
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 答えのない世界を生きる 小坂井敏晶/著 祥伝社

2 007.1 平和を願う人工知能 井元剛/著 日本工業新聞社

3 007.3 ITエンジニアのための場面別英会話&キーフレーズ 細谷竜一/著 大須賀正之/著 ナツメ社

4 007.3 すべてわかるIoT大全 2018 日経コンピュータ/編集 日経BP社

5 007.3 たくさん読まれるアメブロの書き方 木村賢/著 技術評論社

6 007.3 一流家電メーカー「特殊対応」社員の告白 笹島健治/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

7 007.6 Excel集計・抽出テクニック大全集 不二桜/著 技術評論社

8 007.6 Webディレクションの新標準ルール システム開発編  
エムディエヌコーポ
レーション

9 007.6 あなたの知らないセキュリティの非常識 辻伸弘/著 日経BP社

10 007.6 いちばんやさしい60代からのiPad 増田由紀/著 日経BP社

11 007.6 ホームページ辞典 アンク/著 翔泳社

12 007.6 課長1年目のExcel術 林学/著 PHP研究所

13 007.6 絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 高橋京介/著 SBクリエイティブ

14 019.9 百書百冊 伊藤公文/編 鹿島出版会

15 023.1 江戸庶民の読書と学び 長友千代治/著 勉誠出版

16 023.8 江戸の出版統制 佐藤至子/著 吉川弘文館

17 024.0 この星の忘れられない本屋の話
ヘンリー・ヒッチングズ/編 浅尾
敦則/訳

ポプラ社

18 031.4 「日本の伝統」の正体 藤井青銅/著 柏書房

19 049 子どもと楽しむ日本びっくり雑学500 西東社編集部/編 西東社

20 069.0 ぶらりあるき北海道の博物館 中村浩/著 芙蓉書房出版

21 070.2 すべての新聞は「偏って」いる 荻上チキ/著 扶桑社

22 070.2 報道しない自由 西村幸祐/著 イースト・プレス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 超・知的生産術 小川仁志/著
PHPエディターズ・グ
ループ

2 104 哲学者が伝えたい人生に役立つ30の言葉 和の哲学編 小川仁志/著 アスコム

3 146.8 遊戯療法 伊藤良子/編著 ミネルヴァ書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 148.3 いちばんハッピーな赤ちゃんの名づけ事典 栗原里央子/著 成美堂出版

5 148.3 はじめての贈りもの赤ちゃんの幸せ名前事典 阿辻哲次/監修 黒川伊保子/監修 ナツメ社

6 159 いつのまにか忘れてしまった34の大切なこと 中山和義/著 こやまこいこ/画 実業之日本社

7 159 ほどよく距離を置きなさい 湯川久子/著 サンマーク出版

8 159 言葉は現実化する 永松茂久/著 きずな出版

9 159 自分が変わる靴磨きの習慣 長谷川裕也/著 ポプラ社

10 159.4 あしたの履歴書 高橋恭介/著 田中道昭/著 ダイヤモンド社

11 159.4 仕事でいちばん大事なことを今から話そう 森憲一/著 青春出版社

12 159.6 女、60歳からの人生大整理 松原惇子/著 海竜社

13 159.7 君の悩みに答えよう 日本青年心理学会/企画 大野久/編集 福村出版

14 159.7 若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津良一/著 海竜社

15 175.9 日本全国一の宮巡拝完全ガイド 招福探求巡拝の会/著 メイツ出版

16 175.9 秘境神社めぐり 渋谷申博/著 G.B.

17 186.9 信濃三十三カ所巡礼道中記 離求庵/著 信濃毎日新聞社(制作)

18 188.5 聖なる珠の物語 藤巻和宏/著 平凡社

19 188.8 お坊さんにならうこころが調う朝・昼・夜の習慣 平井正修/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

20 188.8 人生を整える禅的考え方 枡野俊明/著 大和書房

21 193.5 100の傑作で読む新約聖書ものがたり マルグリット・フォンタ/著 遠藤ゆ
かり/訳 創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 『サピエンス全史』をどう読むか ユヴァル・ノア・ハラリ/[ほか著] 河出書房新社

2 209 図解ホモ・サピエンスの歴史
人類史研究会/著 岡村道雄/スーパー
バイザー 宝島社

3 209.8 新たなルネサンス時代をどう生きるか イアン・ゴールディン/著 クリス・
クターナ/著 国書刊行会

4 213 『日本書紀』集中講義 林順治/著 えにし書房

5 213 よみがえる古代の港 石村智/著 吉川弘文館

6 213 古代の技術を知れば、『日本書紀』の謎が解ける 長野正孝/著 PHP研究所

7 213 万葉集とは何か 小椋一葉/著 田畑書店

8 215.2 加賀藩第二代藩主前田利長直筆書状 中内勝信/編著 中内勝信

9 215.8 薩摩精忠組 早瀬利之/著 潮書房光人新社

10 215.8 幕末維新まさかの深層 加来耕三/著 さくら舎

11 216 国民国家と戦争 加藤聖文/著 KADOKAWA

12 216 日本の戦争：歴史認識と戦争責任 山田朗/著 新日本出版社

13 216.1 明治維新司馬史観という過ち 原田伊織/著 森田健司/著 悟空出版

14 217 昭和テンペスト 猪俣良樹/著 現代企画室

15 217 朝鮮出身の帳場人が見た慰安婦の真実 崔吉城/著 ハート出版

16 217.5 資料集 記憶から記録へ 向井嘉之/編 向井/嘉之

17 217.5 日米英蘭開戦への道 加藤征男/著 文芸社

18 217.6 サザエさんキーワード事典 志田英泉子/編著 春秋社

19 219.3 小田急線沿線の1世紀 生方良雄/監修 鎌田達也/構成・文 復刊ドットコム

20 219.9 沖縄のアイデンティティー 新垣毅/著 高文研

21 222.0 1967中国文化大革命 荒牧万佐行/著 集広舎

22 230.3 図説ケルトの歴史 鶴岡真弓/著 松村一男/著 河出書房新社

23 231.7 アレクサンドロス大王東征路の謎を解く 森谷公俊/著 河出書房新社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 237 イタリアの歴史を知るための50章 高橋進/編著 村上義和/編著 明石書店

25 238.0 最後のソ連世代 アレクセイ・ユルチャク/[著] 半谷
史郎/訳 みすず書房

26 238.0 日本人記者の観た赤いロシア 富田武/著 岩波書店

27 251.2 ニューファンドランド 細川道久/著 彩流社

28 253 アメリカを探る 斎藤眞/[著] 古矢旬/監修 みすず書房

29 253.0 キリング・ザ・ライジング・サン ビル・オライリー/著 竹田純子/訳 楓書店

30 280.8 悪の歴史 西洋編上・中東編  清水書院

31 280.8 悪の歴史 日本編下  清水書院

32 281.0 お墓からの招待状 合田一道/著
北海道出版企画セン
ター

33 282.0 アジア キーパーソンで読む未来 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

34 288.3 西郷家の人びと 原口泉/著 KADOKAWA

35 288.4 名画で読み解くイギリス王家12の物語 中野京子/著 光文社

36 289.1 威ありて猛からず 学知の人西郷隆盛 立元幸治/著 新講社

37 289.1 移民の魁傑・星名謙一郎の生涯 飯田耕二郎/著 不二出版

38 289.1 維新の商人 古川薫/著 毎日新聞出版

39 289.1 東大から刑務所へ 堀江貴文/著 井川意高/著 幻冬舎

40 289.1 夕暮れもとぼけて見れば朝まだき 高見のっぽ/著 岩波書店

41 289.2 逃げ切る力 馬英華/著 日本経済新聞出版社

42 289.3 カストロ 上 セルジュ・ラフィ/著 神田順子/訳 原書房

43 289.3 カストロ 下 セルジュ・ラフィ/著 清水珠代/訳 原書房

44 289.3 ジョン・ハンケ世界をめぐる冒険 ジョン・ハンケ/著 飯田和敏/取材・
構成 星海社

45 289.3 ロイ・E・ディズニーの思い出 デイビッド・A.ボッサート/著 上杉
隼人/訳 講談社

46 290.9 海外旅行のスマホ術 2018最新版  日経BP社

47 290.9 地球の歩き方 C04 グアム 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

48 290.9 地球の歩き方 D11 台北 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

49 291.0 ぶくぶく自噴泉めぐり 篠遠泉/著 長岡努/著 山と溪谷社

50 291.0 駅ナカ、駅マエ、駅チカ温泉 鈴木弘毅/著 交通新聞社

51 291.0 新編秘められた旅路 岡田喜秋/著 天夢人

52 291.3 鎌倉&三浦半島 樋口一郎/著 東京新聞

53 291.3 新橋アンダーグラウンド 本橋信宏/著 駒草出版

54 291.3 地図で楽しむすごい神奈川 都道府県研究会/著 洋泉社

55 291.3 超詳細!横浜さんぽ地図 [2017]  昭文社

56 291.3 東京おいしい老舗散歩 安原眞琴/著 鈴木透/画 東海教育研究所

57 291.3 東京街かどタイムトリップ 岡田英之/著 河出書房新社

58 291.3 歩く地図東京近郊散歩 2018-2019  成美堂出版

59 291.4 金沢おさんぽマップ [2017]  実業之日本社

60 291.4 金沢ブランド100 水口克夫/[ほか]著 北國新聞社(発売)

61 291.6 超詳細!大阪さんぽ地図 [2017]  昭文社

62 291.9 宮崎 高千穂 18  昭文社

63 291.9 小さな旅国東半島物語 通正知秀/著 海鳥社

64 292.3 バンコクナイツ潜行一千里 富田克也/著 相澤虎之助/著 河出書房新社

65 292.3 るるぶプーケット サムイ島 [2017]  JTBパブリッシング

66 292.3 旅するラオス・ルアンパバーン案内 島本美由紀/著
パイインターナショナ
ル

67 292.3 旅の賢人たちがつくったタイ旅行最強ナビ
丸山ゴンザレス/編 世界トラベラー
情報研究会/編

辰巳出版

68 292.7 アフガニスタン探検記1975-76 高岡徹/著 サンライズ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 292.7 るるぶドバイ [2017]  JTBパブリッシング

70 293.7 プーリアの太陽 濱田幸子/著 文芸社

71 293.8 3日でまわる北欧inヘルシンキ 森百合子/著
スペースシャワーネッ
トワーク

72 293.8 タタールスタンファンブック 櫻間瑛/編 中村瑞希/編 パブリブ

73 297.1 オーストラリア  昭文社

74 297.6 ハワイ 18  昭文社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 日本を再生する66の提言 日本青年会議所/編 幻冬舎

2 302.1 不安な個人、立ちすくむ国家 経産省若手プロジェクト/著 文藝春秋

3 302.3 池上彰の世界の見方 ドイツとEU 池上彰/著 小学館

4 304 日本の論点 2018〜19 大前研一/著 プレジデント社

5 310.4 人生100年時代の国家戦略 藤沢烈/著 東洋経済新報社

6 312.2 「中国の悪夢」を習近平が準備する 福島香織/著 徳間書店

7 312.2 韓国人による末韓論 シンシアリー/著 扶桑社

8 312.2 習近平の支配 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

9 312.5 米国アウトサイダー大統領 山本章子/著 朝日新聞出版

10 312.9 「ポスト・グローバル時代」の地政学 杉田弘毅/著 新潮社

11 314.8 黙殺 畠山理仁/著 集英社

12 316.4 地政学から読むイスラム・テロ マテュー・ギデール/著 クレール・
ルヴァスール/地図製作 原書房

13 318.6 地域創生を成功させた20の方法 牧瀬稔/著 秀和システム

14 318.8 地域再生と町内会・自治会 中田実/著 山崎丈夫/著 自治体研究社

15 322.3 ローマ法案内 木庭顕/著 勁草書房

16 323.1 心さわぐ憲法9条 大塚茂樹/著 花伝社

17 323.5 憲法で読むアメリカ現代史 阿川尚之/著 NTT出版

18 324.4 図解民法改正対応!最新債権回収のしくみがわかる事典 木島康雄/監修 三修社

19 324.6 はじめての親族相続 尾崎哲夫/著 自由国民社

20 324.6 引き離されたぼくと子どもたち 宗像充/著 社会評論社

21 324.7 残される母親が安心して暮らすための手続のすべて えがお相続相談室/著 秀和システム

22 324.7 笑顔で相続をむかえた家族50の秘密 相続診断協会/編 日本法令

23 324.7 相続税を考慮した遺言書作成マニュアル 坪多聡美/共著 坪多晶子/共著 日本法令

24 325.2 よくわかる自己株式の実務処理Q&A 有田賢臣/著 金子登志雄/著 中央経済社

25 326 刑事法入門 大谷實/著 有斐閣

26 326 最新刑法のしくみ 木島康雄/監修 三修社

27 329.3 「国境なき医師団」を見に行く いとうせいこう/著 講談社

28 329.9 外国人のための国際結婚手続マニュアル 佐野誠/著 宮川真史/著 日本加除出版

29 331 経済学部は理系である!? 井堀利宏/著 オーム社

30 331.1 世界の一流企業は「ゲーム理論」で決めている デビッド・マクアダムス/著 上原裕
美子/訳

ダイヤモンド社

31 332.1 経済がわかる論点50 2018 みずほ総合研究所/著 東洋経済新報社

32 332.1 甦れ!経済再生の最強戦略本部 塩谷隆英/著 かもがわ出版

33 332.5 アメリカは世界の平和を許さない 大村大次郎/著 ビジネス社

34 333.6 2018年戦争へ向かう世界 日本経済のラストチャンス 三橋貴明/著 徳間書店

35 333.6 この1冊でわかる世界経済の新常識 2018 熊谷亮丸/監修 大和総研/編著 日経BP社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 333.8 貧しい人を助ける理由 デイビッド・ヒューム/著 佐藤寛/監
訳 日本評論社

37 334.4 アメリカの汚名 リチャード・リーヴス/著 園部哲/訳 白水社

38 334.4 ルポ不法移民 田中研之輔/著 岩波書店

39 334.4 新移民時代 西日本新聞社/編 明石書店

40 334.5 定年後の楽園の見つけ方 太田尚樹/著 新潮社

41 335 人を大切にする経営学講義 坂本光司/著 PHP研究所

42 335 東大ロースクール実戦から学ぶ企業法務 淵邊善彦/編著 日経BP社

43 335.1 STARTUP 村山恵一/著 日本経済新聞出版社

44 335.2 はじめて学ぶ下請法 鎌田明/編著 商事法務

45 335.2 成功企業に潜むビジネスモデルのルール 山田英夫/著 ダイヤモンド社

46 335.3 お金をかけない事業承継 津島晃一/著 同友館

47 335.3 社員ゼロ!会社は「1人」で経営しなさい 山本憲明/著 明日香出版社

48 335.4 M&Aという選択 畑野幸治/著 プレジデント社

49 335.4 はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割 松山遙/著 商事法務

50 336 最強の経営を実現する「予材管理」のすべて 横山信弘/著 日本実業出版社

51 336 事業計画を実現するKPIマネジメントの実務 大工舎宏/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

52 336 評価される人のすごい習慣 竹内慎也/著 白夜書房

53 336.2 MBA生産性をあげる100の基本 グロービス/著 嶋田毅/執筆 東洋経済新報社

54 336.2 小さくても勝てます さかはらあつし/著 ダイヤモンド社

55 336.2 必ずできる。 山梨広一/著 東洋経済新報社

56 336.2 複雑な問題が一瞬でシンプルになる2軸思考 木部智之/著 KADOKAWA

57 336.4 「いまどき部下」を動かす39のしかけ 池本克之/著 三笠書房

58 336.4 1分で打ち解ける!戦略的な雑談術 伊庭正康/著 明日香出版社

59 336.4 1分間メンタリング
ケン・ブランチャード/著 クレア・
ディアス=オーティス/著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

60 336.4 がん治療と就労の両立支援 近藤明美/編著 藤田久子/編著 日本法令

61 336.4 最高のリーダーが実践している「任せる技術」 麻野進/著 ぱる出版

62 336.4 書式と就業規則はこう使え! 向井蘭/著 労働調査会

63 336.4 職場のメンタルヘルス100のレシピ 大西守/編 廣尚典/編 金子書房

64 336.4 人事・教育担当者のための能力開発・教育体系ハンドブック 海瀬章/著 市ノ川一夫/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

65 336.4 人事担当者・管理職のためのメンタルヘルス・マネジメントの教科書 清水隆司/著 総合法令出版

66 336.4 図解でわかる!上手な気遣い 三上ナナエ/著 秀和システム

67 336.9 具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方 前原真一/著 税務研究会出版局

68 336.9 国際税務のよくあるケース50 佐和周/著 中央経済社

69 336.9 消費税軽減税率・インボイス対応マニュアル 熊王征秀/著 日本法令

70 338 世界一やさしいビットコインの授業 藤田篤示/著 産学社

71 338.3 異次元緩和の真実 木内登英/著 日本経済新聞出版社

72 338.7 絶対後悔しない住宅ローンの借り方・返し方 正田裕之/監修 河出書房新社

73 338.9 一目でわかる中国進出企業地図 2017〜2018年版 21世紀中国総研/編 蒼蒼社

74 338.9 東南アジアで働く 横山和子/著 ぺりかん社

75 345.5 地主・大家の相続対策の本質 豊田剛士/著 現代書林

76 349.3 《平成29年改正》住民監査請求制度がよくわかる本 田中孝男/著 公人の友社

77 361.3 気持ちよく「はい」がもらえる会話力 谷原誠/著 文響社

78 364.5 労働者共済運動史 20 労働者共済運動史編纂委員会/編
全国労働者共済生活協
同組合連合会

79 364.6 確定拠出年金<iDeCo>入門 大竹のり子/著 ナツメ社

80 364.6 個人型確定拠出年金iDeCoプロの運用教えてあげる! 安東隆司/著 カッピー18/イラスト 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

81 365 消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法のしくみ 藤田裕/監修 三修社

82 365.3 「負動産」時代の危ない実家相続 藤戸康雄/著 時事通信出版局

83 366.1 8時間働けばふつうに暮らせる社会を 筒井晴彦/著 学習の友社

84 366.2 あなたが「一番輝く」仕事を見つける最強の自己分析 梅田幸子/著 KADOKAWA

85 366.2 農福一体のソーシャルファーム 新井利昌/著 創森社

86 366.3 夜の放浪記 吉岡逸夫/著 こぶし書房

87 367.1 フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか 香山リカ/著 北原みのり/著 イースト・プレス

88 367.1 誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 くどうみやこ/著 主婦の友社

89 367.3 専業主婦は2億円損をする 橘玲/著 マガジンハウス

90 367.3 母・娘・祖母が共存するために 信田さよ子/著 朝日新聞出版

91 367.9 13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル/著 須川綾子/
訳

ダイヤモンド社

92 367.9 あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる 平良愛香/著 学研プラス

93 367.9 江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち 長島淳子/著 勉誠出版

94 369.2 サービス担当者会議 永島徹/著 中央法規出版

95 369.2 その介護離職、おまちなさい 樋口恵子/著 潮出版社

96 369.2 感情に働きかけるこれからの介護レクリエーション 武藤清栄/監修 エモーショナルな介
護レク研究会/編 誠文堂新光社

97 369.2 現場で活かせる意思決定支援 日本知的障害者福祉協会知的障害者
の意思決定支援等に関する委員会/編

日本知的障害者福祉協
会

98 369.2 更生支援計画をつくる 東京TSネット/編 堀江まゆみ/監修 現代人文社

99 369.2 書類・帳票の書き方・活かし方 榊原宏昌/著 中央法規出版

100 369.2 障害者が街を歩けば差別に当たる?! DPI日本会議/編 現代書館

101 369.2 新しい回想レクリエーション「人生紙芝居」 奥田真美/著 講談社

102 369.2 精神障がいのある親に育てられた子どもの語り 横山恵子/編著 蔭山正子/編著 明石書店

103 369.3 復興の日本人論 川口マーン惠美/著 グッドブックス

104 369.4 シングルマザー生活便利帳 新川てるえ/著 田中涼子/著
太郎次郎社エディタ
ス

105 369.4 子どものための里親委託・養子縁組の支援 宮島清/編著 林浩康/編著 明石書店

106 371.4 支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉 小栗正幸/監修 講談社

107 373.2 社会力を構想する 門脇厚司/著 七つ森書館

108 376.1 0・1・2さい児の遊びとくらし 鈴木八朗/編著 汐見稔幸/監修 メイト

109 376.1 レッジョ・アプローチ
アレッサンドラ・ミラーニ/著 水沢
透/訳 文藝春秋

110 376.1 保育で大活躍!もっと楽しい!手袋シアター amico/著 ナツメ社

111 376.4 早期留学の社会学 小林和美/著 昭和堂

112 377.7 ノーベル賞117年の記録 ノーベル賞の記録編集委員会/編 山川出版社

113 378 「ズバ抜けた問題児」の伸ばし方 松永暢史/著 主婦の友社

114 378 発達障害の子の「会話力」を楽しく育てる本 藤野博/監修 講談社

115 379.7 図解でわかる暗記のすごいコツ 碓井孝介/著 日本実業出版社

116 379.7 知的戦闘力を高める独学の技法 山口周/著 ダイヤモンド社

117 382.1 昭和30〜40年代みんなの想い出アルバム 宇山あゆみ/著 河出書房新社

118 383.8 カレーライスは日本食 剣持弘子/著 女子栄養大学出版部

119 383.8 共食いの博物誌 ビル・シャット/著 藤井美佐子/訳 太田出版

120 383.8 料理は女の義務ですか 阿古真理/著 新潮社

121 386.1 福を招く旧暦生活のすすめ 白井明大/著 サンマーク出版

122 388 読みくらべ世界民話考 野中涼/著 松柏社

123 391.6 盗まれる大学 ダニエル・ゴールデン/著 花田知恵/
訳 原書房

124 392.5 アメリカ太平洋軍 梶原みずほ/著 講談社

125 395.3 外連の島・沖縄 基地と補助金のタブー 篠原章/著 飛鳥新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

126 396.0 陸軍中野学校 山本武利/著 筑摩書房

127 399.2 孫子コンプリート 孫子/[著] 野中根太郎/訳 誠文堂新光社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 江戸時代のハイテク・イノベーター列伝 テクノ未来塾/編・著 出川通/編・著 言視舎

2 404 完全無欠の賭け アダム・クチャルスキー/著 柴田裕
之/訳 草思社

3 407 指導者が学ぶプログラムづくり 藤嶋昭/監修 東京応化科学技術振興
財団/編 学研プラス

4 410 教え方のコツがわかる!“なぜ?”に答える小学校6年分の算数 齋田雅彦/著 ナツメ社

5 410.7 数と図形のパズル百科 David Wells/[著] 宮崎興二/編訳 丸善出版

6 411.1 暗算の達人
アーサー・ベンジャミン/著 マイケ
ル・シャーマー/著

SBクリエイティブ

7 413.3 使い道がわかる微分積分 池末翔太/著 技術評論社

8 413.5 道具としての複素関数 涌井貞美/著 日本実業出版社

9 420 儲かる物理 鈴木誠治/著 技術評論社

10 420.4 この宇宙の片隅に ショーン・キャロル/著 松浦俊輔/訳 青土社

11 421.2 深化する一般相対論 田中貴浩/著 丸善出版

12 429.6 ニュートリノってナンダ? 荒舩良孝/著 誠文堂新光社

13 431.1 分子集合体の科学 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

14 440 宇宙生命科学入門 石岡憲昭/著 共立出版

15 440.2 世界《宇宙誌》大図鑑 マイケル・ベンソン/著 野下祥子/訳 東洋書林

16 442.7 星と月の新しい撮り方  学研プラス

17 443.9 138億年宇宙の旅 クリストフ・ガルファール/著 塩原
通緒/訳 早川書房

18 448.9 動く地球の測りかた 河野宣之/著 日置幸介/著 東海大学出版部

19 450 はじめての自然地理学 吉田英嗣/著 古今書院

20 450 ビジュアルでわかる地球と人類の46億年史 土屋健/著 宮崎正勝/著 洋泉社

21 451.6 雪崩教本 雪氷災害調査チーム/編 雪崩事故防
止研究会/編 山と溪谷社

22 451.8 気候変動を理学する 多田隆治/[著] みすず書房

23 451.9 気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木春奈/著 河出書房新社

24 452.4 北極がなくなる日
ピーター・ワダムズ/著 榎本浩之/日
本語版監修 原書房

25 460.8 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 昆虫編 エマニュエル・チュクリエル/画
ヴィルジニー・アラジディ/著 創元社

26 460.8 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 樹木編 エマニュエル・チュクリエル/画
ヴィルジニー・アラジディ/著

創元社

27 460.8 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 動物編
エマニュエル・チュクリエル/画
ヴィルジニー・アラジディ/著 創元社

28 460.8 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 野菜と果実編
エマニュエル・チュクリエル/画
ヴィルジニー・アラジディ/著

創元社

29 461 星屑から生まれた世界 ベンジャミン・マクファーランド/著
渡辺正/訳 化学同人

30 462.1 都会の自然の話を聴く 高槻成紀/編著 彩流社

31 469.4 人類先史、曙 諏訪元/[ほか]著
東京大学総合研究博物
館

32 471.1 種子 ソーア・ハンソン/著 黒沢令子/訳 白揚社

33 473.3 粘菌 ジャスパー・シャープ/著 ティム・
グラバム/著 誠文堂新光社

34 474.9 となりの地衣類 盛口満/著 八坂書房

35 481.7 写真家だけが知っている動物たちの物語
ロザムンド・キッドマン・コックス
/[編]著 片山美佳子/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

36 482.1 奇跡の島・西表島の動物たち 鈴木直樹/著 誠文堂新光社

37 482.1 日本人と動物の歴史 1 小宮輝之/著 ゆまに書房

38 486.7 ミツバチの世界へ旅する 原野健一/著 東海大学出版部

39 488.1 季節とフィールドから鳥が見つかる 中野泰敬/著 文一総合出版

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 489.9 世界で一番美しいサルの図鑑 京都大学霊長類研究所/編 エクスナレッジ

41 490.1 さよならのかたち 浅沼絵美/著 文芸社

42 490.7 動物実験の闇
マイケル・A.スラッシャー/著 井上
太一/訳

合同出版

43 491.3 1分で「聞こえ」が変わる耳トレ! 小松正史/著 白澤卓二/監修
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

44 491.3 ざんねんな脳
ディーン・バーネット/著 増子久美/
訳

青土社

45 491.3 年をとるほど賢くなる「脳」の習慣
バーバラ・ストローチ/著 池谷裕二/
監修・解説

日本実業出版社

46 491.3 脳の意識 機械の意識 渡辺正峰/著 中央公論新社

47 491.7 うつも肥満も腸内細菌に訊け! 小澤祥司/著 岩波書店

48 492 病気と薬ウソ・ホントの見分け方 名郷直樹/著 さくら舎

49 492.7 深い疲れをとる自律神経トリートメント 船水隆広/著 主婦の友社

50 492.7 世界一ゆる〜い!解剖学的コンディショニング 有川譲二/著 主婦と生活社

51 493.1 シニアの糖尿病 荒木厚/監修 NHK出版

52 493.1 自分で血糖値を下げる!糖尿病に効く「かんたん体操」 宮本正一/著 周東寛/監修 洋泉社

53 493.4 肝臓を食べ物、食べ方、生活法で強くする本 野村喜重郎/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

54 493.7 がんばりすぎずにしれっと認知症介護 工藤広伸/著 新日本出版社

55 493.7 認知症アルツハイマー病・レビー小体病・ピック病がよくわかる本 広川慶裕/[ほか]監修 主婦の友社/編 主婦の友社

56 493.7 明日も、アスペルガーで生きていく。 国実マヤコ/著 西脇俊二/医療監修 ワニブックス

57 493.9 ちょっと理系な育児 母乳育児篇 牧野すみれ/著 京阪神エルマガジン社

58 493.9 子どものアレルギー 大矢幸弘/編監修 五十嵐隆/企画 文藝春秋

59 493.9 心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守るのか 樋口進/監修 ミネルヴァ書房

60 493.9 成功する子は食べ物が9割 細川モモ/監修 宇野薫/監修 主婦の友社

61 494.6 脊柱管狭窄症をトレーニングで治す 稲葉晃子/著 ミネルヴァ書房

62 494.8 ここがポイント!見てわかる高齢者の皮膚トラブル 種田明生/監修 メディカ出版

63 494.9 『そらまめ通信』の腎臓病ごはん 腎臓サポート協会/監修 女子栄養大学出版部

64 495 女60代からは、病は気から、老いも気から。 野末悦子/著 大和出版

65 496.6 女性のつらい「めまい」は朝・夜1分の体操でよくなる! 新井基洋/著 PHP研究所

66 497.7 子どものむし歯予防は食生活がすべて 黒沢誠人/著 幕内秀夫/著 風濤社

67 498.3 100歳まで動ける体になる「筋リハ」 久野譜也/著 幻冬舎

68 498.3 らくちん!かんたん!「ねこ背」がスッキリ治る本 碓田拓磨/監修 洋泉社

69 498.3 一生疲れない人の「脳」の休め方 菅原道仁/著 実務教育出版

70 498.3 結局、怒らない人が長生きする 保坂隆/著 朝日新聞出版

71 498.3 見た目とカラダとココロがまいにち若返る人の習慣 根来秀行/著 日本文芸社

72 498.3 見るだけで体が変わる魔法のイラスト 小池義孝/著 自由国民社

73 498.3 元気になりたきゃ、お尻をしめなさい 船瀬俊介/著 日本文芸社

74 498.3 酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石かおり/著 浅部伸一/監修 日経BP社

75 498.3 心と体に効かせるはじめてヨガ 綿本彰/著 学研プラス

76 498.3 太りたくなければ、体の「毒」を抜きなさい! 賀来怜華/著 三笠書房

77 498.3 脳を使った休息術 茂木健一郎/著 総合法令出版

78 498.3 疲れをとるなら帰りの電車で寝るのをやめなさい 伊藤和弘/著 佐田節子/著 日経BP社

79 498.5 「健康にいい」ものばかり食べると早死にします 左巻健男/編著 カンゼン

80 498.5 <糖化>ストップで糖尿が解消、肌も頭脳も若返る 栗原毅/著 主婦の友インフォス

81 498.5 カカオでからだの劣化はとまる 井上浩義/著 世界文化社

82 498.5 国民の栄養白書 2017-2018年版 ヘルスケア総合政策研究所/企画・制
作 日本医療企画

83 499 くすりの科学知識  ニュートンプレス

84 499.8 ココロとカラダに効くハーブ便利帳 真木文絵/著 池上文雄/監修 NHK出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 499.8 自然のお守り薬 森田敦子/著 永岡書店

86 499.8 和ハーブ図鑑 古谷暢基/著 平川美鶴/著 和ハーブ協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 エネルギー政策論 高橋洋/著 岩波書店

2 501.6 トコトンやさしい水素の本 水素エネルギー協会/編 日刊工業新聞社

3 501.8 デザインの小骨話 山中俊治/著 日経BP社

4 509.6 トヨタの現場力 OJTソリューションズ/著 KADOKAWA

5 509.6 トヨタ流品質管理に学ぶ!はじめての変化点管理 原嶋茂/著 日刊工業新聞社

6 516.7 新幹線ネットワークはこうつくられた 高松良晴/著 交通新聞社

7 518.5 基礎からわかるごみ焼却技術 タクマ環境技術研究会/編 オーム社

8 518.5 中国ごみ問題の環境社会学 金太宇/著 昭和堂

9 521.6 鎌倉近代建築の歴史散歩 吉田鋼市/著 港の人

10 521.8 イラストで丸わかり!日本の名城  洋泉社

11 521.8 城の科学 萩原さちこ/著 講談社

12 521.8 織豊系陣城事典 高橋成計/著 戎光祥出版

13 523.1 安藤忠雄の奇跡 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

14 523.1 丹下健三ディテールの思考 豊川斎赫/著 彰国社

15 524 図説やさしい構造設計 浅野清昭/著 学芸出版社

16 525.1 図説建築環境 松原斎樹/編著 長野和雄/編著 学芸出版社

17 526 小屋大全 西野弘章/著 山と溪谷社

18 527.1 シェアハウス図鑑
篠原聡子/編著 日本女子大学篠原聡
子研究室/編著 彰国社

19 528 建築設備パーフェクトマニュアル 2018-2019 山田浩幸/著 エクスナレッジ

20 536.8 ロードバイク最速チューンナップ&メンテナンス徹底ガイド 小畑郁/監修 洋泉社

21 537.0 EV新時代にトヨタは生き残れるのか 桃田健史/著 洋泉社

22 537.2 マツダ・ロータリーエンジンの歴史 GP企画センター/編 グランプリ出版

23 537.9 ニッポンの最強ギア・軽トラック大全  地球丸

24 537.9 昭和青春バス紀行 鎌田実/写真
ネコ・パブリッシン
グ

25 538.6 ツウになる!世界の政府専用機 チャーリィ古庄/写真・著 秀和システム

26 538.9 宇宙建築 1 十亀昭人/編著 TNL/著 東海大学出版部

27 538.9 太陽系旅行ガイド
マーク・トンプソン/著 山田陽志郎/
訳 地人書館

28 543.8 21世紀の太陽光発電 荒川裕則/著 コロナ社

29 548.3 イラストで学ぶロボット工学 木野仁/著 谷口忠大/監修 講談社

30 549.3 例題で学ぶはじめての電源回路 柿ケ野浩明/著 技術評論社

31 557.2 魚探とソナーとGPSとレーダーと舶用電子機器の極意 須磨はじめ/著 成山堂書店

32 559 人類史上最強ナノ兵器 ルイス・A.デルモンテ/著 黒木章人/
訳 原書房

33 566.7 町工場の全社員が残業ゼロで年収600万円以上もらえる理由 吉原博/著 ポプラ社

34 578.4 実験でわかる電気をとおすプラスチックのひみつ 白川英樹/共著 廣木一亮/共著 コロナ社

35 578.5 トコトンやさしいナノセルロースの本 ナノセルロースフォーラム/編 日刊工業新聞社

36 588.5 ウイスキーは楽しい!
ミカエル・ギド/著 ヤニス・ヴァル
ツィコス/絵

パイインターナショナ
ル

37 588.5 ブランデーの歴史
ベッキー・スー・エプスタイン/著
大間知知子/訳

原書房

38 588.5 図説ビール キリンビール株式会社/著 河出書房新社

39 588.5 世界が認めた日本のウイスキー ドミニク・ロスクロウ/著 清水玲奈/
訳

エクスナレッジ

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 590 「やらないこと」から決める世界一シンプルな家事 本間朝子/著 日本実業出版社

41 590 365日のとっておき家事 三條凛花/著 三笠書房

42 590 デンマーク・ヒュッゲ・ハンドブック
マリー・トレル・スナベア/著 菅野
美津子/訳

CCCメディアハウス

43 590 わたしの暮らしのヒント集 3 暮しの手帖編集部/著 暮しの手帖社

44 590 日々、センスを磨く暮らし方 奥村くみ/著 ワニブックス

45 590 忙しくても家事を楽しむ小さな工夫 田中千恵/著 KADOKAWA

46 590 夢を引き寄せる魔法の家事ノートのつくりかた みしぇる/著 エクスナレッジ

47 593.3 ファスナーつけなしで作るワンピース  ブティック社

48 593.3 もっと素敵に着物リフォーム 藤岡幸子/著 成美堂出版

49 593.3 型紙いらずの着物リメイク 1枚の着物でセットアップ 松下純子/著 河出書房新社

50 593.3 古布を着る。 堀内春美/著 村松みち子/著 主婦の友社

51 593.3 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!ポケットつけ 中嶌有希/著 日東書院本社

52 593.8 人気の悉皆屋女将に教わる初めてのリサイクル着物 高橋和江/監修 世界文化社

53 593.8 着物おたすけ辞典  プレジデント社

54 594 初めてでもかんたん!年中使える手作りの通園通学グッズ 2018年版  ブティック社

55 594.2 クチュール仕立ての刺繡ブレード Lemmikko/著 文化学園文化出版局

56 594.2 クロスステッチで楽しむ西須久子の山野草刺しゅう 西須久子/[著] アップルミンツ

57 594.2 和のクロスステッチ図案帖 遠藤佐絵子/著 日本ヴォーグ社

58 594.3 いちばんよくわかる棒針あみの小物と基礎  日本ヴォーグ社

59 594.3 かぎ針編みでつくる、おしゃれな動物のインテリア ヴァネッサ・ムーンシー/著 高際有
希/監修 日本文芸社

60 594.3 かわいいかぎ針編み刺しゅう糸で編むキューピー人形の着せ替え75  アップルミンツ

61 594.3 タティングレースのちいさなドイリー 北尾惠美子/[著] アップルミンツ

62 594.3 極太の糸、Tシャツヤーンでざくざく編むおしゃれバッグ  辰巳出版

63 594.3 西村知子のもっともっと英語で編もう! 西村知子/著 日本ヴォーグ社

64 594.7 アイディアいっぱい!おもしろポーチ大集合!  ブティック社

65 594.9 Yuzukoのぷくぷくマスコット160 Yuzuko/マスコットデザイン 大塚あ
や子/マスコット製作・基礎指導 主婦の友社

66 594.9 水引でつくるアクセサリーと小物 菊田奈々/著 文化学園文化出版局

67 595.4 なぜか美人に見える人は髪が違う 津村佳奈/著 大和書房

68 595.5 「他人目線」でたるみケア 江連智暢/著 講談社

69 595.5 Secretシニアビューティメイク えがお写真館/著 赤坂渉/著 扶桑社

70 595.5 女の人生は朝10分のメイクで変わる 森本美紀/著 文響社

71 596 「旬」おかずで今日も元気! 高城順子/著 講談社

72 596 ちょこっと楽しむ保存食 伊藤玲子/著 家の光協会

73 596 ぼくの偏愛食堂案内 日置武晴/著 KADOKAWA

74 596 ローフード・発酵・雑穀でつくるAYUMIごはん AYUMI/著 主婦と生活社

75 596 一皿でごちそう!わたしの煮込み料理 若山曜子/著 宝島社

76 596 飲んで、食べて、みんなで楽しむおつまみおかず 井澤由美子/著 ナツメ社

77 596 子どもに食べさせたいすこやかごはん おかあさんの輪/著 暮しの手帖社

78 596 主婦が知らないとヤバイ料理の基本とコツ 武蔵裕子/監修 秀和システム

79 596 酔っぱらってても作れる10分おつまみ 山脇りこ/著 KADOKAWA

80 596 糖質オフのラクやせレシピ  学研プラス

81 596 日帰り&1泊2日おいしい旅 京阪神エルマガジン社/編集
京阪神エルマガジン
社

82 596.0 おうちごはんは適宜でおいしい 菅野彰/著 徳間書店

83 596.0 コンクリンさん、大江戸を食べつくす
デヴィッド・コンクリン/著 仁木
めぐみ/訳

亜紀書房

84 596.2 おうちでおいしい基本の中華 主婦の友社/編 主婦の友社

- 10 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

85 596.2 パリ在住の料理人が教えるフライパンでできる本格フレンチレシピ えもじょわ/著 KADOKAWA

86 596.2 割烹あらかると 柴田書店/編 柴田書店

87 596.2 鎌倉・不識庵 宗哲和尚の精進レシピ 藤井宗哲/著 藤井まり/著 河出書房新社

88 596.3 THE男前燻製レシピ77 岡野永佑/著 山と溪谷社

89 596.3 きのこ女子大のラクうまヘルシーレシピ  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

90 596.3 やせる豆腐レシピ100 主婦の友社/編 主婦の友社

91 596.3 愛しのから揚げレシピ94 今井亮/著 立東舎

92 596.3 減塩でもおいしい野菜のレシピ  
日本医療福祉生活協同
組合連合会

93 596.3 農家が教えるもち百珍 農文協/編 農山漁村文化協会

94 596.3 有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元葉子/著 家の光協会

95 596.6 3×3の朝ごパン あや/著 光文社

96 596.6 イタリアの地方菓子とパン 須山雄子/著 世界文化社

97 596.6 おうちパティスリー 吉田菊次郎/著 ナツメ社

98 596.6 おばあちゃんとおやつ 産業編集センター/編 産業編集センター

99 596.6 バターなしでリッチに仕上げるオイルケーキ 吉野陽美/著 講談社

100 596.6 フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ 若山曜子/著 ワニブックス

101 596.6 ボンボン・ショコラの技術 旭屋出版書籍編集部/編 旭屋出版

102 596.6 ムラヨシマサユキのお菓子 ムラヨシマサユキ/著 西東社

103 596.6 老舗に教わる抹茶おやつ 京都・丸久小山園/監修 世界文化社

104 596.7 もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田光代/著 河野丈洋/著 新潮社

105 596.7 極める愉しむ珈琲事典 西東社編集部/編 西東社

106 596.7 紅茶 川崎武志/著 中野地清香/著 柴田書店

107 596.7 今日からの美味しいコーヒー 中林孝之/著 文化学園文化出版局

108 597 「100円雑貨+α」インテリアリメイク術100  主婦と生活社

109 597.5 みんなの収納・片づけ日記 みんなの日記編集部/著 翔泳社

110 597.9 ナチュラル洗剤そうじ術 本橋ひろえ/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

111 597.9 家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 CaSy/著 学研プラス

112 597.9 掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会/著 エクスナレッジ

113 598.3 最新!赤ちゃんの病気新百科mini 横田俊一郎/総監修
ベネッセコーポレー
ション

114 599 母脳 黒川伊保子/著 ポプラ社

115 599.0 すくすくスケッチ 杉浦さやか/著 祥伝社

116 599.0 両立どころの騒ぎじゃない。 須藤暁子/著 KADOKAWA

117 599.3 スグでき!離乳食アイデアBOOK 太田百合子/監修 上島亜紀/料理 ナツメ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域を変える、アイデアとクリエイティブ!読本 月刊『ブレーン』編集部/編集 宣伝会議

2 602.1 地域産業の「現場」を行く 第10集 関満博/著 新評論

3 611.7 「農企業」のリーダーシップ 小田滋晃/編著 伊庭治彦/編著 昭和堂

4 611.8 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木武/著 林田雅夫/著 農山漁村文化協会

5 616.2 病気にならないコメ選び 澤田友昭/著 石井稔/監修 清風堂書店

6 616.6 雑穀・精麦入門 井上直人/共著 倉内伸幸/共著 日本食糧新聞社

7 619.8 茶の世界史 角山栄/著 中央公論新社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 625 おいしく実る!果樹の育て方 三輪正幸/著 新星出版社

9 625 果樹&フルーツ鉢で楽しむ育て方 三輪正幸/著 主婦の友社

10 627.7 これでうまくいく!よく育つ多肉植物BOOK 靍岡秀明/著 主婦の友社

11 641.7 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣康成/著 農山漁村文化協会

12 645.2 人と馬の五〇〇〇年史
スザンナ・フォーレスト/著 松尾恭
子/訳

原書房

13 645.6 愛犬と暮らすインテリア  主婦の友社

14 645.6 犬のしつけパーフェクトBOOK 中西典子/監修 ナツメ社

15 648.1 牛乳・乳製品の知識 堂迫俊一/著 幸書房

16 648.2 ひと手間カンパニー。 甘竹秀企/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

17 666.7 ヒョウモントカゲモドキ 佐々木浩之/著 誠文堂新光社

18 671.3 打消し表示の実態と景品表示法の考え方 大元慎二/編著 商事法務

19 673.3 先輩がやさしく教えるEC担当者の知識と実務 いつも./著 翔泳社

20 673.7 花屋さんになろう! 本多るみ/著 青弓社

21 673.7 無印良品のPDCA 松井忠三/著 毎日新聞出版

22 673.9 サラリーマン大家さん“1棟目”の教科書 峯島忠昭/著 ごま書房新社

23 675 「おひとりウーマン」消費! 牛窪恵/著 毎日新聞出版

24 675 「欲しい」の本質 大松孝弘/著 波田浩之/著 宣伝会議

25 675 いちばんかんたんで役に立つマーケティングの方法 蛭川速/著 成美堂出版

26 675 シェアしたがる心理 天野彬/著 宣伝会議

27 675 デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 逸見光次郎/著 翔泳社

28 675 ファンダム・レボリューション ゾーイ・フラード=ブラナー/著 アー
ロン・M.グレイザー/著 早川書房

29 675 マーケティングのための統計分析 生田目崇/著 オーム社

30 675 炎上に負けないクチコミ活用マーケティング 河井孝仁/編著 宇賀神貴宏/編著 彩流社

31 675 激わかる!ビジネスで使えるWeb・SNS入門 押切孝雄/監修 造事務所/編著 実業之日本社

32 675 超日本製品論 木戸良彦/著 日経BP社

33 675.2 デジタル時代の基礎知識『リサーチ』 石渡佑矢/著 翔泳社

34 675.5 魚市場で働く 鑓田浩章/著 ぺりかん社

35 683.6 最適物流の科学 菅哲賢/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

36 685 クルマを捨ててこそ地方は甦る 藤井聡/著 PHP研究所

37 685.5 総合研究日本のタクシー産業 太田和博/編 青木亮/編 慶應義塾大学出版会

38 685.5 日本のタクシー自動車史 佐々木烈/著 三樹書房

39 686.2 全日本特急列車完全ガイド 東日本編  双葉社

40 686.9 モノクロームの東京都電 諸河久/著 イカロス出版

41 686.9 被爆電車75年の旅  
ザメディアジョンプレ
ス

42 687.7 JAL123便墜落事故 杉江弘/著 宝島社

43 689.3 儲かるインバウンドビジネス10の鉄則 中村好明/著 日経BP社

44 689.5 なぜ日本だけディズニーランドとUSJが「大」成功したのか? 中島恵/著 三恵社

45 689.5 東京ディズニーリゾートおまかせガイド 2018-2019  講談社

46 693.8 東京しるしのある風景 松田青子/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 批評について ノエル・キャロル/著 森功次/訳 勁草書房

2 701.3 美術の会計 山本誠/著 中央経済社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 702.0 ギリシャ美術史入門 中村るい/著 加藤公太/作画 三元社

4 702.1 もっと知りたい仁和寺の歴史 久保智康/著 朝川美幸/著 東京美術

5 706.9 東京からちょっと旅ちいさな美術館めぐり 土肥裕司/著 G.B.

6 708.7 20世紀の総合芸術家イサム・ノグチ イサム・ノグチ/[作] 新見隆/監修 平凡社

7 709 世界遺産データ・ブック 2018年版 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

8 711 いちばんよくわかるソープカービングLESSON 片山美耶/著 智美/著 河出書房新社

9 721.9 小林清親 小林清親/[画] 河出書房新社

10 723.1 もっと知りたい熊谷守一 池田良平/監修・著 蔵屋美香/著 東京美術

11 723.1 写実絵画のミューズたち  平凡社

12 723.1 仙人と呼ばれた男 田村祥蔵/著 中央公論新社

13 723.1 素描の旅 小松研治/著
能登印刷出版部(発
売)

14 725.5 色えんぴつでうちの犬を描こう 目羅健嗣/著 日貿出版社

15 726.1 100年後に残したい!マンガ名作 日本漫画家協会/監修 玄光社

16 726.9 美しい幻想切り絵。 大橋忍/著
エムディエヌコーポ
レーション

17 728.2 忘れ得ぬ書人たち 田宮文平/著 芸術新聞社

18 743.6 しずく作品集&撮影テクニック 浅井美紀/著 玄光社

19 743.6 海野和男の蝶撮影テクニック 海野和男/写真と文 草思社

20 743.6 野鳥撮影基本&応用ハンドブック 戸塚学/著 石丸喜晴/著 技術評論社

21 744.4 超時短Photoshop「写真の色補正」速攻アップ! 藤島健/著 技術評論社

22 744.4 超時短Photoshop「選択範囲とマスク」速攻アップ! 柘植ヒロポン/著 技術評論社

23 748 わらういきもの 松阪崇久/監修 近藤雄生/文 エクスナレッジ

24 751 金継ぎ手帖 ナカムラクニオ/著 玄光社

25 751.1 うつわ作家名鑑  枻出版社

26 751.1 日本の陶磁器 張替清司/著 淡交社

27 751.4 樹脂粘土でつくるレトロかわいいミニチュア洋食 関口真優/著 河出書房新社

28 751.51 世界の美しいステンドグラス パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

29 754.9 エコクラフトの素敵なバッグとかご、プチ雑貨 古木明美/著 川俣京子/著 河出書房新社

30 754.9 おしゃれな紙で作るちょこっと小箱  ブティック社

31 754.9 おりがみパズル 大原まゆみ/著 日本ヴォーグ社

32 754.9 ナチュラルモチーフと小物 阪本あやこ/[著] ブティック社

33 754.9 リース折り紙12か月 永田紀子/著 日貿出版社

34 754.9 切る貼るつくる箱の本 大西景子/著 マイナビ出版

35 754.9 折り紙建築福を呼ぶ干支の動物カードをつくる 中沢圭子/著 彰国社

36 754.9 脳活性折り紙全集  ブティック社

37 754.9 暮らしを彩るクラフトバンド 松田裕美/著 徳間書店

38 755.3 アンティークジュエリー美術館  平凡社

39 755.3 宝石
エイジャー・レイデン/著 和田佐規
子/訳 築地書館

40 755.5 手縫いで作る上質な革小物 .URUKUST/[編] 日本ヴォーグ社

41 757.0 ウィリアム・モリス 藤田治彦/監修・章解説 織作峰子/
フォト・エッセイ

ウィリアム・モリス出
版委員会

42 759 日本懐かしおまけ大全  辰巳出版

43 762.3 いまに生きるベートーヴェン 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

44 762.3 ウィーン・フィル コンサートマスターの楽屋から
ウェルナー・ヒンク/語り 小宮正安/
構成・訳

アルテスパブリッシン
グ

45 762.3 大作曲家の病跡学 小松順一/著 星和書店

46 764.7 エンドレス・ジャーニー 秋吉敏子/著 岩崎哲也/聞き手 祥伝社

47 764.7 ジョニー・マー自伝 ジョニー・マー/著 丸山京子/訳
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 766.1 フランス・オペラの美学 内藤義博/著 水声社

49 767.7 みんなでたのしむ保育のうた225曲! 坂田おさむ/監修 リットーミュージック

50 767.8 オールヒットソング 2018年版  実業之日本社

51 767.8 グループサウンズ文化論 稲増龍夫/著 中央公論新社

52 767.8 演歌名曲全集 松山祐士/編 ドレミ楽譜出版社

53 767.8 神のみぞ知る!?名曲・作曲テクニック 野口義修/著 サウンド・デザイナー

54 769.9 DVDでステップアップ バレエ魅せるポイント50 堀本美和/監修 マシモ・アクリ/監修 メイツ出版

55 773.0 変調「日本の古典」講義 内田樹/著 安田登/著 祥伝社

56 774 そろそろ、歌舞伎入門。 ペン編集部/編 CCCメディアハウス

57 775.4 ミュージカルへのまわり道 石塚克彦/著 英伸三/写真 農山漁村文化協会

58 778.0 駅と映画の雑学ノート 臼井幸彦/著 柏艪舎

59 778.2 ハリウッド「赤狩り」との闘い 吉村英夫/著 大月書店

60 778.2 映画時評集成 伊藤洋司/著 読書人

61 778.2 咲き定まりて 清野恵里子/著
集英社インターナショ
ナル

62 778.4 ビデオグラファーのための音声収録&整音ハンドブック  玄光社

63 778.7 佐藤好春と考えるキャラクターとアニメーションの描き方 佐藤好春/作画 釘宮陽一郎/著 ナツメ社

64 779.0 「わろてんか」を商いにした街 大阪 廣田誠/著 NHK出版

65 779.1 昭和の落語家群像 清水一朗/著 青蛙房

66 779.1 落語の名作あらすじ100 青木伸広/著 金原亭馬生/監修 日本文芸社

67 779.3 コインマジック事典 高木重朗/編 二川滋夫/編 東京堂出版

68 779.8 紙芝居百科 紙芝居文化の会/企画制作 童心社

69 780.6 スポーツをテクノロジーする 北岡哲子/著 日経テクノロジーオン
ライン/編集 日経BP社

70 780.7 太い腕と厚い胸板をつくる至高の筋トレ 岡田隆/著 日本文芸社

71 780.7 基礎から学ぶスポーツトレーニング理論 伊藤マモル/監修 日本文芸社

72 782.3 それからの僕にはマラソンがあった 松浦弥太郎/著 筑摩書房

73 782.3 駅伝王者青学 光と影 佐藤俊/著 主婦と生活社

74 782.4 日大式で差がつく!陸上競技跳躍種目トレーニング 森長正樹/監修 メイツ出版

75 782.5 ゾーンの入り方 室伏広治/著 集英社

76 783.1 バスケットボールIQジュニアのための練習法 鈴木良和/著 マイナビ出版

77 783.1 試合の流れを決める!バスケットボールポイントガード上達のコツ50 篠山竜青/監修 メイツ出版

78 783.4 サッカー ボールの運び方を鍛えるトレーニング 浅野智久/著
ベースボール・マガジ
ン社

79 783.4 ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする 中野吉之伴/著 ナツメ社

80 783.4 フットサル戦術トレーニングデザイン 木暮賢一郎/著 誠文堂新光社

81 783.4 高校ラグビーは頭脳が9割 斉藤健仁/著 東邦出版

82 783.4 問いかけ続ける ジェイムズ・カー/著 恒川正志/訳 東洋館出版社

83 784.3 渡辺一樹が教えるいまどきのスキー練習帳 渡辺一樹/著 山と溪谷社

84 788.1 のこった 星野智幸/著 ころから

85 788.2 アリと猪木のものがたり 村松友視/著 河出書房新社

86 788.2 プロレスが死んだ日。 近藤隆夫/著
集英社インターナショ
ナル

87 789.6 イラストでわかるスタンダード馬場馬術 JANE WALLACE/著 JUDY HARVEY/著 緑書房

88 789.6 騎馬武者 紅葉台木曽馬牧場/監修・協力 甲州
和式馬術探求会/監修・協力 新紀元社

89 791 心理学者の茶道発見 岡本浩一/著 淡交社

90 795 守りのタイミングとその後 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

91 796.0 将棋八十一枡の小宇宙 水野保/著 文理閣

92 796.0 伝説の序章 田丸昇/著 清流出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 796.0 摩訶不思議な棋士の脳 先崎学/著 日本将棋連盟

94 796.9 ディープ・シンキング人工知能の思考を読む ガルリ・カスパロフ/著 染田屋茂/訳 日経BP社

95 798 頭がよくなる育脳あやとり 野口とも/監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 「あ」は「い」より大きい!? 川原繁人/著 ひつじ書房

2 808 田中克彦セレクシヨン 1 田中克彦/著 新泉社

3 809.2 声が20歳若返るトレーニング 上野実咲/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメント

4 809.4 たった一言で人を動かす最高の話し方 矢野香/著 KADOKAWA

5 810.4 日本人の9割が知らない「ことばの選び方」大全 日本語研究会/編 青春出版社

6 811.0 漢字とカタカナとひらがな 今野真二/著 平凡社

7 811.1 日本人とリズム感 樋口桂子/著 青土社

8 814 小説の言葉尻をとらえてみた 飯間浩明/著 光文社

9 814.7 図解でわかる時事重要テーマ100 2019年度版 日経HR編集部/編著 日経HR

10 816.2 形容詞を使わない大人の文章表現力 石黒圭/著 日本実業出版社

11 821.1 呉志剛先生の中国語発音教室 呉志剛/著 上野恵司/監修 白帝社

12 821.2 一字一絵 金子都美絵/画・文 太郎次郎社エディタス

13 829.1 漢字で覚える韓国語 市吉則浩/著 河出書房新社

14 830 中学英語の基本と仕組みがよ〜くわかる本 竹村和浩/著 秀和システム

15 830.7 ほんとうに頭がよくなる世界最高の子ども英語 斉藤淳/著 ダイヤモンド社

16 830.7 社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井志延/編 朝尾幸次郎/編 大修館書店

17 835 イラストでわかる中学英語 河原千夜子/著 明日香出版社

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

19 837.5 翻訳スキルハンドブック 駒宮俊友/著 アルク

20 837.8 英検3級でもどうにかなる英会話 Ms.Kinako/著 永岡書店

21 837.8 英語表現まちがいさがし フォーンクルック幹治/著 DHC

22 857.7 フランス語で読むオペラ座の怪人 ガストン・ルルー/原著 西村亜子/リ
ライト・解説

IBCパブリッシング

23 874 使えるイタリア語単語3700 佐藤徳和/著 北野美絵子ジュリア/著 ベレ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 908.7 紳士淑女のジョーク全集 井坂清/著 さくら舎

2 910.2 おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾まなほ/著 光文社

3 910.2 記憶の海辺 池内紀/著 青土社

4 910.2 吉村昭とふるさとあらかわ～生い立ちとその作品世界～ 荒川区地域文化スポーツ部ゆいの森
課 吉村昭記念文学館/編

荒川区地域文化スポー
ツ部ゆいの森課 吉村昭

5 910.2 宮本輝作品研究 藤村猛/著 溪水社

6 910.2 兼好法師 小川剛生/著 中央公論新社

7 910.2 現代作家アーカイヴ 1 飯田橋文学会/編 東京大学出版会

8 910.2 古典のすすめ 谷知子/著 KADOKAWA

9 910.2 司馬遼太郎と宗教  朝日新聞出版

10 910.2 小林秀雄 美しい花 若松英輔/著 文藝春秋

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 910.2 知っているようで知らない夏目漱石 出口汪/[著] 講談社

12 910.2 本格ミステリ・ベスト10 2018 探偵小説研究会/編著 原書房

13 911.1 図説百人一首 石井正己/著 河出書房新社

14 911.1 千年後の百人一首 清川あさみ/著 最果タヒ/著 リトルモア

15 911.3 俳句で夜遊び、はじめました 岸本葉子/著 朔出版

16 911.5 あなたへのラブレター 小林征子/著 コールサック社

17 911.5 日本の童謡・唱歌をいつくしむ 高橋こうじ/著 東邦出版

18 911.6 作詞家・阿久悠の軌跡 濱口英樹/監修 リットーミュージック

19 912.6 倉本聰戯曲全集 2 倉本聰/著 新日本出版社

20 913.4 平家物語の女たち 細川涼一/著 吉川弘文館

21 913.7 歌丸ばなし 桂歌丸/著 ポプラ社

22 914.6 50代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本葉子/著 中央公論新社

23 914.6 60歳からの「しばられない」生き方 勢古浩爾/著 ベストセラーズ

24 914.6 身辺整理、わたしのやり方 曽野綾子/著 興陽館

25 914.6 人間の値打ち 鎌田實/著 集英社

26 914.6 人生の持ち時間 曽野綾子/著 新潮社

27 914.6 多田富雄 多田富雄/著 平凡社

28 914.6 本日の栄町市場と、旅する小書店 宮里綾羽/著 ボーダーインク

29 914.6 緑の庭で寝ころんで 宮下奈都/著 実業之日本社

30 915.5 加賀の芭蕉 山根公/著
アルファベータブック
ス

31 915.6 こういう旅はもう二度としないだろう 銀色夏生/著 幻冬舎

32 915.6 チェコの十二カ月 出久根育/著絵 理論社

33 915.6 北の空と雲と 椎名誠/写真と文 PHP研究所

34 916 ただいま! 鈴木照子/著 文芸社

35 916 ちんちんのないお父さん 川崎和真/著 文芸社

36 916 愛と憎しみ奇跡の老老介護 阿井渉介/著 講談社

37 916 医者が妻を看取る 小野寺久/著 中央公論新社

38 916 母、ぐれちゃった。発達障害の息子と娘を育てた16年 あじろふみこ/著 中央公論新社

39 923.4 古代中国の語り物と説話集 高橋稔/著 東方書店

40 923.5 全訳封神演義 2 二階堂善弘/監訳 山下一夫/訳 勉誠出版

41 929.1 ゾンビたち キムジュンヒョク/著 小西直子/訳 論創社

42 929.1 越えてくる者、迎えいれる者 トミョンハク/著 イジミョン/著
アジアプレス・イン
ターナショナル出版部

43 929.1 七年の夜 チョンユジョン/著 カンバンファ/訳 書肆侃侃房

44 929.1 走れ、オヤジ殿 キムエラン/著 古川綾子/訳 晶文社

45 929.3 草原に黄色い花を見つける グエン・ニャット・アイン/著 加藤
栄/訳

カナリアコミュニケー
ションズ

46 930.2 H・P・ラヴクラフト
ミシェル・ウエルベック/著 星埜守
之/訳

国書刊行会

47 930.2 カズオ・イシグロ読本 別冊宝島編集部/編 宝島社

48 930.2 サキの思い出 エセル・M.マンロー/著 ロセイ・レ
イノルズ/著 彩流社

49 930.2 スタインベックの物語世界 上優二/著 彩流社

50 931.7 ミルクとはちみつ ルピ・クーア/著 野中モモ/訳 アダチプレス

51 933.6 鏡の国のアリス ルイス・キャロル/著 高山宏/訳 亜紀書房

52 933.7 S.モームが薦めた米国短篇
J.スタインベック/[ほか著] F.S.
フィッツジェラルド/[ほか著] 未知谷

53 933.7 スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

54 933.7 ネバーホーム レアード・ハント/著 柴田元幸/訳 朝日新聞出版

55 933.7 ノーラ・ウェブスター コルム・トビーン/著 栩木伸明/訳 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 933.7 ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 ケヴィン・ウィルソン/著 西田佳子/
訳 西村書店

57 933.7 ラブラバ エルモア・レナード/著 田口俊樹/訳 早川書房

58 933.7 過去からの声
マーゴット・ベネット/著 板垣節子/
訳

論創社

59 933.7 三つの栓 ロナルド・A.ノックス/著 中川美帆
子/訳 論創社

60 933.7 小型哺乳類館 トマス・ピアース/著 真田由美子/訳 早川書房

61 933.7 図書館島 ソフィア・サマター/著 市田泉/訳 東京創元社

62 933.7 水底の女 レイモンド・チャンドラー/著 村上
春樹/訳 早川書房

63 933.7 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド/著 谷崎
由依/訳 早川書房

64 934.7 ニッポン放浪記 ジョン・ネイスン/[著] 前沢浩子/訳 岩波書店

65 936 アティカス、冒険と人生をくれた犬 トム・ライアン/著 金原瑞人/訳
集英社インターナショ
ナル

66 949.8 リンドグレーンの戦争日記
アストリッド・リンドグレーン/[著]
石井登志子/訳

岩波書店

67 963 ドニャ・バルバラ ロムロ・ガジェゴス/著 寺尾隆吉/訳 現代企画室

68 969.3 老練な船乗りたち ジョルジ・アマード/著 高橋都彦/訳 水声社

69 989.8 シンボルスカの引き出し つかだみちこ/著 港の人

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 婚活中毒 秋吉理香子/著 実業之日本社

2 F おもかげ 浅田次郎/著 毎日新聞出版

3 F 鷹の砦 麻見和史/著 講談社

4 F セブンズ! 五十嵐貴久/著 KADOKAWA

5 F 虹の向こう 池田久輝/著 双葉社

6 F 次の突き当たりをまっすぐ いしわたり淳治/著 筑摩書房

7 F 破滅の王 上田早夕里/著 双葉社

8 F ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを 内山純/著 東京創元社

9 F 奔流恐るるにたらず 逢坂剛/著 講談社

10 F 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田忠司/著 ポプラ社

11 F リバース&リバース 奥田亜希子/著 新潮社

12 F 28 加藤ミリヤ/著 ポプラ社

13 F テーラー伊三郎 川瀬七緒/著 KADOKAWA

14 F ビギナーズ・ドラッグ 喜多喜久/著 講談社

15 F 決戦!賤ケ岳 木下昌輝/著 簑輪諒/著 講談社

16 F 秀吉の活 木下昌輝/著 幻冬舎

17 F 東京ワイン会ピープル 樹林伸/著 文藝春秋

18 F カネと共に去りぬ 久坂部羊/著 新潮社

19 F 皇帝と拳銃と 倉知淳/著 東京創元社

20 F 悲しい話は終わりにしよう 小嶋陽太郎/著 KADOKAWA

21 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.19
『このミステリーがすごい!』編集部
/編 宝島社

22 F インフルエンス 近藤史恵/著 文藝春秋

23 F 道標 今野敏/[著] 角川春樹事務所

24 F 駐在日記 小路幸也/著 中央公論新社

25 F いのち 瀬戸内寂聴/著 講談社

26 F 孫市、信長を撃つ 袖岡徹/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

27 F 白磁海岸 高樹のぶ子/著 小学館

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 F ペダリング・ハイ 高千穂遙/著 小学館

29 F 人魚の石 田辺青蛙/著 徳間書店

30 F 月食館の朝と夜 柄刀一/著 講談社

31 F 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽亮/著 双葉社

32 F 逃亡刑事 中山七里/著 PHP研究所

33 F 青梅線レポートの謎 西村京太郎/著 KADOKAWA

34 F 北のロマン 青い森鉄道線 西村京太郎/[著] 徳間書店

35 F 破壊者の翼 似鳥鶏/著 河出書房新社

36 F スピノザの秋 蜷川泰司/著 河出書房新社

37 F ウズタマ 額賀澪/著 小学館

38 F 本物の読書家 乗代雄介/著 講談社

39 F 花精の舞 波多野聖/著 KADOKAWA

40 F 原民喜童話集 [本編] 原民喜/著 未明編集室/編 イニュニック

41 F 原民喜童話集 別巻 原民喜/[著] 未明編集室/編 イニュニック

42 F 構造素子 樋口恭介/著 早川書房

43 F アクシデント・レポート 樋口毅宏/著 新潮社

44 F 断層の森で見る夢は 藤本ひとみ/著 講談社

45 F きまぐれな夜食カフェ 古内一絵/著 中央公論新社

46 F 天帝のみはるかす桜火 古野まほろ/著 講談社

47 F NO推理、NO探偵? 柾木政宗/著 講談社

48 F 猫の話をそのうちに 松久淳/著 小学館

49 F ひよっこ社労士のヒナコ 水生大海/著 文藝春秋

50 F 鍼灸日和 未上夕二/著 KADOKAWA

51 F U 皆川博子/著 文藝春秋

52 F バースデイ・ガール 村上春樹/著 カット・メンシック/イ
ラストレーション 新潮社

53 F 窓から見える最初のもの 村木美涼/著 早川書房

54 F 森家の討ち入り 諸田玲子/著 講談社

55 F 僕らだって扉くらい開けられる 行成薫/著 集英社

56 F 飼う人 柳美里/著 文藝春秋

57 F 意識のリボン 綿矢りさ/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B289.1 西郷隆盛 相川司/著 中央公論新社

2 B810.1 国語学史 時枝誠記/著 岩波書店

3 B933.7 カリブ深海の陰謀を阻止せよ 上 クライブ・カッスラー/[著] ダー
ク・カッスラー/[著]

新潮社

4 B933.7 カリブ深海の陰謀を阻止せよ 下
クライブ・カッスラー/[著] ダー
ク・カッスラー/[著]

新潮社

5 B933.7 スチーム・ガール エリザベス・ベア/著 赤尾秀子/訳 東京創元社

6 B933.7 ハイテク艤装船の陰謀を叩け! 上
クライブ・カッスラー/著 ボイド・
モリソン/著

扶桑社

7 B933.7 ハイテク艤装船の陰謀を叩け! 下 クライブ・カッスラー/著 ボイド・
モリソン/著 扶桑社

8 B933.7 西瓜糖の日々 R.ブローティガン/著 藤本和子/訳 河出書房新社

9 B933.7 雪と毒杯 エリス・ピーターズ/著 猪俣美江子/
訳 東京創元社

10 B933.7 夜の動物園
ジン・フィリップス/[著] 羽田詩津
子/訳

KADOKAWA

11 B943.7 メルヒェン ヘッセ/[著] 高橋健二/訳 新潮社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 B943.7 穢れた風 ネレ・ノイハウス/著 酒寄進一/訳 東京創元社

13 B953.7 エルELLE フィリップ・ジャン/著 松永りえ/訳 早川書房

14 B953.7 黒い睡蓮 ミシェル・ビュッシ/著 平岡敦/訳 集英社

15 BF 2030年の旅 恩田陸/著 瀬名秀明/著 中央公論新社

16 BF ゴールデン・ブラッド 内藤了/[著] 幻冬舎

17 BF ショートショート・マルシェ 田丸雅智/著 光文社

18 BF ペガサスの解は虚栄か? 森博嗣/著 講談社

19 BF 隠密同心 2 小杉健治/[著] KADOKAWA

20 BF 喜連川の風 [4] 稲葉稔/[著] KADOKAWA

21 BF 奇跡の還る場所 風森章羽/著 講談社

22 BF 京の絵草紙屋満天堂 空蟬の夢 三好昌子/著 宝島社

23 BF 京極荘と百匹のうた猫 [1] 由似文/[著] KADOKAWA

24 BF 共犯関係 秋吉理香子/著 芦沢央/著 角川春樹事務所

25 BF 凶器は壊れた黒の叫び 河野裕/著 新潮社

26 BF 金沢加賀殺意の旅 西村京太郎/著 双葉社

27 BF 警視庁53教場 吉川英梨/[著] KADOKAWA

28 BF 告発 西村京太郎/著 双葉社

29 BF 残りの秋(とき) 今井絵美子/[著] KADOKAWA

30 BF 邪馬台国と黄泉の森 長崎尚志/著 新潮社

31 BF 十津川警部金沢・絢爛たる殺人 西村京太郎/[著] 講談社

32 BF 初恋物語(ファースト・ラブ・ストーリー) 森村誠一/著 光文社

33 BF 象と耳鳴り 恩田陸/著 祥伝社

34 BF 深海の迷路 森村誠一/[著] 講談社

35 BF 声なき蟬 上 佐伯泰英/著 双葉社

36 BF 声なき蟬 下 佐伯泰英/著 双葉社

37 BF 青白く輝く月を見たか? 森博嗣/著 講談社

38 BF 電氣人間の虞 詠坂雄二/著 光文社

39 BF 濡れ衣の女 早見俊/著 新潮社

40 BF 猫ミス! 新井素子/著 秋吉理香子/著 中央公論新社

41 BF 蚤とり侍 小松重男/著 光文社

42 BF 美少年椅子 西尾維新/著 講談社

43 BF 復讐の花期 森村誠一/著 集英社

44 BF 夢現 日本推理作家協会/編 山前譲/監修 集英社

45 BF 夢告の訣れ 芝村凉也/[著] 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R023.0 日本の出版社・書店 2018-2019 出版年鑑編集部/編集 出版ニュース社

2 R070.5 日本新聞年鑑 2018 日本新聞協会/編集 日本新聞協会

3 R290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2018年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

4 R290.3 最新世界大地図  小学館クリエイティブ

5 R291.0 今がわかる時代がわかる日本地図 2018年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

6 R293.8 北欧文化事典 北欧文化協会/編 バルト=スカンディ
ナヴィア研究会/編 丸善出版

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

7 R320.9 有斐閣判例六法 平成30年版 中田裕康/編集代表 長谷部恭男/編集
代表 有斐閣

8 R335.5 公正取引委員会年次報告 平成29年版 公正取引委員会/編 公正取引協会

9 R370.3 全国学校総覧 2018年版 全国学校データ研究所/編 原書房

10 R403.6 理科年表 第91冊(平成30年) 国立天文台/編 丸善出版

11 R488.0 日本の野鳥
水谷高英/イラストレーション 叶内
拓哉/解説

文一総合出版

12 R535.4 科学・分析機器総覧 2017 日本科学機器協会/編集 日本科学機器協会

13 R588.5 発酵と醸造のいろは  エヌ・ティー・エス

14 R609.0 数える・はかる・単位の事典 武藤徹/編著 三浦基弘/編著 東京堂出版

15 R673.9 人気店舗デザイン年鑑 2018  
アルファブックス/アル
ファ企画

16 R685.1 道路法解説 道路法令研究会/編著 大成出版社

17 R686.0 鉄道用語辞典 高橋政士/編 講談社

18 R699.3 日本民間放送年鑑 2017 日本民間放送連盟/編 コーケン出版(発売)

19 R767.0 図書館で会いましょう 弓削田健介/作曲 教育芸術社

20 R816.0 日本語笑いの技法辞典 中村明/著 岩波書店

21 R829.4 ポータブル日インドネシア英・インドネシア日英辞典
川村よし子/総監修 フロレンティ
ナ・エリカ/監修 三修社

22 R909.0 日本の児童文学登場人物索引 単行本篇2003-2007 DBジャパン/編集 DBジャパン

23 R909.0 日本の児童文学登場人物索引 単行本篇2008-2012 DBジャパン/編集 DBジャパン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T049 虹 5 北日本新聞社営業局/編著 北日本新聞社

2 T173 神明社ご造営 記念誌 神明宮建設委員会 記念誌編集委員会
/編 神明宮建設委員会

3 T183 幻の延命水 延命水を守る会/[編] まちづくりとやま

4 T186 西城山 萬遊寺誌 佐伯安一/編著 萬遊寺

5 T209.2 開所40年記念特別展 遺跡保護のあゆみ 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

6 T209.7 あの太平洋戦争はどうして起きたのか 松下ナミ子/著 桂書房

7 T232 北陸都市史学会誌 No.23 北陸都市史学会/[編] 北陸都市史学会

8 T251.2 特別展 氷見灘浦の生活誌 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

9 T289 エジソンは夢の途中
北日本放送放送本部報道制作局報道
制作部/編

北日本放送

10 T318.1 地方議員を問う 梅本清一/著 論創社

11 T318.3 学生まちづくりコンペティションレポート誌 2016 学生まちづくりコンペティション実
行委員会/[編]

学生まちづくりコンペ
ティション実行委員会

12 T318.8 まちづくりワークショップって、どうやるの?
富山大学地域連携推進機構 地域づく
り・文化支援部門/編

富山大学地域連携推進
機構 地域づくり・文化

13 T488 鳥と人間 大田保文/著 大田/保文

14 T540 電力インフラ その一角を担って 1962-2017 ユウディケー/編 ユウディケー

15 T588 富山県農林水産総合技術センター食品研究所研究報告 第3号
富山県農林水産総合技術センター食
品研究所/編

富山県農林水産総合技
術センター

16 T660.5 富山の水産 平成29年10月 富山県農林水産部水産漁港課/[編] 富山県

17 T685 まちなかぐるっとまいどはや まちづくりとやま/[編] まちづくりとやま

18 T686 TOYAMA STATION EVENT SPACE INFORMATION 富山市都市整備部富山駅周辺地区整
備課/[編]

富山市都市整備部富山
駅周辺地区整備課

19 T708 「うごき」と「へんか」の視点 渋谷良治/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

20 T708 とめどないエネルギー 菅澤利雄/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

21 T708 特集展示 藤田喬平 中島春香/編 富山市ガラス美術館

22 T708 篁牛人彩色画選集 富山市篁牛人記念美術館/編
富山市篁牛人記念美術
館

23 T748 万華鏡 296号  ふるさと開発研究所

24 T775 劇団文芸座南極大陸ユニオングレーシャー公演写真集 北日本新聞開発センター/制作 富山県芸術文化協会

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 T908 四季 第44号 北日本四季の会/[編] 北日本四季の会

26 T911.2 越中八尾万葉幻想 小坂武司/[著] 八尾町文化協会/[著] 小坂/武司

27 T911.6 森のかがやき 栂野守雄/[編] 富山縣護國神社

28 T940 置き薬と共に80年 薬日新聞社/編 髙田/郁夫

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おっきなおにぎりちっさなおにぎり やえがしなおこ/脚本 わかやましず
こ/絵 童心社

2 C かんづめあけよう! 五味太郎/脚本・絵 童心社

3 C きんいろのうま おかもとあつし/脚本 伊藤秀男/絵 童心社

4 C しっぺいたろう 津田真一/脚本 田島征三/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいうえどうぶつえん 小林純一/詩 和田誠/画 童心社

2 E あたしのすきなもの、なぁんだ? バーナード・ウェーバー/ぶん スー
ジー・リー/え 評論社

3 E 安西水丸のどうぶつパシャパシャ 安西水丸/え 安西カオリ/ぶん 文芸社

4 E いっせーのばあ 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

5 E 1日10分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやまかぜさぶろう/作 講談社

6 E 今、世界はあぶないのか? [3] ハナネ・カイ/絵 大山泉/訳 評論社

7 E 今、世界はあぶないのか? [4] ハナネ・カイ/絵 大山泉/訳 評論社

8 E おいしいふくやさん あま〜いダンスパーティー のしさやか/作・絵 ひさかたチャイルド

9 E おおきなドーナツ 平塚ウタ子/作 はたこうしろう/絵 フレーベル館

10 E おとしだまをいっぱいもらうコツ きむらゆういち/さく 南知里/え 新日本出版社

11 E おひさまおはよう 鈴木智子/さく 大日本図書

12 E おもちのかみさま かとうまふみ/著 佼成出版社

13 E オレ、カエルやめるや
デヴ・ペティ/ぶん マイク・ボルト/
え

マイクロマガジン社

14 E かぜにもらったゆめ 佐藤さとる/詩 村上勉/画 童心社

15 E かぞえかたいろいろ すなやまえみこ/さく・え ポトス出版

16 E きつねの童子 堀切リエ/文 いしいつとむ/絵 子どもの未来社

17 E コーベッコー スズキコージ/作 BL出版

18 E コんガらガっちどしんどしんちょこちょこすすめ!の本 ユーフラテス/さく 小学館

19 E さあ、なげますよ 角野栄子/作 山村浩二/絵 文溪堂

20 E しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル/さく おびかゆう
こ/やく

ほるぷ出版

21 E シュッシュッポッポきかんしゃチャーリー
ベリル・エヴァンス/作 ネッド・ダ
メロン/絵

KADOKAWA

22 E すまーとぞうさん 赤川明/[作] 文研出版

23 E 空の王さま
ニコラ・デイビス/文 ローラ・カー
リン/絵

BL出版

24 E たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中友佳子/作・絵 徳間書店

25 E 種子島ロケット打ち上げ 濱美由紀/作画 小学館

26 E たまごがあるよ 風木一人/さく たかしまてつを/え KADOKAWA

27 E 動物たちは、お医者さん!
アンジー・トリウス/文 マーク・ド
ラン/文

河出書房新社

28 E なずずこのっぺ? カーソン・エリス/さく アーサー・
ビナード/やく フレーベル館

29 E ねんねのうた えがしらみちこ/作 講談社

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 E のび〜るのび〜る おかだしんご/ぶん みやざきかずと/
え 三恵社

31 E 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野和好/作 アリス館

32 E ひょうたんめん 神沢利子/文 赤羽末吉/絵 復刊ドットコム

33 E 藤城清治影絵の絵本 グリム グリム/[原作] グリム/[原作] 講談社

34 E へそとりごろべえ 赤羽末吉/詩画 童心社

35 E ペンギンがとぶ ひだのかな代/えとぶん ポエムピース

36 E ペンギンホテル 牛窪良太/作 アリス館

37 E ヘンゼルとグレーテル グリム/[原作] グリム/[原作] フレーベル館

38 E ぼく、仮面ライダーになる! ビルド編 のぶみ/さく 講談社

39 E ぼくのさがしもの たけうちちひろ/文・切り絵 出版ワークス

40 E ぼくは発明家
メアリー・アン・フレイザー/作 お
びかゆうこ/訳

廣済堂あかつき

41 E 星につたえて 安東みきえ/文 吉田尚令/絵 アリス館

42 E ぽっぽこうくう もとやすけいじ/著 佼成出版社

43 E マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ/作 キャラスク
エット/絵 ポプラ社

44 E ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス にわ/さく マイクロマガジン社

45 E ラクダのなみだ 宮田修/文 T.スフバートル/絵 講談社ビーシー

46 E La ZOOのトリックアートBOOK La ZOO/著 竹内龍人/監修 学研プラス

47 E ろうそくぱっ みなみじゅんこ/作 アリス館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 プログラミングとコンピュータ 大岩元/監修 PHP研究所

2 K007 マウスで楽しく学べるスクラッチ子どもプログラミング入門 PROJECT KySS/著 秀和システム

3 K007 気をつけよう!情報モラル 4  汐文社

4 K019 今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150! 2 金原瑞人/監修 ひこ・田中/監修 ポプラ社

5 K031 なぞなぞMAXチャレンジ!3000問 嵩瀬ひろし/著 新星出版社

6 K123 こども論語 齋藤孝/著 平井きわ/絵 草思社

7 K217 日本の戦争と動物たち 1 東海林次男/著 汐文社

8 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第2期1  かもがわ出版

9 K289 アインシュタイン 岡田好惠/文 佐竹美保/絵 講談社

10 K289 エジソン 崎川範行/文 GORIO21/絵 講談社

11 K289 ナイチンゲール 村岡花子/文 丹地陽子/絵 講談社

12 K289 ヘレン・ケラー自伝 ヘレン・ケラー/作 今西祐行/訳 講談社

13 K289 ライト兄弟 富塚清/文 五十嵐大介/絵 講談社

14 K289 坂本龍馬 砂田弘/文 槇えびし/絵 講談社

15 K289 徳川家康 松本清張/文 八多友哉/さし絵 講談社

16 K289 武田信玄 木暮正夫/文 八多友哉/さし絵 講談社

17 K289 豊臣秀吉 岡田章雄/文 八多友哉/さし絵 講談社

18 K289 野口英世 滑川道夫/文 藤原徹司/絵 講談社

19 K289 咸臨丸にかけた夢 鳴海風/作 関屋敏隆/画 くもん出版

20 K290 世界の国ぐに  小学館

21 K291 小学生のための日本地図帳 社会科地図研究会/著 メイツ出版

22 K291 都道府県別日本の地理データマップ 1～8巻  小峰書店

23 K291 日本の島じま大研究 3 稲葉茂勝/著 田代博/監修 あすなろ書房

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 K319 四島は私たちのふるさと 富山県「北方領土問題」教育者会議/
編 北方領土返還要求運動富山県民会

富山県北方領土問題教
育者会議

25 K337 新しい時代のお金の教科書 山口揚平/著 筑摩書房

26 K369 髪がつなぐ物語 別司芳子/著 文研出版

27 K370 短歌は最強アイテム 千葉聡/著 岩波書店

28 K374 はじめての集団宿泊体験活動 2
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

29 K383 ニッポンの肉食 田中康弘/著 筑摩書房

30 K451 やさしく解説地球温暖化 2 保坂直紀/著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

31 K457 そうだったのか!初耳恐竜学 富田京一/著 小学館

32 K460 地球の森のハートさがし 藤原幸一/しゃしん・ぶん ポプラ社

33 K481 いきものがっかり超能力図鑑 川嶋隆義/文 今泉忠明/監修 小学館

34 K489 すくすく育て!子ダヌキポンタ 佐和みずえ/文 有田公生/写真 学研プラス

35 K491 iPS細胞と人体のふしぎ33 小野寺佑紀/著 茨木保/監修 講談社

36 K498 食べるってどんなこと? 古沢広祐/著 平凡社

37 K501 ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 1 小石新八/監修 こどもくらぶ/編 六耀社

38 K502 企業内職人図鑑 13 こどもくらぶ/編 同友館

39 K502 日本の手仕事 [3] 遠藤ケイ/絵と文 汐文社

40 K510 みんなの命と生活をささえるインフラってなに? 4 こどもくらぶ/編 筑摩書房

41 K645 ピースワンコ物語 今西乃子/著 浜田一男/写真 合同出版

42 K664 クニマスは生きていた! 池田まき子/著 汐文社

43 K693 ゆうびんです ポストです かこさとし/著 復刊ドットコム

44 K726 ゆめはまんが家! 小林深雪/作 今日マチ子/絵 講談社

45 K750 伝統工芸のきほん 1 伝統工芸のきほん編集室/[編] 理論社

46 K780 NEWスポーツを学ぼう! 1 高橋義雄/監修 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガジ
ン社

47 K796 羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺隆幸/著 羽生善治/監修 新星出版社

48 K798 10才からはじめるゲームプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン/ほか著 山
崎正浩/訳 創元社

49 K798 あそぼう、あやとり 野口とも/監修
ベースボール・マガジ
ン社

50 K809 ディベートをやろう! 全国教室ディベート連盟/監修 PHP研究所

51 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば [2] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

52 K811 これでなっとく!にている漢字の使い分け 1 高木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

53 K814 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野真二/著 河出書房新社

54 K837 中学英語で話そう日本の文化 3 大門久美子/編著 汐文社

55 K911 子どもおもしろ歳時記 金井真紀/文・絵 斉田仁/選句・監修 理論社

56 K911 大人になるまでに読みたい15歳の詩 4  ゆまに書房

57 K913 うらない師ルーナと三人の魔女 あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

58 K913 おとのさま、小学校にいく 中川ひろたか/作 田中六大/絵 佼成出版社

59 K913 オリンピックのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

60 K913 かいけつゾロリのちていたんけん 原ゆたか/さく・え ポプラ社

61 K913 となりの猫又ジュリ 金治直美/作 はしもとえつよ/絵 国土社

62 K913 トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居スーザン/作 堀川真/絵 あすなろ書房

63 K913 ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょうできました ふじもとみさと/作 田中六大/絵 金の星社

64 K913 プティ・パティシエール とどけ!夢みる花束クレープ 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

65 K913 ホカリさんのゆうびんはいたつ
はせがわさとみ/作 かわかみたかこ/
絵 文溪堂

66 K913 ほっとい亭のフクミミちゃん 伊藤充子/作 高谷まちこ/絵 偕成社

67 K913 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわちひろ/作 偕成社

68 K913 もののけ屋 [4] 廣嶋玲子/作 東京モノノケ/絵 静山社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 K913 絵物語古事記 富安陽子/文 山村浩二/絵 偕成社

70 K913 助っ人マスター 高森美由紀/作 フレーベル館

71 K913 村木ツトムその愛と友情 福井智/作 森英二郎/絵 偕成社

72 K913 保健室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

73 K913 帽子から電話です 長田弘/作 長新太/絵 偕成社

74 K913 満月の娘たち 安東みきえ/著 講談社

75 K913 夢見の占い師 楠章子/作 トミイマサコ/絵 あかね書房

76 K933 アポロンと5つの神託 1 リック・リオーダン/著 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

77 K933 クリスマスサウルス トム・フレッチャー/著 橋本恵/訳 静山社

78 K933 グレッグのダメ日記 にげだしたいよ! ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

79 K933 テオのふしぎなクリスマス
キャサリン・ランデル/文 エミ
リー・サットン/絵

ゴブリン書房

80 K933 パディントン、テストをうける マイケル・ボンド/作 ペギー・
フォートナム/絵 WAVE出版

81 K933 ふたりのスケーター
ノエル・ストレトフィールド/著 中
村妙子/訳

教文館

82 K933 ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ/著 田中
奈津子/訳 講談社

83 K933 ミオととなりのマーメイド 2
ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/
訳 ポプラ社

84 K933 暗号クラブ 11 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

85 K933 小さいママと無人島 キャロル・ライリー・ブリンク/作
谷口由美子/訳 文溪堂

86 K933 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート/著 千葉茂樹/
訳 あすなろ書房

87 K933 背番号42のヒーロー メアリー・ポープ・オズボーン/著
食野雅子/訳 KADOKAWA

88 K943 口ひげが世界をすくう?! ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー/
作 ミヒャエル・ローハー/絵 岩波書店

89 K943 水瓶座の少女アレーア 2 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智
子/訳 学研プラス

90 K973 少女探偵アガサ 4 サー・スティーヴ・スティーヴンソ
ン/作 中井はるの/訳 岩崎書店

91 KT712 外次郎のアトリエ 松村外次郎記念庄川美術館/編 庄川美術館友の会
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