
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 京都学派酔故伝 櫻井正一郎/著 京都大学学術出版会

2 002.7 グラフをつくる前に読む本 松本健太郎/著 技術評論社

3 007 IT研究者のひらめき本棚 情報処理学会会誌編集委員会/編 近代科学社

4 007.1 なぜ人工知能は人と会話ができるのか  (マイナビ新書) 三宅陽一郎/著 マイナビ出版

5 007.1 最新図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本 田口和裕/著 森嶋良子/著 ソーテック社

6 007.1 弱いAIのデザイン クリストファー・ノーセル/著 武舎
広幸/訳

ビー・エヌ・エヌ新
社

7 007.1 サイバネティクス全史 トマス・リッド/著 松浦俊輔/訳 作品社

8 007.3 最新IoTがよ〜くわかる本 神崎洋治/著 秀和システム

9 007.3 ITビッグ4の描く未来 小久保重信/著 日経BP社

10 007.3 プロフェッショナルの未来 リチャード・サスカインド/著 ダニ
エル・サスカインド/著 朝日新聞出版

11 007.3 脱!SNSのトラブル 佐藤佳弘/編著 武蔵野大学出版会

12 007.3 できるゼロからはじめるLINE超入門 高橋暁子/著 できるシリーズ編集部/
著 インプレス

13 007.3 ビッグデータ解析の現在と未来 原隆浩/著 喜連川優/コーディネー
ター 共立出版

14 007.3 はじめての今さら聞けないインスタグラム入門 吉岡豊/著 秀和システム

15 007.5 スキルアップ!情報検索 中島玲子/著 安形輝/著 日外アソシエーツ

16 007.6 プロではないあなたのためのIllustrator I&D/著 エクスナレッジ

17 007.6 ふつうのLinuxプログラミング 青木峰郎/著 SBクリエイティブ

18 007.6 データ仮説構築 岩下基/著 近代科学社

19 007.6 AWS Lambda実践ガイド 大澤文孝/著 インプレス

20 007.6 Emacs実践入門 大竹智也/著 技術評論社

21 007.6 作って覚えるVisual Basic 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

22 007.6 ひと目でわかるOffice 365 サイトカスタマイズ&開発編 奥田理恵/著 日経BP社

23 007.6 基礎からわかる情報リテラシー 奥村晴彦/著 森本尚之/著 技術評論社

24 007.6 アジャイル開発への道案内 片岡雅憲/著 小原由紀夫/著 近代科学社

25 007.6 Visual C# 2017パーフェクトマスター 金城俊哉/著 秀和システム

26 007.6 はじめての今さら聞けないPDF入門 桑名由美/著 秀和システム

27 007.6 Rによるやさしいテキストマイニング 機械学習編 小林雄一郎/著 オーム社

28 007.6 Webサイト、これからどうなるの? こもりまさあき/共著 栄前田勝太郎/
共著

エムディエヌコーポ
レーション

29 007.6 アプリケーションアーキテクチャ設計パターン 斉藤賢哉/著 三菱UFJインフォメー
ションテクノロジー株式会社/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 007.6 超図解ブロックチェーン入門 桜井駿/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

31 007.6 Juliaデータサイエンス Anshul Joshi/著 石井一夫/訳 エヌ・ティー・エス

32 007.6 iPhoneすらすらマスター 舘神龍彦/[著] 枻出版社

33 007.6 VLOOKUP関数のツボとコツがゼッタイにわかる本 立山秀利/著 秀和システム

34 007.6 ビッグデータを支える技術 西田圭介/著 技術評論社

35 007.6 ソフトウェアグローバリゼーション入門 西野竜太郎/著 インプレス

36 007.6 UX虎の巻 坂東大輔/著 日刊工業新聞社

37 007.6 超時短Photoshop「人物写真の補正」速攻アップ! 藤島健/著 技術評論社

38 007.6 パワーポイントスライドデザインのセオリー 藤田尚俊/著 技術評論社

39 007.6 かんたんVisual C++ 堀義博/著 技術評論社

40 007.6 学生のためのPython 本郷健/著 松田晃一/著 東京電機大学出版局

41 007.6 Haskell入門 本間雅洋/著 類地孝介/著 技術評論社

42 007.6 Xamarinプログラミング入門 増田智明/著 日経BP社

43 007.6 ゼロからわかるSQL超入門 三村かよこ/著 技術評論社

44 007.6 超時短Photoshop「レイヤーとスタイル」速攻アップ! 吉田浩章/著 技術評論社

45 007.6 土日でわかるPythonプログラミング教室 吉谷愛/著 SBクリエイティブ

46 007.6 初めての自動テスト Jonathan Rasmusson/著 玉川紘子/訳 オライリー・ジャパン

47 007.6 仕事に役立つPDF&Acrobatプロ技BESTセレクション リンクアップ/著 技術評論社

48 007.6 Oracleの基本 渡部亮太/著 相川潔/著 技術評論社

49 010 図書館概論 高山正也/編著 岸田和明/編著 樹村房

50 010.2 図書館文化史研究 第34号(2017) 日本図書館文化史研究会/編集 日外アソシエーツ

51 010.4 読書の自由と図書館 石塚栄二先生の卆寿をお祝いする会/
編 日本図書館研究会

52 017 学校経営と学校図書館 野口武悟/編著 前田稔/編著 放送大学教育振興会

53 018.2 G・E・モリソンと近代東アジア 東洋文庫/監修 岡本隆司/編 勉誠出版

54 019 本棚の本 赤澤かおり/著 KTC中央出版

55 019.1 正しい本の読み方  (講談社現代新書) 橋爪大三郎/著 講談社

56 019.2 大学教育と読書 玉真之介/編著 全国大学生活協同組
合連合会教職員委員会/監修 大学教育出版

57 019.9 朝日書評大成 2001-2008 朝日新聞社文化くらし報道部/編 三省堂

58 019.9 名著探訪108 藤原書店編集部/編 市村真一/ほか著 藤原書店

59 024.8 すごい古書店 変な図書館  (祥伝社新書) 井上理津子/[著] 祥伝社

60 028.0 保育・子育て絵本の住所録 舟橋斉/編著 富田克巳/編著 三学出版

61 031 現代用語の基礎知識 臨時増刊  自由国民社

62 049 もう雑談のネタに困らない!大人の雑学大全 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

63 070.1 PANA通信社と戦後日本 岩間優希/著 人文書院

64 070.2 新聞の噓を見抜く  (平凡社新書) 徳山喜雄/著 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 経験をリセットする 河本英夫/著 青土社

2 111 現代形而上学入門 柏端達也/著 勁草書房

3 121.0 いまこそ知りたい日本の思想家25人 小川仁志/著 KADOKAWA

4 140 心理学入門 板口典弘/編著 相馬花恵/編著 講談社

5 140.1 自信過剰な私たち 中村隆文/著 ナカニシヤ出版

6 141.5 東大教養学部「考える力」の教室 宮澤正憲/著 SBクリエイティブ

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 141.5 膨大な仕事を一瞬でさばく瞬間集中脳 茂木健一郎/著 すばる舎

8 141.6 怒りを鎮めるうまく謝る  (講談社現代新書) 川合伸幸/著 講談社

9 141.6 人前で「あがらない人」と「あがる人」の習慣 鳥谷朝代/著 明日香出版社

10 141.9 「心は遺伝する」とどうして言えるのか 安藤寿康/著 創元社

11 141.9 ひっこみ思案のあなたが生まれ変わる科学的方法
アンディ・モリンスキー/著 花塚恵/
訳

ダイヤモンド社

12 146.8 ずるい人が周りからいなくなる本 大嶋信頼/著 青春出版社

13 146.8 心がつながるのが怖い イルセ・サン/[著] 枇谷玲子/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

14 146.8 心理療法の未来 田中康裕/著 創元社

15 146.8 使いこなすACT<アクセプタンス&コミットメント・セラピー> ラス・ハリス/著 武藤崇/監修 星和書店

16 146.8 心理カウンセリング実践ガイドブック 福島脩美/著 金子書房

17 146.8 人間関係の理解と心理臨床 吉川晴美/編著 松井知子/編著 慶應義塾大学出版会

18 151.6 無意識の力を伸ばす8つの講義 前野隆司/著 講談社

19 154 ついに「愛国心」のタブーから解き放たれる日本人  （PHP新書） ケント・ギルバート/著 PHP研究所

20 158 世界の学者が語る「愛」 レオ・ボルマンス/編 鈴木晶/訳 西村書店

21 159 活きる力
稲盛和夫/著 鹿児島大学稲盛アカデ
ミー/編 プレジデント社

22 159 ウィナーズ アラスター・キャンベル/著 池村千
秋/訳 三賢社

23 159 逆境の中で咲く花は美しい 工藤進英/著 幻冬舎

24 159 明るい失敗 原和良/著
クロスメディア・パブ
リッシング

25 159 生きていくあなたへ 日野原重明/著 幻冬舎

26 159.4 一流役員が実践している出世の哲学 相原孝夫/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

27 159.4 モチベーション革命 尾原和啓/著 幻冬舎

28 159.4 99%の人がしていないたった1%のメンタルのコツ 河野英太郎/[著] 田中ウルヴェ京
/[著]

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

29 159.4 人生100年時代の新しい働き方 小暮真久/著 ダイヤモンド社

30 159.4 絶対会社を潰さない社長の口ぐせ 小山昇/著 KADOKAWA

31 159.4 働く女性に贈る言葉 佐々木常夫/著 WAVE出版

32 159.4 ゼロから最強の人脈をつかむ後輩力 佐藤大和/著 ポプラ社

33 159.4 迷いの先に 中鉢良治/著 日経BP社

34 159.4 仕事のスピードと質が同時に上がる33の習慣 鳥原隆志/著 SBクリエイティブ

35 159.4 はたらくきほん100 松浦弥太郎/著 野尻哲也/著 マガジンハウス

36 159.4 まずは「区切る」から始めなさい! 吉越浩一郎/著 毎日新聞出版

37 159.7 老年を愉しむ10の発見 ヴィルヘルム・シュミット/著 津崎
正行/訳

三笠書房

38 162 宗教の世界史 1  山川出版社

39 167.2 イスラームの歴史  (中公新書)
カレン・アームストロング/著 小林
朋則/訳

中央公論新社

40 169.1 日本の新宗教 島田裕巳/著 KADOKAWA

41 175 神社のあいうえお 甲斐素純/著 文芸社

42 175.1 靖国神社が消える日 宮澤佳廣/著 小学館

43 175.9 日本の神社大全 4 三橋健/総監修
デアゴスティーニ・
ジャパン

44 176.8 ニッポンのおみくじ 鏑木麻矢/著 グラフィック社

45 180.4 死と生 鎌田東二/著 南直哉/著 東京堂出版

46 180.9 ダライ・ラマとチベット 大島信三/著 芙蓉書房出版

47 182.8 日本の奇僧・快僧 今井雅晴/著 吉川弘文館

48 186.4 墓と仏壇の意義 八田幸雄/著 東方出版

49 186.8 両界曼荼羅の仏たち 田中公明/著 春秋社

50 186.9 四国八十八カ所ゆとりの旅  実業之日本社

51 187.6 慈悲のかたち 大菅俊幸/著 佼成出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 188.2 高田長老の法隆寺いま昔 高田良信/著 朝日新聞出版

53 188.8 近すぎず、遠すぎず。 枡野俊明/著 KADOKAWA

54 193.0 人生の役に立つ聖書の名言 佐藤優/著 講談社

55 198 キリスト教会の社会史 指昭博/編著 塚本栄美子/編著 彩流社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 人類一万年の文明論 安田喜憲/著 東洋経済新報社

2 209.7 ヒトラーの原爆開発を阻止せよ! ニール・バスコム/著 西川美樹/訳 亜紀書房

3 210.4 女系図でみる驚きの日本史  (新潮新書) 大塚ひかり/著 新潮社

4 210.4 日本の歴史を旅する  (岩波新書 新赤版) 五味文彦/著 岩波書店

5 210.4 謀反の通信簿 河合敦/監修 扶桑社

6 212.5 進化する縄文土器 長野県立歴史館/編集・企画 信毎書籍出版センター

7 213 斎宮  (中公新書) 榎村寛之/著 中央公論新社

8 213 土木技術の古代史 青木敬/著 吉川弘文館

9 213 モノと技術の古代史 陶芸編 小林正史/編 吉川弘文館

10 214.6 室町幕府将軍列伝 榎原雅治/編 清水克行/編 戎光祥出版

11 214.6 享徳の乱 峰岸純夫/著 講談社

12 214.7 地図から読み解く戦国合戦 外川淳/著 宮城秀/図版作成 ワック

13 214.8 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川健二/著 吉川弘文館

14 214.8 戦国おもてなし時代 金子拓/著 淡交社

15 214.8 「長篠・設楽原の戦い」鉄炮玉の謎を解く 小林芳春/編著 小和田哲男/監修 黎明書房

16 215 貧困と自己責任の近世日本史 木下光生/著 人文書院

17 216.1 異説で読み解く明治維新 河合敦/著 イースト・プレス

18 217 空中写真に遺された昭和の日本 東日本編 日本地図センター/編集 創元社

19 234.0 第二帝国 上巻 伸井太一/編著 パブリブ

20 234.0 第二帝国 下巻 伸井太一/編著 パブリブ

21 234.0 これが人間か プリーモ・レーヴィ/著 竹山博英/訳 朝日新聞出版

22 235.0 フランス現代史隠された記憶  (ちくま新書) 宮川裕章/著 筑摩書房

23 238 ロシア近現代と国際関係 小田健/著 ミネルヴァ書房

24 238.0 神と革命 下斗米伸夫/著 筑摩書房

25 280.4 近影遠影 高橋一清/著 青志社

26 283.5 最強の女 鹿島茂/著 祥伝社

27 288.1 日本人のおなまえっ! 1
NHK「日本人のおなまえっ!」制作班/
編 森岡浩/監修

集英社インターナショ
ナル

28 288.3 蘇我氏と馬飼集団の謎  (祥伝社新書) 平林章仁/[著] 祥伝社

29 288.4 皇室ってなんだ!? 竹元正美/著 扶桑社

30 288.9 国旗で読む世界史  (祥伝社新書) 吹浦忠正/[著] 祥伝社

31 289.1 今日も一日、楽しかった あべけん太/著 朝日新聞出版

32 289.1 宇喜多秀家 大西泰正/著 戎光祥出版

33 289.1 拓く 川道亮介/著 文芸社

34 289.1 吉本興業をキラキラにした男 林弘高物語 小谷洋介/著 竹中功/監修 ロングセラーズ

35 289.1 吉本せいと林正之助愛と勇気の言葉 坂本優二/著 イースト・プレス

36 289.1 新宿、わたしの解放区 佐々木美智子/著 岩本茂之/聞き書き 寿郎社

37 289.1 太平洋にかける橋 渋沢雅英/著 不二出版

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 289.1 畠山入庵義春 志村平治/著 歴研

39 289.1 人生を切り開く!西郷隆盛の言葉100 高橋伸幸/著 扶桑社

40 289.1 下痢の細菌を追っかけて五〇年 竹田美文/著 クバプロ

41 289.1 わらわしたい 竹中功/著 ロングセラーズ

42 289.1 武田勝頼 丸島和洋/著 平凡社

43 289.1 吉本せい  三才ブックス

44 289.1 笑いを愛した吉本せい  洋泉社

45 289.3 写真でたどるアドルフ・ヒトラー マイケル・ケリガン/著 白須清美/訳 原書房

46 289.3 10 RULES
アリッサ・マストロモナコ/著 三輪
美矢子/訳

ポプラ社

47 290.8 世界地誌シリーズ 8  朝倉書店

48 290.8 世界地誌シリーズ 9  朝倉書店

49 290.9 世界の美しい街、優しい街 相場春夫/著 実業之日本社

50 290.9 地球の歩き方 A11 ミラノ、ヴェネチアと湖水地方 『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 B14 ダラス　ヒューストン　デンバー 『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 B20 中米 『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 B22 アルゼンチン チリ 『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 B04 サンフランシスコとシリコンバレー 『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 D30 スリランカ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 290.9 トラベルコンシェルジュが教える次に行くべき旅の作り方  実業之日本社

57 291.0 ひなびた温泉パラダイス 岩本薫/著 上永哲矢/著 山と溪谷社

58 291.0 地方民鉄旅ガイド 2017-2018年版 日本民営鉄道協会/[編] 日本民営鉄道協会

59 291.0 日本の新絶景  洋泉社

60 291.0 日本百名山データBOOK  枻出版社

61 291.0 ロープウェイで山歩き  枻出版社

62 291.1 冬の北海道 [2017]  昭文社

63 291.1 るるぶ冬の北海道 18  JTBパブリッシング

64 291.2 福島県の山 奥田博/著 渡辺徳仁/著 山と溪谷社

65 291.3 詳細地図で歩きたい町東京 2018  JTBパブリッシング

66 291.3 超詳細!東京さんぽ地図 18  昭文社

67 291.4 古地図で楽しむ金沢 本康宏史/編著 風媒社

68 291.4 金沢でしたい100のこと  JTBパブリッシング

69 291.4 超詳細!金沢さんぽ地図 [2017]  昭文社

70 291.4 福井 恐竜博物館 18  昭文社

71 291.5 三重県の山 金丸勝実/著 内田拓也/著 山と溪谷社

72 291.5 岐阜県の山 島田靖/著 原弘展/著 山と溪谷社

73 291.5 おとなの旅と宿 [2017]  昭文社

74 291.5 静岡 18  昭文社

75 291.5 日帰りで登る日本アルプス詳細ルートガイド  枻出版社

76 291.5 三重 [2017]  昭文社

77 291.6 ときどき、京都人。 永江朗/著 徳間書店

78 291.6 65歳からの京都歩き 永江朗/著 京阪神エルマガジン社

79 291.6 ちゃんと歩ける熊野古道 春野草結/著 山と溪谷社

80 291.6 秋紅葉の京都 2017  昭文社

81 291.6 京都社寺めぐり [2017]  昭文社

82 291.6 京都ゆとりの旅  実業之日本社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 291.6 新京都遺産100  平凡社

84 291.6 超詳細!神戸さんぽ地図 [2017]  昭文社

85 291.6 奈良 大和路 [2017]  JTBパブリッシング

86 291.6 奈良ゆとりの旅  実業之日本社

87 291.6 るるぶ神戸 18  JTBパブリッシング

88 292.1 北朝鮮を撮ってきた!
ウェンディ・E.シモンズ/著 藤田美
菜子/訳

原書房

89 292.2 国境鉄路 小竹直人/写真・文 えにし書房

90 292.3 タイのりもの旅 谷川一巳/著 イカロス出版

91 292.3 マレーシア [2017]  昭文社

92 293.4 ドイツ [2017]  昭文社

93 293.6 聖地サンティアゴへ、星の巡礼路を歩く 戸谷美津子/著 書肆侃侃房

94 293.6 レトロな旅時間ポルトガルへ 矢野有貴見/著 イカロス出版

95 296.8 煮えたぎる川
アンドレス・ルーソ/著 シャノン・
N.スミス/訳

朝日出版社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 『日本』って、どんな国? 大森和夫/編著 大森弘子/編著 日本僑報社

2 302.2 バングラデシュを知るための66章 大橋正明/編著 村山真弓/編著 明石書店

3 302.2 現代モンゴル読本 佐々木健悦/著 社会評論社

4 302.3 知ってほしい国ドイツ 新野守広/編著 飯田道子/編著 高文研

5 302.3 ベラルーシを知るための50章 服部倫卓/編著 越野剛/編著 明石書店

6 302.4 社会人のための現代アフリカ講義 遠藤貢/編 関谷雄一/編 東京大学出版会

7 304 もうすぐやってくる尊皇攘夷思想のために 加藤典洋/著 幻戯書房

8 304 虚妄の「戦後」 富岡幸一郎/著 論創社

9 304 長谷川慶太郎の大局を読む 2018 長谷川慶太郎/著 李白社

10 304 経済成長なき幸福国家論 平田オリザ/著 藻谷浩介/著 毎日新聞出版

11 311.2 丸山眞男講義録 別冊2 丸山眞男/著 東京大学出版会

12 311.3 日本ナショナリズムの歴史 2 梅田正己/著 高文研

13 312.1 安倍政権とは何だったのか 適菜収/著 ベストセラーズ

14 312.3 敗北した社会主義再生の闘い 浅川史/著 コールサック社

15 313.6 街場の天皇論 内田樹/著 東洋経済新報社

16 314.8 民俗選挙のゆくえ 杉本仁/著 梟社

17 316.4 家族をテロリストにしないために
ドゥニア・ブザール/著 児玉しおり/
訳

白水社

18 316.8 私にはいなかった祖父母の歴史
イヴァン・ジャブロンカ/著 田所光
男/訳 名古屋大学出版会

19 317.3 公務員をめざす人の本 19年版 北里敏明/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

20 317.7 図解よくわかる住宅火災の消火・避難・防火 小林恭一/著 住宅防火研究会/著 日刊工業新聞社

21 317.7 火災と消防の科学 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

22 318 市民自治の息づくまちへ 早川鉦二/著 風媒社

23 318.2 希望の政治  (中公新書ラクレ) 小池百合子/編著 中央公論新社

24 318.3 自治体コンプライアンスの基礎 岡田博史/著 北村喜宣/編 有斐閣

25 318.3 ブラック役場化する職場 三村正夫/著 企業通信社

26 318.6 「失敗」からひも解くシティプロモーション 河井孝仁/著 第一法規

27 319.0 ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ 2 (SB新書) 茂木誠/著 SBクリエイティブ

28 319.1 「日米指揮権密約」の研究 末浪靖司/著 創元社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 319.5 ローズヴェルトとスターリン 上 スーザン・バトラー/著 松本幸重/訳 白水社

30 319.5 ローズヴェルトとスターリン 下 スーザン・バトラー/著 松本幸重/訳 白水社

31 319.8 偽装の被爆国 太田昌克/著 岩波書店

32 319.8 <原爆>を読む文化事典 川口隆行/編著 青弓社

33 320.7 法情報の調べ方入門 ロー・ライブラリアン研究会/編 日本図書館協会

34 320.9 三省堂基本六法 2018 三省堂編修所/編 三省堂

35 322.1 写真で読む三くだり半 高木侃/著 日本経済評論社

36 323.0 右も左も誤解だらけの立憲主義 倉山満/著 徳間書店

37 323.1 憲法と世論 境家史郎/著 筑摩書房

38 323.9 社会とつながる行政法入門 大橋洋一/著 有斐閣

39 323.9 現代行政法 橋本博之/著 岩波書店

40 324 民法の基礎から学ぶ民法改正 山本敬三/著 岩波書店

41 324 民法 7  有斐閣

42 324.1 民法成年年齢引下げが与える重大な影響 辺見紀男/編集代表 武井洋一/編集代
表 清文社

43 324.5 Q&A民法改正の要点 松尾博憲/編著 日本経済新聞出版社

44 324.6 成年後見人をたてないとダメといわれたら読む本 粂智仁/著 セルバ出版

45 324.6 法人後見のてびき 齋藤修一/監修 全国地域生活支援機
構/著 日本加除出版

46 324.7 90分で遺言書 塩原匡浩/著 ダイヤモンド社

47 324.8 戸籍のためのQ&A「婚姻届」のすべて 荒木文明/著 日本加除出版

48 324.8 筆界特定事例集 3 大阪法務局不動産登記部門地図整
備・筆界特定室/編著 日本加除出版

49 324.8 家族信託の教科書 島田雄左/著 税務経理協会

50 325.2 種類株式ハンドブック 太田洋/編著 松尾拓也/編著 商事法務

51 326 たのしい刑法 2 島伸一/編著 山本輝之/[ほか著] 弘文堂

52 327.1 変貌する法科大学院と弁護士過剰社会 森山文昭/著 花伝社

53 327.2 裁判官はこう考える弁護士はこう実践する民事裁判手続 柴崎哲夫/著 牧田謙太郎/著 学陽書房

54 327.6 Q&Aでわかる日本版「司法取引」への企業対応 山口幹生/著 名取俊也/著 同文舘出版

55 330 図解でわかる14歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

56 330 小宮一慶の「日経新聞」深読み講座 2018年版 小宮一慶/著 日本経済新聞出版社

57 331.1 経済数学入門 丹野忠晋/著 日本評論社

58 332.1 逆説の日本経済論 斎藤史郎/編著 永守重信/[ほか述] PHP研究所

59 332.1 異次元緩和の終焉 野口悠紀雄/著 日本経済新聞出版社

60 334.2 ライフ・プロジェクト ヘレン・ピアソン/[著] 大田直子/訳 みすず書房

61 334.4 不法移民はいつ<不法>でなくなるのか ジョセフ・カレンズ/著 横濱竜也/訳 白水社

62 334.4 だから、居場所が欲しかった。 水谷竹秀/著 集英社

63 335 自分と会社を成長させる7つの力(パワー) 新将命/著 アルファポリス

64 335 ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス 森下哲朗/著 平野温郎/著 有斐閣

65 335.1 経営者に贈る5つの質問 P.F.ドラッカー/著 上田惇生/訳 ダイヤモンド社

66 335.2 巨大倒産 有森隆/著 さくら舎

67 335.2 巨大ブラック企業 佐高信/著 河出書房新社

68 335.2 月曜日の朝が待ち遠しくてワクワクする職場の話 角田識之/著 あさ出版

69 335.2 空前絶後★ベンチャー企業は宇宙的発想で!! 早川和宏/著 三和書籍

70 335.3 図説日本の中小企業 2017 商工総合研究所/編 商工総合研究所

71 335.3 知識ゼロからの事業承継&相続税のしくみ 山田ビジネスコンサルティング/著 幻冬舎

72 335.4 ガバナンス改革 先を行く経営先を行く投資家 『山を動かす』研究会/編 日本経済新聞出版社

73 336 業務委託契約の基本と書式 長谷川俊明/編著 荒木洋介/[著] 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 336.1 個人情報・プライバシーの実務ガイド EYアドバイザリー・アンド・コンサ
ルティング(株)/編 同文舘出版

75 336.1 逆境を「アイデア」に変える企画術 河西智彦/著 宣伝会議

76 336.1 技術経営 原拓志/編著 宮尾学/編著 中央経済社

77 336.1 サイバー攻撃に勝つ経営 山本直樹/著 日経BP社

78 336.1 カテゴリーキング
アル・ラマダン/著 デイブ・ピー
ターソン/著

集英社

79 336.2 図解マッキンゼー流入社1年目問題解決の教科書 大嶋祥誉/著 SBクリエイティブ

80 336.2 10歳でもわかる問題解決の授業 苅野進/著 フォレスト出版

81 336.2 1分で仕事を片づける技術 鈴木進介/著 あさ出版

82 336.2 効率・時間・スピードすごい習慣力 冨山真由/著 三笠書房

83 336.2 最適解の技術 鳥原隆志/著 すばる舎リンケージ

84 336.2 できる人の時短仕事術 水沢博樹/著 ぱる出版

85 336.2 完全残業ゼロの働き方改革 米村歩/著 上原梓/著 プチ・レトル

86 336.3 優れたリーダーはみな小心者である。 荒川詔四/著 ダイヤモンド社

87 336.3 「残業しないチーム」と「残業だらけチーム」の習慣 石川和男/著 明日香出版社

88 336.3 最新組織改革の基本と実践がよ〜くわかる本 加藤丈博/著 荒川和久/著 秀和システム

89 336.3 マネージャーは「人」を管理しないで下さい。 田原祐子/著 秀和システム

90 336.4 部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ 占部正尚/著 日本実業出版社

91 336.4 企業ができるがん治療と就労の両立支援実務ガイド 遠藤源樹/著 日本法令

92 336.4 大前研一 デジタルネイティブ人材の育て方 大前研一/編著 プレジデント社

93 336.4 今すぐできる!中小企業の介護離職防止対策と制度づくり 小林包美/著 第一法規

94 336.4 新卒採用力が会社の未来を決める! 小山昇/著 マネジメント社

95 336.4 仕事の「生産性」はドイツ人に学べ 隅田貫/著 KADOKAWA

96 336.4 図解でわかる!伝わるプレゼン 藤原毅芳/著 秀和システム

97 336.4 Q&A労基署調査への法的対応の実務 宮崎晃/著 西村裕一/著 中央経済社

98 336.5 小さな会社ではじめてIT担当になった人のネットワーク超入門 奥田英太郎/著 秀和システム

99 336.5 上司からYESを引き出す!「即決される」資料作成術 柏木吉基/著 KADOKAWA

100 336.5 弁護士が教えるIT契約の教科書 上山浩/著 日経コンピュータ/編 日経BP社

101 336.5 「はたらく」の未来予想図 鯨井康志/著 白揚社

102 336.8 業種把握読本 味香興郎/編 藤井一郎/編 金融ブックス

103 336.8 100分でわかる!決算書「分析」超入門 2018 佐伯良隆/著 朝日新聞出版

104 336.8 数字オンチがみるみるなおる!計数感覚ドリル 千賀秀信/著 朝日新聞出版

105 336.8 革命のファンファーレ 西野亮廣/著 幻冬舎

106 336.9 借地権 奥田周年/編著 中央経済社

107 336.9 監査役監査の基本がわかる本 新日本有限責任監査法人/編 同文舘出版

108 336.9 寄附金課税のポイントと重要事例Q&A 西巻茂/著 税務研究会出版局

109 336.9 減価償却資産の耐用年数表とその使い方 29年改正版 日本法令/編 日本法令

110 336.9 粉飾決算vs会計基準 細野祐二/著 日経BP社

111 336.9 フリーランス&個人事業主いちばんラクする!経理のさばき方 和田茂夫/著 久保豊子/監修 技術評論社

112 338 ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来
ニュー・サイエンティスト編集部/著
水谷淳/訳 SBクリエイティブ

113 338.1 スマートベータの取扱説明書 徳野明洋/著 東洋経済新報社

114 338.1 ESG投資 水口剛/著 日本経済新聞出版社

115 338.5 取引先を“稼ぐ企業”に変える方法教えます! 小出宗昭/著 近代セールス社

116 338.7 住宅ローン借り換えマジック 淡河範明/著 ダイヤモンド社

117 338.7 年次報告書 平成28年度 日本貸金業協会/[編] 日本貸金業協会

118 338.8 初心者は投信積み立てから始めよう 西野武彦/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

119 345.1 租税法 岡村忠生/著 酒井貴子/著 有斐閣

120 345.3 年末調整・法定調書の記載チェックポイント 平成29年分 近田順一朗/著 中央経済社

121 345.3 フリーランス&個人事業主のための確定申告 山本宏/監修 技術評論社

122 345.5 ナンバー1税理士がすべて教える!相続税完全攻略法 鎌倉圭/著 亀谷尚輝/著 朝日新聞出版

123 345.5 Q&A110新時代の生前贈与と税務 平成29年改訂版 坪多晶子/著 ぎょうせい

124 349.5 最新判例でつかむ固定資産税の実務 安部和彦/著 清文社

125 350.1 あなたのまわりのデータの不思議 景山三平/著 実教出版

126 350.1 統計学の日本史 宮川公男/著 東京大学出版会

127 361 憎悪と愛の哲学 大澤真幸/著 KADOKAWA

128 361.4 目くじら社会の人間関係  (講談社+α新書) 佐藤直樹/[著] 講談社

129 361.4 ルールを守る心 北折充隆/著 サイエンス社

130 361.4 人を操る説得術 ニック・コレンダ/著 山田文/訳 パンローリング

131 361.4 最強の説得力 齋藤孝/著 マガジンハウス

132 361.4 結果を引き出す大人のほめ言葉 西村貴好/著 同文舘出版

133 361.4 がまんをやめる勇気 平木典子/著 海竜社

134 361.4 モラルハラスメント あなたを縛る見えない鎖 リサ・アロンソン・フォンテス/著
宮家あゆみ/訳 晶文社

135 361.4 負けない大人のケンカ術 和田秀樹/著 祥伝社

136 361.9 統計は暴走する  (中公新書ラクレ) 佐々木彈/著 中央公論新社

137 361.9 都道府県格差 橘木俊詔/監修 造事務所/著 日本経済新聞出版社

138 364.0 人口減少と社会保障  (中公新書) 山崎史郎/著 中央公論新社

139 364.0 「分かち合い」社会の構想 神野直彦/編 井手英策/編 岩波書店

140 364.0 社会保障クライシス 山田謙次/著 東洋経済新報社

141 364.4 図解介護保険の改正早わかりガイド 2018年度 井戸美枝/著 日本実業出版社

142 364.6 40歳からのiDeCo徹底活用 朝倉智也/著 岡田正樹/著 ビジネス教育出版社

143 365 消費者法実務ハンドブック 安達敏男/著 吉川樹士/著 日本加除出版

144 365.3 満足する家を買いたいならこうしなさい! 近藤利一/著 自由国民社

145 365.3 空き家対策の処方箋 玉木賢明/著 玉木税務法律事務所/編 日本地域社会研究所

146 365.3 老後をリッチにする家じまい 長谷川裕雅/著 イースト・プレス

147 366 ギグ・エコノミー ダイアン・マルケイ/著 門脇弘典/訳 日経BP社

148 366.1 中国労働法事件ファイル 五十嵐充/共著 包香玉/共著 日本法令

149 366.1 概説労働市場法 鎌田耕一/著 三省堂

150 366.2 職業の経済学 阿部正浩/編著 菅万理/編著 中央経済社

151 366.2 私は自分の仕事が大好き 2 鴨頭嘉人/[編]著 かも出版

152 366.2 中学生・高校生の仕事ガイド 2018-2019年版 進路情報研究会/編 桐書房

153 366.7 お先に失礼します! 中村一/著 KADOKAWA

154 367.3 日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば? Create Media/編 dZERO

155 367.3 子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン/著 村井理子/訳 太田出版

156 367.3 オトナ親子の同居・近居・援助 大和礼子/著 学文社

157 367.7 歳のことなど忘れなさい。 加藤恭子/著 出版芸術社

158 367.9 LGBTのひろば 大塚隆史/編 城戸健太郎/編 日本評論社

159 368.6 性犯罪加害者家族のケアと人権 阿部恭子/編著 現代人文社

160 368.6 凶獣 石原慎太郎/著 幻冬舎

161 369.1 介護リーダーのためのアンガーマネジメント活用法 田辺有理子/著 第一法規

162 369.2 社会的入院から地域へ 加藤真規子/著 現代書館

163 369.2 高齢者のための音楽レクリエーション 斉藤道雄/監修 長坂希望/監修 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

164 369.4 甘えと受けとめ 揖斐正浩/著 文芸社

165 369.4 メイク・ア・ウィッシュ夢の実現が人生を変えた 大野寿子/著 KADOKAWA

166 371.4 不登校を乗り越えるために 高賢一/著 北國新聞社出版局

167 371.4 不登校から脱け出した家族が見つけた幸せの物語 菜花俊/著 青春出版社

168 371.4 学校メンタルヘルスハンドブック 日本学校メンタルヘルス学会/編 大修館書店

169 372 日本の15歳はなぜ学力が高いのか? ルーシー・クレハン/著 橋川史/訳 早川書房

170 372.1 闘いを記憶する百姓たち 八鍬友広/著 吉川弘文館

171 375.8 「説明表現能力」育成のための学習指導論 萩中奈穂美/著 溪水社

172 376.1 たのしい楽器あそびと合奏の本 赤羽美希/著 深見友紀子/監修
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

173 376.1 子どもと学ぶ日本の伝統食材 奥薗壽子/レシピ・料理制作 矢島麻
由美/監修 メイト

174 376.1 決定版!12か月の自然あそび87 高橋京子/著 新星出版社

175 376.1 0-5歳児かわいい!発表会&行事のコスチューム 宮地明子/著 学研プラス

176 376.1 幼保連携型認定こども園教育・保育要領ハンドブック 無藤隆/監修 学研教育みらい

177 376.1 U-CANのあそびミニ百科 0・1・2歳児 ユーキャン学び出版スマイル保育研
究会/編

ユーキャン学び出版

178 376.1 U-CANのあそびミニ百科 3・4・5歳児
ユーキャン学び出版スマイル保育研
究会/編

ユーキャン学び出版

179 376.8 中学卒・高校転編入からの進学 2018  学びリンク

180 377.2 大学大倒産時代  (朝日新書) 木村誠/著 朝日新聞出版

181 377.2 大学の実力 2018 読売新聞教育ネットワーク事務局/著
編 中央公論新社

182 378 ADHDの子の育て方のコツがわかる本 本田秀夫/監修 日戸由刈/監修 講談社

183 378 発達障害の基礎知識 宮尾益知/著 河出書房新社

184 379.7 東大合格者が実践している絶対飽きない勉強法 鬼頭政人/著 大和書房

185 379.9 子どもを叱り続ける人が知らない「5つの原則」 石田勝紀/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

186 383.8 喫茶の歴史 木村栄美/著 淡交社

187 383.9 茅葺きの民俗学 安藤邦廣/著 はる書房

188 384.3 森林官が語る山の不思議 加藤博二/著 河出書房新社

189 384.3 旅の民俗シリーズ 第1巻 旅の文化研究所/編 現代書館

190 384.3 旅の民俗シリーズ 第2巻 旅の文化研究所/編 現代書館

191 384.3 旅の民俗シリーズ 第3巻 旅の文化研究所/編 現代書館

192 384.9 廓の媚学 菊地ひと美/著・絵 講談社

193 385.9 日本人のおもてなし練習帖 松平洋史子/著 秀和システム

194 388.1 怪異伝承譚 大島廣志/編 アーツアンドクラフツ

195 388.1 47都道府県・妖怪伝承百科 小松和彦/監修 常光徹/監修 丸善出版

196 389 うしろめたさの人類学 松村圭一郎/著 ミシマ社

197 397.2 <証言録>海軍反省会 10 戸高一成/編 PHP研究所

198 399.1 兵学思想入門  (ちくま新書) 拳骨拓史/著 筑摩書房

199 399.2 あなたの人生を豊かにする孫子の兵法  洋泉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 対称性 Ian Stewart/著 川辺治之/訳 丸善出版

2 404 美しい科学の世界 伊知地国夫/写真・文 東京堂出版

3 404 科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること 川口淳一郎/監修 秀和システム

4 407 科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた 国立科学博物館/編 丸善出版

5 410 数学の問題をうまくきれいに解く秘訣
Alfred S.Posamentier/著 Stephen
Krulik/著

共立出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 410 ビジュアル高校数学大全 涌井良幸/著 涌井貞美/著 技術評論社

7 410 数学の世界  ニュートンプレス

8 415.3 測度・確率・ルベーグ積分 原啓介/著 講談社

9 417 いまさら聞けない疑問に答える統計学のキホンQ&A100 ニール・J.サルキンド/著 山田剛史/
訳 新曜社

10 417 データ分析をマスターする12のレッスン 畑農鋭矢/著 水落正明/著 有斐閣

11 419.1 和算百科 和算研究所/編 佐藤健一/編集代表 丸善出版

12 421.2 時間とはなんだろう  (ブルーバックス) 松浦壮/著 講談社

13 421.3 佐藤文隆先生の量子論  (ブルーバックス) 佐藤文隆/著 講談社

14 424 低周波音 土肥哲也/編著 赤松友成/[ほか]共著 コロナ社

15 430 亜澄錬太郎の事件簿 3 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

16 430.2 中国古代化学 趙匡華/著 廣川健/監修 丸善出版

17 432.1 化学系のための安全工学 西山豊/編著 柳日馨/編著 化学同人

18 440.2 宇宙を見た人たち 二間瀬敏史/[著] 海鳴社

19 441.1 重力波発見! 高橋真理子/著 新潮社

20 446 月のきほん 白尾元理/著 誠文堂新光社

21 449.3 十二支読本 稲田義行/著 創元社

22 450 地球の科学 佐藤暢/著 北樹出版

23 450.1 ミュオグラフィ 田中宏幸/著 大城道則/著 丸善出版

24 455 はじめての地質学 日本地質学会/編著 ベレ出版

25 460.4 いのち愛づる生命誌(バイオヒストリー) 中村桂子/著 藤原書店

26 464.2 生命(いのち)を支えるATPエネルギー  (ブルーバックス) 二井將光/著 講談社

27 467.2 CRISPR究極の遺伝子編集技術の発見 ジェニファー・ダウドナ/著 サミュ
エル・スターンバーグ/著 文藝春秋

28 468 絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ/著 後藤章/絵 講談社

29 470.4 雑草が教えてくれた日本文化史 稲垣栄洋/著 エイアンドエフ

30 471.3 図説植物の不思議 西永奨/写真 西永裕/著 秀和システム

31 474.8 よくわかる日本のキノコ図鑑 保坂健太郎/監修 学研プラス

32 480.4 日高敏隆 日高敏隆/著 平凡社

33 481.1 似ている動物「見分け方」事典 木村悦子/執筆 北澤功/監修 ベレ出版

34 481.1 たいへんな生きもの マット・サイモン/著 松井信彦/訳 インターシフト

35 481.7 ディープオーシャン深海生物の世界 NHKスペシャル「ディープオーシャ
ン」制作班/監修 宝島社

36 485.3 エビ・カニの疑問50 日本甲殻類学会/編 成山堂書店

37 486.0 蟲の饗宴 奥本大三郎/著 世界文化社

38 488 世界の国鳥 アフロ/写真 水野久美/テキスト 青幻舎

39 488.2 新日本の探鳥地 首都圏編 BIRDER編集部/編 文一総合出版

40 489.5 人を襲うクマ 羽根田治/著 山崎晃司/解説 山と溪谷社

41 489.7 どこに行ってしまったの!?アジアのゾウたち 新村洋子/著 合同出版

42 490.1 いさぎよく死ぬ生きかた 帯津良一/著 徳間書店

43 490.4 不養生訓 帯津良一/著 山と溪谷社

44 490.4 あなたが知っている健康常識では早死にする! 近藤誠/著 徳間書店

45 490.4 身体知性 佐藤友亮/著 朝日新聞出版

46 490.4 医者がホンネで教える診断のウラ、病院の選び方  洋泉社

47 491.1 科学知と人文知の接点
山中伸弥/監修 京都大学iPS細胞研究
所上廣倫理研究部門/編 弘文堂

48 491.3 絶対にミスをしない人の脳の習慣 樺沢紫苑/著 SBクリエイティブ

49 491.3 ストレスの脳科学 田中正敏/著 講談社

50 491.3 聞くと話すの脳科学 廣谷定男/編著 筧一彦/[ほか]共著 コロナ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 491.3 いきなりサイエンス ミッチェル・モフィット/著 グレッ
グ・ブラウン/著 文響社

52 491.5 いちばんやさしい薬理学 木澤靖夫/監修 成美堂出版

53 491.6 ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるのか? 高橋祥子/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

54 491.6 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹/著 晶文社

55 491.7 抗生物質と人間  (岩波新書 新赤版) 山本太郎/著 岩波書店

56 492.7 すごい整体 上原考一/著 SBクリエイティブ

57 493.1 老人の取扱説明書  (ＳＢ新書) 平松類/著 SBクリエイティブ

58 493.1 脚気と軍隊 荒木肇/著 並木書房

59 493.1 70歳からの筋トレ&ストレッチ 大渕修一/編著 法研

60 493.1 肥満がいやなら肺を鍛えなさい 加藤雅俊/著 日本文芸社

61 493.1 ここがポイント!見てわかる高齢者の糖尿病 門脇孝/監修 メディカ出版

62 493.1 公園うんどうで寝たきりを防ぐ! 体力つくり指導協会/監修 産業編集センター

63 493.1 100歳まで元気でいるための歩き方&杖の使い方 西野英行/著 翔泳社

64 493.2 狭心症・心筋梗塞 三田村秀雄/監修 講談社

65 493.3 息切れで悩むCOPD 木田厚瑞/著 法研

66 493.3 「ぜんそく」のことがよくわかる本 松瀬厚人/監修 講談社

67 493.4 最新大腸がん治療 福長洋介/監修 主婦と生活社

68 493.6 腱鞘炎は自分で治せる 高林孝光/著 マキノ出版

69 493.7 発達障害を仕事に活かす  (朝日新書) 星野仁彦/著 朝日新聞出版

70 493.7 うつを気楽にいやす本 斎藤茂太/著 ミューズワーク/イラス
ト 興陽館

71 494.5 がん治療革命の衝撃  (NHK出版新書) NHKスペシャル取材班/著 NHK出版

72 494.5 がんを再発させない暮らし方 鹿島田忠史/著 主婦の友社

73 494.5 ドクターが教える抗がん剤治療がラクになる生活術 中川靖章/監修 日東書院本社

74 494.8 やってはいけない肌のケア 村松重典/著 KADOKAWA

75 495 あなたも知らない女のカラダ 船曳美也子/著 講談社

76 495.4 がんになる前に乳房を切除する 小倉孝保/著 文藝春秋

77 495.4 妊活に疲れたら、開く本 平山史朗/著 主婦の友インフォス

78 495.4 乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田祥子/著 主婦と生活社

79 495.6 ぼくが生まれてきたわけ 池川明/著 こうのみほこ/本文絵 KADOKAWA

80 496.3 図解やさしくわかる目の病気 小沢忠彦/監修 ナツメ社

81 497.5 安心して受けられるインプラントの最新治療 辻本仁志/著 農山漁村文化協会

82 498 鉄腕アトムのような医師 高尾洋之/著 日経BP社

83 498.0 投資型医療 武内和久/[著] 山本雄士/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

84 498.1 病院のすべてがわかる! コンパッソ税理士法人/編 ナツメ社

85 498.3 すべての疲労は脳が原因 3 (集英社新書) 梶本修身/著 集英社

86 498.3 生活習慣を変えなくても、深い眠りは手に入る 今枝昌子/著 山と溪谷社

87 498.3 長生きしたければ座りすぎをやめなさい 岡浩一朗/著 ダイヤモンド社

88 498.3 一生自分の足で歩こう!歩活のススメ 金村卓/著 メトロポリタンプレス

89 498.3 脳と体がよみがえる!リズム深呼吸 北一郎/著 山と溪谷社

90 498.3 体幹ウォーキング 金哲彦/著 学研プラス

91 498.3 超「姿勢」力 ZERO GYM/著 重森健太/監修
クロスメディア・パブ
リッシング

92 498.3 寝てもとれない疲れをとる本 中根一/著 文響社

93 498.4 「低気圧頭痛」は治せる! 佐藤純/著 飛鳥新社

94 498.5 図解食卓の薬効事典 池上文雄/著 農山漁村文化協会

95 498.5 効く!食事療法大全大満足レシピベスト400 主婦の友社/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

96 498.5 これは効く!食べて治す最新栄養成分事典 中嶋洋子/監修 蒲原聖可/監修 主婦の友社

97 498.5 キレイにやせる!驚きの新常識50 NHK「美と若さの新常識」取材班/編 KADOKAWA

98 498.5 子どもの味覚を育てる
ジャック・ピュイゼ/著 石井克枝/日
本版監修

CCCメディアハウス

99 498.5 医者が教える食事術最強の教科書 牧田善二/著 ダイヤモンド社

100 498.5 絵で見てわかる定番おかずをおいしく減塩 松田康子/著 女子栄養大学出版部

101 498.5 食と健康の一億年史 スティーブン・レ/著 大沢章子/訳 亜紀書房

102 498.6 薬害エイズ事件の真相 長山淳哉/著 緑風出版

103 498.7 知ってびっくり子どもの脳に有害な化学物質のお話 水野玲子/著 食べもの通信社

104 499.8 フィンランド発ヘンリエッタの実践ハーブ療法
ヘンリエッタ・クレス/著 石丸沙織/
訳

フレグランスジャーナ
ル社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507.2 特許出願かんたん教科書 中本繁実/著 中央経済社

2 507.2 ライセンス契約の基本と書式 長谷川俊明/編著 荒木洋介/[著] 中央経済社

3 507.2 特許を取ろう! 宮保憲治/共著 岡田賢治/共著 東京電機大学出版局

4 507.9 アネスト岩田エアーブラシメンテナンスブック モデルグラフィックス編集部/編 大日本絵画

5 507.9 みんなの建築ミニチュア 橋爪紳也/編 遠藤秀平/編 芸術新聞社

6 509.6 QCストーリーとQC七つ道具 内田治/著 吉富公彦/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

7 509.6 金を掛けずに知恵を出すからくり改善事例集 Part3 日本プラントメンテナンス協会/編 日刊工業新聞社

8 509.6 図解よくわかるこれからのヒューマンエラー対策 吉原靖彦/著 同文舘出版

9 510.9 イラストで見る安衛則100 浮田義明/監修 労働調査会/編 労働調査会

10 510.9 満洲の土建王 榊谷仙次郎 岡田和裕/著 潮書房光人社

11 515.0 世界の橋 マーカス・ビニー/著 黒輪篤嗣/訳 河出書房新社

12 518.2 下水道経営ハンドブック 第29次改訂版(平成29年) 下水道事業経営研究会/編集 ぎょうせい

13 518.8 フラノマルシェはまちをどう変えたか 石原武政/著 加藤司/著 学芸出版社

14 518.8 都市計画 川上光彦/著 森北出版

15 518.8 まちの賑わいをとりもどす 中野恒明/著 花伝社

16 518.8 まちを読み解く 西村幸夫/編 野澤康/編 朝倉書店

17 518.8 風景にさわる 長谷川浩己/著 丸善出版

18 519.1 トランプ・リスク 有馬純/著 エネルギーフォーラム

19 523.1 いいビルの世界 東京ビルさんぽ/著 大福書林

20 523.1 安藤忠雄 松葉一清/監修 平凡社

21 523.3 ヴェルサイユ宮殿 クリストフ・フアン/撮影 トマ・ガ
ルニエ/撮影 筑摩書房

22 524.9 新イラスト建築防火
たかぎただゆき/著 こばやしきょう
いち/監修

近代消防社

23 525.1 やさしく学ぶ建築製図 松下希和/著 長沖充/著 エクスナレッジ

24 525.5 あるノルウェーの大工の日記 オーレ・トシュテンセン/著 牧尾晴
喜/監訳

エクスナレッジ

25 525.5 雨漏りトラブル完全解決 日経ホームビルダー/編 日経BP社

26 526.3 高齢者施設 山田あすか/著 古賀誉章/著 彰国社

27 526.7 美しい世界の傑作ミュージアム MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

28 527 絶対幸せになる!家づくりの基本125 2018年度版  エクスナレッジ

29 527 リノベーションハウスのベストスタイルブック  主婦の友社

30 528.5 技術屋が語るユーザーとオーナーのためのエレベーター読本 鈴木孝夫/著 ころから

31 531.1 材料力学入門 堀野正俊/著 オーム社

32 536 残念な鉄道車両たち 池口英司/著 イカロス出版

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 536 関西の鉄道車両図鑑 来住憲司/著 創元社

34 537.2 電気自動車 森本雅之/著 森北出版

35 539.0 核開発時代の遺産 若尾祐司/編 木戸衛一/編 昭和堂

36 540 現場で役立つ電気の知識と心得 近藤晴雄/著 戸谷次延/著 秀和システム

37 540.6 東芝の悲劇 大鹿靖明/著 幻冬舎

38 540.9 最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 本橋恵一/著 秀和システム

39 541.6 社会を変えた強力磁石の発明・事業化物語 岡本篤樹/著 アグネ技術センター

40 543.5 福島第一原発1号機冷却「失敗の本質」  (講談社現代新書)
NHKスペシャル『メルトダウン』取材
班/著 講談社

41 547.3 実用オーディオ真空管ガイドブック MJ無線と実験編集部/編 誠文堂新光社

42 547.4 ノンデザイナーでもわかるUX+理論で作るWebデザイン 川合俊輔/著 大本あかね/著 マイナビ出版

43 547.4 最強の効果を生みだす新しいSEOの教科書 野澤洋介/著 技術評論社

44 548.3 闘え!高専ロボコン 萱原正嗣/著 見ル野栄司/イラスト ベストセラーズ

45 549.8 はじめてのパワーエレクトロニクス 板子一隆/著 オーム社

46 553.7 図解実用ロープワーク 前島一義/著 成山堂書店

47 557.4 船舶通信の基礎知識 鈴木治/著 成山堂書店

48 559 兵士を救え!珍軍事研究 メアリー・ローチ/著 村井理子/訳 亜紀書房

49 588.0 最新食品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 秀和システム

50 588.3 小さな「パン屋さん」のはじめ方 Business Train/著 河出書房新社

51 588.3 パンのペリカンのはなし 渡辺陸/著 二見書房

52 588.5 3日目のワインがいちばんおいしい 渡辺良平/著 新星出版社

53 589.2 賢いスーツの買い方 しぎはらひろ子/著 プレジデント社

54 589.2 ファッションロー 角田政芳/著 関真也/著 勁草書房

55 589.2 ふだんの服で大人のおしゃれ 福田栄華/監修 朝日新聞出版

56 589.2 ファッションイラスト100年史
キャリー・ブラックマン/著 五十嵐
涼子/訳

スペースシャワーネッ
トワーク

57 589.2 究極の私服 干場義雅/著 日本文芸社

58 589.2 色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川波/著 マイナビ出版

59 590.4 60代シンプル・シックな暮らし方 石黒智子/著 SBクリエイティブ

60 590.4 世界一幸せな国、北欧デンマークのシンプルで豊かな暮らし 芳子ビューエル/著 大和書房

61 591 貯められない人の家計管理 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

62 591 銀行・保険会社では教えてくれない一生役立つお金の知識 塚原哲/著 日経BP社

63 593.3 今日の大人服 伊藤みちよ/著 日本ヴォーグ社

64 593.3 心地いい手ぬいのおしゃれ服 高橋恵美子/著 主婦と生活社

65 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2017-2018秋冬  ブティック社

66 593.5 魔法水でシミが落ちる! 横倉靖幸/監修 扶桑社

67 593.5 毎日ラクに片づくクロゼット収納  主婦と生活社

68 593.8 よくわかるストールの巻き方使い方 石田純子/監修 主婦の友社

69 594 手作りアクセサリー 貴和製作所/監修 repicbook

70 594 和布で作る飾り物  ブティック社

71 594.2 小倉ゆき子のビーズ刺しゅう 小倉ゆき子/著 マガジンランド

72 594.2 1色・2色で楽しむクロスステッチの連続模様100 小幡小織/著 日本ヴォーグ社

73 594.2 刺し子の手しごと 日本文芸社/編 日本文芸社

74 594.2 とっておきの刺しゅう小もの  日本ヴォーグ社

75 594.3 大人かわいい天然素材で編むニット 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

76 594.3 肌触りのよい糸で編むかわいい色のベビーニット 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

77 594.3 ジャンボ針で編むニット小物とバッグ emit/[ほか著] 学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 594.3 かぎ針あみのモチーフ50 主婦の友社/編 主婦の友社

79 594.3 Leafyナンシー・マーチャントのブリオッシュ編み ナンシー・マーチャント/著 西村知
子/監修 誠文堂新光社

80 594.3 ヴィンテージパターンブック MOORIT/著 グラフィック社

81 594.3 はじめてでも必ず編める!かわいいかぎ針編み小物 リトルバード/編 西東社

82 594.3 冬のかぎ針あみこもの Ronique/著 文化学園文化出版局

83 594.3 いちばんやさしいゆび編みの小もの  日本ヴォーグ社

84 594.3 かぎ針編みのクリスマス雑貨  アップルミンツ

85 594.3 かぎ針で編むフェアアイルこもの  アップルミンツ

86 594.3 かぎ針で編む和柄のざぶとん  アップルミンツ

87 594.6 Peyote Stitchで遊ぶMy Beads Accessories 草壁美里/著 グラフィック社

88 594.7 手縫いで楽しむきんちゃくとポーチとがまぐち  ブティック社

89 594.9 夢見るミニドール&ブローチ 今井のり子/著 鈴木治子/著 日東書院本社

90 594.9 DOLL'S CLOSET〜SEASONS〜 salon de monbon/著 K.S./著 ナツメ社

91 594.9 フェルト羊毛でつくる和のこもの 須佐沙知子/著 朝日新聞出版

92 594.9 羊毛フェルトで刺す絵画「タブレーヌ」 福田りお/著 講談社

93 594.9 松浦香苗の針仕事 松浦香苗/著 日本ヴォーグ社

94 596 ウー・ウェンの家庭料理8つの基本 ウーウェン/著 文藝春秋

95 596 重ねて煮るだけ!おいしいおかず 牛尾理恵/著 学研プラス

96 596 野菜たっぷり具だくさんの主役スープ150 エダジュン/著 誠文堂新光社

97 596 繰り返し作りたくなる!スープレシピ 大橋由香/[著] 枻出版社

98 596 やせるスープ 金丸絵里加/[著] 枻出版社

99 596 鍋ごとオーブンで、ごちそう煮込み料理 上島亜紀/著 学研プラス

100 596 シニア夫婦のかんたん!おいしい!一汁一菜健康ごはん 杵島直美/著 辰巳出版

101 596 大阪天神橋昆布問屋の昆布水レシピ 喜多條清光/著 KADOKAWA

102 596 週一回の作りおき漬けおきレシピ 検見崎聡美/著 青春出版社

103 596 みんなのラクうま献立日記 みんなの日記編集部/著 翔泳社

104 596 うれしい副菜 瀬尾幸子/著 新星出版社

105 596 おいしい圧力鍋おかず 瀬尾幸子/著 池田書店

106 596 〆まで楽しむおつまみ小鍋 高橋雅子/著 池田書店

107 596 スロークッカーのごちそうレシピ 田中優子/著 成美堂出版

108 596 フライパンで蒸し料理 堤人美/著 家の光協会

109 596 トラネコボンボンの空想居酒屋 中西なちお/著 グラフィック社

110 596 飛田和緒のおうち鍋 飛田和緒/著 世界文化社

111 596 魔法のように効くスープ 牧野直子/著 新星出版社

112 596 かんたん、なのに満足!スープでごはん みないきぬこ/著 池田書店

113 596 今日の晩ごはんと明日のおべんとう 山脇りこ/著 家の光協会

114 596 アレンジで2倍楽しむわたしの好きな煮込み料理 ワタナベマキ/著 家の光協会

115 596 四季の味 No.90 秋  ニューサイエンス社

116 596 スープの時間  地球丸

117 596 まいにち食べたいスープごはん  学研プラス

118 596 野菜たっぷりおかず  KADOKAWA

119 596.0 腹ペコ騒動記 岡崎大五/著 講談社

120 596.0 日本のすごい味 平松洋子/著 新潮社

121 596.2 トラットリアドンチッチョの極旨シチリア料理 石川勉/料理 池田愛美/文 世界文化社

122 596.2 バターを使わないグラタンレシピ 市瀬悦子/著 マイナビ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

123 596.2 みそ汁はおかずです 瀬尾幸子/著 学研プラス

124 596.3 現代そば料理 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

125 596.3 くり返し作りたい一生もの野菜レシピ 石原洋子/著 学研プラス

126 596.3 井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ 岩崎啓子/料理 栗山善四郎/料理 主婦の友社

127 596.3 賛否両論笠原将弘 鶏大事典 笠原将弘/著 KADOKAWA

128 596.3 四季を味わうにっぽんのパスタ スズキエミ/著 立東舎

129 596.3 フライパンリゾット 若山曜子/著 主婦と生活社

130 596.4 大切な人がきっと喜ぶもてなし&持ちよりレシピ 小堀紀代美/料理 瀬戸口しおり/料理 成美堂出版

131 596.4 科学的だからおいしい!お弁当のコツ 水島弘史/著 日本文芸社

132 596.4 ゆる自炊弁当BOOK  オレンジページ

133 596.6 はじめてのお菓子教室 荻田尚子/著 主婦の友社

134 596.6 英国の郷土菓子 砂古玉緒/著 講談社

135 596.6 いも・くり・かぼちゃのスイーツ 信太康代/著 ブティック社

136 596.6 365日のクッキー 高石紀子/著 主婦と生活社

137 596.6 はじめてでもおいしく作れる米粉のパウンドケーキ 多森サクミ/著 マイナビ出版

138 596.6 お母さんおやつ トミタセツ子/[著] 主婦の友社/編 主婦の友社

139 596.6 はじめての糖質オフスイーツ ともだかずこ/著 水野雅登/監修 法研

140 596.6 ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れるケーキ 森崎繭香/著 日東書院本社

141 596.6 低糖質のお菓子づくり 山田悟/監修 山田サラ/監修 プレジデント社

142 596.6 超簡単「ちょい足し酵母」のパン作り 吉永麻衣子/著 新潮社

143 596.6 人気料理家11人の本当においしいチーズケーキ  KADOKAWA

144 596.7 おじさん酒場 山田真由美/文 なかむらるみ/絵 亜紀書房

145 597.5 さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西紗代/著 講談社

146 597.9 プロに教わるシンプル掃除術 ミニメイド・サービス/監修 双葉社

147 597.9 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木和哉/著 主婦と生活社

148 599.3 1週間分まとめて作るフリージング&時短離乳食 中村美穂/著 池田書店

149 599.3 すぐわかる!離乳食mini  
ベネッセコーポレー
ション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域ブランドのつくり方と働き方  枻出版社

2 611.2 農地法読本 宮崎直己/著 大成出版社

3 611.3 未来にツケを残さない 糸山智栄/著 石坂薫/著 高文研

4 611.7 転換期の水田農業 鵜川洋樹/編著 佐藤加寿子/編著 農林統計協会

5 611.7 農業を繫ぐ人たち 湯川真理子/著 西日本出版社

6 611.7 新いまこそ農業  イカロス出版

7 611.9 森からの伝言 田渕義雄/[著] ネコ・パブリッシング

8 614.8 トラクターの世界史  (中公新書) 藤原辰史/著 中央公論新社

9 615.2 種子が消えればあなたも消える 西川芳昭/著 コモンズ

10 616 47都道府県・米/雑穀百科 井上繁/著 丸善出版

11 616.2 全国棚田ガイド 中島峰広/監修 棚田ネットワーク/編 家の光協会

12 619.3 小麦粉の科学 大楠秀樹/著 日刊工業新聞社

13 619.8 人気店のコーヒー焙煎 旭屋出版編集部/編著 旭屋出版

14 625 自分で育てて、食べる果樹100 船越亮二/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 626.2 まるごとわかるイチゴ 西澤隆/著 誠文堂新光社

16 626.9 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版! 伊藤龍三/著 主婦と生活社

17 627 育てたい花がたくさん見つかる図鑑1000 主婦の友社/編 主婦の友社

18 627.5 ツワブキ 奥野哉/著 誠文堂新光社

19 627.7 アフリカローズ 萩生田愛/著 ポプラ社

20 627.7 花木をはじめて育てる人に役立つ本 船越亮二/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

21 627.8 あたらしい盆栽の教科書 小林健二/著 エクスナレッジ

22 627.8 3ポットから作れる寄せ植え105 主婦の友社/編 主婦の友社

23 627.8 いちばんていねいなはじめての盆栽の育て方 広瀬幸男/著 日本文芸社

24 629.3 すべての子どもに遊びを みーんなの公園プロジェクト/編著
柳田宏治/編著 萌文社

25 645.4 ヤギ飼いになる ヤギ好き編集部/編 平林美紀/撮影 誠文堂新光社

26 645.6 獣医さんが教える手作り愛犬ごはん 小林豊和/監修 春木英子/栄養と料理
指導 主婦の友社

27 645.6 犬が伝えたかったこと 三浦健太/編著 サンクチュアリ出版

28 645.7 猫だもの いせひでこ/絵と文 かさいしんぺい/
文 平凡社

29 648.1 ミルク日記
チーム・ミルクジャパン/著 寄藤文
平/アートディレクション ポプラ社

30 648.2 侵略する豚 青沼陽一郎/著 小学館

31 651.7 小さい林業で稼ぐコツ 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

32 653.2 秋の樹木図鑑 林将之/著 廣済堂出版

33 661.7 荒くれ漁師をたばねる力 坪内知佳/著 朝日新聞出版

34 664.7 貝毒 鈴木敏之/編 神山孝史/編 恒星社厚生閣

35 666.7 ヒョウモントカゲモドキ完全飼育 海老沼剛/著 川添宣広/編・写真 誠文堂新光社

36 667.4 キャビアの歴史 ニコラ・フレッチャー/著 大久保庸
子/訳 原書房

37 672.2 消費大陸アジア  (ちくま新書) 川端基夫/著 筑摩書房

38 673.3 担当になったら知っておきたい「販売促進」実践講座 岩本俊幸/著 日本実業出版社

39 673.3 はじめてのメルカリの使い方 桑名由美/著 秀和システム

40 673.3 営業 冨田和成/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

41 673.8 百円の男ダイソー矢野博丈 大下英治/著 さくら舎

42 673.8 経営コンサルタントが読み解く流通業の「決算書」
松岡真宏/監修 フロンティア・マネ
ジメント株式会社/著 商業界

43 673.8 日系小売企業のアジア展開 柳純/編著 鳥羽達郎/編著 中央経済社

44 673.9 世界に広がる日本の職人  (ちくま新書) 青山玲二郎/著 筑摩書房

45 673.9 空き家対策等地域守りに関する調査研究 全国宅地建物取引業協会連合会/編集
全国宅地建物取引業保証協会/編集

全国宅地建物取引業協
会連合会

46 673.9 開業とお金の不安が無くなる『美容室開業の教科書』 中嶋政雄/著 中嶋有美/著 同友館

47 673.9 アルバイトが辞めない職場の作り方 平賀充記/[著] 上林時久/[著]
クロスメディア・マー
ケティング

48 673.9 グローバル社会と不動産価値 山本卓/編著 創成社

49 674 広告法 電通法務マネジメント局/編 永江禎/
編集代表

商事法務

50 674.3 あらゆる業種につかえる!アイコン・ピクトグラム大全  
パイインターナショナ
ル

51 675 大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部誠/著 KADOKAWA

52 675 ネットだけで集客と販促 最強の教科書 阿部悠人/著 秀和システム

53 675 ネット集客のやさしい教科書。 高田晃/著
エムディエヌコーポ
レーション

54 678.4 はじめての貿易取引も安心輸出入実務完全バイブル 中矢一虎/著 すばる舎リンケージ

55 681.3 交通事故判例百選 新美育文/編 山本豊/編 有斐閣

56 681.8 交通サービスの革新と都市生活 西山敏樹/著 慶應義塾大学出版会

57 683 基礎から学ぶ海運と港湾 池田良穂/著 海文堂出版

58 685.9 宅配クライシス 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

59 686.2 定本さらばブルートレイン! 芦原伸/著 天夢人
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No, 分類 書名 著者名 出版社

60 686.2 鉄道と観光の近現代史 老川慶喜/著 河出書房新社

61 686.2 神奈川県の鉄道 杉崎行恭/著
アルファベータブック
ス

62 686.2 今を駆ける蒸気機関車 都築雅人/著 交通新聞社

63 686.2 なつかしの通勤電車 関東編 広岡友紀/著 彩流社

64 686.2 新幹線スペシャルガイド  実業之日本社

65 687 エアライン・ビジネス入門 稲本恵子/編著 晃洋書房

66 689.5 東京ディズニーリゾートアトラクションガイドブック 2018 ディズニーファン編集部/編 講談社

67 689.5 るるぶハウステンボス [2017]  JTBパブリッシング

68 693.8 沖縄切手総カタログ  日本郵趣協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 目で覚える美術解剖学 ロベルト・オスティ/著 植村亜美/訳
パイインターナショナ
ル

2 702.3 西洋美術史 木村泰司/著 ダイヤモンド社

3 704 震美術論 椹木野衣/著 美術出版社

4 706.9 若冲と京(みやこ)の美術 細見美術館/監修・編集 紫紅社

5 707.9 どうしても欲しい! エリン・L.トンプソン/著 松本裕/訳 河出書房新社

6 709 世界遺産事典 2018改訂版 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

7 709.1 日本人なら、一度は見ておきたい国宝  枻出版社

8 712.1 運慶への招待
朝日新聞出版/編 浅見龍介/監
修

朝日新聞出版

9 718 比べてもっとよくわかる仏像 熊田由美子/著 朝日新聞出版

10 720.2 名画の中の植物 大場秀章/著 八坂書房

11 720.4 作家別あの名画に会える美術館ガイド 江戸絵画篇 金子信久/著 講談社

12 721.8 北斎への招待 朝日新聞出版/編 内藤正人/監修 朝日新聞出版

13 721.8 広重名所江戸百景 [歌川広重/画] 太田記念美術館/監修 美術出版社

14 721.8 北斎漫画 葛飾北斎/著 セーラ・E.トンプソン/
編 河出書房新社

15 721.8 出版文化のなかの浮世絵 鈴木俊幸/編 勉誠出版

16 721.9 精進ひとすじ 片岡球子/著 片岡佐和子/監修 求龍堂

17 721.9 狩野芳崖と四天王 野地耕一郎/編 平林彰/編 求龍堂

18 723.0 近代絵画史 上 (中公新書) 高階秀爾/著 中央公論新社

19 723.0 近代絵画史 下 (中公新書) 高階秀爾/著 中央公論新社

20 723.1 101歳の教科書 入江一子/著 生活の友社

21 723.3 ゴッホの耳 バーナデット・マーフィー/著 山田
美明/訳 早川書房

22 724.4 野村重存絶対に受けたい水彩画講座 野村重存/著 日貿出版社

23 725.5 色鉛筆で描く街角風景画 林亮太/著 マール社

24 726.1 キャラの部屋とインテリア 袖山卓也/監修 廣済堂マンガ工房/編 廣済堂出版

25 726.5 不思議の国のアリス コンプリート・イラストレーションズ
ルイス・キャロル/原作 ジョン・テ
ニエル/絵 グラフィック社

26 726.6 フランス絵本の世界 鹿島茂/著 青幻舎

27 726.6 思い出した訪問
エドワード・ゴーリー/著 柴田元幸/
訳

河出書房新社

28 726.7 親馬鹿子馬鹿 和田唱/著 和田誠/著 復刊ドットコム

29 726.9 ディズニーロマンティック切り絵 Atelier*Naco/著 ブティック社

30 726.9 かんたんやさしい押し絵 西本典子/[著] 日本ヴォーグ社

31 727.0 素材を使わないデザインのヒント  
パイインターナショナ
ル

32 727.8 日本字フリースタイル・コンプリート 稲田茂/著 誠文堂新光社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 727.8 カリグラフィー・ブック 三戸美奈子/編著 誠文堂新光社

34 728.2 愛の方程式 金澤翔子/書 金澤泰子/文 新日本出版社

35 728.2 中国の政治家と書 松宮貴之/著 雄山閣

36 730.8 パリ♥グラフィック  筑摩書房

37 736 消しゴム仏はんこ。でごあいさつ 津久井智子/著 麻田弘潤/著 誠文堂新光社

38 743.5 風景写真の便利帳 萩原史郎/著 萩原俊哉/著 玄光社

39 743.6 ねこの撮り方まとめました! 小川晃代/著 湯沢祐介/著 日本カメラ社

40 746.7 新いちばんやさしいiMovie入門 斎賀和彦/著 秀和システム

41 746.7 Premiere Pro逆引きデザイン事典 千崎達也/著 翔泳社

42 748 スティーヴ・マッカリーの「読む時間」 スティーヴ・マッカリー/著 渡辺滋
人/訳 創元社

43 749 自分でできる!印刷・加工テクニックブック
平田美咲/著 印刷・加工テクニック
ブック編集部/編

誠文堂新光社

44 750 魔術師のための創作BOOK 倉戸みと/著 日本文芸社

45 751 繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン 持永かおり/監修 メイツ出版

46 751 陶芸の技法を学ぼう  阿部出版

47 751.1 粋な古伊万里 「粋な古伊万里」図録編集部/編 平凡社

48 754.7 竹かご編みの発想と技法 竹かご部/編 誠文堂新光社

49 754.9 コロコロかわいいくす玉折り紙 小林一夫/監修 アップルミンツ

50 754.9 広告チラシのかごと雑貨 寺西恵里子/著 主婦の友社

51 754.9 かわいいポケット折り紙 藤本祐子/著 日貿出版社

52 754.9 カラーを楽しむカルトナージュ 吉田恵子/著 創藝社

53 754.9 折って使える!実用折り紙百科  ブティック社

54 754.9 和の切り紙ごよみ  日本ヴォーグ社

55 756.8 図説英国アンティークの世界 小野まり/著 河出書房新社

56 756.8 病膏肓に入る 鹿島茂/著 生活の友社

57 757 新しい分かり方 佐藤雅彦/著 中央公論新社

58 758 椅子 コレクション2 伊藤玄二郎/編集
写真文化首都「写真の
町」東川町

59 759 ドールハウス教本 vol.4  亥辰舎

60 760.9 ミュージシャンが知っておくべきマネジメントの実務 脇田敬/著 山口哲一/監修 リットーミュージック

61 762.1 山本直純と小澤征爾  (朝日新書) 柴田克彦/著 朝日新聞出版

62 762.3 ミシェル・ルグランクロニクル 濱田高志/著 立東舎

63 762.5 ホワイトハウスのピアニスト ナイジェル・クリフ/著 松村哲哉/訳 白水社

64 763.2 ピアノの名曲  (講談社現代新書) イリーナ・メジューエワ/著 講談社

65 763.5 ギター音楽理論 ベーシックセオリー編 矢萩秀明/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー

66 763.7 初心者のサックス基礎教本 [2017] 河原塚ユウジ/編著 自由現代社(発売)

67 763.7 ハーモニカ入門ゼミ [2017] 田中光栄/編著 自由現代社(発売)

68 764.3 ベートーヴェンの交響曲
マルティン・ゲック/著 北川千香子/
訳

音楽之友社

69 764.3 オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団/編 中央公論新社

70 764.6 吹奏楽の神様屋比久勲を見つめて 山崎正彦/著 スタイルノート

71 764.7 セロニアス・モンク ロビン・ケリー/著 小田中裕次/訳
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

72 765.6 こころの賛美歌・唱歌
大塚野百合/監修 日本キリスト教団
出版局/編集

日本キリスト教団出版
局

73 767.1 ヴォイス・ケア・ブック ガーフィールド・デイヴィス/著 ア
ンソニー・ヤーン/著 音楽之友社

74 767.4 超一流の指揮者がやさしく書いた合唱指導の本 黒川和伸/著 明治図書出版

75 773 大倉源次郎の能楽談義 大倉源次郎/語り・文 生田ケイ子/編
集 淡交社

76 773 これで眠くならない!能の名曲60選 中村雅之/著 誠文堂新光社

77 774 恋と歌舞伎と女の事情 仲野マリ/著 東海教育研究所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 775.1 劇団態変の世界 劇団態変/編著 大野一雄/[ほか述] 論創社

79 775.4 鉄道会社がつくった「タカラヅカ」という奇跡  (ポプラ新書) 中本千晶/著 ポプラ社

80 778.2 スター女優の文化社会学 北村匡平/著 作品社

81 778.4 あなたの知らない「レトロ特撮」の素晴らしき世界 山本弘/著 洋泉社

82 778.7 FAKEな平成史 森達也/著 KADOKAWA

83 778.7 大ヒットアニメで語る心理学 横田正夫/著 新曜社

84 778.8 定年後の韓国ドラマ  (幻冬舎新書) 藤脇邦夫/著 幻冬舎

85 778.8 わろてんか Part1 吉田智子/作 NHK出版/編 NHK出版

86 778.8 おんな城主直虎 完結編  NHK出版

87 779.9 昭和と師弟愛 小松政夫/著 KADOKAWA

88 780.6 オリンピックの真実 佐山和夫/著 潮出版社

89 780.6 パラリンピック大百科 日本障がい者スポーツ協会/協力 陶
山哲夫/監修 清水書院

90 780.7 正しい体幹トレーニング 有吉与志恵/著 実業之日本社

91 782 ムリなくはじめられる楽しいランニング 鈴木清和/著 成美堂出版

92 782.3 クレージー・ランニング 高部雨市/著 現代書館

93 782.5 日大式で差がつく!陸上競技投てき種目トレーニング 小山裕三/監修 メイツ出版

94 783.1 ボールマンがすべてではない 大野篤史/著 小谷究/著 東邦出版

95 783.1 Bリーグ公式ガイドブック 2017-18  文藝春秋

96 783.1 B.LEAGUEパーフェクト選手名鑑 2017-2018  洋泉社

97 783.4 友情 山中伸弥/著 平尾誠二/著 講談社

98 783.5 バドミントン シニアからのチャレンジ 池田明男/著 廣瀬勇夫/著 梓書院

99 783.5 テニス大人数対応ドリル 石井弘樹/著
ベースボール・マガジ
ン社

100 783.5 DVDでわかる!ソフトテニス勝てるダブルス!!ポイント50 小林幸司/監修 メイツ出版

101 783.7 敗者復活 元永知宏/著 河出書房新社

102 783.7 生きて還る 小林信也/著
集英社インターナショ
ナル

103 783.7 鈴木尚広の走塁バイブル 鈴木尚広/著
ベースボール・マガジ
ン社

104 783.7 ドライチ 田崎健太/著 カンゼン

105 786.1 治す!山の膝痛 小林哲士/著 山と溪谷社

106 786.3 スノーキャンプ・マニュアル
ボーイスカウト日本連盟/監修 ス
ノーキャンプ推進委員会/編 誠文堂新光社

107 786.5 ロードバイクを自在に操るための知識・技術・トレーニング 浅田顕/監修 ナツメ社

108 786.5 バイクパッキング入門 田村浩/著 実業之日本社

109 788.1 相撲茶屋のおかみさん 横野レイコ/著 現代書館

110 788.5 馬はなぜ走るのか 辻谷秋人/著 三賢社

111 791.6 茶花の二十四節気 武内範男/著 世界文化社

112 794 プロでも知りたがる!ビリヤード オシャレな撞き方・練習の仕方 江辺香織/著 町田正/監修 東邦出版

113 795 変化球には気を付けて 金成龍/著 成起昌/著 東京創元社

114 796 将棋棋力判定テスト 青野照市/著 創元社

115 796 1冊で全てわかる角交換四間飛車その狙いと対策 大石直嗣/著 マイナビ出版

116 796 三間飛車新時代 小倉久史/著 山本博志/著 マイナビ出版

117 796 ひふみんの将棋入門 加藤一二三/著 産経新聞出版

118 796 天彦流中盤戦術 佐藤天彦/著 NHK出版

119 796 これが決定版!相中飛車徹底ガイド 杉本昌隆/著 マイナビ出版

120 796 中原VS米長全局集 中原誠/著 米長邦雄/著 日本将棋連盟

121 796.0 天才藤井聡太 中村徹/著 松本博文/著 文藝春秋

122 796.0 中学生プロ棋士列伝  洋泉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

123 796 将棋ワンダーランド  ぴあ

124 798 藤田浩子のハンカチでおはなし 藤田浩子/編著 保坂あけみ/絵 一声社

125 798.5 Unityの教科書 北村愛実/著 SBクリエイティブ

126 799.3 プロが教えないダンス上達講座 第11弾 金沢正太/著 白夜書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 思想としての言語 中島隆博/著 岩波書店

2 801.9 はじめてのボランティア手話 谷千春/監修 主婦の友社

3 801.9 手話を学ぶ人のために 本名信行/著 加藤三保子/著 全日本ろうあ連盟

4 809 頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口謠司/著 ワニブックス

5 810.4 金田一秀穂のおとなの日本語 金田一秀穂/著 海竜社

6 810.4 社会人の日本語 山本晴男/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

7 811 図説日本の文字 今野真二/著 河出書房新社

8 816.5 小論文これだけ! 模範解答超基礎編 樋口裕一/著 大原理志/著 東洋経済新報社

9 816.6 心が通じる手紙の美しい言葉づかいひとこと文例集 池田書店編集部/編 池田書店

10 820.7 最短最速で上達する中国語学習法 高橋勇進/著 CCCメディアハウス

11 827.5 日中中日翻訳必携 実戦編3  日本僑報社

12 829.4 ニューエクスプレスインドネシア語 降幡正志/著 原真由子/著 白水社

13 831.5 スペリングの英語史 サイモン・ホロビン/著 堀田隆一/訳 早川書房

14 837.8 英語は7つの動詞でこんなに話せる 有元美津世/著 ジャパンタイムズ

15 837.8 ENGLISH ACADEMIA 中澤明子/編著 市川紘子/編著 朝日出版社

16 847.7 ドイツ語で読む星の王子さま
サン=テグジュペリ/著 ニールス・マ
ルテンゼン/ドイツ語訳 IBCパブリッシング

17 849.7 デンマーク語のしくみ 鈴木雅子/著 白水社

18 860.4 60歳からの外国語修行  (岩波新書 新赤版) 青山南/著 岩波書店

19 893.7 ハンガリー語のしくみ 大島一/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901 メタファー思考は科学の母 大嶋仁/著 弦書房

2 902.3 今を生きる人のための世界文学案内 都甲幸治/著 立東舎

3 910.2 坂口安吾論 柄谷行人/著 インスクリプト

4 910.2 村上春樹と《鎮魂》の詩学 小島基洋/著 青土社

5 910.2 吉本隆明と中上健次 三上治/著 現代書館

6 910.2 米澤穂信と古典部 米澤穂信/著 KADOKAWA

7 911.1 和歌文学大系 49 久保田淳/監修 明治書院

8 911.1 和歌文学大系 79 久保田淳/監修 明治書院

9 911.1 花高野 道浦母都子/著 角川文化振興財団

10 911.3 天の川銀河発電所 佐藤文香/編著 左右社

11 911.3 秘すれば花なり山頭火 西本正彦/著 春陽堂書店

12 911.3 連句年鑑 平成29年版 日本連句協会/編 日本連句協会

13 911.3 勿体なや祖師は紙衣の九十年 山折哲雄/著 中央公論新社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 911.4 現場川柳 現場川柳委員会/編 見ル野栄司/マン
ガ 徳間書店

15 911.4 古川柳入門 吉田健剛/著 森田雅也/監修 関西学院大学出版会

16 911.5 シュタイネ 多和田葉子/著 青土社

17 911.5 あなたとわたしのドキュメンタリー 成宮アイコ/著 書肆侃侃房

18 911.5 消せなかった過去 平松達夫/著 朝日新聞出版(発売)

19 912.6 倉本聰戯曲全集 1 倉本聰/著 新日本出版社

20 913.3 女房たちの王朝物語論 千野裕子/著 青土社

21 914.6 こんな老い方もある  (角川新書) 佐藤愛子/[著] KADOKAWA

22 914.6 逆襲される文明  (文春新書) 塩野七生/著 文藝春秋

23 914.6 95歳まで生きるのは幸せですか?  (PHP新書) 瀬戸内寂聴/著 池上彰/著 PHP研究所

24 914.6 生きる勇気が湧いてくる本 遠藤周作/著 青志社

25 914.6 絵本作家の百聞百見 川端誠/著 子どもの未来社

26 914.6 田舎暮らしと哲学 木原武一/著 新潮社

27 914.6 感傷的な午後の珈琲 小池真理子/著 河出書房新社

28 914.6 ていだん 小林聡美/著 中央公論新社

29 914.6 もぐ∞ 最果タヒ/著 error403/画 産業編集センター

30 914.6 〆切本 2 左右社編集部/編 左右社

31 914.6 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田桃紅/著 幻冬舎

32 914.6 コーヒーと随筆 庄野雄治/編 mille books

33 914.6 夫の後始末 曽野綾子/著 講談社

34 914.6 人間百種百人百癖 堀内新泉/著 国書刊行会

35 914.6 擬 松岡正剛/著 春秋社

36 914.6 100歳の生きじたく 吉沢久子/著 さくら舎

37 914.6 最後に手にしたいもの 吉田修一/著 木楽舎

38 914.6 泣きたくなるような青空 吉田修一/著 木楽舎

39 914.6 街と山のあいだ 若菜晃子/著 KTC中央出版

40 916 我がおっぱいに未練なし 川崎貴子/著 大和書房

41 916 笑顔のママと僕と息子の973日間 清水健/著 小学館

42 916 生きて、もっと歌いたい 芳垣文子/著 朝日新聞出版

43 918 日本文学全集 04 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

44 918.6 小松左京全集完全版 25 小松左京/著 城西国際大学出版会

45 918.6 小松左京全集完全版 47 小松左京/著 城西国際大学出版会

46 918.6 月も歩む 白崎龍子/著 郁朋社

47 918.6 宮沢賢治コレクション 6 宮沢賢治/著 筑摩書房

48 923.5 全訳封神演義 1 二階堂善弘/監訳 山下一夫/訳 勉誠出版

49 923.7 13・67 陳浩基/著 天野健太郎/訳 文藝春秋

50 929.1 ギリシャ語の時間 ハンガン/著 斎藤真理子/訳 晶文社

51 930.2 フォークナーのヨクナパトーファ小説 大地真介/著 彩流社

52 931.4 トールキンのベーオウルフ物語 J.R.R.トールキン/著 クリスト
ファー・トールキン/編 原書房

53 931.7 英語圏の現代詩を読む 中尾まさみ/著 東京大学出版会

54 933.6 ペストの記憶 ダニエル・デフォー/著 武田将明/訳 研究社

55 933.7 ぼくらが漁師だったころ
チゴズィエ・オビオマ/著 粟飯原文
子/訳 早川書房

56 933.7 ファインダーズ・キーパーズ 上 スティーヴン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋

57 933.7 ファインダーズ・キーパーズ 下 スティーヴン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋

58 933.7 鉄路のオベリスト C.デイリー・キング/[ほか]著 鮎川
哲也/訳 論創社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 933.7 ダスクランズ J.M.クッツェー/著 くぼたのぞみ/訳 人文書院

60 933.7 運命と復讐 ローレン・グロフ/著 光野多惠子/訳 新潮社

61 933.7 冷たい家
JP.ディレイニー/著 唐木田みゆき/
訳

早川書房

62 933.7 <サーカス・クイーン号>事件 クリフォード・ナイト/著 藤盛千夏/
訳 論創社

63 933.7 アーダ 上
ウラジーミル・ナボコフ/著 若島正/
訳

早川書房

64 933.7 アーダ 下
ウラジーミル・ナボコフ/著 若島正/
訳

早川書房

65 933.7 J・G・バラード短編全集 4 J.G.バラード/著 柳下毅一郎/監修 東京創元社

66 933.7 オクトーバー チャイナ・ミエヴィル/著 松本剛史/
訳 筑摩書房

67 933.7 魔女王の血脈
サックス・ローマー/著 田村美佐子/
訳

アトリエサード

68 933.7 死者はふたたび アメリア・レイノルズ・ロング/著
友田葉子/訳 論創社

69 936 壊れた世界で“グッドライフ”を探して
マーク・サンディーン/著 上原裕美
子/訳

NHK出版

70 936 私の中のわたしたち オルガ・R.トゥルヒーヨ/著 伊藤淑
子/訳 国書刊行会

71 943.7 ナミコとささやき声
アンドレアス・セシェ/著 松永美穂/
訳

西村書店

72 949.5 湖の男 アーナルデュル・インドリダソン/著
柳沢由実子/訳 東京創元社

73 952.7 改訂を重ねる『ゴドーを待ちながら』 堀真理子/著 藤原書店

74 953.6 ジュール・ヴェルヌ<驚異の旅>コレクション 4 ジュール・ヴェルヌ/[著] インスクリプト

75 953.7 ボージャングルを待ちながら オリヴィエ・ブルドー/著 金子ゆき
子/訳 集英社

76 958.7 アンドレ・ジッド集成 4 アンドレ・ジッド/著 二宮正之/訳 筑摩書房

77 963 チリ夜想曲 ロベルト・ボラーニョ/著 野谷文昭/
訳 白水社

78 980.2 トルストイ新しい肖像 E.J.ディロン/[著] 成田富夫/訳 成文社

79 981 レクイエム アンナ・アフマートヴァ/著 木下晴
世/編訳 群像社

80 983 テルリア ウラジーミル・ソローキン/著 松下
隆志/訳 河出書房新社

81 985 レーナの日記 エレーナ・ムーヒナ/[著] 佐々木寛/
訳 みすず書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 手がかりは「平林」 愛川晶/著 原書房

2 F トップリーグ 相場英雄/[著] 角川春樹事務所

3 F 東海道新幹線殺人事件 葵瞬一郎/著 講談社

4 F 踊る星座 青山七恵/著 中央公論新社

5 F 放課後の厨房男子 [3] 秋川滝美/著 幻冬舎

6 F ジゼル 秋吉理香子/著 小学館

7 F 博多那珂川殺人事件 梓林太郎/著 祥伝社

8 F 猫たちの色メガネ 浅生鴨/著 KADOKAWA

9 F 宗麟の海 安部龍太郎/著 NHK出版

10 F 希望が死んだ夜に 天祢涼/著 文藝春秋

11 F 金木犀と彼女の時間 彩坂美月/著 東京創元社

12 F 波濤の城 五十嵐貴久/著 祥伝社

13 F 蘇える鬼平犯科帳 池波正太郎/著 逢坂剛/著 文藝春秋

14 F ホワイトラビット 伊坂幸太郎/著 新潮社

15 F 世界で一番のクリスマス 石井光太/著 文藝春秋

16 F 賛美せよ、と成功は言った 石持浅海/著 祥伝社

17 F 琥珀の夢 上 伊集院静/著 集英社

18 F 琥珀の夢 下 伊集院静/著 集英社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 F ブルーローズは眠らない 市川憂人/著 東京創元社

20 F 西郷の首 伊東潤/著 KADOKAWA

21 F 僕たちのアラル 乾緑郎/著 KADOKAWA

22 F 地の星 伊吹有喜/著 ポプラ社

23 F 屍人荘の殺人 今村昌弘/著 東京創元社

24 F 天魔の所業、もっての外なり 岩井三四二/[著] 淡交社

25 F 岩田賛探偵小説選 岩田賛/著 論創社

26 F 翻弄 上田秀人/著 中央公論新社

27 F 角の生えた帽子 宇佐美まこと/著 KADOKAWA

28 F カシス川 荻野アンナ/著 文藝春秋

29 F ポーラースター [2] 海堂尊/著 文藝春秋

30 F 転生の魔 笠井潔/著 講談社

31 F 墨の香 梶よう子/著 幻冬舎

32 F 1999年の王 加藤元/著 KADOKAWA

33 F 双子は驢馬に跨がって 金子薫/著 河出書房新社

34 F 森へ行きましょう 川上弘美/著 日本経済新聞出版社

35 F 肉弾 河崎秋子/著 KADOKAWA

36 F 太陽ときみの声 川端裕人/作 朝日学生新聞社

37 F 愛のかたち 岸惠子/著 文藝春秋

38 F 鉄道探偵団 倉阪鬼一郎/著 講談社

39 F 武士マチムラ 今野敏/著 集英社

40 F 砂上 桜木紫乃/著 KADOKAWA

41 F 乱世をゆけ 佐々木功/[著] 角川春樹事務所

42 F 孤軍 笹本稜平/著 双葉社

43 F 征途 佐藤大輔/著 中央公論新社

44 F 騙し絵の牙 塩田武士/著 KADOKAWA

45 F 千の扉 柴崎友香/著 中央公論新社

46 F 猫ヲ捜ス夢 小路幸也/著 徳間書店

47 F 他に好きな人がいるから 白河三兎/著 祥伝社

48 F 青い花 瀬戸内寂聴/著 小学館

49 F 悪い夏 染井為人/著 KADOKAWA

50 F みさと町立図書館分館 高森美由紀/著 産業編集センター

51 F 高架線 滝口悠生/著 講談社

52 F スリーパー浸透工作員 竹内明/著 講談社

53 F ふなだま 立花水馬/著 徳間書店

54 F 花になるらん 玉岡かおる/著 新潮社

55 F 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人/著 実業之日本社

56 F エッグマン 辻仁成/著 朝日新聞出版

57 F 鉄路の牢獄 豊田巧/著 講談社

58 F 教場 0 長岡弘樹/著 小学館

59 F 酒が仇と思えども 中島要/著 祥伝社

60 F 千夜と一夜の物語 仁木英之/著 文藝春秋

61 F 十津川警部山手線の恋人 西村京太郎/著 講談社

62 F 通りすがりのあなた はあちゅう/著 講談社

63 F 消えない月 畑野智美/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 F 守教 上 帚木蓬生/著 新潮社

65 F 守教 下 帚木蓬生/著 新潮社

66 F アナログ ビートたけし/著 新潮社

67 F 霽月記 東出甫国/著 郁朋社

68 F いつか来る季節 広小路尚祈/著 桜山社

69 F 小説EV戦争 深井律夫/著 潮出版社

70 F 星星の火 2 福田和代/著 双葉社

71 F 編集ども集まれ! 藤野千夜/著 双葉社

72 F 南柯の夢 椹野道流/著 講談社

73 F 茶筅の旗 藤原緋沙子/著 新潮社

74 F 西郷隆盛その生涯 不破俊輔/著 明日香出版社

75 F きっと嫌われてしまうのに 松久淳/著 田中渉/著 双葉社

76 F 運命の恋をかなえるスタンダール 水野敬也/著 文響社

77 F 皆川博子コレクション 10 皆川博子/著 日下三蔵/編 出版芸術社

78 F でれすけ 簑輪諒/著 徳間書店

79 F アゲハの公約 三萩せんや/著 河出書房新社

80 F 湖底の城 8巻 宮城谷昌光/著 講談社

81 F 武者始め 宮本昌孝/著 祥伝社

82 F 百貨の魔法 村山早紀/著 ポプラ社

83 F 失恋バスは謎だらけ 森沢明夫/著 双葉社

84 F おんな城主直虎 4 森下佳子/作 豊田美加/ノベライズ NHK出版

85 F 焼け跡のハイヒール 盛田隆二/著 祥伝社

86 F 悪道 [5] 森村誠一/著 講談社

87 F 見た目レシピいかがですか? 椰月美智子/著 PHP研究所

88 F ゲート SEASON2-1 柳内たくみ/[著] アルファポリス

89 F きっと誰かが祈ってる 山田宗樹/著 幻冬舎

90 F エクスプロード 結城充考/著 祥伝社

91 F 横田順彌明治小説コレクション 2 横田順彌/著 日下三蔵/編 柏書房

92 F わろてんか 上 吉田智子/作 青木邦子/ノベライズ NHK出版

93 F 回遊人 吉村萬壱/著 徳間書店

94 F 吹上奇譚 第1話 吉本ばなな/著 幻冬舎

95 F 欺きの童霊 輪渡颯介/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B156 葉隠 上
菅野覚明/訳・注・校訂 栗原剛/訳・
注・校訂 講談社

2 B159 また身の下相談にお答えします 上野千鶴子/著 朝日新聞出版

3 B188.8 道元「典座教訓」 道元/[著] 藤井宗哲/訳・解説 角川学芸出版

4 B217.5 トーキョー・レコード 上
オットー・D.トリシャス/著 鈴木廣
之/訳

中央公論新社

5 B217.5 トーキョー・レコード 下 オットー・D.トリシャス/著 鈴木廣
之/訳 中央公論新社

6 B289.1 父のこと 吉田健一/著 中央公論新社

7 B311.2 君主論 マキャヴェッリ/著 森川辰文/訳 光文社

8 B682 世界史を変えた39の「道」 日本博学倶楽部/著 PHP研究所

9 B723 名画は噓をつく 3 木村泰司/著 大和書房

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 B911.3 俳句の図書室 堀本裕樹/[著] KADOKAWA

11 B933.7 わたしの本当の子どもたち ジョー・ウォルトン/著 茂木健/訳 東京創元社

12 B933.7 アメリカン・ウォー 上
オマル・エル=アッカド/[著] 黒原敏
行/訳

新潮社

13 B933.7 アメリカン・ウォー 下 オマル・エル=アッカド/[著] 黒原敏
行/訳 新潮社

14 B933.7 人形は指をさす ダニエル・コール/著 田口俊樹/訳 集英社

15 B933.7 ヒューマン・コメディ サローヤン/著 小川敏子/訳 光文社

16 B933.7 黙約 上 ドナ・タート/[著] 吉浦澄子/訳 新潮社

17 B933.7 黙約 下 ドナ・タート/[著] 吉浦澄子/訳 新潮社

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

19 B933.7 くそったれバッキー・デント デイヴィッド・ドゥカヴニー/著 高
取芳彦/訳 小学館

20 B933.7 ネクサス 上 ラメズ・ナム/著 中原尚哉/訳 早川書房

21 B933.7 ネクサス 下 ラメズ・ナム/著 中原尚哉/訳 早川書房

22 B933.7 卵を産めない郭公 ジョン・ニコルズ/[著] 村上春樹/訳 新潮社

23 B933.7 ガイコツと探偵をする方法 レイ・ペリー/著 木下淳子/訳 東京創元社

24 B933.7 放たれた虎 ミック・ヘロン/著 田村義進/訳 早川書房

25 B933.7 月明かりの男 ヘレン・マクロイ/著 駒月雅子/訳 東京創元社

26 B933.7 ハティの最期の舞台 ミンディ・メヒア/著 坂本あおい/訳 早川書房

27 B933.7 虚ろな街 上 ランサム・リグズ/著 金原瑞人/訳 潮出版社

28 B933.7 虚ろな街 下 ランサム・リグズ/著 金原瑞人/訳 潮出版社

29 B949.7 北海に消えた少女 ローネ・タイルス/著 一花洋介/訳 早川書房

30 B949.8 九つ目の墓 ステファン・アーンヘム/著 堤朝子/
訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

31 B949.8 ヘリコプター・ハイスト ヨナス・ボニエ/[著] 山北めぐみ/訳 KADOKAWA

32 B951.7 プレヴェール詩集 プレヴェール/[著] 小笠原豊樹/訳 岩波書店

33 B991.2 オイディプス王 ソポクレス/著 河合祥一郎/訳 光文社

34 BF 牡丹色のウエストポーチ 赤川次郎/著 光文社

35 BF ミステリ博物館 赤川次郎/著 徳間書店

36 BF 神様の御用人 7 浅葉なつ/[著] KADOKAWA

37 BF 影のクロス 姉小路祐/[著] 講談社

38 BF 千両仇討 井川香四郎/著 文藝春秋

39 BF 花咲舞が黙ってない 池井戸潤/著 中央公論新社

40 BF 驕奢の宴 上 井沢元彦/著 祥伝社

41 BF 驕奢の宴 下 井沢元彦/著 祥伝社

42 BF 遠謀 上田秀人/著 文藝春秋

43 BF 宣戦の烽 上田秀人/[著] 幻冬舎

44 BF 紀尾井坂版元殺人事件 風野真知雄/著 文藝春秋

45 BF 極道大名 風野真知雄/[著] 幻冬舎

46 BF 花魁心中 小杉健治/著 光文社

47 BF 刀傷 小杉健治/著 双葉社

48 BF 伽羅の残香 小杉健治/著 祥伝社

49 BF カササギの計略 才羽楽/著 宝島社

50 BF 恨み残さじ 佐伯泰英/著 双葉社

51 BF 船参宮 佐伯泰英/著 文藝春秋

52 BF 鬼役 22 坂岡真/著 光文社

53 BF 風味さんのカメラ日和 柴田よしき/著 文藝春秋

54 BF 怨鬼の執 芝村凉也/[著] 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 BF 蛇変化の淫 芝村凉也/[著] 講談社

56 BF 武者鼠(むささび)の爪 鈴木英治/著 双葉社

57 BF 鯖猫長屋ふしぎ草紙 3 田牧大和/著 PHP研究所

58 BF 身代わりの空 上 堂場瞬一/[著] 講談社

59 BF 暗闘七人 鳥羽亮/著 文藝春秋

60 BF 源九郎の涙 鳥羽亮/著 双葉社

61 BF 怒れ、孫六 鳥羽亮/著 双葉社

62 BF 斬奸一閃 鳥羽亮/著 光文社

63 BF 多摩川物語 ドリアン助川/[著] ポプラ社

64 BF 闇の黒猫 野口卓/著 新潮社

65 BF 本所おけら長屋 9 畠山健二/著 PHP研究所

66 BF カルマ真仙教事件 中 濱嘉之/[著] 講談社

67 BF 走る? 東山彰良/ほか著 中田永一/ほか著 文藝春秋

68 BF 野良犬 藤井邦夫/著 文藝春秋

69 BF 影の探偵 藤田宜永/著 徳間書店

70 BF 寒梅 藤原緋沙子/著 光文社

71 BF R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 古野まほろ/著 新潮社

72 BF ねこの証明 森村誠一/[著] 講談社

73 BF 阪堺電車177号の追憶 山本巧次/著 早川書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.3 デジタルコンテンツ白書 2017 経済産業省商務情報政策局/監修 デ
ジタルコンテンツ協会/編

デジタルコンテンツ協
会

2 R010.3 図書館人物事典 日本図書館文化史研究会/編 日外アソシエーツ

3 R176.4 祝詞用語表現辞典 土肥誠/著 戎光祥出版

4 R291.4 上越市1住宅明細図 平成29年度版 刊広社/編 刊広社

5 R291.4 上越市2住宅明細図 平成29年度版 刊広社/編 刊広社

6 R291.4 加賀市住宅明細図 平成29年版 刊広社/編 刊広社

7 R291.4 妙高市住宅明細図 平成29年版 刊広社/編 刊広社

8 R291.4 上越市3住宅明細図 平成29年度 刊広社/編 刊広社

9 R314.0 国会便覧 平成29年8月新版  
シュハリ・イニシア
ティブ

10 R317.3 人事小六法 平成30年版 人事法制研究会/編 学陽書房

11 R318.1 地方自治小六法 平成30年版
地方自治制度研究会/監修 学陽書房
編集部/編 学陽書房

12 R318.1 自治六法 平成30年版 地方自治法令研究会/編集 ぎょうせい

13 R320.3 法務・法律ビジネス英和大辞典 菊地義明/編 日外アソシエーツ

14 R320.9 実用六法 平成30年版 加藤晋介/監修 成美堂出版

15 R326.3 犯罪被害者白書 平成29年版 国家公安委員会/編集 警察庁/編集 日経印刷

16 R330.5 地域経済総覧 2018  東洋経済新報社

17 R337.8 物価指数年報 2017年 日本銀行調査統計局/[編] サンパートナーズ

18 R366.0 労働経済白書 平成29年版 厚生労働省/編 勝美印刷

19 R369.0 介護福祉用語和英・英和辞典 澤田如/著 住居広士/著 中央法規出版

20 R369.4 少子化社会対策白書 平成29年版 内閣府/編集 日経印刷

21 R378.6 発達障害白書 2018年版 日本発達障害連盟/編 明石書店

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

22 R491.5 健康食品・サプリメント 医薬品との相互作用事典 2017-2018
日本医師会/総監修 日本薬剤師会/総
監修 同文書院

23 R498.1 中部病院情報 2017年版  医事日報

24 R498.5 食育白書 平成29年版 農林水産省/編 日経印刷

25 R517.0 河川六法 平成29年版 河川法研究会/編集 大成出版社

26 R518.2 下水道年鑑 平成29年度版 水道産業新聞社/編 水道産業新聞社

27 R610.5 食料・農業・農村白書参考統計表 平成29年版 農林水産省/編集 日経印刷

28 R611.2 農地六法 平成29年版 農林水産省経営局農地政策課/監修 新日本法規出版

29 R619.8 茶の事典 大森正司/編 阿南豊正/編 朝倉書店

30 R689.2 観光白書 平成29年版 国土交通省観光庁/編 昭和情報プロセス

31 R728.4 章草大字典 北川博邦/編 雄山閣

32 R757.0 デザイン歴史百科図鑑
エリザベス・ウィルハイド/編 角敦
子/訳

原書房

33 R909.3 「時」から読み解く世界児童文学事典 水間千恵/編著 奥山恵/編著 原書房

34 R913.5 浮世草子大事典
長谷川強/監修 『浮世草子大事典』
編集委員会/編

笠間書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T221.1 消えてたまるか!朝日町 浜松聖樹/[著] 北日本新聞社

2 T265 土蔵 第15号 砺波土蔵の会/[編] 砺波土蔵の会

3 T289 脳性マヒの私が六十五歳の現在書いておくこと 河上千鶴子/著 堀江節子

4 T289 となみ野 続 三谷村とよじ/著 NBS設備事務所

5 T290.3 南砺市住宅明細図 平成29年版 刊広社/編 刊広社

6 T321 高岡法学 第35号 高岡法科大学法学会出版物刊行委員
会/編

高岡法科大学法学会

7 T324 とやまの地籍 富山県土地家屋調査士会/編
富山県土地家屋調査士
会

8 T344 予算特別委員会会議録 平成29年2月 富山県議会/[編] 富山県議会

9 T344 予算特別委員会会議録 平成29年6月 富山県議会/[編] 富山県議会

10 T366.1 富山県労働委員会年報 平成27年度・平成28年度 富山県労働委員会/編 富山県労働委員会

11 T369.3 富山市防災(避難場所)マップ 富山市企画管理部文化国際課/[編]
富山市企画管理部文化
国際課

12 T375.6 中学生ものづくり教育事業報告書 2016年度 富山県機電工業会総務委員会教育部
会/編 富山県中学生ものづくり教育

富山県機電工業会

13 T379.1 富山大学地域連携推進機構生涯学習部門年報 第19巻
富山大学地域連携推進機構生涯学習
部門/[編]

富山大学地域連携推進
機構生涯学習部門

14 T505 富山県鉱工業指数年報 平成28年(2016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

15 T507 ものづくり女子育成事業報告書 2016年度 富山県機電工業会/編 富山県機電工業会

16 T510 とやまの土木 2017 平成29年度版 富山県土木部建設技術企画課/編
富山県土木部建設技術
企画課

17 T686.9 安全報告書 平成27年度 富山市港線軌道整備事業者/ほか[編] 富山市

18 T748 旬景とやま 濱谷一郎/著 北日本放送

19 T908 四季 第45号 北日本四季の会/[編] 北日本四季の会

20 T913.6 富山県俳句連盟合同句集 第42集 中坪達哉/編 富山県俳句連盟

21 T913.6 連句作品集 2017  
南砺市いなみ全国連句
大会実行委員会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あおいジャッカル マーシャ・ブラウン/作 こみやゆう/
訳 瑞雲舎

2 E あしのゆびになまえをつけたら…?
ジャン・ルロワ/文 マチュー・モデ/
絵

パイインターナショナ
ル

T 郷土資料 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 E あのときのカレーライス きむらゆういち/作 伊藤秀男/絵 講談社

4 E あれあれだあれ? 中川ひろたか/文 村上康成/絵 ひかりのくに

5 E アンジェロのいろあつめ
シルヴィ・ポワルヴェ/作 オレ
リー・ギルレー/絵

ワールドライブラリー

6 E アントンせんせいあかちゃんです 西村敏雄/作 講談社

7 E イクバル
キアーラ・ロッサーニ/文 ビンバ・
ランドマン/絵

西村書店

8 E ヴァンピリーナはバレリーナ
アン・マリー・ペイス/文 レウィ
ン・ファム/絵

講談社

9 E ウサギのすあなにいるのはだあれ? ジュリア・ドナルドソン/文 ヘレ
ン・オクセンバリー/絵 徳間書店

10 E おーいおばけ 末崎茂樹/作・絵 ひさかたチャイルド

11 E おかしなおつかい ささがわいさむ/作 萩原ゆか/絵 学研プラス

12 E おさるのジョージバスケットボールをする M.レイ/原作 H.A.レイ/原作 岩波書店

13 E おさるのジョージほんやさんへいく M.レイ/原作 H.A.レイ/原作 岩波書店

14 E おててかいじゅうつみきのまちへ 真珠まりこ/作・絵 PHP研究所

15 E おとえほん
エルヴェ・テュレ/さく たにかわ
しゅんたろう/やく

ポプラ社

16 E おならまんざい 長谷川義史/作 小学館

17 E オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ 富安陽子/文 大島妙子/絵 福音館書店

18 E おふくさんのおふくわけ 服部美法/ぶん・え 大日本図書

19 E おんなじおんなじももんちゃん とよたかずひこ/さく・え 童心社

20 E があちゃん かつやかおり/さく 福音館書店

21 E きのうえのおうちへようこそ! ドロシア・ウォーレン・フォックス/
作 おびかゆうこ/訳 偕成社

22 E くませんせいがねているうちに すとうあさえ/ぶん たかくわこうじ/
え ハッピーオウル社

23 E クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド/作
俵万智/訳 ポプラ社

24 E くるまからみつけた 宮本えつよし/さく 佐々木一澄/え
パイインターナ
ショナル

25 E こなものがっこう 塚本やすし/作・絵 フレーベル館

26 E ごはんのにおい 中川ひろたか/文 岡本よしろう/絵 おむすび舎

27 E ごはんはおいしい ぱくきょんみ/文 鈴木理策/写真 福音館書店

28 E こんにちは六歳臼歯の6ちゃん 中垣晴男/監修 石黒幸司/[ほか]作 永末書店

29 E ざしき童子(ぼっこ)のはなし 宮沢賢治/作 岡田千晶/絵 三起商行

30 E さらさらもじゃもじゃかみのけのなぞ まえだみちこ/絵 植木理恵/監修 少年写真新聞社

31 E サンドイッチをたべたの、だあれ?
ジュリア・サーコーン=ローチ/作 横
山和江/訳

エディション・エフ

32 E さんびきのくま 神沢利子/文 布川愛子/絵 フレーベル館

33 E じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のしさやか/作・絵 ひさかたチャイルド

34 E しょうてんがいくん 大串ゆうじ/[作] 偕成社

35 E せんたくやさんのググ 関根知未/作・絵 教育画劇

36 E ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわさえこ/作 偕成社

37 E たかいたかーい オームラトモコ/作・絵 フレーベル館

38 E たからもののあなた まつおりかこ/作・絵 岩崎書店

39 E チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる
ジェニファー・サームズ/作 まつむ
らゆりこ/訳 廣済堂あかつき

40 E チューリップ畑をつまさきで 山本容子/著 偕成社

41 E でんしゃからみつけた 宮本えつよし/さく 佐々木一澄/え
パイインターナショナ
ル

42 E トーストン 新井洋行/著 アリス館

43 E としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー・シルヴェストロ/文 タチア
ナ・マイ=ウィス/絵 絵本塾出版

44 E ドレミファどうぶつコンサート 二宮由紀子/文 みやざきひろかず/絵 文研出版

45 E ながいながいかもつれっしゃ 溝口イタル/え 渡辺朝枝/文 交通新聞社

46 E なでてなでて 日隈みさき/え 西川季岐/ぶん エンブックス

47 E ななめねこまちをゆく ジェイソン・カーター・イートン/ぶ
ん ガス・ゴードン/え

マイクロマガジン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 E にににんにんじん いわさゆうこ/さく 童心社

49 E パジャマでぽん! くぼまちこ/著 アリス館

50 E ハッピーハンター
ロジャー・デュボアザン/さく 安藤
紀子/やく

ロクリン社

51 E パパ、サンドイッチつくってあげる! ピップ・ジョーンズ/ぶん ローラ・
ヒューズ/え ほるぷ出版

52 E ひげじまん こしだミカ/作 小学館

53 E ヒヒヒヒヒうまそう 宮西達也/作絵 ポプラ社

54 E ぴりかちゃんのブーツ さとうあや/文・絵 福音館書店

55 E ビルくんとはたらくくるま 新井洋行/作・絵 ひさかたチャイルド

56 E ふりかけヘリコプター 石崎なおこ/作・絵 教育画劇

57 E ペロペロくんのたからさがし 井川ゆり子/作 文溪堂

58 E ぼくのこと 長田真作/著 方丈社

59 E まんなかのはらのおべんとうや たねっぽのおはなし やすいすえこ/作 重森千佳/絵 フレーベル館

60 E みーんなはははっ オームラトモコ/作 アリス館

61 E みんなみんないただきます パット・ジトロー・ミラー/さく ジ
ル・マケルマリー/え BL出版

62 E やもじろうとはりきち 降矢なな/作・絵 佼成出版社

63 E ゆでたまごでんしゃ くればやしよしえ/さく 北村裕花/え 交通新聞社

64 E よ・だ・れ 小風さち/文 及川賢治/絵 福音館書店

65 E よるのクロネコ ジョエル・フランツ・ローゼル/作
ベッペ・ジャコッベ/絵

ワールドライブラリー

66 E ルラルさんのだいくしごと いとうひろし/作 ポプラ社

67 E わたしたちのたねまき キャスリン・O.ガルブレイス/作
ウェンディ・アンダスン・ハルパリ のら書店

68 E 貝の火 宮沢賢治/作 おくはらゆめ/絵 三起商行

69 E 地震がおきたら 谷敏行/原案 畑中弘子/文 BL出版

70 E 東京まちがいさがし 藤原徹司/作・絵 金の星社

71 E 発明家になった女の子マッティ
エミリー・アーノルド・マッカリー/
作 宮坂宏美/訳 光村教育図書

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 人生を豊かにする学び方  (ちくまプリマー新書) 汐見稔幸/著 筑摩書房

2 K007 小学生からはじめるわいわいタブレットプログラミング 阿部和広/著 日経BP社

3 K022 ブックデザイナー スタジオ248/編著 六耀社

4 K031 玉川百科こども博物誌 [5] 小原芳明/監修 玉川大学出版部

5 K031 あたまがよくなる!寝る前なぞなぞ366日 篠原菊紀/監修 西東社

6 K130 おおきく考えよう
ペーテル・エクベリ/作 イェンス・
アールボム/絵

晶文社

7 K141 卒業しよう!めんどくさがり 名越康文/監修 日本図書センター

8 K159 自分のことがわかる本  (岩波ジュニア新書) 安部博枝/著 岩波書店

9 K159 リアル人生ゲーム完全攻略本  (ちくまプリマー新書) 架神恭介/著 至道流星/著 筑摩書房

10 K211 わくわく!探検れきはく日本の歴史 3 国立歴史民俗博物館/編 吉川弘文館

11 K291 1日10分日本地図をおぼえる本 あきやまかぜさぶろう/作 大野俊一/
監修 白泉社

12 K323 10歳から読める・わかるいちばんやさしい日本国憲法 南野森/監修 東京書店

13 K361 すっきり解決!人見知り 名越康文/監修 日本図書センター

14 K374 はじめての集団宿泊体験活動 1
国立青少年教育振興機構/監修
こどもくらぶ/編集・著

文研出版

15 K374 どこがあぶないのかな? 6 渡邉正樹/監修 池田蔵人/イラスト 少年写真新聞社

16 K374 どこがあぶないのかな? 7 渡邉正樹/監修 池田蔵人/イラスト 少年写真新聞社

17 K410 算数で観察フムフム!世界の生き物 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

18 K440 ネコ博士が語る宇宙のふしぎ ドミニク・ウォーリマン/文 ベン・
ニューマン/絵 徳間書店

19 K451 雪と氷 片平孝/著 PHP研究所

20 K451 やさしく解説地球温暖化 1 保坂直紀/著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

21 K471 生き物たちの冬ごし図鑑 植物 亀田龍吉/写真・文 汐文社

22 K486 生き物たちの冬ごし図鑑 昆虫 星輝行/写真・文 汐文社

23 K489 ツシマヤマネコ飼育員物語 キムファン/著 くもん出版

24 K498 歯科衛生士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

25 K498 柔道整復師の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

26 K502 日本の手仕事 [1] 遠藤ケイ/絵と文 汐文社

27 K509 あの町工場から世界へ 『あの町工場から世界へ』編集室/編 理論社

28 K519 こどもかんきょう絵じてん 木俣美樹男/監修 三省堂編修所/編 三省堂

29 K521 日本の城 古舘明廣/文・構成 三浦正幸/監修 岩崎書店

30 K536 はじめてのしんかんせん&でんしゃだいずかん
マシマ・レイルウェイ・ピクチャー
ズ/写真・監修

交通新聞社

31 K596 はじめてのおやつ 寺西恵里子/著 日東書院本社

32 K596 フライパンで作るはじめてのごはん 寺西恵里子/著 日東書院本社

33 K596 わかったさんのこんがりおやつ 寺村輝夫/原文 永井郁子/企画・構
成・絵 あかね書房

34 K596 わかったさんのひんやりスイーツ 寺村輝夫/原文 永井郁子/企画・構
成・絵 あかね書房

35 K596 わかったさんのふんわりケーキ 寺村輝夫/原文 永井郁子/企画・構
成・絵 あかね書房

36 K645 いやし犬まるこ 輔老心/著 岩崎書店

37 K653 おちばであそぼう  ひさかたチャイルド

38 K723 みつけて!アートたんてい ブルック・ディジョヴァンニ・エ
ヴァンス/著 筧菜奈子/訳 東京書籍

39 K727 文様えほん 谷山彩子/作 あすなろ書房

40 K748 はたらく 長倉洋海/著 アリス館

41 K750 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧圭吾/監修 オークラ出版

42 K779 まるごとキッズマジック大集合BOOK 藤原邦恭/著 いかだ社

43 K783 読めばメキメキうまくなる野球入門 大石滋昭/著 実業之日本社

44 K785 知ってる?水泳 村上二美也/著
ベースボール・マガジ
ン社

45 K798 たのしいプログラミング! 小笠原種高/著 大澤文孝/著 学研プラス

46 K798 7さいからはじめるゲームプログラミング スタープログラミングスクール/編著 実務教育出版

47 K911 たぬきのたまご 内田麟太郎/著 高畠純/絵 銀の鈴社

48 K913 X-01 2 あさのあつこ/[著] 田中達之/画 講談社

49 K913 唐木田さんち物語 いとうみく/作 平澤朋子/画 毎日新聞出版

50 K913 ともだちのときちゃん 岩瀬成子/作 植田真/絵 フレーベル館

51 K913 幽霊ランナー 岡田潤/作 金の星社

52 K913 てんこうせいはワニだった! おのりえん/作・絵 こぐま社

53 K913 氷の上のプリンセス [10] 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

54 K913 怪盗王子チューリッパ! 3 如月かずさ/作 柴本翔/絵 偕成社

55 K913 クリスマスがちかづくと 斉藤倫/作 くりはらたかし/画 福音館書店

56 K913 ヘッチャラくんがやってきた! さえぐさひろこ/作 わたなべみちお/
絵 新日本出版社

57 K913 女神のデパート 1 菅野雪虫/作 椋本夏夜/絵 ポプラ社

58 K913 女神のデパート 2 菅野雪虫/作 椋本夏夜/絵 ポプラ社

59 K913 女神のデパート 3 菅野雪虫/作 椋本夏夜/絵 ポプラ社

60 K913 走れ!ヒットン 須藤靖貴/著 講談社

61 K913 ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどのほうこ/作 佐竹美保/絵 あかね書房

62 K913 街角には物語が… 高楼方子/作 出久根育/絵 偕成社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 K913 昔話法廷 Season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班/編 オ
カモト國ヒコ/原作 金の星社

64 K913 空飛ぶおべんとうツアー 野中柊/作 長崎訓子/絵 理論社

65 K913 怪盗クイーン ケニアの大地に立つ はやみねかおる/作 K2商会/絵 講談社

66 K913 サンタちゃん ひこ・田中/作 こはらかずの/絵 講談社

67 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 8 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

68 K913 安寿姫草紙(ものがたり) 三田村信行/作 romiy/絵 ポプラ社

69 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 10 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

70 K913 魔女バジルと闇の魔女 茂市久美子/作 よしざわけいこ/絵 講談社

71 K913 まっすぐな地平線 森島いずみ/著 偕成社

72 K913 ジャック・オー・ランド 山崎貴/作 郷津春奈/絵 ポプラ社

73 K913 とうふやのかんこちゃん 吉田道子/文 小林系/絵 福音館書店

74 K913 青空トランペット 吉野万理子/作 宮尾和孝/絵 学研プラス

75 K913 ぬすまれた月 和田誠/著 岩崎書店

76 K933 ビーおばさんとおでかけ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作
野口絵美/訳 徳間書店

77 K933 クリスマスを救った女の子
マット・ヘイグ/文 クリス・モルド/
絵 西村書店

78 K933 ジュディ・モード、ラッキーになる! メーガン・マクドナルド/作 ピー
ター・レイノルズ/絵 小峰書店

79 K933 オオカミを森へ キャサリン・ランデル/作 ジェルレ
ヴ・オンビーコ/画 小峰書店

80 K933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J.K.ローリング/作 ジム・ケイ/絵 静山社

81 K933 メリーメリーへんしんする ジョーン・G.ロビンソン/作・絵 小
宮由/訳 岩波書店

82 K943 動物と話せる少女リリアーネ 12 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智
子/訳 学研プラス

83 K949 わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク/作 ヒッテ・ス
ペー/絵 さ・え・ら書房

84 K963 灰色の服のおじさん フェルナンド・アロンソ/著 ウリセ
ス・ウェンセル/絵 小学館

85 K993 プーカの谷 渡辺洋子/編・訳 野田智裕/絵 こぐま社

- 32 -


