
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 おうちで学べる人工知能のきほん 東中竜一郎/著 翔泳社

2 007.1 AIがつなげる社会 福田雅樹/編著 林秀弥/編著 弘文堂

3 007.3 ITビジネスの競争戦略 雨宮寛二/著 KADOKAWA

4 007.3 親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木朋子/著 坂元章/監修 技術評論社

5 007.3 マジメだけどおもしろいセキュリティ講義 すずきひろのぶ/著 技術評論社

6 007.3 SCSKのシゴト革命 日経BP総研イノベーションICT研究所
/著 日経BP社

7 007.3 IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書 八子知礼/監修・著 杉山恒司/著 SBクリエイティブ

8 007.5 Pythonによるクローラー&スクレイピング入門 加藤勝也/著 横山裕季/著 翔泳社

9 007.6 今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 2018 AYURA/著 技術評論社

10 007.6 かんたんC# 伊藤達也/著 油吉アビトス事業部/著 技術評論社

11 007.6 今すぐ使えるかんたんmacOS完全(コンプリート)ガイドブック 技術評論社編集部/著 技術評論社

12 007.6 見栄えをUPする!エクセル表現手法のウラ技 篠塚充/著
シーアンドアール研究
所

13 007.6
プロセスデザインアプローチ 誰も教えてくれない「プロジェクトマネジメ
ント」 芝本秀徳/著 日経BP社

14 007.6 基礎からしっかり学ぶC#の教科書 高江賢/著 山田祥寛/監修 日経BP社

15 007.6 After Effects逆引きデザイン事典 高木和明/著 翔泳社

16 007.6 Perlではじめるプログラミング超入門 高橋順子/著 技術評論社

17 007.6 かんたんJavaScript 高橋広樹/著 佐藤美保/著 技術評論社

18 007.6 ひと目でわかるVisual Basic 2017データベース開発入門 ファンテック株式会社/著 日経BP社

19 007.6 できるWindows 10 法林岳之/著 一ケ谷兼乃/著 インプレス

20 007.6 はじめてのWebページ作成 松下孝太郎/編著 山本光/著 講談社

21 007.6 Excel多量データ整形テクニック 村田吉徳/著 秀和システム

22 007.6 iPadがぜんぶわかる本  洋泉社

23 010.4 図書館からのメッセージ@Dr.ルイスの“本”のひととき 内野安彦/著 郵研社

24 019.5 絵本を深く読む 灰島かり/著 玉川大学出版部

25 019.9 わたしの本棚 中江有里/著 PHP研究所

26 021.2 撮ってはいけない 飯野たから/著 紺野礼央/監修 自由国民社

27 022.5 同人誌のデザイン  ビー・エヌ・エヌ新社

28 022.7 印刷という革命 アンドルー・ペティグリー/著 桑木
野幸司/訳

白水社

29 024 スリップの技法 久禮亮太/著 苦楽堂
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 031.5 ギネス世界記録 2018 クレイグ・グレンディ/編 [大木哲/
ほか訳]

角川アスキー総合研究
所

31 041 ちくま近代評論選 安藤宏/編 関口隆一/編 筑摩書房

32 051 日本のZINEについて知ってることすべて ばるぼら/編著 野中モモ/編著 誠文堂新光社

33 070.2 日本の政治報道はなぜ「噓八百」なのか  （PHP新書） 潮匡人/著 PHP研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 新哲学対話 飯田隆/著 筑摩書房

2 115 情動の哲学入門 信原幸弘/著 勁草書房

3 121.5 図解言志四録 齋藤孝/著 ウェッジ

4 132.1 アウグスティヌス  （岩波新書 新赤版） 出村和彦/著 岩波書店

5 141.5 アルゴリズム思考術 ブライアン・クリスチャン/著 ト
ム・グリフィス/著 早川書房

6 141.5 図で考える。シンプルになる。 櫻田潤/著 ダイヤモンド社

7 141.5 考える練習帳 細谷功/著 ダイヤモンド社

8 141.6 誰にでもできるアンガーマネジメント  （ベスト新書） 安藤俊介/著 ベストセラーズ

9 141.6 正しさをゴリ押しする人  （角川新書） 榎本博明/[著] KADOKAWA

10 145.7 自己愛的(ナル)な人たち 岡野憲一郎/著 創元社

11 146.8 つらいと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた。 伊藤絵美/著 医学書院

12 146.8 それって、「悩みぐせ」かもしれませんよ 榎本博明/著 創元社

13 146.8 「行動できない」自分からの脱出法! 大嶋信頼/著 清流出版

14 146.8 <見すてられ不安>に悩んだら 水澤都加佐/著 春秋社

15 148.9 これ1冊でぜんぶわかるタロットの基本 ルナ・マリア/著 主婦の友社

16 159 弱さに一瞬で打ち勝つ無敵の言葉 青木仁志/編訳 ライツ社

17 159 心と生き方 稲盛和夫/述 京セラコミュニケー
ションシステム/編 PHP研究所

18 159 人生の「質」を上げる孤独をたのしむ力 午堂登紀雄/著 日本実業出版社

19 159 斎藤一人成功の花を咲かせなさい 斎藤一人/著 宇野信行/著 学研プラス

20 159 武田邦彦の科学的人生論 武田邦彦/著 飯塚書店

21 159 人生、余裕で生きる極意 武田双雲/著 三笠書房

22 159 残酷すぎる成功法則 エリック・バーカー/著 橘玲/監訳 飛鳥新社

23 159 自分を休ませる練習 矢作直樹/著 文響社

24 159.4 夢は数字にすると必ず叶う 植田育典/著 秀和システム

25 159.4 会社の降り方、自分の昇り方 岡田昭一/著 文芸社

26 159.4 「適職」に出会う5つのルール 櫻井秀勲/著 きずな出版

27 159.4 2000社の赤字会社を黒字にした社長のノート 長谷川和廣/著 かんき出版

28 159.4 「三方よし」の経営学 廣池千九郎/著 廣池幹堂/編 PHP研究所

29 159.4 世界標準の仕事の教科書 福留浩太郎/著 明日香出版社

30 159.4 図解版「あとでやろう」と考えて「いつまでも」しない人へ 和田秀樹/著 ゴマブックス

31 159.6 「なりたい自分になる」50歳からのリスタート 井上和子/著 三笠書房

32 159.8 生と死のことば  （岩波新書 新赤版） 川合康三/著 岩波書店

33 160.4 この世に「宗教」は存在しない  （ベスト新書） 白取春彦/著 ベストセラーズ

34 164.1 日本神話はいかに描かれてきたか 及川智早/著 新潮社

35 165.3 聖書、コーラン、仏典  （中公新書） 中村圭志/著 中央公論新社

36 167.8 イスラーム思想を読みとく  （ちくま新書） 松山洋平/著 筑摩書房

37 175.9 御朱印でめぐる関西の神社 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 176.8 おみくじ集めハンドブック 八木透/監修 辰巳出版

39 180.9 アジャ・リンポチェ回想録 アジャ・ロサン・トゥプテン/著 馬
場裕之/訳 集広舎

40 181 思想としての近代仏教 末木文美士/著 中央公論新社

41 184 頭の決まりの壊し方 小池龍之介/著 小学館

42 186.9 御朱印でめぐる関東の百寺 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

43 186.9 奥州三十三観音の旅  河北新報出版センター

44 188.5 出羽三山  （岩波新書 新赤版） 岩鼻通明/著 岩波書店

45 188.5 空海に学ぶ仏教入門  （ちくま新書） 吉村均/著 筑摩書房

46 188.7 イラストで丸わかり!親鸞と浄土真宗  洋泉社

47 198.2 聖人と竜 高橋輝和/著 八坂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201.1 グローバル・ヒストリーの可能性 羽田正/編 山川出版社

2 209.7 日本人のための第一次世界大戦史 板谷敏彦/著 毎日新聞出版

3 210.4 日本史の内幕  （中公新書） 磯田道史/著 中央公論新社

4 210.4 ハーバード日本史教室  （中公新書ラクレ） 佐藤智恵/著 アンドルー・ゴードン
/[述] 中央公論新社

5 210.4 「系図」を知ると日本史の謎が解ける  （青春新書INTELLIGENCE） 八幡和郎/著 青春出版社

6 210.9 天皇家のお葬式  （講談社現代新書） 大角修/著 講談社

7 211 <女帝>の日本史  （NHK出版新書） 原武史/著 NHK出版

8 211.2 日本文化史講義 大隅和雄/著 吉川弘文館

9 212.5 縄文の思想  （講談社現代新書） 瀬川拓郎/著 講談社

10 212.7 邪馬台国  洋泉社

11 213 神話と天皇 大山誠一/著 平凡社

12 213 ヤマトタケル 産経新聞取材班/著 産経新聞出版

13 213 穴師兵主神の源流 皆神山すさ/著 彩流社

14 213.3 飛鳥・藤原京を読み解く 国立文化財機構奈良文化財研究所/編
集 クバプロ

15 214.8 学校では教えてくれない戦国史の授業 井沢元彦/著
PHPエディターズ・グ
ループ

16 217.5 戦争調査会  （講談社現代新書） 井上寿一/著 講談社

17 217.5 不死身の特攻兵  （講談社現代新書） 鴻上尚史/著 講談社

18 219.2 元慶の乱と蝦夷の復興 田中俊一郎/著 郁朋社

19 219.3 東京時間旅行 鹿島茂/著 作品社

20 219.3 君たちに伝えたい 3 中條克俊/著 梨の木舎

21 219.3 杉山城の時代 西股総生/著 KADOKAWA

22 219.4 頸城野近代の思想家往還 村山和夫/著 石塚正英/編 社会評論社

23 219.5 三河国、ここにはじまる! 安城市教育委員会/編 土生田純之/編 雄山閣

24 219.5 尾張名古屋の武芸帳 大下武/著 ゆいぽおと

25 219.9 島津久光の明治維新 安藤優一郎/著 イースト・プレス

26 221.0 朝鮮史 1 李成市/編 宮嶋博史/編 山川出版社

27 221.0 朝鮮史 2 李成市/編 宮嶋博史/編 山川出版社

28 227 中東世界データ地図 ダン・スミス/著 龍和子/訳 原書房

29 227.4 オスマン帝国の崩壊 ユージン・ローガン/著 白須英子/訳 白水社

30 227.9 パレスチナの民族浄化 イラン・パペ/著 田浪亜央江/訳 法政大学出版局

31 238.0 風刺画とアネクドートが描いたロシア革命 若林悠/著 桑野隆/監修 現代書館

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 238.9 物語フィンランドの歴史  （中公新書） 石野裕子/著 中央公論新社

33 250 11の国のアメリカ史 上 コリン・ウッダード/[著] 肥後本芳
男/訳 岩波書店

34 250 11の国のアメリカ史 下
コリン・ウッダード/[著] 肥後本芳
男/訳

岩波書店

35 280.4 すみっコぐらしのすみっこ名言 [1] サンエックス株式会社/監修 KADOKAWA

36 280.4 すみっコぐらしのすみっこ名言 2 サンエックス株式会社/監修 KADOKAWA

37 280.4 名婦列伝
ジョヴァンニ・ボッカッチョ/著 瀬
谷幸男/訳

論創社

38 281.0 人生の気品 草笛光子/著 赤川次郎/著 新日本出版社

39 281.0 人生を切り拓く人のチャンスのつかみ方 東京カレンダー株式会社/編集 東京カレンダー

40 281.0 図解幕末・維新の100人 童門冬二/監修 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

41 281.0 内村鑑三 代表的日本人 若松英輔/著 NHK出版

42 288.4 光明皇后  （中公新書） 瀧浪貞子/著 中央公論新社

43 289.1 変節と愛国  （文春新書） 浅海保/著 文藝春秋

44 289.1 女が美しい国は戦争をしない 小川智子/著 講談社

45 289.1 大西郷遺訓 西郷隆盛/[原著] 林房雄/訳 中央公論新社

46 289.1 考証西郷隆盛の正体 城島明彦/著 カンゼン

47 289.1 三浦義武 缶コーヒー誕生物語 神英雄/著 松籟社

48 289.1 井上円了 竹村牧男/著 春秋社

49 289.1 維新を創った男西郷隆盛の実像 粒山樹/著 扶桑社

50 289.1 明治期外交官・若松兎三郎の生涯 永野慎一郎/著 明石書店

51 289.1 井伊直政 野田浩子/著 戎光祥出版

52 289.1 街歩き西郷どん! 林真理子/監修 KADOKAWA

53 289.1 西郷隆盛53の謎 原口泉/著 海竜社

54 289.1 永井尚政 深谷信子/著 宮帯出版社

55 289.1 「知の巨人」の人間学 松崎之貞/著 ビジネス社

56 289.1 明治の男子は、星の数ほど夢を見た。 和多利月子/編著 産学社

57 289.3 死刑執行人サンソン  （集英社新書） 安達正勝/著 集英社

58 289.3 スターリンの娘 上 ローズマリー・サリヴァン/著 染谷
徹/訳 白水社

59 289.3 スターリンの娘 下 ローズマリー・サリヴァン/著 染谷
徹/訳 白水社

60 289.3 人生を変えるクローゼットの作り方
ベティ・ホールブライシュ/著 レ
ベッカ・ペイリー/著 集英社

61 289.3 イタリアの鼻 B.レック/著 A.テンネスマン/著 中央公論新社

62 290.8 世界のかわいい村と街 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

63 290.9 地球の歩き方 D19 マレーシア　ブルネイ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

64 290.9 地球の歩き方 D06 成都 九寨江 麗江 『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 D07 西安 敦煌 ウルムチ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

66 291.0 読みたくなる「地図」 西日本編 平岡昭利/編 海青社

67 291.0 読みたくなる「地図」 東日本編 平岡昭利/編 海青社

68 291.0 バリアフリー温泉で家族旅行 続 山崎まゆみ/著 昭文社

69 291.0 古地図から読み解く城下町の不思議と謎 山本博文/監修 実業之日本社

70 291.2 アイヌ語地名と日本列島人が来た道 筒井功/著 河出書房新社

71 291.2 るるぶ青森 18  JTBパブリッシング

72 291.3 御朱印トレッキング 東京都山岳連盟/監修 淡交社

73 291.3 谷根千ちいさなお店散歩 南陀楼綾繁/著 WAVE出版

74 291.3 茨城 18  昭文社

75 291.5 愛知 18  昭文社

76 291.5 るるぶ名古屋 18  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 291.6 京都人にも教えたい京都百景 鳥居本幸代/著 春秋社

78 291.6 山夜景をはじめて楽しむ人のための関西ナイトハイキング 堀寿伸/著 松原了太/著 創元社

79 291.6 京都・大阪・神戸 18  昭文社

80 291.6 るるぶ兵庫 18  JTBパブリッシング

81 291.8 るるぶ愛媛 18  JTBパブリッシング

82 291.9 大分・別府 由布院 18  昭文社

83 291.9 るるぶ鹿児島 18  JTBパブリッシング

84 292.1 ソウル  朝日新聞出版

85 292.2 台北  朝日新聞出版

86 293.0 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口知宏/著 徳間書店

87 293.7 対岸のヴェネツィア 内田洋子/著 集英社

88 293.7 るるぶイタリア 18  JTBパブリッシング

89 295.3 ニューヨーク  朝日新聞出版

90 295.9 ハバナ観光案内 伊東淳史/著 イカロス出版

91 296.7 ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel/著 ライツ社

92 297.6 るるぶハワイ 18  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 呆韓論 室谷克実/著 産経新聞出版

2 302.3 地図で見るバルカン半島ハンドブック アマエル・カッタルッツァ/著 ピ
エール・サンテス/著 原書房

3 304 日本人だけがなぜ日本の凄さに気づかないのか ケント・ギルバート/著 石平/著 徳間書店

4 304 仕方ない帝国 高橋純子/著 河出書房新社

5 304 2050年への人創り・国創り フォーラム21・梅下村塾30期生/著 丸善プラネット

6 304 2018年日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/
編 東洋経済新報社

7 304 文藝春秋オピニオン2018年の論点100  文藝春秋

8 309 テクノクラシー帝国の崩壊 ロベルト・ユンク/[著] 山口祐弘/訳 藤原書店

9 312.1 高度経済成長に挑んだ男たち 小林吉弥/著 ビジネス社

10 312.5 アメリカンドリームの終わり
ノーム・チョムスキー/[著] 寺島隆
吉/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

11 314.1 議員立法の実際 茅野千江子/著 第一法規

12 318.6 「縮小社会」再構築 長瀬光市/監修・著 縮小都市研究会/
著

公人の友社

13 318.6 地方創生 橋本行史/編著 創成社

14 319.1 ドイツに渡った日本文化 寺澤行忠/著 明石書店

15 319.1 米朝戦争をふせぐ 和田春樹/著 青灯社

16 319.5 米中戦争前夜 グレアム・アリソン/著 藤原朝子/訳 ダイヤモンド社

17 320.4 弁護士はBARにいる 前岨博/著 イースト・プレス

18 323.1 復刻版戦争放棄編 寺島俊穂/抜粋・解説 三和書籍

19 324.4 図解でわかる新民法<債権法> 浜辺陽一郎/著 清文社

20 324.5 最新契約のしくみとルール 梅原ゆかり/監修 三修社

21 324.6 ガイドブック成年後見制度 清水敏晶/著 成年後見センター・
リーガルサポート/監修 法学書院

22 324.6 男のけじめ 露木幸彦/著 ベストブック

23 324.8 日本の無戸籍者  （岩波新書 新赤版） 井戸まさえ/著 岩波書店

24 324.8 家族信託契約 遠藤英嗣/著 日本加除出版

25 324.8 カップルのための「親愛信託」 松尾陽子/著 日本法令

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 325.2 総務・法務担当者のための会社法入門 金子登志雄/著 中央経済社

27 326.4 死刑その哲学的考察  （ちくま新書） 萱野稔人/著 筑摩書房

28 326.4 「被害者問題」からみた死刑 菊田幸一/監訳 日本評論社

29 327.1 破天荒弁護士クボリ伝 久保利英明/著 磯山友幸/著 日経BP社

30 331.0 幸せとお金の経済学
ロバート・H.フランク/著 金森重樹/
監訳

フォレスト出版

31 332.0 資本主義の終焉
デヴィッド・ハーヴェイ/著 大屋定
晴/訳

作品社

32 332.2 中国経済崩壊のシナリオ フィスコ世界経済・金融シナリオ分
析会議/著 中村孝也/著 実業之日本社

33 333.0 経済法判例・審決百選 金井貴嗣/編 泉水文雄/編 有斐閣

34 333.6 あなたの資産が倍になる 植草一秀/著 ビジネス社

35 335 個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根俊輔/著 新星出版社

36 335 起業の科学 田所雅之/著 日経BP社

37 335.1 社長の「まわり」の仕事術 上阪徹/著 インプレス

38 335.1 変な経営論 澤田秀雄インタビュー  （講談社現代新書） 澤田秀雄/[述] 桐山秀樹/聞き手 講談社

39 335.2 社歌の研究 寺岡寛/著 同文舘出版

40 335.2 ナゴヤが生んだ「名」企業 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

41 335.5 入門図解最新独占禁止法・景表法・下請法のしくみ 奈良恒則/監修 三修社

42 336.2 ムダな仕事が多い職場  （ちくま新書） 太田肇/著 筑摩書房

43 336.2 5時に帰るドイツ人、5時から頑張る日本人  （SB新書） 熊谷徹/著 SBクリエイティブ

44 336.2 今より1時間早く仕事が終わる習慣 沢渡あまね/著 PHP研究所

45 336.2 超一流の手帳はなぜ空白が多いのか? 高塚苑美/著 SBクリエイティブ

46 336.2 仕事を高速化する「時間割」の作り方 平野友朗/著 プレジデント社

47 336.3 週イチ・30分の習慣でよみがえる職場 重光直之/著 片岡裕司/著 日本経済新聞出版社

48 336.3 小さな一歩が会社を変える マーガレット・ヘファナン/著 鈴木
あかね/訳 朝日出版社

49 336.4 小さな会社だからできる求人大作戦! 糟谷芳孝/著 自由国民社

50 336.4 人前で話す・教える技術 寺沢俊哉/著 生産性出版

51 336.4 企業が生まれ変わるための「働き方改革」事例集 山崎紅/著 日経BP社

52 336.4 AI面接#採用 山崎俊明/著 東京堂出版

53 336.4 なぜか女性が辞めない小さな会社の人事評価の仕組み 山元浩二/著 日経BP社

54 336.4 チームの一体感を高める“社内運動会”の仕掛け 米司隆明/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

55 336.5 デスクと気持ちの片づけで見違える、わたしの仕事時間 Emi/著 ワニブックス

56 336.8 武器としての会計思考力 矢部謙介/著 日本実業出版社

57 336.9 図解でわかる!減価償却 小野恵/著 秀和システム

58 336.9 個人事業の経理 村形聡/監修 新星出版社

59 338.1 隣の人の投資生活 工藤将太郎/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

60 338.1 マネーという名の犬 ボード・シェーファー/著 田中順子/
訳

飛鳥新社

61 338.1 クラウドファンディング革命 中山亮太郎/著 PHP研究所

62 338.1 株トレード カラ売りのルール 二階堂重人/著 すばる舎

63 338.5 預貯金へのマイナンバー付番Q&A 梅屋真一郎/著 ビジネス教育出版社

64 338.6 明日をつくる地域金融 内田聡/著 昭和堂

65 338.8 投資信託の超入門書 湯之前敦/著 高橋書店

66 345.1 図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 18年版 千代田パートナーズ税理士法人/監修 成美堂出版

67 345.3 自分でパパッと書ける確定申告 平成30年3月15日締切分 平井義一/監修 翔泳社

68 345.3 自分ですらすらできる確定申告の書き方 [平成29年度版] 渡辺義則/著 KADOKAWA

69 345.5 500㎡以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続 江幡吉昭/著 アスコム

70 361 社会学入門 筒井淳也/著 前田泰樹/著 有斐閣
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 361.4 パリのすてきなおじさん 金井真紀/文と絵 広岡裕児/案内 柏書房

72 361.4 なぜ中国人は財布を持たないのか 中島恵/著 日本経済新聞出版社

73 361.4 ヒトは「いじめ」をやめられない  （小学館新書） 中野信子/著 小学館

74 361.4 ネット時代の「取材学」 藤井誠二/著 IBCパブリッシング

75 361.4 韓国・韓国人の品性 古田博司/著 ワック

76 361.5 日本のメイドカルチャー史 上 久我真樹/著 星海社

77 361.5 日本のメイドカルチャー史 下 久我真樹/著 星海社

78 361.6 世代の痛み  （中公新書ラクレ） 上野千鶴子/著 雨宮処凛/著 中央公論新社

79 361.7 地方に生きる若者たち 石井まこと/編 宮本みち子/編 旬報社

80 361.7 関係人口をつくる 田中輝美/著 木楽舎

81 361.7 横丁の引力  （イースト新書） 三浦展/著 イースト・プレス

82 361.8 新・部落差別はなくなったか? 塩見鮮一郎/著 緑風出版

83 361.8 エッジを歩く 三浦耕吉郎/著 晃洋書房

84 361.8 底辺への競争  （朝日新書） 山田昌弘/著 朝日新聞出版

85 364.3 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版 榎本恵一/著 渡辺峰男/著 三和書籍

86 364.3 金持ち定年、貧乏定年 長尾義弘/著 中島典子/著 実務教育出版

87 366.1 雇用社会の25の疑問 大内伸哉/著 弘文堂

88 366.1 仮想通貨革命で働き方が変わる 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

89 366.2 現場発!知的・発達障害者の就労自立支援 高原浩/著 学事出版

90 366.2 障害者雇用入門 丹下一男/著 経団連出版

91 366.2 副業図鑑 戸田充広/著 総合法令出版

92 366.2 食いつめものブルース 山田泰司/著 日経BP社

93 366.2 士業を極める技術 横須賀輝尚/著 菰田泰隆/監修
日本能率協会マネジメ
ントセンター

94 366.4 同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下がる人 山口俊一/著 中央経済社

95 367.2 漂流女子  （朝日新書） 中島かおり/著 朝日新聞出版

96 367.7 70歳、はじめての男独り暮らし 西田輝夫/著 幻冬舎

97 367.7 老いてひとりを生き抜く! 三浦清一郎/著 日本地域社会研究所

98 369.2 生活困窮者を支える連携のかたち 上原久/編著 中央法規出版

99 369.2 障害者総合支援法のすべて 柏倉秀克/監修 ナツメ社

100 369.2 障がいのある人の性 支援ガイドブック 坂爪真吾/著 中央法規出版

101 369.2 介護も高齢もこわくない 佐藤綾子/著
学研メディカル秀潤
社

102 369.2 2人の障がい者社長が語る絶望への処方箋 佐藤仙務/著 恩田聖敬/著 左右社

103 369.2 認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方・話し方 鈴木みずえ/監修 池田書店

104 369.2 Q&A生活保護ケースワーク支援の基本 全国公的扶助研究会/監修 吉永純/編
著 明石書店

105 369.2 聴導犬のなみだ 野中圭一郎/著 プレジデント社

106 369.2 介護界のアイドルごぼう先生のみんなを笑顔にする魔法 簗瀬寛/著 講談社

107 369.2 Q&A生活保護手帳の読み方・使い方
吉永純/編著 全国公的扶助研究会/監
修 明石書店

108 369.3 化学防災読本 門奈弘己/著 緑風出版

109 371.4 「落ち着きがない」の正体 スチュアート・シャンカー/著 小佐
田愛子/訳 東洋館出版社

110 371.5 10年後の世界を生き抜く最先端の教育 茂木健一郎/著 竹内薫/著 祥伝社

111 372.1 学童集団疎開 一條三子/著 岩波書店

112 373.2 文部科学省は解体せよ 有元秀文/著 扶桑社

113 373.7 女性校長はなぜ増えないのか 河野銀子/編著 勁草書房

114 375.1 部活動って何だろう?
しんぶん赤旗「部活って何」取材班/
著

新日本出版社

115 375.3 「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか 平井美津子/著 高文研
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No, 分類 書名 著者名 出版社

116 379.9 「自分から勉強する子」の親の言葉 男子編 和田秀樹/著 大和書房

117 382.1 民俗学者が歩いて出会った人生のことば 汽水民俗研究会/編著 創元社

118 383.8 江戸の居酒屋  （歴史新書） 伊藤善資/編著 洋泉社

119 383.8 ヒトは何故それを食べるのか 佐竹元吉/著 正山征洋/著 中央法規出版

120 384.5 子どもたちの生きるアフリカ 清水貴夫/編 亀井伸孝/編 昭和堂

121 386.1 しめかざり 森須磨子/著 工作舎

122 386.3 ケルト再生の思想  （ちくま新書） 鶴岡真弓/著 筑摩書房

123 386.8 新・神楽と出会う本 三上敏視/著
アルテスパブリッシン
グ

124 387 京阪神七福神めぐり あんぐる/著 メイツ出版

125 395.3 主権なき平和国家 伊勢崎賢治/著 布施祐仁/著 集英社クリエイティブ

126 395.3 これだけは知っておきたい沖縄フェイク<偽>の見破り方 琉球新報社編集局/編著 高文研

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 図説世界を変えた書物 竺覚暁/著 グラフィック社

2 410.7 数学の研究をはじめよう 4 飯高茂/著 現代数学社

3 410.7 世界の名作数理パズル100  （ブルーバックス） 中村義作/著 講談社

4 412 美しすぎる「数」の世界  （ブルーバックス） 清水健一/著 講談社

5 413 「極限」を使いこなす 小谷潔/著 東京大学出版会

6 417 Rで統計を学ぼう!文系のためのデータ分析入門 長島直樹/著 石田実/著 中央経済社

7 420.7 「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 齋藤勝裕/著 ベレ出版

8 421.3 量子力学 畠山温/著 日本評論社

9 431.1 分子マシン驚異の世界 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

10 440 宇宙用語図鑑 二間瀬敏史/著 中村俊宏/構成 マガジンハウス

11 440.1 幻の惑星ヴァルカン トマス・レヴェンソン/著 小林由香
利/訳 亜紀書房

12 441.1 重力で宇宙を見る 二間瀬敏史/著 河出書房新社

13 443.9 宇宙誕生  ニュートンプレス

14 448.9 地図作成に見る世界最先端の技術史 今村遼平/著 郁朋社

15 451 異常気象はなぜ増えたのか  （祥伝社新書） 森朗/[著] 祥伝社

16 451.8 不都合な真実 2 アル・ゴア/著 枝廣淳子/訳 実業之日本社

17 451.8 気候変動  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

18 453 日本の地下で何が起きているのか 鎌田浩毅/著 岩波書店

19 454.6 素晴らしき洞窟探検の世界  （ちくま新書） 吉田勝次/著 筑摩書房

20 455.8 地すべり山くずれの実際 高谷精二/著 鹿島出版会

21 457.8 生痕化石からわかる古生物のリアルな生きざま 泉賢太郎/著 ベレ出版

22 459 図説鉱物肉眼鑑定事典 松原聰/著 秀和システム

23 462 サルは大西洋を渡った
アラン・デケイロス/[著] 柴田裕之/
訳 みすず書房

24 467.5 生命進化の偉大なる奇跡 アリス・ロバーツ/著 斉藤隆央/訳 学研プラス

25 468 大学1年生のなっとく!生態学 鷲谷いづみ/著 講談社

26 468.6 美しい海の浮遊生物図鑑 若林香織/著 田中祐志/著 文一総合出版

27 469.9 日本人の源流 斎藤成也/著 河出書房新社

28 470 雑草は軽やかに進化する 藤島弘純/著 築地書館

29 480.9 100年後も見たい動物園で会える絶滅危惧動物  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

30 482.1 日本人と動物の歴史 2 小宮輝之/著 ゆまに書房

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 486.5 カメムシの母が子に伝える共生細菌 細川貴弘/著 辻和希/コーディネー
ター 共立出版

32 488.1 歌う鳥のキモチ 石塚徹/著 山と溪谷社

33 488.1 鳥さんぽをはじめよう 鳥くん/著 主婦の友社

34 488.7 那須山ろくオオタカ物語 大滝孝久/著 文芸社

35 489.4 ボクが逆さに生きる理由(わけ) 中島宏章/著 福井大/監修 ナツメ社

36 489.5 熊!に出会った襲われた 2 つり人社書籍編集部/編 つり人社

37 490.2 医学の歴史 多田羅浩三/著 左右社

38 490.2 医学の歴史大図鑑 スティーヴ・パーカー/監修 酒井シ
ヅ/日本語版監修 河出書房新社

39 490.4 病気を引き寄せる患者には理由(わけ)がある。 北條元治/著 イースト・プレス

40 491.1 日本一わかりやすい筋肉の本 石山修盟/監修 かたおか朋子/イラス
ト 枻出版社

41 491.3 世界に「かゆい」がなくなる日 柿木隆介/著 高森建二/監修 ナツメ社

42 491.3 脳は噓をつく、心は噓がつけない 高田明和/著 春秋社

43 492 自分で探す病気のサイン 関西医科大学/完全監修 毎日新聞出版

44 492.7 1日5分!冷えとりふくらはぎ健康法 川嶋朗/監修 室谷良子/指導 洋泉社

45 492.7 ストレスとりたきゃ頭蓋骨をもみなさい 寺林陽介/著 内野勝行/監修 アスコム

46 492.7 自分で押せてすぐに効く!手ツボ・足ツボ 包強/著 池田書店

47 493.1 やせる、不調が消える読む冷えとり 石原新菜/監修 主婦の友社

48 493.1 介護現場で使える医療知識&お薬便利帖 介護と医療研究会/著 河村雅明/監修 翔泳社

49 493.1 介護予防のためのウォーキング 中村容一/著 黎明書房

50 493.1 私がアルビノについて調べ考えて書いた本 矢吹康夫/著 生活書院

51 493.1 死民と日常 渡辺京二/著 弦書房

52 493.3 誤嚥性肺炎で困らない本 寺本浩平/著 寺本民生/著 河出書房新社

53 493.4 マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん 瀬戸泰之/監修 高橋慶一/監修 法研

54 493.7 最新ボケない!“元気脳”のつくり方 遠藤英俊/著 世界文化社

55 493.7 注文をまちがえる料理店 小国士朗/著 あさ出版

56 493.7 タイプ別対応でよくわかる認知症ケア 熊谷頼佳/著 ナツメ社

57 493.8 もうワクチンはやめなさい 母里啓子/著 双葉社

58 493.9 赤ちゃんの脳と心で何が起こっているの? リザ・エリオット/著 小西行郎/日本
語版監修 楽工社

59 494.5 最新放射線治療でがんに勝つ 佐藤俊彦/著 幻冬舎

60 494.7 詳しくわかるひざ・股関節の痛みの治療と安心生活 宗田大/監修 主婦と生活社

61 495 「見た目」が若くなる女性のカラダの医学 太田博明/著 さくら舎

62 498.0 こうすれば日本の医療費を半減できる 武久洋三/著 中央公論新社

63 498.1 よくわかる!図解病院の学習書 梶葉子/著 ロギカ書房

64 498.1 ブラック病院 富家孝/著 イースト・プレス

65 498.3 おとな女子のセルフ健康診断 内山明好/監修 G.B.

66 498.3 「座りすぎ」が寿命を縮める 岡浩一朗/著 大修館書店

67 498.3 「朝がつらい」がなくなる本 梶村尚史/著 三笠書房

68 498.3 二度見させるカラダは美尻ヨガでつくる 北村エミ/著 KADOKAWA

69 498.3 昼間のパフォーマンスを最大にする正しい眠り方 友野なお/著 WAVE出版

70 498.3 毎朝3分の丹田呼吸で体も心も元気になる 藤麻美子/著 川嶋朗/監修 あさ出版

71 498.3 賢脳食 三石巌/著 阿部出版

72 498.5 低炭水化物ダイエットへの警鐘
T.コリン・キャンベル/著 ハワー
ド・ジェイコブソン/著 評言社

73 498.5 断食・少食健康法 甲田光雄/著 春秋社

74 498.5 血めぐり薬膳 坂井美穂/著 エイアンドエフ

75 498.5 HACCP実践のポイント 新宮和裕/著 日本規格協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 498.5 女性のための薬膳レシピ 辰巳洋/著 緑書房

77 498.5 誰でも作れておいしいやわらか介護食 寺島治/著 旭屋出版

78 498.5 食のとっても大切なお話 根本悦子/著 文芸社

79 498.5 色の野菜の栄養事典 吉田企世子/監修 エクスナレッジ

80 498.5 子どもに「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺雄二/著 大和書房

81 498.6 ウイルス大感染時代
NHKスペシャル取材班/著 緑慎也/
著

KADOKAWA

82 499.0 毒と薬の文化史 船山信次/著 慶應義塾大学出版会

83 499.1 本当に効く薬の飲み方・使い方 加藤哲太/監修 実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507.1 世界を変えた6つの「気晴らし」の物語
スティーブン・ジョンソン/著 大田
直子/訳

朝日新聞出版

2 507.2 ネーミング発想・商標出願かんたん教科書 松野泰明/著 中央経済社

3 507.9 鉄道模型Nゲージを楽しむ 2018年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

4 507.9 MOZU超絶精密ジオラマワーク MOZU/著 玄光社

5 509.5 GOOD FACTORY最強の工場をつくる48の工夫 日本能率協会GOOD FACTORY研究会/著 日経BP社

6 510.2 図説日本と世界の土木遺産 五十畑弘/著 秀和システム

7 517.4 レーダで洪水を予測する 中尾忠彦/著 成山堂書店

8 518.1 水道事業の経営改革 地下誠二/監修 日本政策投資銀行地
域企画部/編著

ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

9 518.8 復興デザインスタジオ 東京大学復興デザイン研究体/編 東京大学出版会

10 518.8 密集市街地の防災と住環境整備 UR密集市街地整備検討会/編著 学芸出版社

11 519.7 廃棄物処理法虎の巻 堀口昌澄/著 日経BP社

12 520.8 世界の美しい色の建築 大田省一/[編]著 エクスナレッジ

13 520.9 図表でわかる建築生産レファレンス 佐藤考一/著 角田誠/著 彰国社

14 520.9 施工がわかるイラスト建築生産入門 日本建設業連合会/編 川崎一雄/イラ
スト 彰国社

15 521.8 江戸時代の家 大岡敏昭/著 水曜社

16 521.8 登録有形文化財 佐滝剛弘/著 勁草書房

17 527 「わたしの暮らしにあった家」のつくり方 明野岳司/著 明野美佐子/著 主婦の友社

18 527 30代夫婦が建てたナチュラルで子育てしやすい家  主婦と生活社

19 527.1 なるほど住宅デザイン  エクスナレッジ

20 528.7 DIYで火の暮らしを楽しむ  地球丸

21 532.0 町工場の娘 諏訪貴子/著 日経BP社

22 537.0 東京モーターショー トヨタ編 山田耕二/著 三樹書房

23 537.0 東京モーターショー ニッサン/プリンス編 山田耕二/著 三樹書房

24 537.1 カーデザインは未来を描く 根津孝太/著
PLANETS/第二次惑星開
発委員会

25 537.1 きちんと知りたい!軽自動車メカニズムの基礎知識 橋田卓也/著 日刊工業新聞社

26 537.9 国産車50年の歩み  ネコ・パブリッシング

27 538.6 ヘリワールド 2018  イカロス出版

28 539.0 小池・小泉「脱原発」のウソ 金子熊夫/著 小野章昌/著 飛鳥新社

29 541.1 世界一わかりやすい電気・電子回路 薮哲郎/著 講談社

30 541.5 絵ときでわかる電気電子計測 熊谷文宏/著 オーム社

31 548.3 ロボット法 平野晋/著 弘文堂

32 549.3 図解でわかるはじめての電子回路 大熊康弘/著 技術評論社

33 556.7 海上の巨大クレーン これが起重機船だ 出水伯明/編・写真 洋泉社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 556.9 イージス艦事典 JShips編集部/編 イカロス出版

35 556.9 日本の港 上船修二/著 イカロス出版

36 588.5 ワインに染まる 戸塚真弓/著 中央公論新社

37 588.5 うまい日本酒をつくる人たち 増田晶文/著 草思社

38 589.2 おしゃれはほどほどでいい 野宮真貴/著 幻冬舎

39 589.2 おしゃれな大人のスウィートコーデ 福田栄華/著 主婦と生活社

40 589.2 本当に似合うBestアイテム事典 二神弓子/著 西東社

41 589.2
クローゼットがはちきれそうなのに着る服がない!そんな私が、1年間洋服を
買わないチャレンジをしてわかったこと 松尾たいこ/著 扶桑社

42 589.2 ロンドン・コレクション1984-2017
若月美奈/著 クリス・ムーアと仲間
たち/写真

繊研新聞社

43 589.2 大人のおしゃれに、ほしいもの  主婦と生活社

44 589.7 SHOE DOG フィル・ナイト/著 大田黒奉之/訳 東洋経済新報社

45 589.7 携帯型ゲーム機超コンプリートガイド レトロゲーム愛好会/編 主婦の友インフォス

46 590 心がラクになるドイツのシンプル家事 久保田由希/著 大和書房

47 590 HYGGE北欧が教えてくれた、「ヒュッゲ」な暮らしの秘密
シグナ・ヨハンセン/著 [柴田里芽/
訳] 日本文芸社

48 590 家事の時間割  宝島社

49 590.4 暮らしとごはんを整える。 ちこ/著 主婦と生活社

50 590.4 自分をいたわる暮らしごと 結城アンナ/著 主婦と生活社

51 591 45歳からのお金を作るコツ 井戸美枝/著 ビジネス社

52 591 1日500円の小さな習慣 横山光昭/著 幻冬舎

53 591.8 書けば貯まるお金ノート づん/著 ぴあ

54 592.7 今日からはじめるヴィンテージDIY 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

55 593.0 手仕事礼讃 林ことみ/著 誠文堂新光社

56 593.3 3つのシルエットで作る「永遠」のワンピース 鈴木圭/著 文化学園文化出版局

57 593.3 これからのシニア世代の服  ブティック社

58 594 フェルトでつくるかわいい花とスイーツ PieniSieni/著 元山ゆう子/著 日本文芸社

59 594 フェルトの福づくしチャームとお守り袋 ピポン/著 文化学園文化出版局

60 594.2 ハイトモニカの刺繡アクセサリー ハイトモニカ/著 ブティック社

61 594.2 いぬだらけ刺しゅう380  アップルミンツ

62 594.3 レリーフ編み 梅村マルティナ/[著] 地球丸

63 594.3 かんたんかわいいベビーのニット 河合真弓/[著] 日本ヴォーグ社

64 594.3 表目と裏目だけで編むニット ベルンド・ケストラー/著 NHK出版

65 594.3 7人の人気作家が編むざっくりマフラー帽子バッグ フッティー糸を楽しむ会/編 日東書院本社

66 594.3 余った毛糸で編む小物総集編全90点  ブティック社

67 594.3 干支のあみぐるみ  アップルミンツ

68 594.3 かぎ針編みのかわいいモチーフ小物  日本ヴォーグ社

69 594.3 ジャンボ針でザクザク編むかんたんこもの  ブティック社

70 594.3 まっすぐ編みの巻きもの  ブティック社

71 594.3 もっと楽しむかぎ針編みワンダークロッシェ  日本ヴォーグ社

72 594.8 ドライフラワーでつくるリースとスワッグ インテリアのアレンジメント Kristen/著 日東書院本社

73 594.9 やさしい水引細工12カ月 荻原加寿美/著 成美堂出版

74 595 手作りスキンケアコスメ#沼ラボ 大沼由樹/著 KADOKAWA

75 595 いくつになっても、美しく、いさぎよく生きる 毛利理美/著 主婦の友インフォス

76 595.4 ジェルネイルSpecial Edition  ブティック社

77 596 何も作りたくない日の爆ラク!小鍋 井澤由美子/著 主婦の友社

78 596 小さな鍋で絶品おかず 石澤清美/著 家の光協会

- 11 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

79 596 あたらしい一汁三菜 上田淳子/著 文化学園文化出版局

80 596 江上料理学院90年のベストレシピ100 江上栄子/著 江上佳奈美/著 東京書店

81 596 ぜんぶ小鍋 大庭英子/著 世界文化社

82 596 大原千鶴の酒肴になる「おとな鍋」 大原千鶴/著 世界文化社

83 596 科学が創造する新しい味 オフィスSNOW/編著 旭屋出版

84 596 毎日大活躍の圧力鍋 堤人美/著 成美堂出版

85 596 ターシャ・テューダーのファミリー・レシピ ウィンズロー・テューダー/著 ター
シャ・テューダー/レシピ考案・絵 主婦と生活社

86 596 COOK BOOK Vol.1 Francfranc/著 扶桑社

87 596 100%下ごしらえで絶対失敗しない定番料理 水島弘史/著 幻冬舎

88 596 「おいしいの素」帖  地球丸

89 596 「きょうの料理」くらべて選べるわが家の味  NHK出版

90 596 行列のできる定食屋菱田屋の男メシ!  オレンジページ

91 596.2 毎日の食べるみそ汁100 杵島直美/著 ブティック社

92 596.2 本当はラクなパイ作り 空閑晴美/著 誠文堂新光社

93 596.2 おうち割烹 中嶋貞治/著 ナツメ社

94 596.2 野崎洋光 春夏秋冬の献立帳 野崎洋光/著 幕内秀夫/著 世界文化社

95 596.2 おいしいもの好きが集まる店の全部、自家製 野々下レイ/著 講談社

96 596.2 藤井恵さんの体にいい和食ごはん 藤井恵/著 学研プラス

97 596.3 ぜんぶ簡単どんぶり きじまりゅうた/著 世界文化社

98 596.3 ぷりっぷり、ふわふわミンチのアレンジレシピ94 栗山小夜子/著 マガジンランド

99 596.3 Farmer's KEIKO農家の台所野菜のおかず便利帖 Farmer's KEIKO/著 主婦と生活社

100 596.3 つくりおき野菜ペーストレシピ 横山剛/著 梶原政之/著 幻冬舎

101 596.4 繰り返し作りたくなる!ラク弁当レシピ 2 長谷川りえ/[著] 枻出版社

102 596.6 毎日食べてもふとらない!糖質オフの持ち歩き菓子 石澤清美/著 主婦の友社

103 596.6 グルテンフリーのパンとスープ 上原まり子/著 文化学園文化出版局

104 596.6 グルテンフリーのおやつ 大塚せつ子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

105 596.6 香り高い焼き菓子大人のBAKE 荻田尚子/著 誠文堂新光社

106 596.6 つくってみたい茶席の和菓子十二か月 清真知子/著 淡交社

107 596.6 お菓子タルト+お惣菜タルト 栗山有紀/[著] アップルミンツ

108 596.6 セルクルで作るタルト 田中博子/著 文化学園文化出版局

109 596.6 生地を冷凍しておけるタルト 西山朗子/著 マイナビ出版

110 596.6 ニッポン全国和菓子の食べある記 畑主税/著 誠文堂新光社

111 596.6 家庭のオーブンで作るスポンジ生地 ムラヨシマサユキ/著 成美堂出版

112 596.7 ブリューコーヒーテクニック 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

113 596.7 はじめましての中国茶 池澤春菜/著 本の雑誌社

114 596.7 無形文化遺産ウィーンのカフェハウス 沖島博美/著 河出書房新社

115 596.7 英国スタイルで楽しむ紅茶 スチュワード麻子/著 河出書房新社

116 597.5 やせる収納 梶ケ谷陽子/著 主婦の友社

117 597.9 すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社/編 主婦の友社

118 598.2 いちばんハッピーな妊娠・出産BOOK 小川隆吉/監修 成美堂出版

119 598.2 最新!妊娠・出産新百科mini 杉本充弘/総監修
ベネッセコーポレー
ション

120 598.3 赤ちゃんが必ずかかる病気&ケア  主婦の友社

121 599 感情的にならない子育て 高祖常子/著 上大岡トメ/イラスト かんき出版

122 599.0 卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ/著 毎日新聞出版

123 599 いちばんハッピーな育児BOOK 辻祐一郎/監修 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

124 599 最新!育児新百科mini 松井潔/総監修
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 田舎の力が未来をつくる! 金丸弘美/著 合同出版

2 610.1 戦争と農業  （インターナショナル新書） 藤原辰史/著
集英社インターナショ
ナル

3 610.4 自適農の地方移住論 西山敬三/著 創風社出版

4 611.7 農業のマーケティング教科書 岩崎邦彦/著 日本経済新聞出版社

5 611.7 消費者も育つ農場 片柳義春/著 創森社

6 613.5 土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 加藤哲郎/監修 ナツメ社

7 615.2 図解でよくわかるタネ・苗のきほん 日本種苗協会/監修 誠文堂新光社

8 615.8 実践事例でわかる獣害対策の新提案 農業共済新聞/編 江口祐輔/監修 家の光協会

9 625.6 ブドウ 望岡亮介/著 NHK出版

10 629.2 京都絶景庭園 水野秀比古/写真・文 電波社

11 629.7 はじめてでもできる小さな庭づくり 小黒晃/草花監修 木村卓功/バラ監修 ナツメ社

12 645.7 やさしい猫の看取りかた 沖山峯保/監修 立原圭子/絵 角川春樹事務所

13 645.9 かわいいハリネズミと暮らす本 高橋剛広/監修飼育指導 田向健一/監
修医療指導 エムピージェー

14 645.9 ウサギの看取りガイド 田向健一/監修 エクスナレッジ

15 646.8 うちの鳥の老いじたく 細川博昭/著 ものゆう/イラスト 誠文堂新光社

16 652.1 林ヲ営ム 赤堀楠雄/著 農山漁村文化協会

17 653.2 心に響く樹々の物語 ダイアン・クック/写真・文 レン・
ジェンシェル/写真・文

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

18 654.8 クマが襲ってきた 秋田魁新報社/編 秋田魁新報社

19 657.8 里山料理ノオト 江南和幸/著 サンライズ出版

20 657.8 日本人ときのこ  （ヤマケイ新書） 岡村稔久/著 山と溪谷社

21 662.1 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田武士/監修 家の光協会

22 662.7 海の民のハワイ 小川真和子/著 人文書院

23 666.9 熱帯魚 佐々木浩之/著 誠文堂新光社

24 673.8 奇跡のスーパーマーケット ダニエル・コーシャン/著 グラン
ト・ウェルカー/著

集英社インターナショ
ナル

25 673.9 人気BARの接客サービス 旭屋出版編集部/著 旭屋出版

26 673.9 大家さん、その対応は法律違反です! 岡田のぶゆき/著 福岡寛樹/著 ぱる出版

27 673.9 銭湯は、小さな美術館 ステファニー・コロイン/[著] 啓文社書房

28 673.9 ガチでやったら、年商5億になった件 庄野智治/著 CCCメディアハウス

29 674.2 日本の歴史的広告クリエイティブ100選 岡田芳郎/著 宣伝会議

30 674.3 小野勇介の仕事
博報堂デザインドリブンプロジェク
ト/編 CCCメディアハウス

31 674.3 藤田純平の仕事 博報堂デザインドリブンプロジェク
ト/編 CCCメディアハウス

32 674.5 POPの教科書 山口茂/著 すばる舎

33 675 顧客を説得する7つの秘密
ジェームズ・C.クリミンス/著 柿沼
優花/訳

すばる舎リンケージ

34 675 これからのSEO Webライティング本格講座 瀧内賢/著 秀和システム

35 675 Googleアナリティクスのやさしい教科書。 山野勉/著
エムディエヌコーポ
レーション

36 675 課題解決につながる「実践マーケティング」入門 理央周/著 日本実業出版社

37 675.1 おみやげのデザイン  ビー・エヌ・エヌ新社

38 681.3 図解わかる交通事故の損害賠償 堀哲郎/監修 沼尻隆一/監修 新星出版社

39 686.2 生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅100選 越信行/著 山と溪谷社

40 686.2 なつかしの通勤電車 関西編 広岡友紀/著 彩流社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 686.2 JR特急列車年鑑 2018  イカロス出版

42 686.5 駅・まち・マーケティング 池澤威郎/著 同友館

43 689.4 みなかみイノベーション 鈴木誠二/著 あさ出版

44 689.4 観光DMO設計・運営のポイント 日本政策投資銀行地域企画部/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

45 689.5 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2018 クロロ/著 TDL&TDS裏技調査隊/編 廣済堂出版

46 689.5 東京ディズニーランド完全ガイド 2018-2019  講談社

47 693.8 風景印かながわ探訪 古沢保/著 彩流社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 かわいいジャポニスム 沼田英子/著 東京美術

2 702.0 最後の場所 南嶌宏/著 月曜社

3 708.7 皇室の彩  美術出版社

4 709.1 日本遺産 2 日本遺産プロジェクト/編 東京法令出版

5 720.8 美人画ボーダレス 芸術新聞社/監修 芸術新聞社

6 721.2 絵解きの愉しみ 中村興二/著 平凡社

7 723.0 ファンタジーとSF・スチームパンクの世界 海野弘/解説・監修
パイインターナショナ
ル

8 723.1 鶴亀高校つるかめざんの歌 安野光雅/絵・詞 岩崎書店

9 723.3 もっと知りたいターナー 荒川裕子/著 東京美術

10 723.3 カラヴァッジョの秘密 コスタンティーノ・ドラッツィオ/著
上野真弓/訳 河出書房新社

11 723.3 セザンヌの地質学 持田季未子/著 青土社

12 724.1 新・十二支図100選 全国水墨画美術協会/編著 秀作社出版

13 726.1 1分間似顔絵  （ワニブックス|PLUS|新書） 山田雅夫/著 ワニブックス

14 726.6 わたしの兄の本 モーリス・センダック/著 柴田元幸/
訳 集英社

15 740.2 降伏の記録 植本一子/著 河出書房新社

16 743.5 町撮りアート写真ブック 丹野清志/著 玄光社

17 743.5 感動!ナイトフォトの撮り方ガイド  玄光社

18 743.6 猫の撮リセツ 清水奈緒/著 エクスナレッジ

19 748 悠久の宙(そら) KAGAYA/著 河出書房新社

20 748 東京わが残像 田沼武能/著 クレヴィス

21 749.4 文字と楽園 正木香子/著 本の雑誌社

22 750.2 めぐる日本のモノづくり LEXUS NEW TAKUMI PROJECT/[編] 美術出版社

23 751.9 UVレジンアクセサリー事典140 Tink create/編 西東社

24 754.3 木のものづくり探訪 西川栄明/著 渡部健五/写真 創元社

25 754.9 紙仏巡礼 菊地清/著 文化学園文化出版局

26 754.9 ペーパークイリングスタイルブック 菊地七夢/著 日本ヴォーグ社

27 756.6 刀装具 内藤直子/著 淡交社

28 759 レゴレシピ ケビン・ホール/著 石井光子/訳 玄光社

29 761.9 もっと音楽が好きになるこころのトレーニング 大場ゆかり/著 音楽之友社

30 762.1 裸足のピアニスト 下山静香/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

31 762.8 天才たちのつくった音楽の世界  辰巳出版

32 767.1 「赤とんぼ」で学ぼう 歌が上手くなる「シンプル声楽法」 中野陽子/著 ペンコム

33 768.1 スコットランドに響く和太鼓 ウイリアムス春美/著 芙蓉書房出版

34 770.6 吉本興業百五年史  吉本興業

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 778.0 スクリーン横断の旅 立野正裕/著 彩流社

36 778.0 サ・ン・ト・ランド 長谷川町蔵/著 洋泉社

37 778.0 映画を聴きましょう 細野晴臣/著 キネマ旬報社

38 778.2 西部劇を読む事典 芦原伸/著 天夢人

39 778.2 ママを殺した 藤真利子/著 幻冬舎

40 778.2 ゴジラの工房 若狭新一/著 洋泉社

41 778.2 大林宣彦  河出書房新社

42 779.1 しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路きみまろ/著 朝日新聞出版

43 779.1 絶滅危惧職、講談師を生きる 神田松之丞/著 杉江松恋/聞き手 新潮社

44 779.1 十八番の噺 春風亭昇太/著 桃月庵白酒/著 フィルムアート社

45 779.1 落語とは、俺である。 立川談志/著 竹書房

46 779.1 噺家の卵煮ても焼いても 柳家さん喬/著 筑摩書房

47 779.9 誰も知らない、萩本欽一。 萩本欽一/語り 土屋敏男/取材 ぴあ

48 780 基本・スポーツマネジメント 畑攻/編著 小野里真弓/編著 大修館書店

49 781.4 最高に動ける体になる!骨格リセットストレッチ 鈴木清和/著 青春出版社

50 782 ランニング・サイエンス ジョン・ブルーワー/ほか著 菅しお
り/訳 河出書房新社

51 782.3 マラソン完走マニュアル 2017-18 ランニングマガジンcourir/責任編集
ベースボール・マガジ
ン社

52 783.1 コービー・ブライアント失う勇気 ローランド・レイゼンビー/著 大西
玲央/訳 東邦出版

53 783.4 技術解体新書 風間八宏/著 西部謙司/著 カンゼン

54 783.4 ジュニア年代の考えるサッカー・トレーニング 6  
ベースボール・マガジ
ン社

55 783.6 卓球回転を極める 村瀬勇吉/著
ベースボール・マガジ
ン社

56 783.7 開き直る権利 小久保裕紀/著 朝日新聞出版

57 783.7 侍ジャパンを世界一にする!戦略思考 野村克也/著 竹書房

58 784.3 最新!SKIの科学 竹腰誠/監修 中里浩介/監修 洋泉社

59 784.6 DVDでもっと華麗に!魅せるフィギュアスケート上達のコツ50 西田美和/監修 メイツ出版

60 784.6 チャーム・オブ・アイス レーナ・レヘトライネン/著・写真
エリナ・パーソネン/著・写真 サンマーク出版

61 785.2 平常心のレッスン。 岡本美鈴/著 旬報社

62 786.5 ジャスト・ライド グラント・ピーターセン/著 沼崎敦
子/訳 Pヴァイン

63 788.2 三沢と橋本はなぜ死ななければならなかったのか 西花池湖南/著 河出書房新社

64 789.2 少林寺拳法柔法の秘密 SHORINJI KEMPO UNITY/監修 少林寺
拳法連盟/編集

ベースボール・マガジ
ン社

65 791 茶の湯百人一首  （淡交新書） 筒井紘一/著 淡交社

66 796.0 天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤一二三/著 日本実業出版社

67 796.0 藤井聡太 天才はいかに生まれたか  （NHK出版新書） 松本博文/著 NHK出版

68 798.5 テトリス・エフェクト ダン・アッカーマン/著 小林啓倫/訳 白揚社

69 798.5 ゲームライフ マイケル・W.クルーン/[著] 武藤陽
生/訳

みすず書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 新翻訳力を鍛える本  イカロス出版

2 809.4 さすが!と言われる心に響く名スピーチのコツ&実例集 生島ヒロシ/著 日本文芸社

3 810.4 大人の語彙力が面白いほど身につく本 [LEVEL1] （青春新書PLAY BOOKS） 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

4 811.2 漢字 沖森卓也/編著 笹原宏之/編著 朝倉書店

5 814 漢語 沖森卓也/編著 肥爪周二/編著 朝倉書店

6 814.7 夢みる昭和語 女性建築技術者の会/編著 三省堂

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 820.4 ことばの散歩道 7 上野恵司/著 白帝社

8 821.2 詳説世界の漢字音 大野敏明/著 慧文社

9 824 日本語のなかの中国故事 小林祥次郎/著 勉誠出版

10 825 7つの述語文でつかむ中国語ステップ100 榎本英雄/著 朝日出版社

11 830.4 日本の英語、英文学 外山滋比古/著 研究社

12 837.5 超英語思考リスニング イムラン・スィディキ/著 明日香出版社

13 837.8 日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 黒坂真由子/著 カリン・シールズ/著
クロスメディア・ラン
ゲージ

14 837.8 100語で簡単!ネイティブに伝わる英会話 デイビッド・セイン/著 成美堂出版

15 867.7 日本人が知りたいスペイン人の当たり前
フリオ・ビジョリア・アパリシオ/著
エレナ・ポンセ・マリンバルド/著

三修社

16 877.7 イタリア語で読む星の王子さま サン=テグジュペリ/著 エステル・
フォーミッチェラ/イタリア語訳 IBCパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 ダイアローグ ロバート・マッキー/著 越前敏弥/訳 フィルムアート社

2 901.3 新しい小説のために 佐々木敦/著 講談社

3 902.0 煉獄と地獄 松田隆美/著 ぷねうま舎

4 904 遠まわりして聴く 和田忠彦/著 書肆山田

5 910.2 清張鉄道1万3500キロ 赤塚隆二/著 文藝春秋

6 910.2 江戸川乱歩と横溝正史 中川右介/著 集英社

7 910.2 うそつき 野坂暘子/著 新潮社

8 911.1 美しい日本語が話せる書ける万葉ことば 上野誠/著 幻冬舎

9 911.1 新古今の天才歌人 藤原良経 太田光一/著 郁朋社

10 911.1 長塚節「羇旅雑咏」 山形洋一/著 未知谷

11 911.3 寝る前に読む一句、二句。 夏井いつき/著 ローゼン千津/著 ワニブックス

12 914.6 戦争育ちの放埓病 色川武大/著 幻戯書房

13 914.6 ほの暗い永久から出でて 上橋菜穂子/著 津田篤太郎/著 文藝春秋

14 914.6 物語と歩いてきた道 上橋菜穂子/著 偕成社

15 914.6 月夜の散歩 角田光代/著 オレンジページ

16 914.6 忘れる女、忘れられる女 酒井順子/著 講談社

17 914.6 ありがとうのかんづめ 俵万智/[著] 小学館

18 914.6 スピンクの笑顔 町田康/著 講談社

19 914.6 かるい生活 群ようこ/著 朝日新聞出版

20 914.6 道なき未知 森博嗣/著 ベストセラーズ

21 914.6 京都で考えた 吉田篤弘/著 ミシマ社

22 916 末期がんでも元気に生きる 石弘光/著 ブックマン社

23 916 ブラックボックス 伊藤詩織/著 文藝春秋

24 916 ガラスの箱 小林てい子/著 文芸社

25 919.6 <漢詩から読み解く>西郷隆盛のこころ 諏訪原研/著 大修館書店

26 923.7 中国が愛を知ったころ 張愛玲/[著] 濱田麻矢/訳 岩波書店

27 929.1 三美スーパースターズ パクミンギュ/著 斎藤真理子/訳 晶文社

28 929.5 欠落ある写本
カマル・アブドゥッラ/著 伊東一郎/
訳

水声社

29 929.7 死体展覧会 ハサン・ブラーシム/著 藤井光/訳 白水社

30 930.2 スペイン紀行 今村楯夫/著 柏艪舎

31 930.2 カズオ・イシグロ 平井杏子/著 水声社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 931.6 タラバ、悪を滅ぼす者 ロバート・サウジー/著 道家英穂/訳 作品社

33 931.7 ただの黒人であることの重み ニール・ホール/著 大森一輝/訳 彩流社

34 933.6 チビ犬ポンペイ冒険譚
フランシス・コヴェントリー/著 山
本雅男/訳

彩流社

35 933.7 イルミナエ・ファイル エイミー・カウフマン/著 ジェイ・
クリストフ/著 早川書房

36 933.7 ザ・ガールズ エマ・クライン/著 堀江里美/訳 早川書房

37 933.7 老いたる詐欺師 ニコラス・サール/著 真崎義博/訳 早川書房

38 933.7 スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー/著 池田
真紀子/訳 文藝春秋

39 933.7 ふたつの人生 ウィリアム・トレヴァー/著 栩木伸
明/訳 国書刊行会

40 933.7 ドクター・マーフィー ジム・トンプスン/著 高山真由美/訳 文遊社

41 933.7 信天翁の子供たち アナイス・ニン/著 山本豊子/訳 水声社

42 933.7 噓の木
フランシス・ハーディング/著 児玉
敦子/訳

東京創元社

43 933.7 素性を明かさぬ死 マイルズ・バートン/著 圭初幸恵/訳 論創社

44 933.7 ピカデリーパズル
ファーガス・ヒューム/著 波多野健/
編訳

論創社

45 933.7 隣接界 クリストファー・プリースト/著 古
沢嘉通/訳 早川書房

46 933.7 ギレアド マリリン・ロビンソン/著 宇野元/訳 新教出版社

47 933.7 犬物語 ジャック・ロンドン/著 柴田元幸/訳
スイッチ・パブリッシ
ング

48 934.7 BIG MAGIC エリザベス・ギルバート/[著] 神奈
川夏子/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

49 934.7 港の底 ジョゼフ・ミッチェル/著 上野元美/
訳 柏書房

50 934.7 とても良い人生のために J.K.ローリング/著 松岡佑子/訳 静山社

51 936 レッド・プラトーン クリントン・ロメシャ/著 伏見威蕃/
訳 早川書房

52 949.3 ウールフ、黒い湖 ヘラ・S.ハーセ/著 國森由美子/訳 作品社

53 950.2 サミュエル・ベケット 高橋康也/著 白水社

54 969.3 エルドラードの孤児 ミウトン・ハトゥン/著 武田千香/訳 水声社

55 973 ある女の子のための犬のお話
ダーチャ・マライーニ/著 望月紀子/
訳 未來社

56 973 周期律 プリーモ・レーヴィ/著 竹山博英/訳 工作舎

57 989.5 サンショウウオ戦争 カレル・チャペック/著 栗栖茜/訳 海山社

58 989.8 主の変容病院・挑発 スタニスワフ・レム/著 関口時正/訳 国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 三世代探偵団 赤川次郎/著 KADOKAWA

2 F 白い久遠 浅野里沙子/著 東京創元社

3 F 人間タワー 朝比奈あすか/著 文藝春秋

4 F 画狂其一 梓澤要/著 NHK出版

5 F くちなし 彩瀬まる/著 文藝春秋

6 F 蒼玉の令嬢 荒井修子/著 河出書房新社

7 F 公開法廷 一田和樹/著 原書房

8 F はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤たかみ/著 文藝春秋

9 F 彼方の友へ 伊吹有喜/著 実業之日本社

10 F 黄金の石橋 内田康夫/著 実業之日本社

11 F 戦の国 冲方丁/著 講談社

12 F 覆面作家 大沢在昌/著 講談社

13 F 木島日記もどき開口 大塚英志/著 KADOKAWA

14 F さよなら僕らのスツールハウス 岡崎琢磨/著 KADOKAWA

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 F 白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田秀文/著 光文社

16 F キラキラ共和国 小川糸/著 幻冬舎

17 F ミ・ト・ン 小川糸/文 平澤まりこ/画 白泉社

18 F 双生児 折原一/著 早川書房

19 F パトリオットの引き金 梶永正史/著 講談社

20 F ヴェネツィア便り 北村薫/著 新潮社

21 F ぼくせん 木村忠啓/著 朝日新聞出版

22 F 銀杏手ならい 西條奈加/著 祥伝社

23 F 鶏小説集 坂木司/著 KADOKAWA

24 F サーチライトと誘蛾灯 櫻田智也/著 東京創元社

25 F Dの遺言 柴田哲孝/著 祥伝社

26 F ねこ町駅前商店街日々便り 柴田よしき/著 祥伝社

27 F 花歌は、うたう 小路幸也/著 河出書房新社

28 F 痴漢冤罪 新堂冬樹/著 祥伝社

29 F おめでたい女 鈴木マキコ/著 小学館

30 F さよなら、田中さん 鈴木るりか/著 小学館

31 F QED〜ortus〜白山の頻闇 高田崇史/著 講談社

32 F 逆さに吊るされた男 田口ランディ/著 河出書房新社

33 F 虎の牙 武川佑/著 講談社

34 F キッチンコロシアム 田中経一/著 幻冬舎

35 F みちづれはいても、ひとり 寺地はるな/著 光文社

36 F 『濹東綺譚』を歩く 唐仁原教久/画・文 白水社

37 F オブリヴィオン 遠田潤子/著 光文社

38 F 駄犬道中こんぴら埋蔵金 土橋章宏/著 小学館

39 F さくら、うるわし 長野まゆみ/著 KADOKAWA

40 F 人の昏(く)れ方 中原清一郎/著 河出書房新社

41 F 日本遺産殺人ルート 西村京太郎/[著] 徳間書店

42 F デッド・オア・アライブ 楡周平/著 光文社

43 F ナックルな三人 ねじめ正一/著 文藝春秋

44 F スクロール 橋爪駿輝/著 講談社

45 F 襷を我が手に 蓮見恭子/著 光文社

46 F シネマコンプレックス 畑野智美/著 光文社

47 F 太閤私記 花村萬月/著 講談社

48 F くじら島のナミ 浜口倫太郎/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

49 F 大獄 葉室麟/著 文藝春秋

50 F 西郷どん! 前編 林真理子/著 KADOKAWA

51 F 西郷どん! 後編 林真理子/著 KADOKAWA

52 F ランチ酒 原田ひ香/著 祥伝社

53 F たゆたえども沈まず 原田マハ/著 幻冬舎

54 F 風の声が聞こえるか はらだみずき/著 KADOKAWA

55 F ふたご 藤崎彩織/著 文藝春秋

56 F ドレス 藤野可織/著 河出書房新社

57 F 老愛小説 古屋健三/著 論創社

58 F 明治の御世の「坊っちやん」 古山和男/著 春秋社

59 F 代理人(エージェント) 本城雅人/著 実業之日本社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

60 F ノーマンズランド 誉田哲也/著 光文社

61 F 光の犬 松家仁之/著 新潮社

62 F 架空論文投稿計画 松崎有理/著 光文社

63 F 花のお江戸で粗茶一服 松村栄子/著 ポプラ社

64 F つなぎあう日々 松本喜久夫/著 新日本出版社

65 F 誰が死んでも同じこと 円居挽/著 光文社

66 F オペレーションZ 真山仁/著 新潮社

67 F 消人屋敷の殺人 深木章子/著 新潮社

68 F 呉漢 上 宮城谷昌光/著 中央公論新社

69 F 呉漢 下 宮城谷昌光/著 中央公論新社

70 F メガネと放蕩娘 山内マリコ/著 文藝春秋

71 F 毒母ですが、なにか 山口恵以子/著 新潮社

72 F 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介/著 河出書房新社

73 F 迷い家 山吹静吽/著 KADOKAWA

74 F 龍の右目 吉川永青/[著] 角川春樹事務所

75 F おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B238.0 ロシア革命とは何か トロツキー/著 森田成也/訳 光文社

2 B289.1 南洲翁遺訓 西郷隆盛/[著] 猪飼隆明/訳・解説 KADOKAWA

3 B914.6 わかっちゃいるけど、ギャンブル! ちくま文庫編集部/編 筑摩書房

4 B914.6 年はとるな 土屋賢二/著 文藝春秋

5 B933.6 若草物語 オルコット/著 麻生九美/訳 光文社

6 B933.7 邪魔者 ミシェル・アダムズ/著 中谷友紀子/
訳 小学館

7 B933.7 遠い山なみの光 カズオ・イシグロ/著 小野寺健/訳 早川書房

8 B933.7 キリング・ゲーム ジャック・カーリイ/著 三角和代/訳 文藝春秋

9 B933.7 喪失のブルース シーナ・カマル/著 森嶋マリ/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

10 B933.7 真夜中の閃光
W.ブルース・キャメロン/著 真崎義
博/訳

早川書房

11 B933.7 ダーク・マター ブレイク・クラウチ/著 東野さやか/
訳 早川書房

12 B933.7 大統領令嬢のコーヒーブレイク クレオ・コイル/著 小川敏子/訳 原書房

13 B933.7 罪責の神々 上 マイクル・コナリー/[著] 古沢嘉通/
訳

講談社

14 B933.7 罪責の神々 下 マイクル・コナリー/[著] 古沢嘉通/
訳 講談社

15 B933.7 見知らぬ乗客 P.ハイスミス/著 白石朗/訳 河出書房新社

16 B933.7 東の果て、夜へ ビル・ビバリー/著 熊谷千寿/訳 早川書房

17 B933.7 銀の鷲獅子(シルヴァーグリフォン) 上 ラッキー/著 ディクスン/著 東京創元社

18 B933.7 銀の鷲獅子(シルヴァーグリフォン) 下 ラッキー/著 ディクスン/著 東京創元社

19 B933.7 タイタン・プロジェクト A.G.リドル/著 友廣純/訳 早川書房

20 B943.7 アンチクリストの誕生 レオ・ペルッツ/著 垂野創一郎/訳 筑摩書房

21 B949.8 老人犯罪団の逆襲 カタリーナ・インゲルマン=スンドベ
リ/著 木村由利子/訳 東京創元社

22 B953.7 殺されたゴッホ マリアンヌ・ジェグレ/著 橘明美/訳 小学館

23 B953.7 死者の雨 上 ベルナール・ミニエ/著 坂田雪子/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

24 B953.7 死者の雨 下 ベルナール・ミニエ/著 坂田雪子/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

25 BF すわ切腹 稲葉稔/著 文藝春秋

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 BF 熾火 上田秀人/著 光文社

27 BF 破斬 上田秀人/著 光文社

28 BF 死はすぐそこの影の中 宇佐美まこと/著 祥伝社

29 BF 虹色の童話 宇佐美まこと/[著] KADOKAWA

30 BF 喪われた道 内田康夫/著 祥伝社

31 BF 「紅藍(くれない)の女(ひと)」殺人事件 内田康夫/著 徳間書店

32 BF 鞆の浦殺人事件 内田康夫/著 徳間書店

33 BF 平城山を越えた女 内田康夫/[著] 講談社

34 BF 顔に降りかかる雨 桐野夏生/[著] 講談社

35 BF 三度目の殺人 是枝裕和/著 佐野晶/著 宝島社

36 BF 浅き夢みし 佐伯泰英/著 光文社

37 BF うぽっぽ同心十手綴り 坂岡真/著 徳間書店

38 BF かじけ鳥 坂岡真/著 徳間書店

39 BF 甦る殺人者 知念実希人/著 新潮社

40 BF 架け橋 辻堂魁/著 祥伝社

41 BF 遠き潮騒 辻堂魁/著 祥伝社

42 BF 西郷隆盛 童門冬二/著 成美堂出版

43 BF 細雨 藤原緋沙子/[著] 幻冬舎

44 BF 情に泣く 細谷正充/編 宇江佐真理/[著] 朝日新聞出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R023.8 自費出版年鑑 2017 サンライズ出版/編集 サンライズ出版

2 R283.0 西洋人物レファレンス事典 経済・産業篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

3 R335.0 帝国データバンク会社年鑑 98版(2018)  帝国データバンク

4 R335.4 全国企業あれこれランキング 2018  帝国データバンク

5 R369.3 災害と防災・防犯統計データ集 2018-2019  三冬社

6 R376.8 音楽大学・学校案内 2018  音楽之友社

7 R430.2 錬金術のイメージ・シンボル事典 リンディー・エイブラハム/著 大木
富/訳

アルファベータブック
ス

8 R498.1 厚生労働白書 平成29年版 厚生労働省/編 日経印刷

9 R588.5 ワイン基礎用語集 遠藤誠/監修 柴田書店

10 R686.2 鉄道要覧 平成29年度 国土交通省鉄道局/監修 電気車研究会

11 R702 世界の美術
アンドリュー・グレアム=ディクソン
/総監修 樺山紘一/日本語版総監修 河出書房新社

12 R810.3 日本語レファレンスブック 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

13 R813.2 角川新字源 小川環樹/編 西田太一郎/編 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T202 富山県埋蔵文化財センター年報 平成28年度 富山県埋蔵文化財センター/編
富山県埋蔵文化財セン
ター

2 T250 氷見春秋 第76号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

3 T290.3 氷見市住宅明細図 平成29年度 刊広社/編 刊広社

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

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成29年12月 [富山市議会/編] [富山市議会]

6 T318.3 富山市議会定例会議案 平成29年12月 [富山市議会/編] [富山市議会]

7 T583 木と親しんで70年 大崎まこと/著 スモールサン出版

8 T682 富山から拡がる交通革命  （交通新聞社新書） 森口将之/著 交通新聞社

9 T686.9 加越能鉄道加越線 服部重敬/著 ネコ・パブリッシング

10 T687 富山空港概要 平成29年度 富山県富山空港管理事務所/[編]
富山県富山空港管理事
務所

11 T748 万華鏡 295号  ふるさと開発研究所

12 T905 いみずの文芸 第5号 射水市芸術文化協会文芸部/編 射水市芸術文化協会文
芸部

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C ぴっかぴかでいいきもち 荒木文子/脚本 長谷川知子/絵 童心社

2 C へんしんまめまめ 土田義晴/脚本・絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E いえないいえない くすはら順子/[作] 文研出版

2 E いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社

3 E 一角仙人 片山清司/文 小田切恵子/絵 BL出版

4 E IMAGINE ジョン・レノン/詩 ジャン・ジュリ
アン/絵 岩崎書店

5 E 今、世界はあぶないのか? [1] ハナネ・カイ/絵 大山泉/訳 評論社

6 E 今、世界はあぶないのか? [2] ハナネ・カイ/絵 大山泉/訳 評論社

7 E いろのかけらのしま イミョンエ/作と絵 生田美保/訳 ポプラ社

8 E エンリケタ、えほんをつくる リニエルス/作 宇野和美/訳 ほるぷ出版

9 E おかげさま 草場一寿/作 平安座資尚/絵 サンマーク出版

10 E おさかなどろぼう いしいひろし/作・絵 PHP研究所

11 E おさんぽだいきょうそう 三池悠/作 偕成社

12 E おじいちゃん 梅田俊作/作・絵 梅田佳子/作・絵 ポプラ社

13 E おたんじょうケーキをつくりましょ えがしらみちこ/作絵 教育画劇

14 E おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン/文 K.G.キャ
ンベル/絵 光村教育図書

15 E カミカミもぐもぐげんきなは 高宮麻紀/絵 丸山進一郎/監修 少年写真新聞社

16 E がちょうのたんじょうび 新美南吉/作 いもとようこ/絵 金の星社

17 E かものはしくんのわすれもの かないずみさちこ/文・絵 大日本図書

18 E カランポーのオオカミ王 ウィリアム・グリル/作 千葉茂樹/訳 岩波書店

19 E かわいいおとうさん
山崎ナオコーラ/ぶん ささめやゆき/
え

こぐま社

20 E きーくんひとりでわたれるよ 太田ちみ/文 柴山ヒデアキ/絵 文芸社

21 E きょうりゅうたちのクリスマス
ジェイン・ヨーレン/文 マーク・
ティーグ/絵

小峰書店

22 E くまのこライオンプース にしむらもも/作 小学館

23 E くるみのなかには たかおゆうこ/作 講談社

24 E こねてのばして ヨシタケシンスケ/作 ブロンズ新社

25 E コビトカバ 長田真作/作・絵 PHP研究所

26 E さがそ!きせつのぎょうじ12かげつ はっとりみどり/さく 伝祥爾/撮影 学研教育みらい

27 E たかいたかーい オームラトモコ/作・絵 フレーベル館

E 絵本 

C かみしばい 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 E たくはいびーん 林木林/作 出口かずみ/絵 小峰書店

29 E たのしいローマ数字 デビッド・A.アドラー/文 エドワー
ド・ミラー/絵 光村教育図書

30 E ちいさなちいさなちいさなおひめさま 二宮由紀子/文 北見葉胡/絵 BL出版

31 E ちがうちがう accototo/さく 大日本図書

32 E ちずでぐるり!世界いっしゅうえほん 吹浦忠正/監修 てづかあけみ/絵
パイインターナショナ
ル

33 E ちびっこみならいサンタのタンタ まつむらまい/作 小学館

34 E ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ・ヤンソン/原作 リーナ・
カーラ/文・絵 徳間書店

35 E チューリップ 荒井真紀/さく 小学館

36 E どうぶつマンションにようこそ 二宮由紀子/文 高畠純/絵 文研出版

37 E 図書館を心から愛した男 アンドリュー・ラーセン/文 カ
ティ・マレー/絵 六耀社

38 E とてもとてもサーカスなフロラ
ジャック・センダック/文 モーリ
ス・センダック/絵

集英社

39 E 2ひきのねこ 宇野亞喜良/作 ブロンズ新社

40 E のら犬ボン たじまゆきひこ/作 くもん出版

41 E ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤ノリコ/著 白泉社

42 E はじまるよ 熊谷守一/絵 ぱくきょんみ/文 福音館書店

43 E パーちゃんのパーカ ミシシッピ/作 あかね書房

44 E パディントンのクリスマス マイケル・ボンド/さく R.W.アリー/
え 理論社

45 E パディントンのサーカス マイケル・ボンド/さく R.W.アリー/
え 理論社

46 E パパゲーノとパパゲーナ 小西英子/作 福音館書店

47 E はやくちことばでおでんもおんせん 川北亮司/文 飯野和好/絵 くもん出版

48 E ビークル ダン・サンタット/作 谷川俊太郎/訳 ほるぷ出版

49 E ひとりでえほんかいました くすのきしげのり/作 ゆーちみえこ/
絵 アリス館

50 E ふたつでひとつ かじりみな子/さく 偕成社

51 E ふるいせんろのかたすみで
チャールズ・キーピング/作 ふしみ
みさを/訳 ロクリン社

52 E ヘビのレストラン 深見春夫/[作] PHP研究所

53 E ぼくのおおきさ 殿内真帆/作・絵 高柳雄一/監修 フレーベル館

54 E まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア・ドナルドソン/ぶん アク
セル・シェフラー/え 評論社

55 E ママはしらないの? ふくだいわお/作 光村教育図書

56 E マンボウひまな日 たけがみたえ/作 絵本館

57 E みつけてかぞえてどこどこジャングル ガレス・ルーカス/絵 ルース・ラッ
セル/デザイン 河出書房新社

58 E 村の音が聞こえる 佐藤敬久/文・写真 リーブル出版

59 E ゆきのひのおくりもの
ポール・フランソワ/文 ゲルダ・
ミューラー/絵

鈴木出版

60 E ようこそロイドホテルへ 野坂悦子/作 牡丹靖佳/画 玉川大学出版部

61 E よるだけパンダ 大塚健太/さく くさかみなこ/え 小学館

62 E ライタのたてがみ モカ子/作・絵 ひさかたチャイルド

63 E りんごとけんだま 鈴木康広/作 ブロンズ新社

64 E レモンちゃん さとうめぐみ/作・絵 PHP研究所

65 E 60秒のきせき レズリア・ニューマン/ぶん エイ
ミー・ジューン・ベイツ/え 評論社

66 E わたしがノーベルしょうをとったわけ ナカオマサトシ/さく ドーリー/え フレーベル館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K104 なぜと問うのはなぜだろう  （ちくまプリマー新書） 吉田夏彦/著 筑摩書房

2 K123 こどものろんご 宮下真/著 まつおかたかこ/絵 永岡書店

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 K159 こども座右の銘280 シャスタインターナショナル/編 国
際政治文化研究会/監修

シャスタインターナ
ショナル

4 K159 10歳の質問箱 続 日本ペンクラブ「子どもの本」委員
会/編 鈴木のりたけ/絵 小学館

5 K167 イスラム世界やさしいQ&A 岩永尚子/著 講談社

6 K209 ヨーロッパ文明の起源  （ちくまプリマー新書） 池上英洋/著 筑摩書房

7 K289 西郷隆盛 上 小前亮/作 小峰書店

8 K289 西郷隆盛 下 小前亮/作 小峰書店

9 K302 イスラームってなに? シリーズ2 長沢栄治/監修 かもがわ出版

10 K334 私、日本に住んでいます  （岩波ジュニア新書） スベンドリニ・カクチ/著 岩波書店

11 K366 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部/[編] 朝日学生新聞社

12 K383 世界の民族衣装 竹永絵里/画 河出書房新社

13 K402 科学の歴史
有賀暢迪/日本語版監修 中村威也/日
本語版監修

ポプラ社

14 K448 地図っておもしろい! 1 早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社

15 K459 鉱物・宝石のひみつ 松原聰/監修 岩崎書店

16 K473 世界は変形菌でいっぱいだ 増井真那/著 朝日出版社

17 K481 足はなんぼん? 板倉聖宣/著 中村隆/絵 仮説社

18 K489 教科で学ぶパンダ学 稲葉茂勝/著 小宮輝之/監修 今人舎

19 K491 人体について知っておくべき100のこと アレックス・フリス/[ほか]文 フェ
デリコ・マリアーニ/イラスト 小学館

20 K536 じてんしゃにのれたよ  
スタジオタッククリエ
イティブ

21 K538 パイロットのたまご 吉野万理子/作 黒須高嶺/絵 講談社

22 K548 社会でがんばるロボットたち 1 佐藤知正/監修 鈴木出版

23 K556 貨物船のはなし 柳原良平/作 福音館書店

24 K588 世界を救うパンの缶詰 菅聖子/文 やましたこうへい/絵 ほるぷ出版

25 K595 めちゃかわヘアが大集合!ヘアアレンジ事典スペシャル 榊美奈子/監修 ナツメ社

26 K610 農学が世界を救う!  （岩波ジュニア新書） 生源寺眞一/編著 太田寛行/編著 岩波書店

27 K610 カレーライスを一から作る 前田亜紀/著 ポプラ社

28 K645 ねだんのつかない子犬 きららのいのち 今西乃子/著 浜田一男/写真 岩崎書店

29 K664 サケが帰ってきた! 奥山文弥/著 木戸川漁業協同組合/監
修 小学館

30 K673 総合リース会社図鑑 三井住友ファイナンス&リース/監修
青山邦彦/絵 日経BP社

31 K683 探検!世界の港
PHP研究所/編 みなと総合研究財団/
協力 PHP研究所

32 K718 仏像なんでも事典 大谷徹奘/監修 理論社

33 K721 鳥獣戯画を読みとく 五味文彦/監修 岩崎書店

34 K768 大研究雅楽と民謡の図鑑 国土社編集部/編 国土社

35 K777 みんながたのしくなる影絵の世界 1
影絵人形劇団みんわ座/監修・著 こ
どもくらぶ/編

六耀社

36 K780 オリンピック・パラリンピック大百科 別巻 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

37 K780 よくわかる障がい者スポーツ 藤田紀昭/監修 PHP研究所

38 K783 知ってる?ソフトテニス 川並久美子/著
ベースボール・マガジ
ン社

39 K810 見て読んでよくわかる!日本語の歴史 1 倉島節尚/著 こどもくらぶ/編 筑摩書房

40 K810 国語は語彙力! 齋藤孝/著 PHP研究所

41 K814 思いちがいの言葉 山口理/著 偕成社

42 K815 数え方のえほん 高野紀子/作 あすなろ書房

43 K913 つくえの下のとおい国 石井睦美/著 にしざかひろみ/絵 講談社

44 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

45 K913 ねこの町のダリオ写真館 小手鞠るい/作 くまあやこ/絵 講談社

46 K913 蘭の花が咲いたら 小林深雪/[著] 牧村久実/画 講談社

47 K913 シランカッタの町で さえぐさひろこ/作 にしむらあつこ/
絵 フレーベル館
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48 K913 一〇五度 佐藤まどか/著 あすなろ書房

49 K913 ようこそ!へんてこ小学校 スギヤマカナヨ/作・絵 KADOKAWA

50 K913 妖精のスープ 高森美由紀/作 井田千秋/絵 あかね書房

51 K913 いつでもだれかの味方です 田中直子/作 下平けーすけ/絵 朝日学生新聞社

52 K913 落語少年サダキチ に 田中啓文/作 朝倉世界一/画 福音館書店

53 K913 あした飛ぶ 束田澄江/作 しんやゆう子/絵 学研プラス

54 K913 パティシエ☆すばる パティシエ・コンテスト! 2 つくもようこ/作 烏羽雨/絵 講談社

55 K913 サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安陽子/作・絵 講談社

56 K913 レイナが島にやってきた! 長崎夏海/作 いちかわなつこ/絵 理論社

57 K913 キズナキス 梨屋アリエ/著 静山社

58 K913 ツトムとネコのひのようじん にしかわおさむ/ぶん・え 小峰書店

59 K913 きみ、なにがすき? はせがわさとみ/作 あかね書房

60 K913 ソーリ! 濱野京子/作 おとないちあき/画 くもん出版

61 K913 おおかみこどもの雨と雪 細田守/著 汐文社

62 K913 サマーウォーズ 細田守/原作 岩井恭平/著 汐文社

63 K913 バケモノの子 細田守/著 汐文社

64 K913 あぐり☆サイエンスクラブ：秋と冬、その先に 堀米薫/作 黒須高嶺/絵 新日本出版社

65 K913 青がやってきた まはら三桃/作 田中寛崇/絵 偕成社

66 K913 まるタンクとパイプのひみつ みずのよしえ/作 いづのかじ/絵 偕成社

67 K913 炎の風吹け妖怪大戦 三田村信行/作 十々夜/絵 あかね書房

68 K913 フライパン号でナポレオンの島へ 山下明生/作 高畠那生/絵 理論社

69 K913 四重奏(カルテット)デイズ 横田明子/作 岩崎書店

70 K933 次元を超えた探しもの クリストファー・エッジ/作 横山和
江/訳 くもん出版

71 K933 ジュビリー
パトリシア・ライリー・ギフ/作 も
りうちすみこ/訳 さ・え・ら書房

72 K933 ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー・キング/作 大西昧/訳 鈴木出版

73 K933 とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン/作 山内玲子/訳 岩波書店

74 K933 ぼくらの原っぱ森 ジュリア・グリーン/作 杉田七重/訳 フレーベル館

75 K933 セブン・レター・ワード キム・スレイター/作 武富博子/訳 評論社

76 K933 凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス/作 野沢佳織/訳 岩波書店

77 K933 木の中の魚 リンダ・マラリー・ハント/著 中井
はるの/訳 講談社

78 K933 さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー/著 中野怜奈/
訳

偕成社

79 K933 エラスモサウルス救出大作戦! ニック・フォーク/作 浜田かつこ/訳 金の星社

80 K933 テディが宝石を見つけるまで
パトリシア・マクラクラン/著 こだ
まともこ/訳

あすなろ書房

81 K933 図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ/作 ゲー
リー・ブライズ/絵 徳間書店

82 K949 ウィリアム・ウェントン 1 ボビー・ピアーズ/著 堀川志野舞/訳 静山社

83 K989 命の水
カレル・ヤロミール・エルベン/編
出久根育/絵

西村書店

84 KR760 小学生のための便利な音楽辞典  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

85 KT938 100年の木の下で 杉本りえ/[著] 佐竹美保/画 ポプラ社
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