
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 世界のVIPが指名する執事の手帳・ノート術 新井直之/著 文響社

2 002.7 調べるチカラ 野崎篤志/著 日本経済新聞出版社

3 007.1 Excelでわかるディープラーニング超入門 涌井良幸/著 涌井貞美/著 技術評論社

4 007.3 現場から学ぶ最強SEになるための気づき塾 気づき塾出版委員会/編著 日経BP社

5 007.6 Swift実践入門 石川洋資/著 西山勇世/著 技術評論社

6 007.6 TypeScript実践マスター 古賀慎一/著 日経BP社

7 007.6 Webデザイン、これからどうなるの? 森本友理/共著 鈴木慶太朗/共著
エムディエヌコーポ
レーション

8 007.6 Windows10活用大全  日経BP社

9 007.6 いちばんやさしいExcel VBAの教本 伊藤潔人/著 インプレス

10 007.6 おもしろまじめなAIスピーカーアプリをつくろう 松浦健一郎/著 司ゆき/著 秀和システム

11 007.6 サイバー攻撃  (ブルーバックス) 中島明日香/著 講談社

12 007.6 たった1日で基本が身に付く!WordPress超入門 佐々木恵/著 技術評論社

13 007.6 できるPhotoshop Elements 2018 樋口泰行/著 できるシリーズ編集
部/著

インプレス

14 007.6 できるゼロからはじめるAndroidタブレット超入門 法林岳之/著 清水理史/著 インプレス

15 007.6 ブロックチェーン技術の未解決問題 松尾真一郎/著 楠正憲/著 日経BP社

16 007.6 親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 松下孝太郎/著 山本光/著 技術評論社

17 007.6 本気ではじめるiPhoneアプリ作り 西磨翁/著 SBクリエイティブ

18 010.1 図書館の自由委員会の成立と「図書館の自由に関する宣言」改訂 塩見昇/著 日本図書館協会

19 012 図書館空間のデザイン 続 益子一彦/著 丸善出版

20 019.9 生命の灯となる49冊の本 中村桂子/著 青土社

21 024.1 「本を売る」という仕事 長岡義幸/著 潮出版社

22 051.3 幻の雑誌が語る戦争 石川巧/著 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 111 哲学がわかる形而上学 スティーヴン・マンフォード/[著]
秋葉剛史/訳

岩波書店

2 112 哲学がわかる因果性 スティーヴン・マンフォード/[著]
ラニ・リル・アンユム/[著]

岩波書店

3 115.4 なぜ世界は存在しないのか マルクス・ガブリエル/著 清水一
浩/訳

講談社

4 121.6 戸坂潤セレクション 戸坂潤/著 林淑美/編 平凡社

5 135.2 デカルトの憂鬱 津崎良典/著 扶桑社

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成29年 5月(№419) 

 
  

（平成29年 5月15日発行）  富山市西町5番1号「TOYAMAキラリ」 ℡.461-3200㈹ 

      ホームページ・アドレス http://www.library.toyama.toyama.jp/ 
  
  

  

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成29年 5月(№419) 

 
  

（平成29年 5月15日発行）  富山市西町5番1号「TOYAMAキラリ」 ℡.461-3200㈹ 

      ホームページ・アドレス http://www.library.toyama.toyama.jp/ 
  
  

  

000  総記 

 

 

富山市立図書館 増加図書目録 
     平成30年 3月(№429) 

 
  

（平成30年 3月15日発行）  富山市西町5番1号「TOYAMAキラリ」 ℡.461-3200㈹ 

      ホームページ・アドレス http://www.library.toyama.toyama.jp/ 
  
  

100  哲学 

- 1 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

6 141.5 ひらめきを生み出すカオスの法則 ティム・ハーフォード/著 児島修/訳
TAC株式会社出版事業
部

7 141.5 世界で最も美しい問題解決法 リチャード・E.ニスベット/著 小野
木明恵/訳

青土社

8 141.5 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺健介/著 ダイヤモンド社

9 141.6 イライラしなくなるちょっとした習慣 安藤俊介/著 大和書房

10 141.6 愛する人を失ったときあなたに起こること 松家かおり/著 日貿出版社

11 141.6 困った悩みが消える感情整理法 水島広子/著 さくら舎

12 146.8 描画からわかる子どもの危機と成長のサイン 加藤孝正/監修 馬場史津/編 黎明書房

13 159 30代が楽しくなる方法 中谷彰宏/著 リベラル社

14 159 40代がもっと楽しくなる方法 中谷彰宏/著 リベラル社

15 159 あなたの潜在能力を引き出す20の原則 ジャック・キャンフィールド/[著]
ケント・ヒーリー/[著]

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

16 159 いちいち悩まなくなる口ぐせリセット 大嶋信頼/著 大和書房

17 159 これはしない、あれはする 小林照子/著 サンマーク出版

18 159 できる人の人を動かす方法 リチャード・テンプラー/[著] 桜田
直美/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

19 159 まいにちをよくする500の言葉 松浦弥太郎/文 ワタナベケンイチ/絵
PHPエディターズ・グ
ループ

20 159.4 「いつ、どこでも求められる人」の仕事の流儀 岩田松雄/著 三笠書房

21 159.4 「働きがい」の伝え方 海野忍/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

22 159.4 Action!トヨタの現場の「やりきる力」 原マサヒコ/著 プレジデント社

23 159.4 山一證券復活を目論む男の人財力 永野修身/著 河出書房新社

24 159.4 働き方が自分の生き方を決める 加藤諦三/著 青春出版社

25 159.4 働くのがつらいのは君のせいじゃない。 佐々木常夫/著 ビジネス社

26 159.6 言い訳してる場合か! 坂東眞理子/著 法研

27 159.6 魅力を引き出すしぐさのレッスン 中井信之/著 大和書房

28 159.7 50代がもっともっと楽しくなる方法 中谷彰宏/著 リベラル社

29 159.7 60歳から会社に残れる人、残ってほしい人 酒巻久/著 幻冬舎

30 159.7 一流の老人 山崎武也/著 幻冬舎

31 162 年表でわかる現代の社会と宗教 渡邊直樹/責任編集 平凡社

32 164 世界神話学入門  (講談社現代新書) 後藤明/著 講談社

33 164.1 女神信仰と日本神話 吉田敦彦/著 青土社

34 167.4 雄弁の道 アリー・イブン・アビー・ターリブ
/[著] 黒田壽郎/訳

書肆心水

35 175.8 伊勢神宮と出雲大社  枻出版社

36 175.9 御朱印帳とめぐる北海道の神社70 梅村敦子/著 北海道新聞社

37 180 必ず役立つ仏教ドリル 瓜生中/監修 ロム・インターナショ
ナル/編

NHK出版

38 182.1 史実中世仏教 第3巻 井原今朝男/著 興山舎

39 188.5 現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰 正木晃/著 春秋社

40 188.8 禅 沖本克己/著 講談社

41 188.9 内側から見る創価学会と公明党 浅山太一/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 考古学のための法律 久末弥生/著 日本評論社

2 204 失敗だらけの人類史 ステファン・ウェイア/著 定木大介/
訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3 204 世界を動かした「偽書(フェイク)」の歴史 中川右介/著 ベストセラーズ

4 209 最強の帝国  
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

5 213 古代国家の土地計画 金田章裕/著 吉川弘文館

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 213.7 下級貴族たちの王朝時代 繁田信一/著 新典社

7 214 伝奏と呼ばれた人々 神田裕理/編著 日本史史料研究会/監
修

ミネルヴァ書房

8 214.6 足利将軍と室町幕府 石原比伊呂/著 戎光祥出版

9 214.7 織田信長と戦国の村 深谷幸治/著 吉川弘文館

10 215 ユネスコ世界記憶遺産と朝鮮通信使 仲尾宏/共編 町田一仁/共編 明石書店

11 215.8 王政復古  (講談社現代新書) 久住真也/著 講談社

12 215.8 新撰組顚末記  (角川新書) 永倉新八/[著] KADOKAWA

13 215.8 敗者の明治維新  洋泉社

14 217.6 1968 1 四方田犬彦/編著 筑摩書房

15 217.7 激動の平成史 内田樹/[ほか著] 洋泉社

16 219.3 鎌倉へのいざない 大嶽真康/著 丸善プラネット

17 234.0 隠れナチを探し出せ アンドリュー・ナゴルスキ/著 島村
浩子/訳

亜紀書房

18 235.0 ナポレオン時代  (中公新書) アリステア・ホーン/著 大久保庸子/
訳

中央公論新社

19 238.0 ロシア現代史再考 山内聡彦/著 東洋書店新社

20 240 「未解」のアフリカ 石川薫/著 小浜裕久/著 勁草書房

21 262 カヌードスの乱 住江淳司/著 春風社

22 281.0 ポンコツ武将列伝 長谷川ヨシテル/著 柏書房

23 288.2 酢屋一族の日本史 酢谷能政/著 花伝社

24 288.3 下野国が生んだ足利氏 下野新聞社編集局/著 下野新聞社

25 288.3 藤原氏  (中公新書) 倉本一宏/著 中央公論新社

26 288.4 天皇陛下と美智子さま  朝日新聞出版

27 289.1 15歳のコーヒー屋さん 岩野響/著 KADOKAWA

28 289.1 80's 橘玲/著 太田出版

29 289.1 アイビーをつくった男 花房孝典/著 天夢人

30 289.1 ある明治人の記録  (中公新書) 石光真人/編著 中央公論新社

31 289.1 おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田ミサオ/著 小学館

32 289.1 ふつうをつくる 沢良子/著 桑沢学園/監修 美術出版社

33 289.1 車イスホスト。 寺田ユースケ/著 双葉社

34 289.1 上杉謙信 石渡洋平/著 戎光祥出版

35 289.1 新渡戸稲造日本初の国際連盟職員 玉城英彦/著 彩流社

36 289.1 西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか 仁科邦男/著 草思社

37 289.1 北条氏康の妻 瑞渓院 黒田基樹/著 平凡社

38 289.3 宇宙飛行の父ツィオルコフスキー 的川泰宣/著 勉誠出版

39 290.9 小さな島へのひとり旅 右崎昭男/著 弘文舎出版/編 右崎/昭男

40 290.9 地球の歩き方 A09 イタリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

41 290.9 地球の歩き方 D12 韓国 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

42 290.9 地球の歩き方 D20 シンガポール 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

43 290.9 地球の歩き方 D22 アンコールワットとカンボジア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

44 291.0 すぐそばにある!関西中国四国の絶景  JTBパブリッシング

45 291.0 ブラタモリ 11 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

46 291.0 ブラタモリ 12 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

47 291.0 五街道ウォークのすすめ 八木牧夫/著 山と溪谷社

48 291.0 山城を歩く  洋泉社

49 291.0 日本百名山 山の名はこうしてついた  (祥伝社新書) 楠原佑介/[著] 祥伝社

50 291.0 秘境路線バスをゆく 4  イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 291.2 岩手県の山 藤原直美/著 照井克行/著 山と溪谷社

52 291.3 ドライブ関東甲信越ベスト 19  昭文社

53 291.3 るるぶドライブ関東ベストコース 19  JTBパブリッシング

54 291.3 るるぶ草津伊香保水上四万 19  JTBパブリッシング

55 291.4 佐渡  
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 291.4 白山検定参考書  白山市観光連盟

57 291.5 おとなの温泉宿ベストセレクション100  昭文社

58 291.5 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷 19  JTBパブリッシング

59 291.5 るるぶ木曽伊那恵那峡高遠 [2018]  JTBパブリッシング

60 291.5 甲信越の名城を歩く 長野編 中澤克昭/編 河西克造/編 吉川弘文館

61 291.5 信州日帰り湯めぐり 信濃毎日新聞社出版部/編 信濃毎日新聞社

62 291.6 24H Kyoto guide  朝日新聞出版

63 291.6 ドライブ関西ベスト 19  昭文社

64 291.6 るるぶドライブ関西ベストコース 19  JTBパブリッシング

65 291.6 京都・イケズの正体  (幻冬舎新書) 石川拓治/著 幻冬舎

66 291.6 大阪ベストスポット [2018]  昭文社

67 291.9 るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野 [2018]  JTBパブリッシング

68 291.9 熊本県の山 吉川渡/著 山と溪谷社

69 291.9 石垣・宮古 竹富島・西表島 19  昭文社

70 292.2 マカオ  実業之日本社

71 292.2 るるぶ台湾 19  JTBパブリッシング

72 292.2 香港 2018  昭文社

73 292.2 台湾 19  昭文社

74 292.3 ベトナムの基礎知識 古田元夫/著 めこん

75 292.3 マレーシア  実業之日本社

76 292.3 るるぶタイ バンコク・アユタヤ 19  JTBパブリッシング

77 292.4 バリ島 [2018]  昭文社

78 292.4 るるぶフィリピン [2018]  JTBパブリッシング

79 292.9 アルメニアを巡る25の物語 グラント・ポゴシャン/著 和器出版

80 293.3 ロンドンパブスタイル ジョージ・デイリー/文 チャー
リー・デイリー/写真

グラフィック社

81 293.5 パリ  実業之日本社

82 293.6 スペイン  実業之日本社

83 293.6 るるぶスペイン 19  JTBパブリッシング

84 293.6 るるぶポルトガル [2018]  JTBパブリッシング

85 293.7 イタリア 19  昭文社

86 293.7 るるぶ南イタリア・シチリア [2018]  JTBパブリッシング

87 293.8 フィンランド  実業之日本社

88 294.4 ガーナは今日も平和です。 山口未夏/著
カナリアコミュニケー
ションズ

89 295.9 Amazing Cuba  イマジン

90 297.1 るるぶケアンズゴールドコースト [2018]  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 ニュースがわかる世界史 宮崎正勝/著 KADOKAWA

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 302.2 9.11後の現代史  (講談社現代新書) 酒井啓子/著 講談社

3 302.5 地図で見るラテンアメリカハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ/著 フレデ
リック・ルオー/著

原書房

4 302.5 破綻するアメリカ 会田弘継/著 岩波書店

5 304 ローカリズム宣言 内田樹/著 デコ

6 311.8 ヒトラー『わが闘争』とは何か クロード・ケテル/著 太田佐絵子/訳 原書房

7 312.3 BREXIT「民衆の反逆」から見る英国のEU離脱 尾上修悟/著 明石書店

8 312.3 オリバー・ストーン オン プーチン プーチン/[述] オリバー・ストーン/
著

文藝春秋

9 312.3 プーチンとロシア人 木村汎/著 産経新聞出版

10 315.1 自民党秘史  (講談社現代新書) 岡崎守恭/著 講談社

11 317.4 国家試験カタログ 2019-20年版  自由国民社

12 317.7 NBCテロ災害消防活動の基礎知識  イカロス出版

13 318 学校が消える! 安達智則/編 山本由美/編 旬報社

14 319.0 一触即発の世界 佐藤優/著 時事通信出版局

15 319.2 北朝鮮核の資金源 古川勝久/著 新潮社

16 319.8 いま、「非戦」を掲げる 西谷修/著 伊勢崎賢治/[ほか述] 青土社

17 319.8 核戦争の瀬戸際で ウィリアム・J.ペリー/著 松谷基和/
訳

東京堂出版

18 322.1 流罪の日本史  (ちくま新書) 渡邊大門/著 筑摩書房

19 323.1 憲法を百年いかす 半藤一利/著 保阪正康/著 筑摩書房

20 323.9 行政法概説 1 宇賀克也/著 有斐閣

21 323.9 判例行政法入門 芝池義一/編 大田直史/編 有斐閣

22 324 民事法入門 野村豊弘/著 有斐閣

23 324.4 Q&A消費者からみた改正民法 日本弁護士連合会消費者問題対策委
員会/編

民事法研究会

24 324.4 抵当・保証の法律と担保をめぐるトラブル解決法 松岡慶子/監修 三修社

25 324.6 親権・監護権をめぐる法律と実務 渋谷元宏/著 渋谷麻衣子/著 清文社

26 324.6 相続に活かす養子縁組 森田茂夫/共著 榎本誉/共著 日本法令

27 324.6 知って役立つ!家族の法律 長橋晴男/著 浅野則明/監修 クリエイツかもがわ

28 326.8 治安維持法と共謀罪  (岩波新書 新赤版) 内田博文/著 岩波書店

29 327.0 裁判の原点 大屋雄裕/著 河出書房新社

30 327.0 司法試験予備試験に独学合格する方法 鬼頭政人/著 中央経済社

31 329.2 日米地位協定 明田川融/[著] みすず書房

32 329.3 世界が、それを許さない。 大西健丞/著 岩波書店

33 329.3 非戦・対話・NGO 大橋正明/編著 谷山博史/編著 新評論

34 329.5 カンボジアPKO日記 明石康/著 岩波書店

35 331.1 英語の経済指標・情報の読み方 北都光/著 アルク

36 331.4 超訳「国富論」 大村大次郎/著 KADOKAWA

37 332.2 中国 新たな経済大革命 肖敏捷/著 日本経済新聞出版社

38 334.4 移民の政治経済学 ジョージ・ボージャス/著 岩本正明/
訳

白水社

39 335 6つの不安がなくなればあなたの起業は絶対成功する 坂本憲彦/著 実務教育出版

40 335 ベンチャー経営論 長谷川博和/著 東洋経済新報社

41 335.4 会社の“終活”読本 内藤博/著 金子一徳/著 日刊工業新聞社

42 335.4 企業統治改革の陥穽 小池和男/著 日本経済新聞出版社

43 335.5 持株会社の実務 發知敏雄/著 箱田順哉/著 東洋経済新報社

44 336 最短で目標を達成する!PDCAノート 岡村拓朗/著 フォレスト出版

45 336 小さな「チーム」「プロジェクト」のウマい仕切り方 折戸裕子/著 明日香出版社

46 336 図解なぜかミスをしない人の思考法 中尾政之/著 三笠書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 336.1 トッププランナーのすぐ「出す」技術 挽地信孝/著 すばる舎リンケージ

48 336.2 図解でわかる!利益を出す生産性 藤原毅芳/著 秀和システム

49 336.3 アンチ・サボタージュ・マニュアル R.M.ガルフォード/著 B.フリッシュ/
著

北大路書房

50 336.3 管理職1年目の教科書 櫻田毅/著 東洋経済新報社

51 336.3 最高のチームに変わる「仕組み」のつくり方 石田淳/著 実業之日本社

52 336.3 図解上司力×部下力 佐々木常夫/著 宝島社

53 336.4 「ほめちぎる教習所」のやる気の育て方 加藤光一/著 坪田信貴/監修 KADOKAWA

54 336.4 「困った会議」の進め方・まとめ方 リック・ブリンクマン/著 菊池由美/
訳

パンローリング

55 336.4 Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施直春/著 中央経済社

56 336.4 この1冊ですべてがわかる!健康経営実務必携 稲田耕平/共著 阿藤通明/共著 日本法令

57 336.4 ダイレクト・リクルーティング 高山奨史/著 新倉竜也/著 同文舘出版

58 336.4 外資系コンサルのプレゼンテーション術 菅野誠二/著 東洋経済新報社

59 336.4 給与計算標準ハンドブック 永井知子/著 日本法令

60 336.4 経験から学ぶ人的資源管理 上林憲雄/著 厨子直之/著 有斐閣

61 336.4 実践「ブランド名刺」のつくり方・使い方55のルール 古土慎一/著 同文舘出版

62 336.4 社員が成長するシンプルな給与制度のつくり方 大槻幸雄/著 あさ出版

63 336.4 社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方 矢萩大輔/共著 畑中義雄/共著 日本法令

64 337 MONEY チャールズ・ウィーラン/著 山形浩
生/訳

東洋館出版社

65 337.2 日本貨幣カタログ 2018 日本貨幣商協同組合/編集 日本貨幣商協同組合

66 338 FinTechイノベーション入門 嶋田康史/編著 津田博史/監修 朝倉書店

67 338 世界は逆転する! ロジャー・バー/著 兼元謙任/著 創藝社

68 338 知識ゼロからのビットコイン・仮想通貨入門 廣末紀之/著 幻冬舎

69 338.6 銀行不要時代 吉澤亮二/著 毎日新聞出版

70 338.7 住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本 2018 西澤京子/監修 菊地則夫/監修 エクスナレッジ

71 361.8 被差別マイノリティのいま 部落解放・人権研究所/編 解放出版社

72 364 病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい「制度」と「お金」 脇美由紀/著 ビジネス教育出版社

73 364.3 「定年」前後の手続きと生活プラン 2018  日本実業出版社

74 366.2 知的障害者雇用を成功させる8つのポイント 常盤正臣/著 ぶどう社

75 366.3 パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く 野原蓉子/著 経団連出版

76 366.4 サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ65 深田晶恵/著 ダイヤモンド社

77 367.7 高齢者と家族のためのQ&A 延命法律事務所/編 法学書院

78 367.7 今すぐ取りかかりたい最高の終活 眞鍋淳也/著 山本祐紀/著 青月社

79 367.7 自分らしい終末や葬儀の生前準備 源淳子/著 あけび書房

80 367.9 ゲイカップルのワークライフバランス 神谷悠介/著 新曜社

81 368.2 誰も置き去りにしない社会へ 平松知子/著 鳫咲子/著 新日本出版社

82 369.2 メイクがシニアを元気にする みきしほ/著 メディアイランド

83 369.2 ろう者の祈り 中島隆/著 朝日新聞出版

84 369.2 高次脳機能障害支援の道しるべ 就労・社会生活編 深川和利/監修 メディカ出版

85 369.2 高齢者と楽しむマジック 藤原邦恭/著 いかだ社

86 369.2 盲導犬と歩く [別冊] 日本盲導犬協会50周年記念誌編纂室/
編集

日本盲導犬協会

87 369.2 盲導犬と歩く 日本盲導犬協会50周年記念誌編纂室/
編集

日本盲導犬協会

88 369.3 この大地(フクシマ)奪われし人々 菊池和子/写真・文 遊行社

89 369.3 救援物資輸送の地理学 荒木一視/著 岩間信之/著 ナカニシヤ出版

90 369.3 障害者市民防災提言集 ゆめ風基金/編
関西障害者定期刊行物
協会

91 369.3 漂流するトモダチ 田井中雅人/著 エィミ・ツジモト/著 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

92 369.4 子どもにやさしい学童保育 糸山智栄/編著 鈴木愛子/編著 高文研

93 370.4 小学校ではもう遅い 岸田蘭子/著 PHP研究所

94 371.4 子どもの貧困に向きあえる学校づくり 鈴木庸裕/著 丹波史紀/著 かもがわ出版

95 373.4 奨学金借りるとき返すときに読む本 柴田武男/編 鴨田譲/編 弘文堂

96 374.6 PTAのあいさつ・司会進行・文書の事典 PTAマナー研究会/著 法研

97 375.1 Q&A学校部活動・体育活動の法律相談 白井久明/著 片岡理恵子/著 日本加除出版

98 375.1 だれもが実践できるネットモラル・セキュリティ 堀田龍也/編著 西田光昭/編著 三省堂

99 376.1 手あそびわらべうた 梅谷美子/著 タカノキョウコ/イラス
ト

かもがわ出版

100 376.1 新・たのしい子どものうたあそび 木村鈴代/編著 野口美乃里/著 同文書院

101 376.1 身体表現をたのしむあそび作品集 新リズム表現研究会/編著 かもがわ出版

102 376.1 大人に刺さる幼稚保育園児の名言 東邦出版編集部/編 東邦出版

103 376.1 日本の保育の歴史 汐見稔幸/著 松本園子/著 萌文書林

104 379.9 10歳を過ぎた男の子に言ってはいけない45の言葉 小屋野恵/著 メイツ出版

105 383.8 おにぎりと日本人  (新書y) 増淵敏之/著 洋泉社

106 383.8 密造酒の歴史 ケビン・R.コザー/著 田口未和/訳 原書房

107 383.8 歴史をつくった洋菓子たち 長尾健二/著 築地書館

108 383.9 戸隠の民具 清永安雄/撮影 産業編集センター

109 384.9 玉の井挽歌 大林清/著 青蛙房

110 385.7 死者と先祖の話 山折哲雄/著 KADOKAWA

111 385.9 クルタンの礼儀作法書 アントワーヌ・ド・クルタン/著 増
田都希/訳

作品社

112 385.9 ニッポンのおつきあいとしきたりの心得帖 岩下宣子/監修 学研プラス

113 386.1 あなたの暮らしを豊かにする日本のしきたり  洋泉社

114 388 大洪水が神話になるとき 庄子大亮/著 河出書房新社

115 390 軍事のリアル  (新潮新書) 冨澤暉/著 新潮社

116 391.2 「砂漠の狐」回想録 エルヴィン・ロンメル/著 大木毅/訳 作品社

117 391.2 日本軍兵士  (中公新書) 吉田裕/著 中央公論新社

118 393.2 軍人が政治家になってはいけない本当の理由  (文春新書) 廣中雅之/著 文藝春秋

119 396.2 八甲田山消された真実 伊藤薫/著 山と溪谷社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 デロールの理科室から ルイ=アルベール・ド・ブロイ/編著
シルヴィ・アルブ=タバール/編著

グラフィック社

2 407 科学者と軍事研究  (岩波新書 新赤版) 池内了/著 岩波書店

3 410 数学図鑑 永野裕之/著 ジーグレイプ/制作 オーム社

4 410.2 数学史のすすめ 高瀬正仁/著 日本評論社

5 410.4 探偵フレディの数学事件ファイル ジェイムズ・D.スタイン/著 藤原多
伽夫/訳

化学同人

6 410.7 ひらめきを生む「算数」思考術  (ブルーバックス) 安藤久雄/著 講談社

7 411.7 方程式のガロア群  (ブルーバックス) 金重明/著 講談社

8 429.6 トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本 山崎耕造/著 日刊工業新聞社

9 430 卜部の高校化学の教科書 卜部吉庸/著 三省堂

10 441.1 時空のさざなみ ホヴァート・シリング/著 斉藤隆央/
訳

化学同人

11 451 最新気象学のキホンがよ〜くわかる本 岩槻秀明/著 秀和システム

12 451.6 雪崩リスク軽減の手引き 出川あずさ/著 池田慎二/著 東京新聞出版部

13 454.9 ドローンで迫る伊豆半島の衝突 小山真人/著 岩波書店

400 自然科学  

- 7 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

14 454.9 東京「スリバチ」地形散歩 多摩武蔵野編 皆川典久/著 真貝康之/著 洋泉社

15 470.4 英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ ガイ・バーター/著 北綾子/訳 河出書房新社

16 481.1 骨格百科-スケルトン- アンドリュー・カーク/著 布施英利/
監修

グラフィック社

17 490.1 終の選択 田中美穂/著 児玉聡/著 勁草書房

18 490.1 世界一しあわせな臨終その迎え方の秘訣 志賀貢/著 メディアソフト

19 490.9 血流がすべて整う食べ方 堀江昭佳/著 サンマーク出版

20 491.3 女性脳の特性と行動 ローアン・ブリゼンディーン/著 小
泉和子/訳

パンローリング

21 491.3 人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 1 NHKスペシャル「人体」取材班/編 東京書籍

22 491.3 図説人体の不思議 1 西永奨/写真 西永裕/著 秀和システム

23 493.7 こころは内臓である 計見一雄/著 講談社

24 493.7 スマホゲーム依存症 樋口進/著 内外出版社

25 493.7 家族のための認知症Q&A 新井平伊/監修 滋慶出版/つちや書店

26 493.7 認知症になった家族との暮らしかた 認知症の人と家族の会/監修 ナツメ社

27 493.7 脳の配線と才能の偏り ゲイル・サルツ/著 竹内要江/訳 パンローリング

28 493.8 わかりやすい予防接種 渡辺博/著 診断と治療社

29 493.9 発達障害かも!?うちの子って 遠藤雄策/著 笹田夕美子/著
シャスタインターナ
ショナル

30 493.9 非行と反抗がおさえられない子どもたち 富田拓/著 合同出版

31 494.5 がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎瑞枝/編著 清水大一郎/編著 中央法規出版

32 494.5 抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 山口建/監修 静岡県立静岡がんセン
ター/編

女子栄養大学出版部

33 494.5 最新科学が進化させた世界一やさしいがん治療 武田篤也/著 ベストセラーズ

34 495.1 オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 常喜眞理/著 すばる舎

35 495.6 「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実 河野美香/著 講談社

36 496.3 発症2週間前からの治療で花粉症の目のかゆみは激減する! 深川和己/著 現代書林

37 498 痛い在宅医 長尾和宏/著 ブックマン社

38 498.3 やってはいけないヨガ 石井正則/著 今津貴美/ポーズ監修 青春出版社

39 498.3 医師がすすめる「おふとんヨガ」 橋本和哉/著 マキノ出版

40 498.3 医者が教える最強の禁煙術 奥仲哲弥/著 アスコム

41 498.3 実はこんなに間違っていた!日本人の健康法 奥田昌子/著 大和書房

42 498.3 身長が2センチ縮んだら読む本 古賀昭義/著 秀和システム

43 498.3 他人とうまく関われない自分が変わる本 長沼睦雄/著 青春出版社

44 498.5 Dr.白澤の頭は1日でよくなる ケトン食でできる子に 白澤卓二/著 主婦の友社

45 498.5 くらしに役立つ栄養学 新出真理/監修 ナツメ社

46 498.5 美しくやせる食べ方ディフェンシブ-体を守る-栄養学 藤本幸弘/著 学研プラス

47 498.7 子どもの腸には毒になる食べもの食べ方 西原克成/著 青春出版社

48 498.7 母子手帳のワナ 高野弘之/著 四海書房

49 498.8 健康診断という「病」 亀田高志/著 日本経済新聞出版社

50 499.1 クスリ早見帖ブック市販薬354 平憲二/著 南山堂

51 499.1 ジェネリック ジェレミー・A.グリーン/[著] 野中
香方子/訳

みすず書房

52 499.1 市販薬は成分表示だけ見ればいい 岩井浩/著 増田光徳/監修 誠文堂新光社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 カーボンが創る未来社会 藤田静雄/編著 丸善プラネット

2 509.5 小さな企業が生き残る 金谷勉/著 日経BP社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 509.6 5Sの基本が面白いほど身につく本 大西農夫明/著 KADOKAWA

4 509.6 基礎からわかるISO9001：2015 平川雄典/監修 ナツメ社

5 509.8 高視認性安全服 吉井秀雄/著 日本高視認性安全服研
究所/監修

まむかいブックスギャ
ラリー

6 510.9 建設業のための営業力&プレゼン力向上術 作本義就/著 同友館

7 510.9 建設業許可の申請手続きをするならこの1冊 河野順一/著 自由国民社

8 518.1 よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み 和田洋六/著 秀和システム

9 518.5 今を映す「トイレ」 彰国社/編 彰国社

10 519.7 これは廃棄物?だれが事業者?お答えします!廃棄物処理 龍野浩一/著 第一法規

11 519.7 解説悪臭防止法 上 村頭秀人/著 慧文社

12 519.8 コンゴ共和国マルミミゾウとホタルの行き交う森から 西原智昭/著 現代書館

13 520.8 ガウディ完全ガイド ガウディ/[作] オーローラ・クイー
ト/編

エクスナレッジ

14 520.8 世界の断崖おどろきの絶景建築 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

15 521.8 図説戦う日本の城最新講座 西股総生/著 学研プラス

16 521.8 続日本100名城公式ガイドブック 日本城郭協会/監修 学研プラス

17 521.8 大きな縄張図で歩く!楽しむ!完全詳解山城ガイド 加藤理文/監修 学研プラス

18 523.1 東京の名教会さんぽ 鈴木元彦/著 エクスナレッジ

19 526.1 北欧モダンチャーチ&チャペル 小泉隆/写真&文 バナナブックス

20 526.3 みんなの家、その先へ 伊東豊雄/編 LIXIL出版

21 526.6 実践テキスト店舗の企画・設計とデザイン 商業施設技術団体連合会/監修 高柳
英明/共編

オーム社

22 527 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。 澤田升男/著 ザメディアジョン

23 527 猫がうれしくなる部屋づくり、家づくり 廣瀬慶二/著 プレジデント社

24 532 わかる!使える!マシニングセンタ入門 澤武一/著 日刊工業新聞社

25 535.2 10大時計ブランド全モデル原寸図鑑 2018  学研プラス

26 535.2 時計の科学  (ブルーバックス) 織田一朗/著 講談社

27 536.4 特ロのすべて 和田洋/著 ネコ・パブリッシング

28 536.8 ロードバイクオールカタログ 2018  枻出版社

29 537.0 トヨタ物語 野地秩嘉/著 日経BP社

30 537.9 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド 2018  JAFメディアワークス

31 539.0 核兵器と原発  (講談社現代新書) 鈴木達治郎/著 講談社

32 539.0 原子力規制委員会  (岩波新書 新赤版) 新藤宗幸/著 岩波書店

33 543.3 小水力発電が地域を救う 中島大/著 東洋経済新報社

34 547.3 カセットテープコンプリートブック  ネコ・パブリッシング

35 548.3 例題で学ぶはじめての自動制御 臼田昭司/著 技術評論社

36 549 電子工作パーフェクトガイド 伊藤尚未/著 誠文堂新光社

37 549.8 よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

38 556.9 空母事典 JShips編集部/編 イカロス出版

39 559.4 WWⅡ戦車塗装図集 田村紀雄/作図 ミリタリー・クラ
シックス編集部/解説

イカロス出版

40 566.6 わかる!使える!溶接入門 安田克彦/著 日刊工業新聞社

41 570.6 100年成長企業のマネジメント 河合篤男/著 伊藤博之/著 日本経済新聞出版社

42 571.6 蒸留技術大全 大江修造/著 日刊工業新聞社

43 574 えっ!そうなの?!私たちを包み込む化学物質 浦野紘平/共著 浦野真弥/共著 コロナ社

44 576.6 ひとのくらしと香りを訪ねて 2 谷田貝光克/著
フレグランスジャーナ
ル社

45 583.8 鉋削りの技法 削ろう会/監修 大工道具研究会/編 誠文堂新光社

46 584.7 大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本 飯野高広/著 池田書店

47 588.5 Wine Complete  枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 588.5 シードルの事典 小野司/監修 誠文堂新光社

49 588.5 もっと好きになる日本酒選びの教科書 竹口敏樹/監修 ナツメ社

50 589 旅と雑貨とデザインと 森井ユカ/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

51 589.2 38歳から着たい服 福田麻琴/著 すばる舎

52 590 ムダ家事がごっそり消える生活 本間朝子/著 サンクチュアリ出版

53 590 自分8割、主婦2割心地よく暮らす大人のラク家事 Rin/著 KADOKAWA

54 590 小さな暮らしのはじめ方  地球丸

55 590.4 幸せに暮らすくふう  主婦と生活社

56 591 わたしの「お金」ルール インプレス書籍編集部/編 インプレス

57 591 年収200万円からの貯金生活宣言 横山光昭/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

58 592.7 無垢材で作る本格木工家具入門  
スタジオタッククリエ
イティブ

59 593.8 おとなの着物ことはじめ 永岡書店編集部/編著 永岡書店

60 594 ちりめんで楽しむ季節のお飾りとこもの  ブティック社

61 594 一生使えるおさいほうの基本 ミカ/著 ユカ/著 主婦の友社

62 594.2 はじめての恐竜刺しゅう 千葉美波子/著 エクスナレッジ

63 594.2 羽ばたけ!鳥刺しゅう350  アップルミンツ

64 594.2 刺しゅうで楽しむCHALKBOYの手描きグラフィック CHALKBOY/図案 学研プラス

65 594.3 ラ メルヘン・テープで作る大人スタイルのバッグ メルヘンアートクリエイティブチー
ム/著

河出書房新社

66 594.3 刺しゅう糸で編む季節のプチぐるみ77  アップルミンツ

67 594.3 風工房のフェアアイル・ニッティング 風工房/[著] 日本ヴォーグ社

68 594.7 ビーズ刺繡のおしゃれモチーフ 米永真由美/著 マガジンランド

69 594.7 私たちが好きなキルトのバッグとポーチ 斉藤謠子/著 キルトパーティ/著 エクスナレッジ

70 594.7 女の子がときめく通園・通学バッグとこもの リトルバード/編 成美堂出版

71 594.7 畳へりで作るバッグとこもの  ブティック社

72 594.9 DOLL OUTFIT STYLE F4*gi/著 日本文芸社

73 594.9 ウチのコそっくりボンボン猫人形 佐藤法雪/著 日東書院本社

74 594.9 モダ・ファブリックスの布で作る暮らしを楽しむ布小もの 有岡由利子/著 日本ヴォーグ社

75 594.9 大人スタイルのキルト 小関鈴子/著 グラフィック社

76 594.9 南久美子のかわいくて*きちんと使えるパッチワーク 南久美子/[著] ブティック社

77 594.9 白の優美ブティ 中山久美子ジェラルツ/著 文化学園文化出版局

78 594.9 羊毛フェルトで作る小さな動物雑貨 こむらたのりこ/[著] アップルミンツ

79 595.6 0秒で理想体形メソッド 新保泰秀/監修 佐々木豊/監修 主婦の友社

80 596 ちゃちゃっと美味しいワインおつまみ  枻出版社

81 596 幸也飯 寺井幸也/著 辰巳出版

82 596 作りおきより簡単便利レトルトアレンジレシピ50 今泉マユ子/著 マガジンランド

83 596 はかどるごはん支度 高木ゑみ/著 幻冬舎

84 596.0 京都喰らい 入江敦彦/著 140B

85 596.2 はじめまして電鍋(ディエングォ)レシピ 口尾麻美/著 グラフィック社

86 596.2 作って楽しい!食べておいしい!!巻きずし 飾巻子/著 ブティック社

87 596.2 全196カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義/著 ライツ社

88 596.2 台湾の朝ごはんが恋しくて 台湾大好き編集部/編 誠文堂新光社

89 596.2 味わってみたい日本の料亭・料理店 関東・甲越編  
全国料理業生活衛生同
業組合連合会

90 596.3 ラーメンを科学する 川口友万/著 カンゼン

91 596.3 旬の野菜でシンプル・イタリアン 佐藤夢之介/著 世界文化社

92 596.3 漬けものレシピ 重信初江/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 596.4 野上さんちの超ラクチン弁当 野上優佳子/著 学研プラス

94 596.6 3つの生地で作る秘密の型なしパイ 河井美歩/著 主婦と生活社

95 596.6 BAKERS 清水美穂子/著 実業之日本社

96 596.6 フラワースイーツ 長嶋清美/著 文化学園文化出版局

97 596.6 へたおやつ 白崎裕子/著 マガジンハウス

98 596.6 ロンドンおいしいお菓子時間 牟田彩乃/著 産業編集センター

99 596.6 初めて作るかわいい練りきり和菓子 川嶋紀子/著 産業編集センター

100 596.6 日々たんたんとパン 幸栄/著 光文社

101 596.7 世界の名酒事典 2018年版 講談社/編 講談社

102 596.8 和食器でしつらえるふたりごはんのテーブルコーディネート 浜裕子/著 誠文堂新光社

103 596.9 洋食器のきほん 浜裕子/著 誠文堂新光社

104 597 アイデアノートで普通の部屋がなぜか可愛くなる まどなお/著 KADOKAWA

105 597.5 とことん使える!無印良品 小林尚子/著 講談社

106 599 パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン/著 池田書店

107 599 ふたりは同時に親になる 狩野さやか/著 猿江商會

108 599 世界一幸せな子どもに親がしていること リナ・マエ・アコスタ/著 ミッシェ
ル・ハッチソン/著

日経BP社

109 599.8 手作り知育おもちゃの本 京都幼児教室/監修 主婦の友リトル
ランド/監修

主婦の友リトルランド

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 611.4 日本のすごい食材  (文春新書) 河崎貴一/著 文藝春秋

2 611.6 地域を支える農協 高橋巌/編著 コモンズ

3 627.5 見る、育てる、味わう五感で楽しむ蓮図鑑 高畑公紀/著 淡交社

4 627.5 洋ラン大全 洋ラン大全編集部/編 世界らん展日
本大賞事務局/監修

誠文堂新光社

5 627.8 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識製作
委員会/編

誠文堂新光社

6 627.9 ローラン・ボーニッシュのブーケレッスン ローラン・ボーニッシュ/著 誠文堂新光社

7 645.7 猫はこうして地球を征服した アビゲイル・タッカー/著 西田美緒
子/訳

インターシフト

8 646.8 セキセイインコ セキセイ飼育編集部/編 目良淳/監修 誠文堂新光社

9 646.9 ハチミツの歴史 ルーシー・M.ロング/著 大山晶/訳 原書房

10 648.2 炎の牛肉教室!  (講談社現代新書) 山本謙治/著 講談社

11 649.0 動物本位の獣医師!私は、犬の味方でありたい 磯部芳郎/著 現代書林

12 670.9 品格のある英語は武器になる マヤ・バーダマン/著 宝島社

13 673.1 プロ店長最強の仕事術 鳥越恒一/著 日本経済新聞出版社

14 673.3 NY式「超一流の営業」の基本 酒井レオ/著 朝日新聞出版

15 673.3 SALES GROWTH トーマス・バウムガルトナー/著 オ
マユーン・アタミ/著

TAC株式会社出版事業
部

16 673.3 できる店長がやっている!販売員のやる気スイッチの見つけ方・押し方 成田直人/著 秀和システム

17 673.9 クリーニング業界の裏側 鈴木和幸/著 緑風出版

18 673.9 貯蓄800万円「安心老後」 洲浜拓志/著 ぱる出版

19 674 お金をかけずにモノを売る広報視点 竹中功/著 経済界

20 675 勘違いをなくせば、あなたのホームページはうまくいく 中山陽平/著 技術評論社

21 676.7 移動平均線究極の読み方・使い方 小次郎講師/著 日本実業出版社

22 676.7 人為バブルの終わり 若林栄四/著 ビジネス社

23 678.2 「通商国家」日本の情報戦略 角山榮/著 吉川弘文館

24 683.9 港湾ロジスティクス論 男澤智治/著 晃洋書房

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 686.2 徹底カラー図解東京メトロのしくみ マイナビ出版編集部/編 東京地下鉄
株式会社/協力

マイナビ出版

26 686.2 夜行列車よ永遠に 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

27 686.5 えきたの アート編 伊藤博康/著 創元社

28 686.5 世界の地下鉄駅 アフロ/写真 水野久美/テキスト 青幻舎

29 686.9 江ノ電ものがたり TABILISTA編集部/編 双葉社

30 687 エアラインGUIDE BOOK 中西克吉/[ほか]本文執筆 イカロス出版

31 687.2 数字でみる航空 2017 国土交通省航空局/監修 航空振興財団

32 687.3 グランドスタッフになるには 京極祥江/著 ぺりかん社

33 687.5 みんなの機内食 機内食ドットコム/著 翔泳社

34 699.2 戦争と放送 竹山昭子/著 吉川弘文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 天才と凡才の時代 秋山聰/著 芸術新聞社

2 702.1 新日本遺産  平凡社

3 702.1 西大寺 大橋一章/編著 松原智美/編著 里文出版

4 706.9 まるごと東京ステーションギャラリー 東京ステーションギャラリー/監修 東京美術

5 706.9 企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり 浦島茂世/著 G.B.

6 712.5 イサム・ノグチ庭の芸術への旅 新見隆/著 武蔵野美術大学出版局

7 713.0 三沢厚彦アニマルハウス謎の館 三沢厚彦/著 求龍堂

8 720.4 描かれた都市と建築 並木誠士/編 清水重敦/[ほか著] 昭和堂

9 721.8 遊べる浮世絵 藤澤紫/編著 加藤陽介/編著 青幻舎プロモーション

10 723.3 ラファエロ 越川倫明/著 松浦弘明/著 河出書房新社

11 723.3 消えたベラスケス ローラ・カミング/著 五十嵐加奈子/
訳

柏書房

12 724.1 現代感覚で楽しむ水墨画画材と技法のヒント 根岸嘉一郎/著 日貿出版社

13 724.1 水墨画-四季を描く・仏を描く 全国水墨画美術協会/編 秀作社出版

14 724.4 出口むつみのトールペイントダイアリー 出口むつみ/[著] ブティック社

15 725 そこが知りたい!人体デッサン 渡邊一雅/著 学芸出版社

16 726.5 色えんぴつでイラスト ふじわらてるえ/著 誠文堂新光社

17 726.5 西洋甲冑&武具作画資料 渡辺信吾/著 ジェイ・エリック・ノ
イズ/監修

玄光社

18 726.9 基本の和紙ちぎり絵 田中悠子/講師 主婦の友社

19 726.9 切り絵でつくる百人一首 谷知子/監修 パピエ舎/著 誠文堂新光社

20 727 誰も教えてくれないデザインの基本 細山田デザイン事務所/著 エクスナレッジ

21 727 中国の伝統文様×デザイン センドポインツ・パブリッシング/編
[石田亜矢子/訳]

グラフィック社

22 727.8 まちの文字図鑑ヨキカナカタカナ 松村大輔/写真・文・デザイン 大福書林

23 727.8 知りたいタイポグラフィデザイン ARENSKI/著 技術評論社

24 728 ことば大全墨場必携 日貿出版社/編 日貿出版社

25 743.4 自然光ポートレートの超絶レシピ  玄光社

26 746.7 Premiere Pro初級テクニックブック 石坂アツシ/共著 笠原淳子/共著 ビー・エヌ・エヌ新社

27 748 朝日新聞報道写真集 2018 朝日新聞社/編 朝日新聞出版

28 748 天空の槍ケ岳 穂苅貞雄/著 山と溪谷社

29 751 オーブンでつくる陶器の動物アクセサリー かりたひかり/著 ブティック社

30 754.9 大人の箸袋おりがみ しがり朗/著 主婦の友社

31 754.9 遊んで飾って使える折り紙 曽根泰子/著 日貿出版社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 755.5 レザーカービングの技法 シェリダンスタイル編  
スタジオタッククリエ
イティブ

33 763.2 最新ピアノ&ピアニスト 音楽の友/編 音楽之友社

34 763.8 太鼓の文化誌 山本宏子/著 青弓社

35 767.7 海沼実の唱歌・童謡読み聞かせ 海沼実/著 東京新聞

36 767.8 すべては歌のために 武部聡志/著 リットーミュージック

37 767.8 ブルックリンでジャズを耕す 大江千里/著 KADOKAWA

38 767.8 日本語ラップ・インタビューズ いとうせいこう/著 Zeebra/著 青土社

39 775.4 世界のミュージカル・日本のミュージカル 岩崎徹/編 渡辺諒/編
横浜市立大学学術研究
会

40 775.5 顔で笑って、心で泣いて。 梅沢富美男/著 ブックマン社

41 777.1 文楽のすゝめ 竹本織太夫/監修 実業之日本社

42 778.0 日本懐かし映画館大全 大屋尚浩/著 辰巳出版

43 778.2 リメイク映画の創造力 北村匡平/編 志村三代子/編 水声社

44 778.2 煙のようになって消えていきたいの 斎藤明美/著 PHP研究所

45 778.2 厳選あのころの日本映画101 立花珠樹/著 言視舎

46 778.7 大人の教養として知りたいすごすぎる日本のアニメ 岡田斗司夫/著 KADOKAWA

47 778.8 西郷どん 前編  NHK出版

48 779.1 いちのすけのまくら 春風亭一之輔/著 朝日新聞出版

49 779.1 江戸落語事典 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

50 779.1 上方落語史観 高島幸次/著 140B

51 779.1 落語小僧ものがたり 加藤浩/著 彩流社

52 780.6 歴代オリンピックでたどる世界の歴史 「歴代オリンピックでたどる世界の
歴史」編集委員会/編

山川出版社

53 780.7 筋トレのための人体解剖図 石井直方/監修 肥田岳彦/監修 成美堂出版

54 780.7 動きが軽くなる!カラダ覚醒トレーニング 栗田聡/著 浜栄一/著 高橋書店

55 781.5 正確性と美しさを磨く!女子体操競技上達のポイント50 坂本周次/監修 メイツ出版

56 782 マラソンセンスとランニングiQ 細野史晃/著 東邦出版

57 783.4 日本ラグビーの戦術・システムを教えましょう 斉藤健仁/著 東邦出版

58 783.8 弱小集団東大ゴルフ部が優勝しちゃったゴルフ術 井上透/著 主婦の友社

59 783.9 アベレージ180を超える!ボウリング最強入門バイブル 姫路麗/監修 メイツ出版

60 783.9 ボウリングの社会学 笹生心太/著 青弓社

61 784.3 向かい風がいちばんいい 葛西紀明/著 河出書房新社

62 784.6 日本フィギュアスケート金メダルへの挑戦 城田憲子/著 新潮社

63 784.8 下町ボブスレーの挑戦 細貝淳一/著 奥田耕士/著 朝日新聞出版

64 786.1 山岳読図ナヴィゲーション大全 村越真/著 宮内佐季子/著 山と溪谷社

65 789.3 洞察と戦略で勝つ!剣道 鈴木剛/著 誠文堂新光社

66 789.3 日本剣客事典 杉田幸三/著 河出書房新社

67 789.6 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

68 789.8 忍者まるごと事典 土屋晴仁/著 坂本真実子/訳 IBCパブリッシング

69 791 表千家茶の湯入門 上 千宗左/著 主婦の友社

70 791 表千家茶の湯入門 下 千宗左/著 主婦の友社

71 791.2 戦国武将茶人 桑田忠親/著 矢部良明/著 宮帯出版社(発売)

72 791.2 立花宗茂 岡宏憲/著 宮帯出版社

73 791.5 茶箱と茶籠の図鑑99 堀内明美/著 世界文化社

74 792 香の本 荻須昭大/著 雄山閣

75 793 デザインの基礎が身につくフラワーアレンジ上達レッスン60 長井睦美/監修 メイツ出版

76 795 囲碁AIが変えた新しい布石・定石の考え方 安斎伸彰/著 マイナビ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 795 初段突破楽に勝てる石の形 三村智保/著 NHK出版

78 795 勝つには理由(わけ)がある 韓鐵均/著 洪敏和/訳 東京創元社

79 796 楽しく覚えよう!将棋ビギナーズガイド 1 羽生善治/著 日本将棋連盟

80 796 楽しく覚えよう!将棋ビギナーズガイド 2 羽生善治/著 日本将棋連盟

81 796 楽しく覚えよう!将棋ビギナーズガイド 3 羽生善治/著 日本将棋連盟

82 796.0 等身の棋士 北野新太/著 ミシマ社

83 797.9 日本懐かしパチンコ大全 牧野哲也/著 辰巳出版

84 798.5 ゲームエンジニア養成読本 長谷川勇/著 佐藤達磨/著 技術評論社

85 798.5 ゲームシナリオの書き方 佐々木智広/著 SBクリエイティブ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 ことばはフラフラ変わる 黒田龍之助/著 白水社

2 809.2 声と言葉のプロが教える伝わる話し方 のざききいこ/著 秀和システム

3 810.4 語彙力上達BOOK 吉田裕子/著 総合法令出版

4 811 表記の手引き 松村明/校閲 教育出版編集局/編 教育出版

5 813.1 広辞苑をつくるひと 三浦しをん/著 岩波書店

6 814 仕事で差がつく言葉の選び方 神垣あゆみ/著 山岸弘子/監修 フォレスト出版

7 814.7 <図解>まるわかり時事用語 2018→2019年版 ニュース・リテラシー研究所/編著 新星出版社

8 814.7 日本経済時事ドリル 2018-2019 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

9 816 あなたの文章が劇的に変わる5つの方法 尾藤克之/著 三笠書房

10 816.6 相手をイラッとさせない!メールの好感度を上げるマナー&文例 杉本祐子/著 主婦の友社

11 821.2 雨かんむり漢字読本 円満字二郎/著 草思社

12 830 <ドラマ仕立て>イギリス英語のリスニング ナディア・マケックニー/著 近藤康
裕/訳

研究社

13 830 リアルな英語の9割は海外ドラマで学べる! 南谷三世/著 池田書店

14 830.7 どうすれば今度こそ英語が話せるようになりますか? ジェームス・M.バーダマン/著 西真
理子/著

秀和システム

15 831.1 本場のイギリス英語を聞く 川合亮平/著 コスモピア

16 833 日常英語連想辞典 橋本二郎/編著 三省堂

17 836 英文創作教室 レアード・ハント/著 柴田元幸/編訳 研究社

18 837.8 イギリス英語フレーズブック ジュミック今井/著 明日香出版社

19 837.8 たった5動詞で伝わる英会話 晴山陽一/著 青春出版社

20 837.8 英語スピーチ・クリニック ケリー伊藤/著 研究社

21 837.8 毎日が楽しくなるHappy英会話フレーズ ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

22 849.5 ニューエクスプレスアイスランド語 入江浩司/著 白水社

23 851.1 文法力で聞きわけるフランス語徹底トレーニング 大塚陽子/著 佐藤クリスティーヌ/著 白水社

24 854.4 おしゃべりがはずむフランスの魔法のフレーズ トリコロル・パリ/著 ドミニク・
ル・バグス/絵

白水社

25 857.8 口が覚えるフランス語 Christian Kessler/著 山下利枝/著 三修社

26 865 スペイン語文法ライブ講義! 加藤伸吾/著 白水社

27 877.8 口が覚えるイタリア語 森口いずみ/著 三修社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.3 本格ミステリ戯作三昧 飯城勇三/著 南雲堂

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 902.3 名作なんか、こわくない 柚木麻子/著 PHP研究所

3 904 純文学とは何か  （中公新書ラクレ） 小谷野敦/著 中央公論新社

4 908.7 ものの見方が変わる座右の寓話 戸田智弘/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

5 909 ノンフィクション児童文学の力 国松俊英/著 文溪堂

6 910.2 おじ様と私 阪本昭子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

7 910.2 コバルト文庫40年カタログ 烏兎沼佳代/著 集英社

8 910.2 怪人江戸川乱歩のコレクション 平井憲太郎/著 本多正一/著 新潮社

9 910.2 向田邦子を読む オール讀物/責任編集 文藝春秋

10 910.2 大西巨人と六十五年 大西美智子/著 光文社

11 910.2 漱石と明治 水川隆夫/著 文理閣

12 911.1 玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ 木下龍也/著 岡野大嗣/著 ナナロク社

13 911.1 明治神宮365日の大御心 [明治天皇/著] [昭憲皇太后/著]
パルコエンタテインメ
ント事業部

14 911.3 俳句真髄 星野高士/著 学芸みらい社

15 911.4 サラリーマン川柳なっとく傑作選30回記念版 やくみつる/選 やすみりえ/選 NHK出版

16 911.4 浮き世離れの哲学よりも憂き世楽しむ川柳都々逸 坂崎重盛/著 中央公論新社

17 911.6 阿久悠と松本隆  (朝日新書) 中川右介/著 朝日新聞出版

18 912.3 能楽名作選 上 天野文雄/[訳]著 KADOKAWA

19 912.3 能楽名作選 下 天野文雄/[訳]著 KADOKAWA

20 912.6 別役実の混沌・コント 別役実/著 三一書房

21 914.6 ダニ博士のつぶやき 青木淳一/著 論創社

22 914.6 昭和と歌謡曲と日本人 阿久悠/著 河出書房新社

23 914.6 温泉天国 嵐山光三郎/[ほか]著 河出書房新社

24 914.6 ぼくの伯父さん 伊丹十三/著 つるとはな

25 914.6 思えば、孤独は美しい。 糸井重里/著 ほぼ日

26 914.6 生きる幸福老いる幸福 宇野千代/著 海竜社

27 914.6 ひとまず、信じない  (中公新書ラクレ) 押井守/著 中央公論新社

28 914.6 絶対☆女子 小島慶子/著 講談社

29 914.6 暮らし自分流 下重暁子/著 海竜社

30 914.6 私の漂流記 曾野綾子/著 河出書房新社

31 914.6 楽天家は運を呼ぶ 高橋三千綱/著 岩波書店

32 914.6 病気自慢 玉村豊男/著
世界文化クリエイティ
ブ

33 914.6 守破創 鶴海誠一/編
日本銀行情報サービス
局

34 914.6 日なたと日かげ 永井和子/著 笠間書院

35 914.5 定本実録大江戸奇怪草子 花房孝典/著 天夢人

36 914.6 白百 原研哉/[著] 中央公論新社

37 914.6 原田伊織の晴耕雨読な日々 原田伊織/著 毎日ワンズ

38 914.6 常識は凡人のもの 藤原正彦/著 新潮社

39 914.6 豊じいのごきげん墨絵日記 本多豊國/著 河出書房新社

40 914.6 はじめての八十歳 山藤章二/著 岩波書店

41 914.6 忘れたふり 吉本ばなな/著 幻冬舎

42 915.6 ヒマラヤに呼ばれて さとうまきこ/著 ヒカルランド

43 918.6 宮沢賢治コレクション 8 宮沢賢治/著 筑摩書房

44 923.7 硬きこと水のごとし 閻連科/著 谷川毅/訳 河出書房新社

45 929.1 殺人者の記憶法 キムヨンハ/著 吉川凪/訳 クオン

46 929.1 誰でもない ファンジョンウン/著 斎藤真理子/訳 晶文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 929.2 『アイヌ神謡集』を読む  (北方新書) 知里幸惠/著訳 北道邦彦/注解
北海道出版企画セン
ター

48 929.8 黄色い日傘の娘 ウダイ・プラカーシ/著 石田英明/訳 大同生命国際文化基金

49 930.2 カズオ・イシグロ入門 日吉信貴/著 立東舎

50 930.2 キャサリン・マンスフィールド 手塚裕子/著 春風社

51 930.4 英米文学に描かれた時代と社会 川成洋/編 吉岡栄一/編 悠光堂

52 933.6 ハックルベリー・フィンの冒けん マーク・トウェイン/著 柴田元幸/訳 研究社

53 933.7 アイリーンはもういない オテッサ・モシュフェグ/著 岩瀬徳
子/訳

早川書房

54 933.7 エレノア・オリファントは今日も元気です ゲイル・ハニーマン/著 西山志緒/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

55 933.7 ギデオン・マック牧師の数奇な生涯 ジェームズ・ロバートソン/著 田内
志文/訳

東京創元社

56 933.7 ソロ ラーナー・ダスグプタ/著 西田英恵/
訳

白水社

57 933.7 ビガイルド欲望のめざめ トーマス・カリナン/著 青柳伸子/訳 作品社

58 933.7 わが妹、ヴァージニア スーザン・セラーズ/著 窪田憲子/訳 彩流社

59 933.7 世界の終わりの天文台 リリー・ブルックス=ダルトン/[著]
佐田千織/訳

東京創元社

60 933.7 誰がスティーヴィ・クライを造ったのか? マイクル・ビショップ/著 小野田和
子/訳

国書刊行会

61 933.7 肺都 エドワード・ケアリー/著 古屋美登
里/訳

東京創元社

62 933.7 無音の弾丸 アーサー・B.リーヴ/著 福井久美子/
訳

論創社

63 933.7 旅の終わりに マイケル・ザドゥリアン/著 小梨直/
訳

東京創元社

64 936 喜劇としての国際ビジネス ダニエル・レヴィン/著 松田和也/訳 創元社

65 936 刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン/著 川添節
子/訳

原書房

66 943.7 原因 トーマス・ベルンハルト/著 今井敦/
訳

松籟社

67 949.7 特捜部Q [7] ユッシ・エーズラ・オールスン/著 早川書房

68 953.7 アレクシス マルグリット・ユルスナール/著 岩
崎力/訳

白水社

69 953.7 デルフィーヌの友情 デルフィーヌ・ド・ヴィガン/著 湯
原かの子/訳

水声社

70 963 圧力とダイヤモンド ビルヒリオ・ピニェーラ/著 山辺弦/
訳

水声社

71 969.3 家宝 ズウミーラ・ヒベイロ・タヴァーリ
ス/著 武田千香/訳

水声社

72 973 ブッツァーティ短篇集 1 ディーノ・ブッツァーティ/著 長野
徹/訳

東宣出版

73 983 マーシェンカ ウラジーミル・ナボコフ/著 奈倉有
里/訳

新潮社

74 983 駐露全権公使榎本武揚 上 ヴャチェスラフ・カリキンスキイ/著
藤田葵/訳

群像社

75 983 駐露全権公使榎本武揚 下 ヴャチェスラフ・カリキンスキイ/著
藤田葵/訳

群像社

76 993.3 『マビノギオン』を読む 中野節子/著 JULA出版局

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F オーパーツ死を招く至宝 蒼井碧/著 宝島社

2 F キネマの天使 赤川次郎/著 講談社

3 F 花嫁をガードせよ! 赤川次郎/著 実業之日本社

4 F そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂/著 祥伝社

5 F 半分世界 石川宗生/[著] 東京創元社

6 F お母さんと子どもの愛の時間 石川結貴/著 花伝社

7 F レ・ファンタスティック 上島周子/著 水声社

8 F 少数株主 牛島信/著 幻冬舎

9 F 砂冥宮 内田康夫/著 実業之日本社

10 F 海馬の尻尾 荻原浩/著 光文社

11 F 葵の残葉 奥山景布子/著 文藝春秋

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 F それ自体が奇跡 小野寺史宜/著 講談社

13 F 新宿ナイチンゲール 小原周子/著 講談社

14 F 父子(おやこ)ゆえ 梶よう子/[著] 角川春樹事務所

15 F チュベローズで待ってる AGE22 加藤シゲアキ/著 扶桑社

16 F 七色結び 神田茜/著 光文社

17 F ソバニイルヨ 喜多川泰/著 幻冬舎

18 F 竹林精舎 玄侑宗久/著 朝日新聞出版

19 F 異形のものたち 小池真理子/著 KADOKAWA

20 F 「鬼平犯科帳」から見える東京21世紀 小松健一/著 CCCメディアハウス

21 F 英龍伝 佐々木譲/著 毎日新聞出版

22 F 卑劣犯 笹本稜平/著 光文社

23 F 遺訓 佐藤賢一/著 新潮社

24 F 生き過ぎた男 澤木俊明/著 文藝春秋企画出版部

25 F サハラの薔薇 下村敦史/著 KADOKAWA

26 F 天涯無限 田中芳樹/著 光文社

27 F コルトM1847羽衣 月村了衛/著 文藝春秋

28 F 孝謙女帝の遺言 佃一可/著 樹村房

29 F 辻章著作集 第2巻 辻章/著 『辻章著作集』刊行会/[編] 作品社

30 F 架空の犬と噓をつく猫 寺地はるな/著 中央公論新社

31 F 絶望の歌を唄え 堂場瞬一/[著] 角川春樹事務所

32 F 映画化決定 友井羊/著 朝日新聞出版

33 F 掟上今日子の色見本 西尾維新/著 講談社

34 F 十二大戦対十二大戦 西尾維新/小説 中村光/イラストレー
ション

集英社

35 F 夜更けの川に落葉は流れて 西村賢太/著 講談社

36 F 十津川警部出雲伝説と木次線 西村京太郎/著 実業之日本社

37 F 元禄六花撰 野口武彦/著 講談社

38 F 九十八歳になった私 橋本治/著 講談社

39 F 蒼き山嶺 馳星周/著 光文社

40 F ゴーフォワード! 花形みつる/著 ポプラ社

41 F それは宇宙人のしわざです 葉山透/著 幻冬舎

42 F 探偵少女アリサの事件簿 [2] 東川篤哉/著 幻冬舎

43 F 明智小五郎回顧談 平山雄一/著 ホーム社

44 F 生の肯定 町田康/著 毎日新聞出版

45 F 幻想リアルな少女が舞う 松本英哉/著 光文社

46 F 風神の手 道尾秀介/著 朝日新聞出版

47 F 魔邸 三津田信三/著 KADOKAWA

48 F あるミアタリの女 弐藤水流/著 光文社

49 F 噓 村山由佳/著 新潮社

50 F 婚約迷走中 群ようこ/[著] 角川春樹事務所

51 F 道の向こうの道 森内俊雄/著 新潮社

52 F 第三の性 森崎和江/著 河出書房新社

53 F コンダクター 矢月秀作/著 河出書房新社

54 F 牛天神 山本一力/著 文藝春秋

55 F 背中、押してやろうか? 悠木シュン/著 双葉社

56 F 豊臣奇譚 世川行介/著 彩雲出版

- 17 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

57 F 仮面の君に告ぐ 横関大/著 講談社

58 F 横溝正史ミステリ短篇コレクション 1 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

59 F 幕末ダウンタウン 吉森大祐/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B219.6 「死の国」熊野と巡礼の道 関裕二/著 新潮社

2 B230.7 ダンケルク ジョシュア・レヴィーン/著 武藤陽
生/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3 B234.0 否定と肯定 デボラ・E.リップシュタット/著 山
本やよい/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

4 B238.0 世界を揺るがした10日間 ジョン・リード/著 伊藤真/訳 光文社

5 B291.3 はじめての暗渠散歩 本田創/著 高山英男/著 筑摩書房

6 B489.8 人間をお休みしてヤギになってみた結果 トーマス・トウェイツ/[著] 村井理
子/訳

新潮社

7 B687.2 僕はLCCでこんなふうに旅をする 下川裕治/著 朝日新聞出版

8 B779.1 たのしく生きたきゃ落語をお聞き 童門冬二/著 PHP研究所

9 B908.3 絶望図書館 頭木弘樹/編 筑摩書房

10 B929.7 潜入 エフタ・ライチャー・アティル/著
山中朝晶/訳

早川書房

11 B933.7 ゼロ時間へ アガサ・クリスティー/著 三川 基好
/訳

早川書房

12 B933.7 ピーター卿の事件簿 ドロシー・L.セイヤーズ/著 宇野利
泰/訳

東京創元社

13 B933.7 ポンド氏の逆説 G.K.チェスタトン/著 南條竹則/訳 東京創元社

14 B933.7 ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストール/著 松原葉子/
訳

小学館

15 B933.7 永遠(とわ)に残るは 上 ジェフリー・アーチャー/[著] 戸田
裕之/訳

新潮社

16 B933.7 永遠(とわ)に残るは 下 ジェフリー・アーチャー/[著] 戸田
裕之/訳

新潮社

17 B933.7 絞首台の謎 ジョン・ディクスン・カー/著 和爾
桃子/訳

東京創元社

18 B933.7 消えたはずの、 エイミー・ジェントリー/著 青木創/
訳

早川書房

19 B933.7 冷酷な丘 C.J.ボックス/[著] 野口百合子/訳 講談社

20 B942.7 肝っ玉おっ母とその子どもたち ブレヒト/作 岩淵達治/訳 岩波書店

21 B949.8 獣使い カミラ・レックバリ/著 富山クラー
ソン陽子/訳

集英社

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

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

24 B953.7 狩人の手 グザヴィエ=マリ・ボノ/著 平岡敦/
訳

東京創元社

25 BF スケートボーイズ 碧野圭/著 実業之日本社

26 BF 終電の神様 阿川大樹/著 実業之日本社

27 BF 世界は破滅を待っている 赤川次郎/著 徳間書店

28 BF 放課後美術室 麻沢奏/著 スターツ出版

29 BF 守銭奴 井川香四郎/著 徳間書店

30 BF 相剋の渦 上田秀人/著 光文社

31 BF 日雇い浪人生活録 4 上田秀人/著 角川春樹事務所

32 BF 喪失 鏑木蓮/[著] KADOKAWA

33 BF 鬼姫と流れる星々 小松エメル/[著] ポプラ社

34 BF 斬 鈴木英治/著 徳間書店

35 BF 吠え面 坂岡真/著 双葉社

36 BF 戦国番狂わせ七番勝負 高橋直樹/著 木下昌輝/著 文藝春秋

37 BF はぐれ馬借 武内涼/著 集英社

38 BF 宇宙探偵ノーグレイ 田中啓文/著 河出書房新社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 BF 入り婿侍商い帖 2 千野隆司/[著] KADOKAWA

40 BF 菊太郎あやうし 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

41 BF スープ屋しずくの謎解き朝ごはん [3] 友井羊/著 宝島社

42 BF それでもお金は必要だ! 久間十義/著 朝倉かすみ/著 日本経済新聞出版社

43 BF 殺生関白の蜘蛛 日野真人/著 早川書房

44 BF 鬼夜叉 藤井邦夫/著 光文社

45 BF 緋牡丹 藤井邦夫/著 双葉社

46 BF ローウェル骨董店の事件簿 [3] 椹野道流/[著] KADOKAWA

47 BF 活版印刷三日月堂 [3] ほしおさなえ/[著] ポプラ社

48 BF ハーディ 上 真山仁/[著] 講談社

49 BF ハーディ 下 真山仁/[著] 講談社

50 BF もってけ屋敷と僕の読書日記 三川みり/著 新潮社

51 BF あまいゆびさき 宮木あや子/著 早川書房

52 BF 葬送学者R.I.P. 吉川英梨/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R027.4 全集・叢書総目録 2011-2016-2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

2 R027.5 ハワイの日本語新聞雑誌事典1892-2000 鈴木啓/著 マイレボックスLLC

3 R103.3 メルロ=ポンティ哲学者事典 別巻 [モーリス・メルロ=ポンティ/編著]
加賀野井秀一/監修

白水社

4 R326.3 犯罪白書 平成29年版 法務省法務総合研究所/編 昭和情報プロセス

5 R332.2 中国経済データハンドブック 2017年版  日中経済協会

6 R358.1 簡易生命表 平成28年 厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策担当)/編

厚生労働統計協会

7 R361.4 日本メディア史年表 土屋礼子/編 吉川弘文館

8 R364.3 社会保険労務ハンドブック 平成30年版 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

9 R366.3 均等法・育介法・パートタイム労働法 労務行政研究所/編 労務行政

10 R388.1 日本現代怪異事典 朝里樹/著 笠間書院

11 R435.5 リンの事典 大竹久夫/編集 小野寺真一/編集 朝倉書店

12 R519.3 日本の大気汚染状況 平成28年版 環境省水・大気環境局/編集 経済産業調査会

13 R519.7 廃棄物年鑑 2018年版  環境産業新聞社

14 R685.1 注解自動車六法 平成29年版 国土交通省自動車局/監修 第一法規

15 R699.2 NHK年鑑 2017 NHK放送文化研究所/編 NHK出版

16 R703.1 美術作品レファレンス事典 日本の風景篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

17 R703.1 美術品所蔵レファレンス事典 西洋絵画篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

18 R813.7 朝日キーワード 2019 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

19 R829.7 現代アラビア語辞典 田中博一/著 スバイハット レイス/
監修

鳥影社

20 R833.4 オックスフォード英語ことわざ・名言辞典 ジェニファー・スピーク/編 澤田治
美/監訳

柊風舎

21 R910.2 田辺聖子文学事典ゆめいろ万華鏡 浦西和彦/編著 檀原みすず/編著 和泉書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T017 富山市学校司書研究会白書 富山市学校司書研究会/[編]
富山市学校司書研究
会

2 T080 幸せになる勇気 岸見一郎/[述] 富山県民生涯学習カ
レッジ/編

富山県民生涯学習カ
レッジ

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

3 T207 郷土研究を志す人へ 富山県郷土史会/編 桂書房

4 T232 飛騨街道一里塚の検証 古川知明/著 古川/知明

5 T305 富大経済論集 第63巻第2号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

6 T314 民意と歩む 北日本新聞社編集局/編著 北日本新聞社

7 T318.1 地方議員を問う 梅本清一/著 論創社

8 T519.2 環境白書 平成29年版 富山県生活環境文化部環境政策課/編
富山県生活環境文化部
環境政策課

9 T519.5 広域圏事業概要 平成29年度 富山地区広域圏事務組合/編
富山地区広域圏事務組
合

10 T519.5 産業廃棄物の適正処理を目指して 平成29年 富山県環境政策課廃棄物対策班/[編]
富山市環境政策課廃棄物対策係/[編]

富山県産業廃棄物協会

11 T521 論集・富山城研究 富山城研究会/[編] 富山城研究会

12 T686 大手モールフェス EVENT REPORT 平成29年度環状線沿線夜間景観ライ
トアップ事業 実行委員会/編

平成29年度環状線沿線
夜間景観ライトアップ

13 T686.9 加越能鉄道加越線 服部重敬/著
ネコ・パブリッシン
グ

14 T688 富山市観光戦略プラン 富山市商工労働部観光政策課/編
富山市商工労働部観光
政策課

15 T786 国立登山研修所50年の歩み 国立登山研修所50周年記念誌編集委
員会/編

日本スポーツ振興セン
ター

16 T786 神通山岳会々報 創刊号(2018) 神通山岳会/[編] 神通山岳会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C おいていかないで〜! 藤巻吏絵/作 北村裕花/絵 教育画劇

2 C おやすみなさいっていわないと… おくだあきこ/作絵 教育画劇

3 C かたづけやだもんおうじ 藤本ともひこ/作絵 教育画劇

4 C きれいになあれシュッシュッシュッ いとうみき/作絵 教育画劇

5 C くまちゃんねこちゃんたべようね 山本和子/作 鈴木博子/絵 教育画劇

6 C くまちゃんもじもじどうしたの? きたがわめぐみ/作絵 教育画劇

7 C だだっこだあれ? フジイカクホ/作絵 教育画劇

8 C どろねこちゃんになっちゃった たけしたふみこ/作 おくはらゆめ/絵 教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかいふうせん 山田和明/作・絵 出版ワークス

2 E あかいろうそく 新美南吉/作 いもとようこ/絵 金の星社

3 E あかがいちばん キャシー・スティンスン/ぶん ロビ
ン・ベアード・ルイス/え

ほるぷ出版

4 E あけましてのごあいさつ すとうあさえ/ぶん 青山友美/え ほるぷ出版

5 E あさがくるまえに ジョイス・シドマン/文 ベス・クロ
ムス/絵

岩波書店

6 E ありがとうございます 塚本やすし/作・絵
冨山房インターナショ
ナル

7 E ありがとうトワイライトエクスプレス かねづかまこと/作絵 金の星社

8 E うそうそかわうそのむかしばなし はやしますみ/作 小学館

9 E うちゅうはきみのすぐそばに いわやけいすけ/ぶん みねおみつ/え 福音館書店

10 E うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン/さく ふじたち
え/やく

ポプラ社

11 E おかしなめんどり 林なつこ/作・絵 鈴木出版

12 E おしりつねり 桂文我/ぶん 北村裕花/え BL出版

13 E おなかのなかで 島野雫/作・絵 教育画劇

14 E おなじそらのしたで ブリッタ・テッケントラップ/作・絵
木坂涼/訳

ひさかたチャイルド

15 E おばけのまめ accototo/えとぶん ポエムピース

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 E おめでとうのさくらまんじゅう 西本鶏介/作 野須あき/絵 絵本塾出版

17 E おもちおばけ ささきようこ/さく・え ポプラ社

18 E おやすみなさいのおともだち ハインツ・ヤーニッシュ/作 バーバ
ラ・ユンク/絵

講談社

19 E かくれんぼ 種村有希子/作 アリス館

20 E かたあしの母すずめ 椋鳩十/作 大島妙子/絵 理論社

21 E がんばれ!あかいしゃしょうしゃ マリアン・ポター/作 ティボル・ゲ
ルゲイ/絵

PHP研究所

22 E ぎゅっ ミフサマ/さく・え BL出版

23 E 巨人の花よめ 菱木晃子/文 平澤朋子/絵 BL出版

24 E コウテイペンギン ヨハンナ・ジョンストン/さく レ
ナード・ワイスガード/え

好学社

25 E 子ネコのスワン ホリー・ホビー/作 三原泉/訳 BL出版

26 E こめとぎゆうれいのよねこさん えばたえり/作 小林ゆたか/絵 BL出版

27 E しあわせならてをたたこう きむらりひと/詞 村上康成/構成・絵 ひさかたチャイルド

28 E じてんしゃのれるかな 平田利之/作 あかね書房

29 E すきなことのみつけかた たかいよしかず/さく 大日本図書

30 E すずちゃんののうみそ 竹山美奈子/文 三木葉苗/絵 岩崎書店

31 E スプーンちゃん 小西英子/さく 福音館書店

32 E せかいいちまじめなレストラン たしろちさと/作 ほるぷ出版

33 E せつぶんのおに 常光徹/文 伊藤秀男/絵 童心社

34 E だいすき♥こぱんだ 平田貴章/写真 小学館

35 E 大造じいさんとがん 椋鳩十/作 あべ弘士/絵 理論社

36 E 太陽といっしょ 新宮晋/絵・文 クレヨンハウス

37 E たかのびょういんのでんちゃん 菅野博子/文・絵 高野己保/原案 岩崎書店

38 E だるまちゃんとかまどんちゃん 加古里子/さくえ 福音館書店

39 E だるまちゃんとキジムナちゃん 加古里子/さくえ 福音館書店

40 E だるまちゃんとはやたちゃん 加古里子/さくえ 福音館書店

41 E 藤吉じいとイノシシ 椋鳩十/作 保立葉菜/絵 理論社

42 E 動物たちは、冒険家! キム・トマス/文 フリオ・アントニ
オ・ブラスコ/絵

河出書房新社

43 E トンダばあさん 北村裕花/作・絵 小さい書房

44 E なきごえたくはいびん えがしらみちこ/著 白泉社

45 E にゃんにゃん せなけいこ/さく 福音館書店

46 E ネルソンせんせいがきえちゃった! ハリー・アラード/文 ジェイムズ・
マーシャル/絵

朔北社

47 E パグパグ3きょうだい 長澤星/作・絵 鈴木出版

48 E はたらくくるま バイロン・バートン/さく あかぎか
ずまさ/やく

ポプラ社

49 E パパゲーノとパパゲーナ 小西英子/作 福音館書店

50 E はりねずみのルーチカ りんごとれるかな? 北見葉胡/作・絵 かんのゆうこ/原案 講談社

51 E 109ひきのどうぶつマラソン のはなはるか/作・絵 ひさかたチャイルド

52 E ふしぎなどうぶつランド 高畠純/え 斉藤洋/おはなし 講談社

53 E プランクトンのえほん [1] 吉田丈人/監修 ほるぷ出版

54 E プランクトンのえほん [2] 吉田丈人/監修 ほるぷ出版

55 E ブルドッグたんていときえたほし 谷口智則/作・絵 文溪堂

56 E ベイリーとさっちゃん 田村朗/さく 粟冠ミカ/え
絵本「ベイリー物語」
刊行実行委員会

57 E 北極サーカス 庄野ナホコ/作 講談社

58 E マフィー&ジオ空とぶレシピ 石津ちひろ/文 伊藤正道/絵 BL出版

59 E まほうの絵本屋さん 小手鞠るい/作 高橋克也/絵 出版ワークス

60 E ものがたり白鳥の湖 [ピョートル・イリイチ・チャイコフ
スキー/原作] ガブリエル・パチェコ

エディション・エフ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 E もふもふあかちゃんパンダ 神戸万知/写真・文 講談社

62 E 妖怪横丁 広瀬克也/作 絵本館

63 E わたしのおひっこし イヴ・バンティング/文 ローレン・
カスティーヨ/絵

光村教育図書

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 10代からのプログラミング教室 矢沢久雄/著 河出書房新社

2 K007 できるキッズ子どもと学ぶビスケットプログラミング入門 デジタルポケット/著 原田康徳/著 インプレス

3 K007 プログラミングについて調べよう 川崎純子/文 曽木誠/監修 岩崎書店

4 K116 「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 小野田博一/著 PHP研究所

5 K156 こども武士道 齋藤孝/監修 日本図書センター

6 K193 リスベート・ツヴェルガーの聖書物語 ハインツ・ヤーニッシュ/文 リス
ベート・ツヴェルガー/絵

BL出版

7 K210 NHK新歴史秘話ヒストリア 1 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

8 K210 NHK新歴史秘話ヒストリア 2 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

9 K210 NHK新歴史秘話ヒストリア 3 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

10 K210 NHK新歴史秘話ヒストリア 4 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

11 K210 NHK新歴史秘話ヒストリア 5 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

12 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第2期2  かもがわ出版

13 K289 榎本武揚と明治維新  （岩波ジュニア新書） 黒瀧秀久/著 岩波書店

14 K289 西郷隆盛 楠木誠一郎/文 佐竹美保/絵 講談社

15 K289 西郷隆盛 澤村修治/著 理論社

17 K291 日本の島じま大研究 1 稲葉茂勝/著 田代博/監修 あすなろ書房

18 K291 日本の島じま大研究 2 稲葉茂勝/著 田代博/監修 あすなろ書房

19 K302 イスラームってなに? シリーズ3 長沢栄治/監修 かもがわ出版

20 K318 社会科見学!みんなの市役所 1階 オフィス303/編 汐文社

21 K335 発見!会社員の仕事 2 大野高裕/監修 フレーベル館

22 K366 お仕事ナビ 13 お仕事ナビ編集室/[編] 理論社

23 K367 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち 1 米倉史隆/写真・文 新日本出版社

24 K369 精神保健福祉士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

27 K375 理科実験大百科 第18集  少年写真新聞社

28 K376 なないろランドのたからもの 井上林子/作 山西ゲンイチ/絵 講談社

29 K386 世界のお祭り 竹永絵里/画 河出書房新社

30 K404 5分間のサバイバル 5年生 韓賢東/マンガ チーム・ガリレオ/文 朝日新聞出版

31 K410 算数で探るドキドキ!ゲーム攻略 ヒラリー・コーレ/共著 スティー
ブ・ミルズ/共著

オーム社

32 K420 ネコ博士が語る科学のふしぎ ドミニク・ウォーリマン/文 ベン・
ニューマン/絵

徳間書店

33 K420 はかってみよう長さ・重さ・時間 1 新間竹彦/著 汐文社

34 K446 もしも月でくらしたら 山本省三/作 村川恭介/監修 WAVE出版

35 K448 地図っておもしろい! 2 早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社

36 K460 世界でいちばん高い山世界でいちばん深い海 ケイト・ベイカー/文 ペイジ・
チュー/絵

パイインターナショナ
ル

37 K468 外来生物のひみつ 今泉忠明/監修 PHP研究所

38 K468 外来生物はなぜこわい? 1 阿部浩志/著 丸山貴史/著 ミネルヴァ書房

39 K471 雑草はなぜそこに生えているのか  (ちくまプリマー新書) 稲垣栄洋/著 筑摩書房

40 K480 もっとしくじり動物大集合 新宅広二/著 イシダコウ/イラスト 永岡書店

41 K481 さがしてごらん!森のかくれんぼ 伊地知英信/構成・文 あかね書房

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 K486 小さな小さな虫図鑑 鈴木知之/写真・文 偕成社

43 K487 サメってさいこう! オーウェン・デイビー/作 越智典子/
訳

偕成社

44 K488 カラスのジョーシキってなんだ? 柴田佳秀/文 マツダユカ/絵 子どもの未来社

45 K489 あかちゃんパンダ しゅうもうき/しゃしん いわやきく
こ/へんやく

樹立社

46 K489 かわいいパンダ しゅうもうき/しゃしん いわやきく
こ/へんやく

樹立社

47 K489 ふるさとに帰ったヒョウ サラ・スターバック/著 嶋田香/訳 KADOKAWA

48 K489 仲間をみつけた子グマ ジェス・フレンチ/著 嶋田香/訳 KADOKAWA

49 K491 マルチアングル人体図鑑 [3] 川島晶子/文 高沢謙二/監修 ほるぷ出版

50 K499 ?ギモンを!かいけつくすりの教室 1 加藤哲太/監修 WILLこども知育研究
所/編著

保育社

51 K499 ?ギモンを!かいけつくすりの教室 2 加藤哲太/監修 WILLこども知育研究
所/編著

保育社

52 K499 ?ギモンを!かいけつくすりの教室 3 加藤哲太/監修 WILLこども知育研究
所/編著

保育社

53 K518 ごみはどこへ行くのか? 熊本一規/監修 PHP研究所

54 K519 地球の危機をさけぶ生きものたち 1 藤原幸一/写真・文 少年写真新聞社

55 K525 空間デザイナー スタジオ248/編著 六耀社

56 K537 世界の働くくるま図鑑 上巻  
スタジオタッククリエ
イティブ

57 K537 世界の働くくるま図鑑 下巻  
スタジオタッククリエ
イティブ

58 K548 社会でがんばるロボットたち 2 佐藤知正/監修 鈴木出版

59 K588 イチからつくるチョコレート APLA/編 オルター・トレード・ジャ
パン/編

農山漁村文化協会

60 K597 すみれちゃんのお片づけ12カ月 渡辺ゆき/文 小林キユウ/写真 岩崎書店

61 K625 りんごって、どんなくだもの? 安田守/写真・文 岩崎書店

62 K645 ピースワンコ物語 今西乃子/著 浜田一男/写真 合同出版

63 K664 クレヨンで描いたおいしい魚図鑑 加藤休ミ/著 晶文社

64 K686 とうきょうの電車大百科 旅と鉄道編集部/編 天夢人

65 K686 探検!世界の駅 谷川一巳/監修 PHP研究所

66 K712 イサム・ノグチ物語 めらかよこ/著 未知谷

67 K743 写真がかっこよくとれる30のわざ 2 塩見徹/監修 くもん出版

68 K754 昆虫のおりがみ 川畑文昭/著 誠文堂新光社

69 K754 撮りたい!飾りたい!親子でおりがみ 新宮文明/著 新星出版社

70 K754 写真でわかる!決定版3〜5才のおりがみ 山口真/著 西東社

71 K778 夢活!なりたい!アニメの仕事 1 代々木アニメーション学院/監修 ポ
リゴン・ピクチュアズ/取材協力

汐文社

72 K779 なんでやねーん! 安田夏菜/作 魚戸おさむ/絵 講談社

73 K783 知ってる?フットサル 鈴木隆二/著
ベースボール・マガジ
ン社

74 K783 平野美宇と伊藤美誠がんばれ!ピンポンガールズ 城島充/著 講談社

75 K788 ビジュアル大相撲図鑑 服部祐兒/監修 汐文社

76 K796 どんどん強くなるこども詰め将棋1手詰め 中村太地/監修 池田書店

77 K809 こうすればきみも話せる 1 鳥谷朝代/監修 岩崎書店

78 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば [4] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

79 K811 部首から知る漢字のなりたち 落合淳思/監修 理論社

80 K814 教科書に出てくるにたいみのことば 青木こずえ/編 つぼいひろき/絵 汐文社

81 K837 マジカルチャプターブックガイド なかなかこ/著 経済界

82 K913 十代最後の日 赤川次郎/著 汐文社

83 K913 うみのとしょかん チンアナゴ3きょうだい 葦原かも/作 森田みちよ/絵 講談社

84 K913 少年Nの長い長い旅 04 石川宏千花/[著] 岩本ゼロゴ/画 講談社

85 K913 墓守りのレオ [2] 石川宏千花/著 小学館

86 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 04 石崎洋司/作 藤田香/[ほか]絵 講談社
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87 K913 こんぴら狗 今井恭子/作 いぬんこ/画 くもん出版

88 K913 大どろぼうジャム・パン 内田麟太郎/作 藤本ともひこ/絵 文研出版

89 K913 おばけのアッチとくものパンやさん 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

90 K913 たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月かずさ/作 石井聖岳/絵 講談社

91 K913 図書館につづく道 草谷桂子/著 子どもの未来社

92 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

93 K913 遠い国から来た少年 2 黒野伸一/作 荒木慎司/絵 新日本出版社

94 K913 歯っかけアーメンさま 薫くみこ/作 かわかみたかこ/絵 理論社

95 K913 ひとりぼっちの教室 小林深雪/[著] 戸森しるこ/[著] 講談社

96 K913 図書館の怪談 斉藤洋/作 かたおかまなみ/絵 あかね書房

97 K913 魔法学校へようこそ さとうまきこ/作 高橋由為子/絵 偕成社

98 K913 5分後に恋の結末 橘つばさ/著 桃戸ハル/著 学研プラス

99 K913 ひかり舞う 中川なをみ/著 スカイエマ/絵 ポプラ社

100 K913 どうくつをこねる糸川くん 春間美幸/作 宮尾和孝/絵 講談社

101 K913 さよなら、おばけ団地 藤重ヒカル/作 浜野史子/画 福音館書店

102 K913 ゆけ、シンフロ部! 堀口泰生/小説 青木俊直/絵 学研プラス

103 K913 ぼくらの山の学校 八束澄子/著 PHP研究所

104 K913 ぼくらのジャロン 山崎玲子/作 羽尻利門/絵 国土社

105 K913 戦国ベースボール [11] りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵

集英社

106 K917 りっぱな犬になる方法+1 きたやまようこ/作 理論社

107 K923 西遊記 12 [呉承恩/作] 斉藤洋/文 理論社

108 K933 世にもおそろしいフクロウおばさん デイヴィッド・ウォリアムズ/作 三
辺律子/訳

小学館

109 K933 26階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス/作 テリー・
デントン/絵

ポプラ社

110 K933 レモンの図書室 ジョー・コットリル/作 杉田七重/訳 小学館

111 K933 プレゼントは魔法のほうき ルース・サイムズ/作 神戸万知/訳 ポプラ社

112 K933 シロクマが家にやってきた! マリア・ファラー/作 ダニエル・リ
エリー/絵

あかね書房

113 K933 オルガとボリスとなかまたち マイケル・ボンド/作 おおつかのり
こ/訳

PHP研究所

114 K933 パディントンのどろぼう退治 マイケル・ボンド/作 ペギー・
フォートナム/絵

WAVE出版

115 K933 モルモット・オルガの物語 マイケル・ボンド/作 おおつかのり
こ/訳

PHP研究所

116 K933 ライオンつかいのフレディ アレグザンダー・マコール・スミス/
作 もりうちすみこ/訳

文研出版

117 K933 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース/文 エリー・ス
ノードン/絵

さ・え・ら書房

118 K933 最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ/作 はらるい/
訳

文研出版

119 K933 はるかな旅の向こうに エリザベス・レアード/作 石谷尚子/
訳

評論社

120 K933 ペーパープレーン スティーブ・ワーランド/作 井上里/
訳

小峰書店

121 K943 列車はこの闇をぬけて ディルク・ラインハルト/作 天沼春
樹/訳

徳間書店

122 K963 ゆかいなセリア エレーナ・フォルトゥン/著 西村英
一郎/訳

彩流社
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