金森修/編 勁草書房

3 404 暮らしのなかのニセ科学  （平凡社新書） 左巻健男/著 平凡社

4 410 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷晃/著 SBクリエイティブ

5 410.2 100人の数学者 数学セミナー編集部/編 日本評論社

6 411.3 これだけ!線形代数 石井俊全/著 秀和システム

7 412 世界は素数でできている  （角川新書） 小島寛之/[著] KADOKAWA

8 417 統計学図鑑 栗原伸一/共著 丸山敦史/共著 オーム社

9 420.2 物理2600年の歴史を変えた51のスケッチ ドン・S.レモンズ/著 倉田幸信/訳 プレジデント社

10 421.2 相対性理論 小林努/著 日本評論社

11 425 色と光のはなし 稲場秀明/著 技報堂出版

12 431.1 元素118の新知識 桜井弘/編 講談社

13 435.4 水の不思議 稲場秀明/著 技報堂出版

14 435.4 水の不思議、水の奇跡 上平恒/著 七つ森書館

15 441.1 重力波で見える宇宙のはじまり
ピエール・ビネトリュイ/著 安東正
樹/監訳

講談社

16 443.7 メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド 中西昭雄/著 誠文堂新光社

17 443.8 よくわかる星空案内 木村直人/著 誠文堂新光社

18 452.3 海水の疑問50 上ノ山周/編著 日本海水学会/編 成山堂書店

19 453.8 火山全景 白尾元理/写真 下司信夫/解説 誠文堂新光社

20 453.8 カラー図鑑日本の火山 高田亮/監修 ナツメ社

21 453.9 温泉手帳 松田忠徳/著 東京書籍

22 454.9 大阪「高低差」地形散歩 広域編 新之介/著 洋泉社

23 455.1 激動の日本列島誕生の物語
NHKスペシャル「列島誕生ジオ・ジャ
パン」制作班/監修

宝島社

24 457.7 化石の植物学 西田治文/著 東京大学出版会

25 457.8 アート・オブ・ダイナソー 寺門和夫/編
パイインターナショナ
ル

26 457.8 恐竜探偵足跡を追う アンソニー・J.マーティン/著 野中
香方子/訳 文藝春秋

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 460.2 すごい博物画 デイビッド・アッテンボロー/著
スーザン・オーウェンズ/著 グラフィック社

28 460.4 このは No.7  文一総合出版

29 460.8 紙の上の動物園
シャーロット・スレイ/[編]著 堀口
容子/訳

グラフィック社

30 465 知られざる地下微生物の世界 タリス・オンストット/著 松浦俊輔/
訳 青土社

31 467.5 カラー図解進化の教科書 第3巻
カール・ジンマー/著 ダグラス・J.
エムレン/著

講談社

32 467.5 驚異の未来生物
マルク・ブレー/著 セバスティア
ン・ステイエ/著

創元社

33 469 人類学者の人間論ノート 江原昭善/著 雄山閣

34 469.2 人類の祖先はヨーロッパで進化した デイヴィッド・R.ビガン/著 馬場悠
男/監訳・日本語版解説 河出書房新社

35 470.3 植物学名入門 L.H.ベイリー/著 八坂書房編集部/訳 八坂書房

36 472.1 図説日本の植生 福嶋司/編著 朝倉書店

37 473.3 変形菌 川上新一/著 佐藤岳彦/写真 技術評論社

38 474.8 しっかり見わけ観察を楽しむきのこ図鑑 中島淳志/著 吹春俊光/監修 ナツメ社

39 480 動物の箱舟
ジョエル・サートレイ/写真・著 関
谷冬華/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

40 480.7 どうぶつたちの給食時間 並木美砂子/著 旅するミシン店

41 481.3 意識の進化的起源
トッド・E.ファインバーグ/著 ジョ
ン・M.マラット/著 勁草書房

42 481.7 セックス・イン・ザ・シー マラー・J.ハート/著 桑田健/訳 講談社

43 481.7 動物になって生きてみた チャールズ・フォスター/著 西田美
緒子/訳 河出書房新社

44 481.7 ギャバガイ! デイヴィッド・プレマック/著 橋彌
和秀/訳 勁草書房

45 484.6 タカラガイ・ブック 池田等/著 淤見慶宏/著 成山堂書店

46 486 世界でいちばん素敵な昆虫の教室 須田研司/監修 近藤雅弘/監修協力 三才ブックス

47 486.0 昆虫こわい  （幻冬舎新書） 丸山宗利/著 幻冬舎

48 487.5 魚だって考える 吉田将之/著 築地書館

49 487.9 世界の美しいトカゲ パイインターナショナル/編著 加藤
英明/監修

パイインターナショナ
ル

50 488 世界の原色の鳥図鑑 川上和人/監修 柴田佳秀/解説 エクスナレッジ

51 488.6 鴛鴦 福田俊司/著 文一総合出版

52 489.5 30年にわたる観察で明らかにされたオオカミたちの本当の生活
ギュンター・ブロッホ/著 ジョン・
E.マリオット/写真 エクスナレッジ

53 489.5 ツキノワグマ 山崎晃司/著 東京大学出版会

54 489.8 日本のシカ 梶光一/編 飯島勇人/編 東京大学出版会

55 490.1 死を前にした人にあなたは何ができますか? 小澤竹俊/著 医学書院

56 490.1 60歳からの幸せ臨終学 志賀貢/著 海竜社

57 490.1 医療・介護のための死生学入門 清水哲郎/編 会田薫子/編 東京大学出版会

58 490.1 長生き地獄  （SB新書） 松原惇子/著 SBクリエイティブ

59 491.3 あなたの脳のはなし
デイヴィッド・イーグルマン/著 大
田直子/訳

早川書房

60 491.3 脳にいいこと悪いこと大全 柿木隆介/著 文響社

61 491.3 睡眠の科学  （ブルーバックス） 櫻井武/著 講談社

62 492.9 根拠がわかる看護マッサージ 岡本佐智子/著 中央法規出版

63 493.1 脂肪と疲労をためるジェットコースター血糖の恐怖  （講談社+α新書） 麻生れいみ/[著] 講談社

64 493.1 人はなぜ太りやすいのか マイケル・L.パワー/[著] ジェイ・
シュルキン/[著] みすず書房

65 493.1 カロリー制限の大罪  （幻冬舎新書） 山田悟/著 幻冬舎

66 493.4 下がらないカラダ 小野咲/著 サンマーク出版

67 493.4 大腸がんを生きるガイド 杉原健一/監修 石黒めぐみ/監修 日経BP社

68 493.6 「ねたままストレッチ」で腰痛は治る! 山口正貴/著 集英社

69 493.7 今日からできる認知症予防の食事と生活 家庭栄養研究会/編 食べもの通信社

70 493.7 よくわかるギャンブル障害 蒲生裕司/著 星和書店

71 493.7 本人も家族もラクになる強迫症がわかる本 松田慶子/著 上島国利/監修 翔泳社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 493.7 夫婦の危機は発達障害が原因かもしれない 宮尾益知/著 滝口のぞみ/著 河出書房新社

73 493.8 はしかの脅威と驚異 山内一也/著 岩波書店

74 493.9 こどもの潰瘍性大腸炎・クローン病と治療 田尻仁/編著 メディカ出版

75 494.0 予期せぬ瞬間 アトゥール・ガワンデ/[著] 古屋美
登里/訳 みすず書房

76 494.5 がん光免疫療法の登場 永山悦子/著 小林久隆/協力 青灯社

77 494.5 がん研有明病院の口とのどのがん治療に向きあう食事
比企直樹/監修 佐々木徹/編・医療解
説

女子栄養大学出版部

78 494.5 がんのプレシジョン免疫学 星野泰三/著 吉田朋子/共著 CVA出版企画

79 494.7 美容格差時代 大竹奉一/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

80 494.7 ひざの痛みがスッキリ消える 野本聡/著 黒田恵美子/運動指導 日本文芸社

81 494.8 床ずれケアナビ 日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会/編
集 中央法規出版

82 494.9 大丈夫!何とかなります過活動膀胱 横山修/監修 主婦の友社

83 498.0 病とむきあう江戸時代 岩下哲典/著 北樹出版

84 498.3 なぜあなたの疲れはとれないのか? 梶本修身/著 ダイヤモンド社

85 498.3 アスリートヨガ ライアン・カニングハム/著 [東出顕
子/訳] ガイアブックス

86 498.3 脳がクリアになるマインドフルネス仕事術 川野泰周/著 柳内啓司/編著
クロスメディア・パブ
リッシング

87 498.3 定年後が180度変わる大人の運動 中野ジェームズ修一/著 徳間書店

88 498.3 世界で一番お酒に弱い日本人 横井秀輔/著 文芸社

89 498.3 医師・専門家が教える家庭でできる元気のコツ大全 読売新聞医療部/著
PHPエディターズ・グ
ループ

90 498.4 低気圧女子の処方せん 小越久美/著 小林弘幸/監修 セブン&アイ出版

91 498.5 食事のせいで、死なないために 食材別編 マイケル・グレガー/著 ジーン・ス
トーン/著 NHK出版

92 498.5 食事のせいで、死なないために 病気別編 マイケル・グレガー/著 ジーン・ス
トーン/著 NHK出版

93 498.5 栄養素図鑑と食べ方テク 中村丁次/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

94 498.5 はちみつ日和 前田京子/著 マガジンハウス

95 498.5 ひとり暮らしビジネスマンのための食事と健康大改善 松村和夏/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

96 498.5 かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん 山田晴子/料理指導 主婦の友社/編 主婦の友社

97 498.6 なぜ?がわかる高齢者ケアの感染対策○と× 大西尚子/編著 吉田理香/編著 メディカ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.3 有限要素法・要素分割の勘どころ 岸正彦/著 森北出版

2 501.8 基礎からしっかり身につくAutoCAD LT入門 芳賀百合/著 ソシム

3 502.1 日本のものづくり遺産 2
国立科学博物館産業技術史資料情報
センター/監修 山川出版社

4 507.2 特許の取り方・守り方・活かし方 岩永利彦/著 日本能率協会マネジメ
ントセンター

5 507.2 実践知的財産法 木棚照一/編 浅野卓/[ほか]著 法律文化社

6 509.6 仕事の生産性が上がるトヨタの習慣 OJTソリューションズ/著 KADOKAWA

7 509.6 決定版!「調達・購買」戦略の教科書 坂口孝則/著 日刊工業新聞社

8 509.6 調達・購買パワーアップ読本 西河原勉/著 同友館

9 509.6 一番最初に読む設備保全の本 吉川達志/著 日刊工業新聞社

10 510.9 建設中。 勝田尚哉/写真・文 グラフィック社

11 516.8 総点検・リニア新幹線 リニア・市民ネット/編著 緑風出版

12 518.5 ごみを資源にまちづくり 中村修/著 農山漁村文化協会

13 518.5 容器包装リサイクル20年のあゆみ 日本容器包装リサイクル協会/編集
日本容器包装リサイク
ル協会

14 518.8 ロンドン大火 大橋竜太/著 原書房

15 518.8 都市の遺産とまちづくり 鈴木伸治/編 柏原沙織/訳 春風社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 518.8 丹下健三と都市 豊川斎赫/著 鹿島出版会

17 518.8 都市交通計画 新谷洋二/編著 原田昇/編著 技報堂出版

18 518.8 都市縮小時代の土地利用計画 日本建築学会/編 学芸出版社

19 519 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平/共著 浦野真弥/共著 オーム社

20 519 持続可能な生き方をデザインしよう 高野雅夫/編著 明石書店

21 519 スマートフォンの環境経済学 吉田文和/著 日本評論社

22 519.1 図解でわかるISO14001のすべて 大浜庄司/著 日本実業出版社

23 519.1 世界は自分一人から変えられる 阪口竜也/著 大和書房

24 520.9 Q&A建築物省エネ法のポイント 建築物省エネ法研究会/編集 新日本法規出版

25 520.9 Q&A住宅紛争解決ハンドブック 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運
営委員会/編著 ぎょうせい

26 520.9 世界で一番やさしい建築基準法 谷村広一/著 エクスナレッジ

27 521.6 今日、見に行くことができる国宝・重要文化財レトロ建築 伊藤隆之/著・写真 地球丸

28 521.8 日本の最も美しい町 美しい町研究会/著 エクスナレッジ

29 521.8 世界遺産法隆寺から学ぶすみずみまで楽しむ寺院の歩き方 山田雅夫/著 自由国民社

30 523.1 お屋敷拝見 内田青蔵/文 小野吉彦/写真 河出書房新社

31 524.9 耐震シェルターがわかる本 前田邦江/著 耐震シェルター普及会/
企画 学芸出版社

32 526.6 世界のアーケード アフロ/写真 水野久美/テキスト 青幻舎

33 527 アレルギーの人の家造り 足立和郎/著 緑風出版

34 527 はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド 2017-2018 佐川旭/監修 藤川太/監修 エクスナレッジ

35 527 家は自分の手でつくる。 主婦の友社/編 主婦の友社

36 527 夢のツリーハウス アラン・ロラン/著 ダニエル・デュ
フール/著 グラフィック社

37 527.8 海辺のリノベ 石原左知子/著 KADOKAWA

38 528.1 現場で役立つ管工事の基本と実際 原英嗣/監修 西川豊宏/監修 秀和システム

39 531.9 きちんと学ぶレベルアップ機械製図 河合優/著 日刊工業新聞社

40 531.9 正しい検図 中山聡史/著 日刊工業新聞社

41 534.6 トコトンやさしいバルブの本 小岩井隆/著 日刊工業新聞社

42 535.2 腕時計パーフェクト入門  学研プラス

43 536 電車の顔図鑑 江口明男/著 天夢人

44 536.3 図説国鉄電気機関車全史 いのうえこーいち/著 メディアパル

45 536.5 京阪電車 清水祥史/著 JTBパブリッシング

46 536.5 最後の国鉄電車ガイドブック 広田尚敬/写真 坂正博/文 誠文堂新光社

47 536.7 絶景!日本全国ロープウェイ・ゴンドラコンプリートガイド 中島信/著 扶桑社

48 537.9 Theトラック 講談社ビーシー/編集 講談社ビーシー

49 537.9 軽トラの本 沢村慎太朗/著 三栄書房

50 538.6 ドローンビジネス参入ガイド 関口大介/著 岩崎覚史/著 翔泳社

51 538.9 宇宙ビジネス入門 石田真康/著 日経BP社

52 539.9 原子力安全基盤科学 1  京都大学学術出版会

53 539.9 原子力安全基盤科学 2  京都大学学術出版会

54 539.9 原子力安全基盤科学 3  京都大学学術出版会

55 540.6 東芝原子力敗戦 大西康之/著 文藝春秋

56 540.9 エネルギー自由化は「金のなる木」 江田健二/著 エネルギーフォーラム

57 547.6 光ファイバ通信入門 末松安晴/共著 伊賀健一/共著 オーム社

58 548.2 Raspberry Piクックブック Simon Monk/著 水原文/訳 オライリー・ジャパン

59 548.3 テレロボティクスから学ぶロボットシステム 松日楽信人/著 講談社

60 549 たのしい電子工作 神田民太郎/著 工学社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 549.3 読める描ける電子回路入門 千葉憲昭/著 技術評論社

62 549.3 例題で学ぶはじめての電子回路 早川潔/著 技術評論社

63 549.9 ホログラフィ入門 伊藤智義/著 下馬場朋禄/著 講談社

64 550 よくわかる最新船舶の基本と仕組み 川崎豊彦/著 秀和システム

65 552.7 日本の艪 田村勇/著 大河書房

66 559.0 亡国の武器輸出 池内了/編 青井未帆/編 合同出版

67 559 戦争と平和のテクノロジー 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

68 559.5 最新ミサイルがよ〜くわかる本 井上孝司/著 秀和システム

69 583.7 よみがえる飛驒の匠 岡田贊三/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

70 588.0 シズルのデザイン B・M・FTことばラボ/編著 誠文堂新光社

71 588.5 チリワイン 山本博/著 遠藤誠/著 ガイアブックス

72 588.5 もっと知りたい!クラフトビール  枻出版社

73 588.6 プロのための調味料図鑑  柴田書店

74 589.2 「好き」と「似合う」がかなう色の組み合わせBOOK 岩崎沙織/著 池田書店

75 589.2 クローゼットにはワンピースが10着あればいい 福田栄華/著 光文社

76 589.2 暖かいのにおしゃれになれる 山本あきこ/著 ダイヤモンド社

77 594.2 フランスのノエルでときめくクロスステッチ ヴェロニク・アンジャンジェ/著 [柴
田里芽/訳・執筆] グラフィック社

78 594.2 たのしいクロスステッチBOOK 大図まこと/著 PHP研究所

79 594.2 連続模様のかわいい刺繡 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

80 594.3 超極太糸でザクザク編む、まいにちのバッグと小物 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

81 594.3 はじめてのノールビンドニング 北村系子/著 マツバラヒロコ/著 グラフィック社

82 594.3 棒針編みきほんの基本 小須田逸子/監修 高橋書店

83 594.3 しずく堂の編みもの時間 しずく堂/著 文化学園文化出版局

84 594.3 かぎ針編みのマンダラ30モチーフ
ハーフナー・リンセン/著 石黒陽子/
訳 ブティック社

85 594.3 秋冬ニット 17-'18  セブン&アイ出版

86 594.3 秋冬のかぎ針あみベストセレクション  日本ヴォーグ社

87 594.3 美しいかぎ針編+棒針編秋冬  日本ヴォーグ社

88 594.3 かぎ針で編むあったか華やかざぶとん大全集  アップルミンツ

89 594.3 はじめてのレース編み四季のエジング&ブレード100+30  アップルミンツ

90 594.3 平結びだけで作れるマクラメ・プラントハンガー&雑貨  河出書房新社

91 594.3 ヨーロッパの手あみ 2017/秋冬  日本ヴォーグ社

92 594.7 仕立て方が写真でわかるパッチワークポーチ  ブティック社

93 594.7 作りながら基礎が学べるすぐに使いたいバッグ  日本ヴォーグ社

94 594.9 ガーデンで楽しむはじめてのワイヤークラフト 原嶋早苗/著 主婦と生活社

95 594.9 水引細工のアクセサリー mizuhikimie/[著] ブティック社

96 596 居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

97 596 知っておいしい保存食事典 実業之日本社/編 実業之日本社

98 596 やる気の続く台所習慣40 高木ゑみ/著 扶桑社

99 596 1回のお買い物で3日献立 中村明花/著 KADOKAWA

100 596 きちんと切ると料理はもっとおいしい 中村奈津子/著 主婦と生活社

101 596 和つまみ 平野由希子/料理 大越基裕/お酒 ナツメ社

102 596 からだが喜ぶ!藤井恵のおつまみ献立 藤井恵/著 世界文化社

103 596.2 簡単!お寺ご飯 飯沼康祐/著 徳間書店

104 596.2 フランス人が好きな3種の軽い煮込み。 上田淳子/著 誠文堂新光社

105 596.2 「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん 近藤文夫/著 世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 596.3 プロのための貝料理 延田然圭/[ほか著] 柴田書店/編 柴田書店

107 596.3 本当においしい肉料理はおウチでつくりなさい 水島弘史/著 青春出版社

108 596.3 美と健康のつくりおきファイトレシピ 宮澤陽夫/監修 牛尾理恵/レシピ監修 光文社

109 596.3 柳澤英子やせたい人の肉レシピ 柳澤英子/著 世界文化社

110 596.3 野菜のたのしみ 山脇りこ/著 小学館

111 596.4 おでかけ弁当ドリル 上島亜紀/[著] 宙出版

112 596.4 毎日のお弁当図鑑  枻出版社

113 596.6 ニューサンドイッチ 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

114 596.6 パンソロジー 池田浩明/編 平凡社

115 596.6 バター・卵なしのやさしいパウンドケーキSteamed & Baked 今井洋子/著 河出書房新社

116 596.6 米粉のパンとおやつと料理 舘野鏡子/[著] ブティック社

117 596.6 Berry BOOK 原亜樹子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

118 596.6 日本茶のさわやかスイーツ 本間節子/著 世界文化社

119 596.6 家庭のオーブンで作る食パン ムラヨシマサユキ/著 成美堂出版

120 596.6 CHEESE BAKE ムラヨシマサユキ/著 主婦と生活社

121 596.6 小麦粉なしでつくるたっぷりクリームの魅惑のおやつ 森崎繭香/著 日東書院本社

122 596.6 透明和菓子の作り方 安田由佳子/著 文化学園文化出版局

123 596.6 バターを使わない!パウンド型ひとつで50のケーキ 吉川文子/著 世界文化社

124 596.6 冷蔵庫で作りおきパン切りっぱなしでカンタン 吉永麻衣子/著 主婦の友社

125 596.7 LOVE COFFEE ライアン・セーダー/著 松野浩平/著 旭屋出版

126 596.8 a Table 雅姫/著 集英社

127 596.9 ツレヅレハナコの食いしん坊な台所 ツレヅレハナコ/文 キッチンミノル/
写真 洋泉社

128 596.9 暮らしにうつわ  ワニブックス

129 596.9 DIYでピザ窯を作る本  学研プラス

130 597 私のカントリー NO.102  主婦と生活社

131 597.5 「無印良品」この使い方がすごい! 主婦の友社/編 主婦の友社

132 597.9 すごい!セスキ掃除 石鹼百科/監修 KADOKAWA

133 599 パパは脳研究者 池谷裕二/著 クレヨンハウス

134 599.3 ま・ごはん 片岡護/著 木楽舎

135 599.3 時短・かんたん・幼児食 友利新/著 徳間書店

136 599.3 おやこの薬膳ごはん 山田奈美/著 クレヨンハウス

137 599.4 赤ちゃんとママがぐっすり眠れる本 小山博史/監修 三橋美穂/監修 リベラル社

138 599.8 東京おもちゃ美術館の挑戦 芸術と遊び創造協会/編著 言視舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 産業復興の経営学 石原慎士/編著佐々木茂/編著 同友館

2 601.1 成功する里山ビジネス  （角川新書） 神山典士/[著] KADOKAWA

3 601.1 地域ブランド政策論 初谷勇/著 日本評論社

4 602.1 会社四季報業界地図 2018年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

5 602.1 日経業界地図 2018年版 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

6 602.1 図解!業界地図 2018年版 ビジネスリサーチ・ジャパン/著 プレジデント社

7 610.4 身土不二の探究 山下惣一/著 創森社

8 611.1 住み継がれる集落をつくる 山崎義人/編著佐久間康富/編著 学芸出版社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 611.7 多品目少量栽培で成功できる!!小さな農業の稼ぎ方 中村敏樹/著 誠文堂新光社

10 616.3 小麦1トンどり 高橋義雄/編著 農山漁村文化協会

11 617.6 天然香料の力 宮崎泰/著関戸勇/写真 彩流社

12 617.9 油桐の歴史  （桂新書） 山口隆治/著 桂書房

13 619.8 日本茶の近代史 粟倉大輔/著 蒼天社出版

14 619.9 トウガラシの歴史
ヘザー・アーント・アンダーソン/著
服部千佳子/訳

原書房

15 625 最新農業技術果樹 vol.10 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

16 626 ニッポンの地方野菜 内田悟/著 KADOKAWA

17 626 育苗からわかる野菜づくり 野口貴/共著沼尻勝人/共著 誠文堂新光社

18 626.9 マンガと絵でわかる!おいしい野菜づくり入門 加藤義松/監修 西東社

19 627.8 インドアグリーンのある暮らし 主婦の友社/編 主婦の友社

20 627.9 基礎から学ぶ花色配色パターンBOOK 坂口美重子/著 誠文堂新光社

21 627.9 フラワーリースの発想と作り方 フローリスト編集部/編 誠文堂新光社

22 629.0 磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義 磯崎新/著藤森照信/著 六耀社

23 629 庭 228 建築資料研究社

24 629.2 京都の庭園 上 飛田範夫/著 京都大学学術出版会

25 629.2 京都の庭園 下 飛田範夫/著 京都大学学術出版会

26 629.3 帝都公園物語 樫原辰郎/著 幻戯書房

27 629.3 47都道府県・公園/庭園百科 西田正憲/編著飛田範夫/著 丸善出版

28 629.7 美しい苔庭づくり アニー・マーティン/著石黒千秋/訳 エクスナレッジ

29 629.7 実例ウッドデッキ&テラス ブティック社

30 629.7 プロが教える庭づくりのアイデア240&実例43 ブティック社

31 629.8 世界の庭園墓地図鑑 菅野博貢/著・写真 原書房

32 645.2 世界で一番美しい馬の図鑑 タムシン・ピッケラル/著川岸史/訳 エクスナレッジ

33 645.3 名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

34 645.6 犬のほんとうの気持ち 中西典子/著 主婦の友社

35 645.6
ザ・カリスマドッグトレーナー シーザー・ミランの犬が教えてくれる大切
なこと

シーザー・ミラン/著メリッサ・
ジョー・ペルティエ/著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

36 645.7 猫がよろこぶインテリア ヤノミサエ/著 辰巳出版

37 645.9 ウサギ 大野瑞絵/著井川俊彦/写真 誠文堂新光社

38 646.9 誰でもチャレンジできる!イラストマニュアル・はじめての養蜂 東雲輝之/著高安和夫/監修 秀和システム

39 648.2 完全理解熟成肉バイブル 山本謙治/責任編集&撮影 柴田書店

40 664.7 イカ先生のアオリイカ学 富所潤/著 成山堂書店

41 664.9 日本人とくじら 小松正之/著 雄山閣

42 670.9 思い通りに相手を動かす英文パワーメール20の鉄則 小林誠/著ダニエル・ブルックス/著 ダイヤモンド社

43 670.9 世界で戦う人の英語面接と英文履歴書 柴山かつの/著 明日香出版社

44 672.1 TOKYO+ひときわ輝く商店街 商店街研究会/編著 同友館

45 672.1 日本商業史 廣田誠/著山田雄久/著 有斐閣

46 673.3 営業生産性を高める!「データ分析」の技術 高橋威知郎/著 同文舘出版

47 673.3 ネットで「女性」に売る 谷本理恵子/著
エムディエヌコーポ
レーション

48 673.9 介護の未来をどうするか? 上阪徹/著 実業之日本社

49 673.9 美容室「幹部」の教科書 佐藤康弘/著 同文舘出版

50 673.9 儲かる!空き家・古家不動産投資入門 三木章裕/著大熊重之/著 フォレスト出版

51 673.9 家族ではじめる、小さなカフェ 渡部和泉/著 旭屋出版

52 673.9 人気ラーメン店は、ここが違う! 旭屋出版

53 674 PR GENIC 東義和/著 眞人堂
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 674 広報・PRの実務 井上岳久/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

55 674 最強のネーミング 岩永嘉弘/著 日本実業出版社

56 674.3 縁起のよいデザイン フレア/編グラフィック社編集部/編 グラフィック社

57 674.3 キッズのためのグラフィックス パイインターナショナ
ル

58 675 デジタルマーケティングの教科書 牧田幸裕/著 東洋経済新報社

59 681.1 地域交通政策づくり入門 土居靖範/編著可児紀夫/編著 自治体研究社

60 681.8 都営交通の世界 交通新聞社

61 683.2 海事レポート 2017 国土交通省海事局/編集 日経印刷

62 685.9 宅配便革命  （マイナビ新書） 林克彦/著 マイナビ出版

63 686.0 本気になって何が悪い 唐池恒二/著 PHP研究所

64 686.0 一般社団法人日本民営鉄道協会50年史 日本民営鉄道協会/編集 日本民営鉄道協会

65 686.2 世界鉄道切手夢紀行 櫻井寛/写真・文 日本郵趣出版

66 686.2 特急「白鳥」 三宅俊彦/著 ネコ・パブリッシング

67 686.2 全国鉄道路線大全 2017 イカロス出版

68 686.5 鉄道時刻表の暗号を解く  （光文社新書） 所澤秀樹/著 光文社

69 687.0 ANAグランドハンドリング ANAエアポートサービス株式会社/著
中西克吉/取材・文 アプレ

70 689 観光ビジネス・エコノミクス概論 伊藤昭男/著 批評社

71 689.2 インバウンドと地域創生 大薮多可志/共著山本真嗣/共著 海文堂出版

72 689.2 女性とツーリズム 友原嘉彦/編著 古今書院

73 689.4 ウェルネスツーリズム 荒川雅志/著日本スパ振興協会/編著
フレグランスジャーナ
ル社

74 689.5 キッザニア甲子園全パビリオン完全ガイド 2018年版 KADOKAWA

75 689.5 キッザニア東京全パビリオン完全ガイド 2018年版 KADOKAWA

76 694.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!スマートフォン超入門 リンクアップ/著 技術評論社

77 699.2 最新放送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

78 699.3 久米宏です。 久米宏/著
世界文化クリエイティ
ブ

79 699.6 タケダアワーの時代 友井健人/[ほか]著 洋泉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701 視覚の生命力 柏木博/著 岩波書店

2 718.3 運慶×仏像の旅 山本勉/監修 JTBパブリッシング

3 718.3 究極の美仏 運慶と快慶  枻出版社

4 718.4 福島の磨崖仏、鎮魂の旅へ 青木淳/著 大屋孝雄/写真・文 淡交社

5 723.1 吉田博画文集 吉田博/[画] 安永幸一/監修 東京美術

6 723.3 花の美術と物語 海野弘/解説・監修
パイインターナショナ
ル

7 723.3 西洋美術史を変えた名画150 木村泰司/[著] 辰巳出版

8 723.3 ポール・コックスデザイン&アート ポール・コックス/[画]
パイインターナショナ
ル

9 723.5 アンドリュー・ワイエス作品集 アンドリュー・ワイエス/[画] 高橋
秀治/監修・著

東京美術

10 724 わくわくアイデア絵手紙 岡本サヨ子/著 日貿出版社

11 724.1 犬を描く 水墨画塾編集部/編 誠文堂新光社

12 724.1 教室の勉強法が身につく水墨画レッスンノート 矢形嵐酔/著 日貿出版社

13 724.4 水彩画 色の覚え書き 青木美和/著 日貿出版社

14 725.2 トリックアート入門 ステファン・パブスト/著 [假屋淳子
/訳] グラフィック社

15 726.5 猫のボールペンイラスト  ブティック社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 726.6 井上洋介絵本画集 井上洋介/絵 土井章史/編 玉川大学出版部

17 726.6 絵本作家61人のアトリエと道具  玄光社

18 727.8 わくわくロゴワーク 岡口房雄/著 ビー・エヌ・エヌ新社

19 727.8 Brilliant Logo  ビー・エヌ・エヌ新社

20 728 戌年のゆる文字年賀状 宇田川一美/著 誠文堂新光社

21 728.8 万葉集競作 芸術新聞社出版部/編 芸術新聞社

22 736 かわいいやさしい消しゴムはんこの仏さま nihhi/著 日貿出版社

23 740 写真総合 岡嶋和幸/著 インプレス

24 740.2 写真家三木淳と「ライフ」の時代 須田慎太郎/著 平凡社

25 740.2 動物写真家という仕事 前川貴行/写真・文 新日本出版社

26 744.3 イチからわかるAdobe Lightroom & Photoshop  学研プラス

27 746 スマホで超カンタン特撮 Tac宮本/著 誠文堂新光社

28 751.3 ポーセリン・アートの装飾テクニック 花島悦子/著 日貿出版社

29 751.4 鬼の栖む風景120 富山弘毅/著 ルネッサンス・アイ

30 751.4 樹脂粘土で作るかわいいスイーツデコのアクセサリー  河出書房新社

31 751.5 はじめてのステンドグラス 齋藤万友美/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

32 753.3 ポーランド ヤノフ村の絵織物 秋元尚子/織り 藤田泉/文 誠文堂新光社

33 754.9 立体で楽しむ花の折り紙あそび 林弘美/[著] ブティック社

34 754.9 曲線が美しい立体折り紙 三谷純/著 ブティック社

35 754.9 クリエイティブ折り紙 山口真/著 ソシム

36 754.9 伝承折り紙事典  ブティック社

37 755.5 革で作る二つ折り財布  
スタジオタッククリエ
イティブ

38 756.2 別府細工 岐阜市歴史博物館/編 岐阜市歴史博物館

39 756.6 日本刀の総合美 飯山嘉昌/編著 里文出版

40 757.0 テレンス・コンラン マイ・ライフ・イン・デザイン テレンス・コンラン/著 斎藤栄一郎/
訳 エクスナレッジ

41 757.0 RED 松田行正/著 左右社

42 758 この椅子が一番! 西川栄明/編著 誠文堂新光社

43 759.9 伝統こけしの本 萩原健太郎/著
スペースシャワーネッ
トワーク

44 760.4 歌の心を究むべし 濱田芳通/著
アルテスパブリッシン
グ

45 761.7 ファンダメンタルな楽曲分析入門 沼野雄司/著 音楽之友社

46 762 はじめての音楽史 久保田慶一/ほか著 音楽之友社

47 762.1 ティンパニストかく語りき 近藤高顯/著 学研プラス

48 762.1 私のヴァイオリン 前橋汀子/著 早川書房

49 762.3 ラフマニノフの想い出 A.ゴリデンヴェイゼル/[ほか]著 M.
シャギニャン/[ほか]著 水声社

50 763.2 初心者のためのピアノ・コード講座 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

51 763.2 挫折しないピアノ入門 [2017] 東いづみ/編著 自由現代社(発売)

52 763.2 ジャズ・ピアノはじめよう! [2017] 横岡ゆかり/編著 自由現代社(発売)

53 763.4 ストラディヴァリとグァルネリ  （文春新書） 中野雄/著 文藝春秋

54 763.5 そのまま使える!!至高のベーストレーニングフレーズ 菊地雅臣/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

55 763.5 初心者のためのギター基礎教本 [2017] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

56 763.9 基礎からわかるCubase AI9/LE9 目黒真二/著 スタイルノート

57 764.7 ぼくはこんな音楽を聴いて育った 大友良英/著 筑摩書房

58 764.7 ブリティッシュロック巡礼 加藤雅之/著 青弓社

59 764.7 ブルース・ロック・アンソロジー ブリティッシュ編 白谷潔弘/監修
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

60 769.1 舞うひと 草刈民代/著 浅井佳代子/写真 淡交社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 769.9 スカートはかなきゃダメですか? 名取寛人/著 理論社

62 772.1 「昭和」の子役 樋口尚文/編著 国書刊行会

63 775.4 小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託したのか 伊井春樹/著 ミネルヴァ書房

64 775.7 岩田健小学校劇脚本集 岩田健/著 吉岡正紘/編 慶應義塾大学出版会

65 778.2 今のアメリカがわかる映画100本 町山智浩/著 サイゾー

66 778.2 高倉健 七つの顔を隠し続けた男 森功/著 講談社

67 778.7 90分でわかるアニメ・声優業界 落合真司/著 青弓社

68 779.1 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭/著 KADOKAWA

69 779.4 凱旋門と活人画の風俗史 京谷啓徳/著 講談社

70 779.7 軟骨的抵抗者 鎌田慧/著 土取利行/著 金曜日

71 779.8 紙芝居の歴史を生きる人たち
畑中圭一/著 文民教育協会子どもの
文化研究所/編集

文民教育協会子どもの
文化研究所

72 779.9 ダメなときほど「言葉」を磨こう  （集英社新書） 萩本欽一/著 集英社

73 780 スポーツ事故対策マニュアル
弁護士によるスポーツ安全対策検討
委員会/著 大橋卓生/編

体育施設出版

74 782.4 義足のアスリート山本篤 鈴木祐子/著 東洋館出版社

75 783.1 千葉ジェッツの奇跡 島田慎二/著 KADOKAWA

76 783.1 バスケットボール戦術の基本と実戦での生かし方 日高哲朗/著 マイナビ出版

77 783.4 レアル・マドリード専属バス運転手が語る知られざる素顔
フェルナンド・マンゾ/共著 ホセ・
ルイス・カルデロン/共著 実業之日本社

78 783.4 ラグビー チーム力アップドリル 吉岡肇/著
ベースボール・マガジ
ン社

79 783.6 卓球の鬼と呼ばれて。 平野早矢香/著 卓球王国

80 783.7 気にしない。 森本稀哲/著 ダイヤモンド社

81 783.7 江夏の21球 山際淳司/[著] KADOKAWA

82 783.8 「乗せたい距離」を100%乗せるゴルフ 北野正之/著 ベストセラーズ

83 783.8 誰もいわなかったシンプルゴルフのすすめ 中井学/著 河出書房新社

84 783.8 入っちゃう!パットの法則  （ゴルフダイジェスト新書） 星谷孝幸/著 ゴルフダイジェスト社

85 786.1 脱・初心者!もっと楽しむ山登り 小林千穂/著 講談社

86 786.1 山のリスクセンスを磨く本  （ヤマケイ新書） 昆正和/著 山と溪谷社

87 786.5 速くなる!栗村修のロードバイク「輪」生相談 栗村修/著 洋泉社

88 788.1 相撲巡業の楽しみ方徹底ガイド 横野レイコ/著 荒井太郎/著 廣済堂出版

89 789.2 ケンカ十段と呼ばれた男芦原英幸 松宮康生/著 日貿出版社

90 791 イラストで覚える!茶の湯英単語 ブルース・濱名 宗整/監修 木村明美
/イラスト 淡交社

91 795 世界一わかりやすい石倉流囲碁上達教室 石倉昇/著 マイナビ出版

92 795 隅には魔物が棲んでいる 梁宰豪/著 金成来/著 東京創元社

93 795 攻めで利益を上げて勝つ方法 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

94 796.0 藤井聡太 津江章二/著 日本文芸社

95 796 矢倉の基本 西尾明/著 マイナビ出版

96 796.0 天才棋士降臨・藤井聡太 書籍編集部/編 日本将棋連盟

97 796 盤上のファンタジア 若島正/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 理論言語学史 畠山雄二/編 本田謙介/[ほか著] 開拓社

2 802 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾/著 西淑/イラスト 創元社

3 809.6 プロ直伝!最高の結果を出すファシリテーション 山田豊/著 増田慎/マンガ ナツメ社

4 810.2 コトダマの世界 2 いずみおきなが/著 桂書房

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 810.4 校閲記者の目 毎日新聞校閲グループ/著 毎日新聞出版

6 810.7 外国人労働者受け入れと日本語教育 田尻英三/編 中川正春/[ほか著] ひつじ書房

7 813.5 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷裕子/編 東京堂出版

8 814 大人の語彙力ノート 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

9 814.7 ニュースがわかる基礎用語 2018年版 清水書院編集部/編 清水書院

10 815.8 敬語は変わる 井上史雄/編 大修館書店

11 816 10倍速く書ける超スピード文章術 上阪徹/著 ダイヤモンド社

12 829.1 韓国語のしくみ 増田忠幸/著 白水社

13 829.4 フィリピノ語のしくみ 下平英輝/著 白水社

14 829.7 ステップアップアラビア語の入門 本田孝一/著 白水社

15 830.7 人生最後の英語鬼速やり直し 三木雄信/著 SBクリエイティブ

16 835 ハイレベル実戦英文法 猿谷宣弘/著 ベレ出版

17 836 「国際会議・研究発表・学術イベント」書くための英語表現 石井隆之/著 松本恵美子/著 ベレ出版

18 837 天声人語 2017夏 朝日新聞論説委員室/編 国際編集部/
訳 原書房

19 837.5 東大名誉教授と原文で楽しむ英文読書術 行方昭夫/著 DHC

20 837.7 日本人が知りたいイギリス人の当たり前 唐澤一友/著 モート、セーラ/著 三修社

21 837.8 オックスフォードの英語 岡田昭人/著 秀和システム

22 837.8 英語で説明する全技術 齋藤浩史/著 秀和システム

23 837.8 その英語では相手に失礼!30分で身に付くハートが伝わる英語力 斎藤裕紀恵/著 秀和システム

24 855.5 中級フランス語時制の謎を解く 井元秀剛/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901 読むことの可能性 武田悠一/著 彩流社

2 901.3 超・戦略的!作家デビューマニュアル  （PHP新書） 五十嵐貴久/著 PHP研究所

3 901.3
絶対誰も読まないと思う小説を書いている人はネットノベルの世界で勇者に
なれる。 榎本秋/著 榎本海月/著 秀和システム

4 901.3 ストーリー・ジーニアス リサ・クロン/著 府川由美恵/訳 フィルムアート社

5 902.0 ポストマンの詩学 時実早苗/著 彩流社

6 902 古典名作本の雑誌 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

7 902.3 文学効能事典 エラ・バーサド/著 スーザン・エル
ダキン/著 フィルムアート社

8 904 池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

9 910.2 名作をいじる 阿部公彦/著 立東舎

10 910.2 乱歩と正史 内田隆三/著 講談社

11 910.2 菊池寛随想 片山宏行/著 未知谷

12 910.2 愛別十景 窪島誠一郎/著 アーツアンドクラフツ

13 910.2 愛知で知る読む日本文学史15講 中根千絵/編 森田貴之/編 三弥井書店

14 911.3 一茶の相続争い  （岩波新書 新赤版） 高橋敏/著 岩波書店

15 911.4 シルバー川柳 7 全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ
社編集部/編 ポプラ社

16 911.4 シルバー川柳 青い山脈編 みやぎシルバーネット/編 河出書房
新社編集部/編

河出書房新社

17 914.6 やばい老人になろう さだまさし/著 PHP研究所

18 914.6 結婚は、運。 曽野綾子/著 PHP研究所

19 914.6 生きてるって、幸せー! Peace編 田口ランディ/著 山田スイッチ/イラ
ストと漫画 地湧社

20 914.6 「マコトよりウソ」の法則 外山滋比古/著 さくら舎

21 914.6 「旅ことば」の旅 中西進/著 ウェッジ

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 914.6 安楽死で死なせて下さい  （文春新書） 橋田壽賀子/著 文藝春秋

23 914.6 昭和の男 半藤一利/著 阿川佐和子/著 東京書籍

24 914.6 自由のこれから  （ベスト新書） 平野啓一郎/著 ベストセラーズ

25 915.6 おれたちを跨ぐな! 椎名誠/著 小学館

26 916 海軍乙事件を追う 後藤基治/著 毎日ワンズ

27 916 下剋上受験 桜井信一/著 産経新聞出版

28 916 人は、人を浴びて人になる 夏苅郁子/著 ライフサイエンス出版

29 916 十五歳の戦争  （集英社新書） 西村京太郎/著 集英社

30 916 バクバクっ子の在宅記 平本歩/著 現代書館

31 916 死を思うあなたへ 吉田ルカ/著 日本評論社

32 917 こうやって、考える。 外山滋比古/著 PHP研究所

33 918.6 アンソロジー・プロレタリア文学 4 楜沢健/編 森話社

34 918.6 新編・日本幻想文学集成 6  国書刊行会

35 921 茶席からひろがる漢詩の世界 諸田龍美/著 淡交社

36 923.7 逆向誘拐 文善/著 稲村文吾/訳 文藝春秋

37 923.7 一句頂一万句 劉震雲/著 水野衛子/訳 彩流社

38 929.1 ライティングクラブ 姜英淑/著 文茶影/訳 現代企画室

39 929.1 自由を盗んだ少年 金革/著 金善和/訳 太田出版

40 930.2 フィリップ・K・ディックの世界 ポール・ウィリアムズ/著 小川隆/訳 河出書房新社

41 931.6 エミリ・ディキンスン 大西直樹/著 彩流社

42 933.6 引き潮 ロバート・ルイス・スティーヴンス
ン/著 ロイド・オズボーン/著 国書刊行会

43 933.6 名探偵ホームズ全集 第3巻 コナン・ドイル/原作 山中峯太郎/訳
著 作品社

44 933.7 ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ/著 金原瑞人/
訳 ポプラ社

45 933.7 カラヴァル
ステファニー・ガーバー/著 西本か
おる/訳 キノブックス

46 933.7 ヤングスキンズ コリン・バレット/著 田栗美奈子/訳 作品社

47 933.7 その日の後刻に グレイス・ペイリー/著 村上春樹/訳 文藝春秋

48 933.7 消滅遊戯 ロジャー・ホッブズ/著 田口俊樹/訳 文藝春秋

49 936 小さなモネ-アイリス・グレース- アラベラ・カーター・ジョンソン/著
吉井智津/訳 辰巳出版

50 940.2 闘う文豪とナチス・ドイツ  （中公新書） 池内紀/著 中央公論新社

51 947 心に火をつける「ゲーテの言葉」 ゲーテ/[著] 白取春彦/著 潮出版社

52 949.3 おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン/著 長山さき/訳 新潮社

53 949.7 樹脂 エーネ・リール/著 枇谷玲子/訳 早川書房

54 949.8 呼び出された男
ヨン=ヘンリ・ホルムベリ/編 ヘレン
ハルメ美穂/[ほか]訳

早川書房

55 953.7 さらばピカソ! エティエンヌ・バリリエ/著 鈴木光
子/訳

アルファベータブック
ス

56 953.7 闇夜にさまよう女 セルジュ・ブリュソロ/著 辻谷泰志/
訳

国書刊行会

57 953.7 城の中のイギリス人
アンドレ・ピエール・ド・マンディ
アルグ/著 澁澤龍彦/訳

白水社

58 953.7 心は燃える ル・クレジオ/著 中地義和/訳 作品社

59 983 ホームズ、ロシアを駆ける [P.ニキーチン/著] [P.オルロヴェツ
/著] 国書刊行会

60 985 マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ/著 清水陽
子/訳 新日本出版社

61 989.8 火の書
ステファン・グラビンスキ/著 芝田
文乃/訳

国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F マツリカ・マトリョシカ 相沢沙呼/著 KADOKAWA

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 F 木曜日にはココアを 青山美智子/著 宝島社

3 F 死神と道連れ 赤川次郎/著 集英社

4 F 末ながく、お幸せに あさのあつこ/著 小学館

5 F バック・ステージ 芦沢央/著 KADOKAWA

6 F 京都・舞鶴殺人事件 梓林太郎/[著] 徳間書店

7 F 有楽斎の戦 天野純希/著 講談社

8 F 7人の名探偵 綾辻行人/[著] 歌野晶午/[著] 講談社

9 F もはや宇宙は迷宮の鏡のように 荒巻義雄/著 彩流社

10 F ヒストリア 池上永一/著 KADOKAWA

11 F 心臓のように大切な 植田文博/著 原書房

12 F 鳳凰の船 浮穴みみ/著 双葉社

13 F ディレクターズ・カット 歌野晶午/著 幻冬舎

14 F 第三次世界大戦 6 大石英司/著 中央公論新社

15 F マッコイ病院 大日向葵/著 よしだきょう/編 彩流社

16 F ひよっこ 下 岡田惠和/作 国井桂/ノベライズ NHK出版

17 F ゲームの王国 上 小川哲/著 早川書房

18 F ゲームの王国 下 小川哲/著 早川書房

19 F ビンボーの女王 尾崎将也/著 河出書房新社

20 F 本日も教官なり 小野寺史宜/著 KADOKAWA

21 F 散り行く花 伽古屋圭市/著 講談社

22 F 銀河鉄道の父 門井慶喜/著 講談社

23 F 署長・田中健一の幸運 川崎草志/著 光文社

24 F オーバーロードの街 神林長平/著 朝日新聞出版

25 F パルチザン伝説 桐山襲/著 河出書房新社

26 F 院長選挙 久坂部羊/著 幻冬舎

27 F タイムスリップ信長vs三国志 鯨統一郎/著 講談社

28 F 青空に飛ぶ 鴻上尚史/著 講談社

29 F 星ちりばめたる旗 小手鞠るい/著 ポプラ社

30 F いくさの底 古処誠二/著 KADOKAWA

31 F 真葛と馬琴 小室千鶴子/著 郁朋社

32 F 望むのは 古谷田奈月/著 新潮社

33 F フェルメールの街 櫻部由美子/[著] 角川春樹事務所

34 F ソロ 笹本稜平/著 祥伝社

35 F Ank：a mirroring ape 佐藤究/著 講談社

36 F 紫式部の娘。賢子はとまらない! 篠綾子/作 小倉マユコ/絵 静山社

37 F 緑の窓口 下村敦史/著 講談社

38 F 狐と韃 朱川湊人/著 光文社

39 F 冤罪犯 翔田寛/著 KADOKAWA

40 F ルールズ 新藤晴一/著 マガジンハウス

41 F 岩塩の女王 諏訪哲史/著 新潮社

42 F 紅(あか)と白 関厚夫/著 国書刊行会

43 F 今日も君は、約束の旅に出る 瀬那和章/著 講談社

44 F 妖曲羅生門 高井忍/著 光文社

45 F 神の時空(とき)前紀 高田崇史/著 講談社

46 F ダダイストの睡眠 高橋新吉/著 松田正貴/編 共和国
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 F 日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋弘希/著 講談社

48 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.18
『このミステリーがすごい!』編集部
/編 宝島社

49 F 乗りかかった船 瀧羽麻子/著 光文社

50 F 移植医たち 谷村志穂/著 新潮社

51 F 人形たちの白昼夢 千早茜/著 PHP研究所

52 F 機龍警察狼眼殺手 月村了衛/著 早川書房

53 F ランニング・ワイルド 堂場瞬一/著 文藝春秋

54 F 滑らかな虹 上 十市社/著 東京創元社

55 F 滑らかな虹 下 十市社/著 東京創元社

56 F 宝石鳥 鴇澤亜妃子/著 東京創元社

57 F 無敵の二人 中村航/著 文藝春秋

58 F R帝国 中村文則/著 中央公論新社

59 F ワルツを踊ろう 中山七里/著 幻冬舎

60 F 巨大幽霊マンモス事件 二階堂黎人/著 講談社

61 F 十津川警部予土(ローカル)線に殺意が走る 西村京太郎/著 祥伝社

62 F 100億人のヨリコさん 似鳥鶏/著 光文社

63 F 国士 楡周平/著 祥伝社

64 F むーさんの自転車 ねじめ正一/著 中央公論新社

65 F 神の涙 馳星周/著 実業之日本社

66 F 雁にあらねど 蜂谷涼/著 柏艪舎

67 F 心中旅行 花村萬月/著 光文社

68 F 埴原一亟古本小説集 埴原一亟/著 山本善行/撰 夏葉社

69 F 草笛物語 葉室麟/著 祥伝社

70 F ライオンは仔猫に夢中 東川篤哉/著 祥伝社

71 F マスカレード・ナイト 東野圭吾/著 集英社

72 F 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田そのこ/著 新潮社

73 F 清心尼 松田十刻/著 盛岡タイムス社

74 F 忌物堂鬼談 三津田信三/著 講談社

75 F ヴィオレッタの尖骨 宮木あや子/著 河出書房新社

76 F つぼみ 宮下奈都/著 光文社

77 F 34歳無職父さんの東大受験日記 両角長彦/著 KADOKAWA

78 F ルビンの壺が割れた 宿野かほる/著 新潮社

79 F 風神雷神 風の章 柳広司/著 講談社

80 F 風神雷神 雷の章 柳広司/著 講談社

81 F ほしのこ 山下澄人/著 文藝春秋

82 F 君の知らない方程式 山本弘/[著] 東京創元社

83 F 淳子のてっぺん 唯川恵/著 幻冬舎

84 F さらさら流る 柚木麻子/著 双葉社

85 F GIプリン 渡辺淳子/著 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B175.9 神社でわかる日本史 戸部民夫/著 光文社

2 B188.8 道元「宝慶記」 大谷哲夫/全訳注 講談社

B 文庫本 

- 24 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

3 B214.7 合戦の日本史 安部龍太郎/著 伊東潤/著 文藝春秋

4 B327.6 恋の法廷式 北尾トロ/著 朝日新聞出版

5 B480.7 水族館哲学 中村元/著 文藝春秋

6 B727.6 フランスのポスター 平芳幸浩/編著 京都工芸繊維大学美
術工芸資料館/監修 青幻舎

7 B910.2 芥川追想 石割透/編 岩波書店

8 B914.6 毎日をいきいきと生きる100のヒント 加島祥造/著 小学館

9 B914.6 私のことはほっといてください 北大路公子/著 PHP研究所

10 B914.6 海辺の生と死 島尾ミホ/著 中央公論新社

11 B914.6 推理作家謎友録 日本推理作家協会/編 KADOKAWA

12 B933.7 ラスト・ワン アレクサンドラ・オリヴァ/著 林香
織/訳 早川書房

13 B933.7 鏡の迷宮 E.O.キロヴィッツ/著 越前敏弥/訳 集英社

14 B933.7 アメリカ銃の謎 エラリー・クイーン/著 中村有希/訳 東京創元社

15 B933.7 失われた図書館 A.M.ディーン/著 池田真紀子/訳 集英社

16 B933.7 墓標都市 キャリー・パテル/著 細美遙子/訳 東京創元社

17 B933.7 閉じられた棺 ソフィー・ハナ/著 山本博/訳 早川書房

18 B933.7 蘭の館 上 ルシンダ・ライリー/著 高橋恭美子/
訳 東京創元社

19 B933.7 蘭の館 下 ルシンダ・ライリー/著 高橋恭美子/
訳 東京創元社

20 B933.7 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 上 ランサム・リグズ/著 金原瑞人/訳 潮出版社

21 B933.7 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 下 ランサム・リグズ/著 金原瑞人/訳 潮出版社

22 B943.7 大鎌殺人と収穫の秋 フォルカー・クルプフル/著 ミハイ
ル・コブル/著 早川書房

23 B973 鏡の前のチェス盤 ボンテンペッリ/著 橋本勝雄/訳 光文社

24 B989.8 怒り 上 ジグムント・ミウォシェフスキ/著
田口俊樹/訳 小学館

25 B989.8 怒り 下 ジグムント・ミウォシェフスキ/著
田口俊樹/訳 小学館

26 BF 書店ガール 6 碧野圭/著 PHP研究所

27 BF 吸血鬼の誕生祝 赤川次郎/著 集英社

28 BF きみが見つける物語 放課後編 浅田次郎/[著] 石田衣良/[著] 角川書店

29 BF 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 岩井俊二/原作 大根仁/著 KADOKAWA

30 BF 見出された恋 岩下尚史/著 文藝春秋

31 BF 果断の太刀 上田秀人/著 徳間書店

32 BF 御免状始末 上田秀人/著 中央公論新社

33 BF 散華の太刀 上田秀人/著 徳間書店

34 BF 因果 上田秀人/[著] 講談社

35 BF 覚悟の紅 上田秀人/著 光文社

36 BF 孤高のメス 完結篇 大鐘稔彦/[著] 幻冬舎

37 BF 隠密味見方同心 8 風野真知雄/[著] 講談社

38 BF 製造人間は頭が固い 上遠野浩平/著 早川書房

39 BF ナースコール! 川上途行/[著] ポプラ社

40 BF 化学探偵Mr.キュリー 6 喜多喜久/著 中央公論新社

41 BF ST警視庁科学特捜班エピソード1 今野敏/[著] 講談社

42 BF 憑物 今野敏/[著] KADOKAWA

43 BF 凶賊 坂岡真/著 双葉社

44 BF きみが見つける物語 友情編 坂木司/[著] 佐藤多佳子/[著] 角川書店

45 BF 駅伝ランナー [1] 佐藤いつ子/[著] KADOKAWA

46 BF 駅伝ランナー 2 佐藤いつ子/[著] KADOKAWA

47 BF クラン 5 沢村鐵/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 BF 短編少女 集英社文庫編集部/編 荻原浩/著 集英社

49 BF 巨大外資銀行 高杉良/[著] 講談社

50 BF あきない世傳金と銀 4 高田郁/著 角川春樹事務所

51 BF 錠前破り、銀太 紅蜆 田牧大和/[著] 講談社

52 BF 入り婿侍商い帖 1 千野隆司/[著] KADOKAWA

53 BF 身代わりの空 下 堂場瞬一/[著] 講談社

54 BF SRO 7 富樫倫太郎/著 中央公論新社

55 BF 霞と飛燕 鳥羽亮/[著] 講談社

56 BF 白に染まる 中島要/著 角川春樹事務所

57 BF 無(ナダ)の夜 永瀬隼介/著 中央公論新社

58 BF バチカン奇跡調査官 [16] 藤木稟/[著] KADOKAWA

59 BF 恋指南 藤原緋沙子/著 双葉社

60 BF 父子雲 藤原緋沙子/著 双葉社

61 BF 雪婆(ゆきばんば) 藤原緋沙子/著 双葉社

62 BF 鎖と罠 皆川博子/著 中央公論新社

63 BF 猫が見ていた 湊かなえ/著 有栖川有栖/著 文藝春秋

64 BF 水族館ガール 4 木宮条太郎/著 実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.6 情報セキュリティ白書 2017 情報処理推進機構/企画・著作・制作 情報処理推進機構

2 R010.5 図書館年鑑 2017 日本図書館協会図書館年鑑編集委員
会/編集

日本図書館協会

3 R027.5 全国フリーペーパーガイド 2017  
メディア・リサーチ・
センター

4 R103.3 メルロ=ポンティ哲学者事典 第1巻 モーリス・メルロ=ポンティ/編著 加
賀野井秀一/監訳 白水社

5 R280.3 人物文献目録 2014-2016-2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

6 R288.9 日本「地方旗」図鑑 解読編 苅安望/著 西浦和孝/著 えにし書房

7 R314.8 国政選挙総覧 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

8 R330.5 経済財政白書 平成29年版 内閣府/編集 日経印刷

9 R335.0 外資系企業総覧 2017  東洋経済新報社

10 R335.3 小規模企業白書 2017年版 中小企業庁/編 日経印刷

11 R335.3 新規開業白書 2017年版 日本政策金融公庫総合研究所/編 佐伯印刷

12 R350.9 世界国勢図会 2017/18 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

13 R361.7 コミュニティ事典 伊藤守/編 小泉秀樹/編 春風社

14 R364.4 介護保険六法 平成29年版  中央法規出版

15 R365.0 消費者白書 平成29年版 消費者庁/編集 勝美印刷

16 R365.7 レジャー白書 2017 日本生産性本部/編集 日本生産性本部

17 R366.7 「働くことの意識」調査報告書 平成29年度新入社員  
日本生産性本部ワーク
ライフ部生産性教育セ

18 R367.2 女性白書 2017 日本婦人団体連合会/編 ほるぷ出版

19 R368.3 自殺対策白書 平成29年版 厚生労働省/編集 日経印刷

20 R369.1 国民の福祉と介護の動向 2017/2018 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

21 R369.2 高齢社会白書 平成29年版 内閣府/編集 日経印刷

22 R369.2 障害者白書 平成29年版 内閣府/編集 勝美印刷(印刷)

23 R369.3 防災白書 平成29年版 内閣府/編集 日経印刷

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

24 R369.4 子ども白書 2017 日本子どもを守る会/編 本の泉社

25 R376.1 保育白書 2017年版 全国保育団体連絡会/編 保育研究所/
編 ちいさいなかま社

26 R392.1 日本の防衛 平成29年版 防衛省/編集 日経印刷

27 R451.9 気象年鑑 2017年版 気象業務支援センター/編集 気象庁/
監修

気象業務支援センター

28 R470.3 新分類牧野日本植物図鑑 牧野富太郎/原著 邑田仁/編集 北隆館

29 R498.0 国民衛生の動向 2017/2018 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

30 R501.6 エネルギー白書 2017年版 経済産業省/編 経済産業調査会

31 R509.2 ものづくり白書 2017年版 経済産業省/編 厚生労働省/編 経済産業調査会

32 R519.1 公害紛争処理白書 平成29年版 公害等調整委員会/編 蔦友印刷

33 R601.1 国土交通白書 2017 国土交通省/編 日経印刷

34 R673.9 介護経営白書 2017-2018年版  日本医療企画

35 R678.2 通商白書 2017 経済産業省/編集 勝美印刷

36 R692.1 情報通信白書 平成29年版 総務省/編 日経印刷

37 R703.6 最新美術・デザイン賞事典 2010-2016 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

38 R786.1 登山白書 2017
山と溪谷社ヤマケイ登山総合研究所/
編 山と溪谷社

39 R796.0 将棋年鑑 平成29年版  日本将棋連盟

40 R811.2 国字の字典 菅原義三/編 飛田良文/監修 東京堂出版

41 R813.2 全訳漢辞海 戸川芳郎/監修 佐藤進/編 三省堂

42 R813.9 新修隠語大辞典  皓星社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016.3 みんなに本を地域に図書館を 平成29年度 富山市立図書館/[編] 富山市立図書館

2 T027.2 有償刊行物調べ [富山市/編] [富山市]

3 T163 うば尊を祀る 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

4 T232 とやまビフォーアフターフォトプロジェクト 富山市企画管理部広報課/企画・監修
富山市企画管理部広報
課

5 T232 富山町周辺における北陸街道一里塚の検証 古川知明/著 古川/知明

6 T244 高岡城跡保存活用計画書 高岡市教育委員会/編 高岡市教育委員会

7 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 平成28年度 富山市/[編] 富山市

8 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成29年9月 [富山市議会/編] [富山市議会]

9 T318.3 富山市議会定例会議案 平成29年9月 [富山市議会/編] [富山市議会]

10 T344 富山市一般会計特別会計歳入歳出決算書及び事項別明細書 平成28年度 富山市/[編] 富山市

11 T344 平成29年度予算編成について [富山市財務部/編] [富山市財務部]

12 T344
富山市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 平成
28年度 富山市監査委員/[編] 富山市監査委員

13 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 平成28年度 富山市監査委員/[編] 富山市監査委員

14 T353 市政概要 平成29年度 富山市議会事務局/編 富山市議会事務局

15 T365
全国消費実態調査富山県の二人以上の世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関す
る結果 平成26年

富山県経営管理部統計調査課/[編]
富山県経営管理部統計
調査課

16 T365 富山市の家計調査の結果(家計収支編)概要について 平成27年平均 富山県経営管理部統計調査課/[編]
富山県経営管理部統計
調査課

17 T369.2 障害福祉のしおり 平成29年度 富山市福祉保健部障害福祉課/[編]
富山市福祉保健部障害
福祉課

18 T377.3 富山短期大学公開講座記録集 2013 富山短期大学地域連携センター/[編]
富山短期大学地域連携
センター

19 T377.3 富山短期大学公開講座記録集 2014 富山短期大学地域連携センター/[編]
富山短期大学地域連携
センター

20 T380.3 古代越中の万葉料理 経沢信弘/著 Casa小院瀬見/編集 桂書房

21 T383 提灯山の考察 宮田耕平/[著] [宮田耕平]

22 T450 立山弥陀ヶ原・大日平学術調査報告書 2014～2016 ラムサール条約登録湿地総合学術調
査団/編

富山県自然保護協会

T 郷土資料 

- 27 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

23 T472.1 立山の花めぐり 増田恭次郎/著 増田恭次郎

24 T493 私説・イタイイタイ病は何故に女性に多発してきているのか 松波淳一/著 桂書房

25 T589 YKKの流儀 吉田忠裕/著 出町譲/取材・構成 PHP研究所

26 T687 はじまる富山物語。 [平成29年度版] 富山県知事政策局総合交通政策室[ほ
か]/[編] 富山県

27 T938 とやま童話 7 富山県児童文学協会/編 富山県児童文学協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おかしのしまのハロウィンパーティー にしもとおさむ/作絵 教育画劇

2 C くらべっこくらべっこ まえとくあきこ/脚本・絵 童心社

3 C じゅんびはいいかな?ひなまつり はせがわさとみ/作 出口かずみ/絵 教育画劇

4 C せつぶんとおに みやざきひろかず/作絵 教育画劇

5 C たこたこおさんぽ よこみちけいこ/脚本 藤本四郎/絵 童心社

6 C 天人のよめさま 松谷みよ子/脚本 梅田俊作/絵 童心社

7 C ばけくらべ 松谷みよ子/脚本 和歌山静子/絵 童心社

8 C ハロウィンのかぼちゃ ますいさちみ/脚本 スズキコージ/絵 童心社

9 C まえがみたろう 前編 松谷みよ子/脚本 スズキコージ/絵 童心社

10 C まえがみたろう 後編 松谷みよ子/脚本 スズキコージ/絵 童心社

11 C 待ちぼうけ 北川鎭/脚本・絵 遠山昭雄/監修 雲母書房

12 C やまんばのにしき 松谷みよ子/脚本 松成真理子/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あそぶ! ジェズ・オールバラ/作・絵 徳間書店

2 E あま〜いしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

3 E いきものかくれんぼ 海野和男/ほか写真 中村庸夫/ほか写
真 童心社

4 E いきものちえくらべ 海野和男/ほか写真 中村庸夫/ほか写
真

童心社

5 E いただきますのおつきさま 鈴木真実/作 講談社

6 E いっこさんこ 及川賢治/作 竹内繭子/作 文溪堂

7 E うるさいアパート マック・バーネット/文 ブライア
ン・ビッグズ/絵 あすなろ書房

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

9 E 絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤勝彦/作 長崎訓子/絵 講談社

10 E おかしな?ハロウィン ザ・キャビンカンパニー/作 ほるぷ出版

11 E おしりのねっこ 林なつこ/作・絵 教育画劇

12 E おしりフリフリ 中川ひろたか/文 のぶみ/絵 ハッピーオウル社

13 E おててをぽん ささがわいさむ/作 天明幸子/絵 学研プラス

14 E おてんとうさまがみてますよ 山本省三/作 日隈みさき/絵 PHP研究所

15 E おにぎりのひみつ かとうまふみ/作・絵 フレーベル館

16 E オバケドリ nomaru/ぶん・え 文芸社

17 E おやさいめしあがれ
視覚デザイン研究所/さく 高原美和/
え

視覚デザイン研究所

18 E おやすみおやすみみんなおやすみ かのうかりん/作・絵 金の星社

19 E かくれてぱくり 海野和男/ほか写真 中村庸夫/ほか写
真 童心社

20 E かわいこちゃん 高畠じゅん子/作 BL出版

E 絵本 

C かみしばい 
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21 E きみはライオン! ユテウン/作絵 竹下文子/訳 偕成社

22 E きょうふのおばけにんじん アーロン・レイノルズ/作 中川ひろ
たか/訳 学研プラス

23 E ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド

24 E くろくんとちいさいしろくん なかやみわ/さく・え 童心社

25 E くろっぺのおはなばたけ 飯島敏子/原作 いもとようこ/文・絵 ひかりのくに

26 E コアラアラアラやってきて おおなり修司/文 丸山誠司/絵 絵本館

27 E ごちそうの木 ジョン・キラカ/作 さくまゆみこ/訳 西村書店

28 E こどもってね… ベアトリーチェ・アレマーニャ/作
みやがわえりこ/訳 きじとら出版

29 E サファリ 松岡たつひで/作・絵 金の星社

30 E サンカクさん マック・バーネット/文 ジョン・ク
ラッセン/絵 クレヨンハウス

31 E さんかくみつけた 大塚いちお/さく 福音館書店

32 E しあわせ いもとようこ/作 講談社

33 E しかくみつけた 大塚いちお/さく 福音館書店

34 E しゃっくりくーちゃん 竹下文子/文 岡田千晶/絵 白泉社

35 E スープになりました 彦坂有紀/作 もりといずみ/作 講談社

36 E そらの100かいだてのいえ いわいとしお/[作] 偕成社

37 E だいぶつさまのうんどうかい 苅田澄子/ぶん 中川学/え アリス館

38 E 地球を旅する水のはなし 大西健夫/文 龍澤彩/文 福音館書店

39 E 月まつりのおくりもの 石井睦美/さく 南塚直子/え 小学館

40 E てをつなぐ 鈴木まもる/作 金の星社

41 E 天女かあさん ペクヒナ/作 長谷川義史/訳 ブロンズ新社

42 E ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス/原作 石
崎洋司/文 講談社

43 E どんぐりないよ 間部香代/作 ひろかわさえこ/絵 鈴木出版

44 E なきたろう 松野正子/作・文 赤羽末吉/絵 復刊ドットコム

45 E なんにもせんにん 唯野元弘/文 石川えりこ/絵 鈴木出版

46 E にこにこばあ 新井洋行/作 えほんの杜

47 E にんぎょうのおいしゃさん マーガレット・ワイズ・ブラウン/作
J.P.ミラー/絵 PHP研究所

48 E ねこのピートだいすきなおやすみえほん キムバリー・ディーン/作 ジェーム
ス・ディーン/作

ひさかたチャイルド

49 E ねずみくんといたずらビムくん なかえよしを/作 上野紀子/絵 ポプラ社

50 E パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス トルストイ/原作 ミグ・ホルダー/再
話 女子パウロ会

51 E ハロウィン!ハロウィン! 西村敏雄/さく 白泉社

52 E パンツいっちょうめ 苅田澄子/作 やぎたみこ/絵 金の星社

53 E ファビアンのふしぎなおまつり
マリット・テルンクヴィスト/作・絵
長山さき/訳

徳間書店

54 E ふしぎなのりものずかん 斉藤洋/作 田中六大/絵 講談社

55 E ブルートレインさくらごう 中島章作/え 砂田弘/ぶん 復刊ドットコム

56 E ペペットのえかきさん
リンダ・ラヴィン・ロディング/文
クレア・フレッチャー/絵

絵本塾出版

57 E ほうおうがやってきた 謝芳群/文 夫子/絵
ベネッセコーポレー
ション

58 E ぼく、ママとけっこんする! のぶみ/さく 講談社

59 E ぼくのおとうさんとおかあさん みやにしたつや/作・絵 金の星社

60 E ぼくのねこはどこ? ヘンリー・コール/著 岩崎書店

61 E ぼくんちのねこまたフーじぃ 上野与志/作 青山友美/絵 ひさかたチャイルド

62 E ぽちっとあかいおともだち
コーリン・アーヴェリス/文 フィ
オーナ・ウッドコック/絵 少年写真新聞社

63 E ホッキョクグマと南極のペンギン ジーン・ウィリス/文 ジャーヴィス/
絵 BL出版

64 E 魔女たちのパーティー
ロンゾ・アンダーソン/文 エイドリ
アン・アダムズ/絵

徳間書店

65 E マスターさんとどうぶつえん アーノルド・ローベル/さく こみや
ゆう/やく 好学社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 E またまたさんせーい! 宮西達也/作・絵 フレーベル館

67 E まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ/作・絵 小学館

68 E ママがたりない!! さとうなつき/著 射水市大島絵本館

69 E みんな生きている 中川ひろたか/文 きくちちき/絵 小学館

70 E もうじゅうはらへりくま 塚本やすし/作 ポプラ社

71 E もしかしてオオカミ!?
ヴェロニク・カプラン/作 グレゴ
ワール・マビール/絵

岩崎書店

72 E もしきみが月だったら ローラ・パーディ・サラス/文 ジェ
イミー・キム/絵 光村教育図書

73 E モノレールのたび みねおみつ/さく 福音館書店

74 E ゆかいなちびっこモンスター はがいたい!のまき たんじあきこ/作 風濤社

75 E ようかいえんのなつまつり 白土あつこ/作・絵 ひさかたチャイルド

76 E よわむしうさぎのココロンおうじ
グードゥルン・リカー/文 マヌエ
ラ・オルテン/絵

エディション・エフ

77 E わたしおべんきょうするの 角野栄子/作 吉田尚令/絵 文溪堂

78 E 6この点
ジェン・ブライアント/文 ボリス・
クリコフ/絵

岩崎書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K145 トリックアートハロウィーン 北岡明佳/監修 グループ・コロンブ
ス/構成・文 あかね書房

2 K159 机の前に貼る一行 ひきたよしあき/著 杉浦範茂/絵 朝日学生新聞社

3 K159 君たちはどう生きるか 吉野源三郎/著 マガジンハウス

4 K183 こどもブッダのことば 齋藤孝/監修 日本図書センター

5 K210 歴史に「何を」学ぶのか  （ちくまプリマー新書） 半藤一利/著 筑摩書房

6 K211 わたしのまちですみんなのまちです かこさとし/著 復刊ドットコム

7 K288 話したくなる世界の国旗
阿部泉/監修 コンデックス情報研究
所/編著 清水書院

8 K290 世界の国ぐに大冒険 井田仁康/監修
PHPエディターズ・グ
ループ

9 K290 楽しく学んで力がつく!こども世界地図 永岡書店編集部/編 永岡書店

10 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2018年版 永岡書店編集部/編 永岡書店

11 K302 イスラームってなに? シリーズ1 長沢栄治/監修 かもがわ出版

12 K337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 2 藤田千枝/編 大月書店

13 K366 お仕事ナビ 11 お仕事ナビ編集室/[編] 理論社

14 K367 よくわかるLGBT 藤井ひろみ/監修 PHP研究所

15 K369 光をくれた犬たち盲導犬の一生 今西乃子/著 浜田一男/写真 金の星社

16 K369 介護というお仕事 小山朝子/著 講談社

17 K369 考えよう!子どもの貧困 中嶋哲彦/監修 PHP研究所

18 K371 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること  （ちくまプリマー新書） 香山リカ/著 筑摩書房

19 K378 知ろう!学ぼう!障害のこと [1]  金の星社

20 K383 カレーの教科書 石倉ヒロユキ/編集 シャンカール・
ノグチ/監修 岩崎書店

21 K383 和食のえほん 江原絢子/監修 PHP研究所

22 K386 アイスクリームが溶けてしまう前に 小沢健二と日米恐怖学会/[著] 小沢
健二と日米恐怖学会/[著] 福音館書店

23 K388 47都道府県!!妖怪めぐり日本一周 2 伊藤まさあき/絵 妖怪探検隊/編著 汐文社

24 K407 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 4 米村でんじろう/監修 新日本出版社

25 K407 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 5 米村でんじろう/監修 新日本出版社

26 K407 はまべでひろったよ  ひさかたチャイルド

27 K410 算数の図鑑
キャロル・ヴォーダマン/著 [松原麻
実/日本語版翻訳]

誠文堂新光社

28 K410 算数を使ってワクワク!宇宙探検 アン・ルーニー/著 みちしたのぶひ
ろ/訳 オーム社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 K410 算数でめぐるグルグル!地球のふしぎ アン・ルーニー/著 みちしたのぶひ
ろ/訳 オーム社

30 K443 写真で見る星と伝説 野尻抱影/文 八板康麿/写真 偕成社

31 K470 ロゼットのたんけん おくやまひさし/著 少年写真新聞社

32 K480 あぶない生き物  学研プラス

33 K481 冬眠のひみつ 近藤宣昭/監修 PHP研究所

34 K481 毒をもつ生き物たち 船山信次/監修 PHP研究所

35 K486 巣づくりの名人スズメバチ 須田貢正/さく+写真 六耀社

36 K487 マンボウのひみつ  （岩波ジュニア新書） 澤井悦郎/著 岩波書店

37 K488 生き物たちの冬ごし図鑑 鳥 佐藤裕樹/著 今泉忠明/監修 汐文社

38 K491 マルチアングル人体図鑑 [1] 川島晶子/文 高沢謙二/監修 ほるぷ出版

39 K498 友情の輪パプアニューギニアの人たちと 日野多香子/文 佼成出版社

40 K498 おいしくたべる 松本仲子/監修 加藤休ミ/画 朝日新聞出版

41 K504 生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー 石田秀輝/監修 PHP研究所

42 K504 生き物の体のしくみに学ぶテクノロジー 石田秀輝/監修 PHP研究所

43 K510 みんなの命と生活をささえるインフラってなに? 3 こどもくらぶ/編 筑摩書房

44 K537 世界のくるま図鑑2500  
スタジオタッククリエ
イティブ

45 K537 はたらく車ずかん 1  
スタジオタッククリエ
イティブ

46 K537 はたらく車ずかん 2  
スタジオタッククリエ
イティブ

47 K537 はたらく車ずかん 3  
スタジオタッククリエ
イティブ

48 K538 「あかつき」一番星のなぞにせまれ! 山下美樹/文 中村正人/監修 文溪堂

49 K548 プログラミングは、ロボットから始めよう! 加藤エルテス聡志/著 小学館

50 K594 子どもの手芸ワクワク楽しいアイロンビーズ 寺西恵里子/著 日東書院本社

51 K594 ミシンなしでかんたん!季節の手芸 春 C・R・K design/著 理論社

52 K594 ミシンなしでかんたん!季節の手芸 夏 C・R・K design/著 理論社

53 K594 ミシンなしでかんたん!季節の手芸 秋 C・R・K design/著 理論社

54 K594 ミシンなしでかんたん!季節の手芸 冬 C・R・K design/著 理論社

55 K602 調べる!47都道府県 2017年改訂版 こどもくらぶ/編 同友館

56 K653 落ち葉のふしぎ博物館 盛口満/文・絵 少年写真新聞社

57 K686 しんかんせんでも どんかんせんでも かこさとし/著 復刊ドットコム

58 K700 美術ってなあに? スージー・ホッジ/著 小林美幸/訳 河出書房新社

59 K750 楽しいハロウィン工作 1 いしかわまりこ/作 汐文社

60 K754 ディズニーわくわく折り紙あそび いしばしなおこ/著 ブティック社

61 K754 動物のおりがみ 川畑文昭/著 誠文堂新光社

62 K759 おもちゃの迷路 香川元太郎/作・絵 香川志織/作・絵 PHP研究所

63 K782 知ってる?陸上競技 朝原宣治/著
ベースボール・マガジ
ン社

64 K789 知ってる?空手道 町田直和/著
ベースボール・マガジ
ン社

65 K795 マンガで覚える図解オセロの基本 滝沢雅樹/監修 滋慶出版/つちや書店

66 K796 羽生善治はじめての子ども将棋 羽生善治/監修 日本将棋連盟/監修 西東社

67 K809 話し方ひとつでキミは変わる 福田健/著 PHP研究所

68 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば [1] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

69 K811 学習漢字がすべて入った!漢字でおはなし 2 川北亮司/作 汐文社

70 K910 漱石先生の手紙が教えてくれたこと  （岩波ジュニア新書） 小山慶太/著 岩波書店

71 K913 ルルとララのハロウィン あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店

72 K913 カラスだんなのはりがねごてん 井上よう子/作 くすはら順子/絵 文研出版

73 K913 うっかりの玉 大久保雨咲/作 陣崎草子/絵 講談社
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74 K913 ピラミッド帽子よ、さようなら 乙骨淑子/作 長谷川集平/絵 理論社

75 K913 涙倉の夢 柏葉幸子/作 青山浩行/絵 講談社

76 K913 竜が呼んだ娘 やみ倉の竜 柏葉幸子/作 佐竹美保/絵 朝日学生新聞社

77 K913 ほねほねザウルス 18 カバヤ食品株式会社/原案・監修 ぐ
るーぷ・アンモナイツ/作・絵 岩崎書店

78 K913 幽霊屋敷のアイツ 川口雅幸/著 アルファポリス

79 K913 はりねずみのルーチカ [6] かんのゆうこ/作 北見葉胡/絵 講談社

80 K913 源氏、絵あわせ、貝あわせ 小森香折/作 染谷みのる/絵 偕成社

81 K913 にちようびは名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

82 K913 妖怪一家のハロウィン 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

83 K913 理科準備室のヴィーナス 戸森しるこ/著 講談社

84 K913 10分で読めるこわ〜い落語 土門トキオ/文 橘家仲蔵/監修 学研プラス

85 K913 魔法医トリシアの冒険カルテ 4 南房秀久/著 小笠原智史/絵 学研プラス

86 K913 わすれんぼっち 橋口さゆ希/作 つじむらあゆこ/絵 PHP研究所

87 K913 花あかりともして 服部千春/作 紅木春/絵 出版ワークス

88 K913 ビブリオバトルへ、ようこそ! 濱野京子/作 森川泉/絵 あかね書房

89 K913 いらないねこ ヒグチユウコ/絵と文 白泉社

90 K913 お願い!フェアリー♥ 19 みずのまい/作 カタノトモコ/絵 ポプラ社

91 K913 ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上一平/作 青山友美/絵 新日本出版社

92 K913 まほうのゆうびんポスト やまだともこ/作 いとうみき/絵 金の星社

93 K913 ナイスキャッチ! 2 横沢彰/作 スカイエマ/絵 新日本出版社

94 K913 戦国ベースボール [10] りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵 集英社

95 K913 かえたい二人 令丈ヒロ子/作 PHP研究所

96 K929 ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ/[著] ガリラ・
ロンフェデル・アミット/編 岩波書店

97 K933 フェラルズ 3 ジェイコブ・グレイ/著 岡田好惠/訳 講談社

98 K933 サーティーナイン・クルーズ 25 小浜杳/訳 [HACCAN/イラスト] KADOKAWA

99 K933 かわいいゴキブリのおんなの子メイベルとゆめのケーキ ケイティ・スペック/作 おびかゆう
こ/訳 福音館書店

100 K933 タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス/作 ジェイ
ミー・ホーガン/絵 鈴木出版

101 K933 王女さまのお手紙つき 9 ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E
☆/企画・構成 学研プラス

102 K933 わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー・ブルベイカー・ブラッ
ドリー/作 大作道子/訳 評論社

103 K933 暗号クラブ 10 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA
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