
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 愚者が訊く その2 倉本聰/著 林原博光/著 双葉社

2 007.1 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子/著 東洋経済新報社

3 007.1 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 伊藤真/著 翔泳社

4 007.1 人工知能と社会 AIX/監修 栗原聡/共著 オーム社

5 007.1 TensorFlowではじめるDeepLearning実装入門 新村拓也/著 インプレス

6 007.3 伝説のハッカーが教える超監視社会で身をまもる方法 ケビン・ミトニック/著 ロバート・
バモシ/著

日経BP社

7 007.3 プラットフォーム革命 アレックス・モザド/著 ニコラス・
L.ジョンソン/著

英治出版

8 007.3 LINE/Facebook/Twitter/Instagramの「わからない!」をぜんぶ解決する本  洋泉社

9 007.5 コミュニティ・アーカイブをつくろう! 佐藤知久/著 甲斐賢治/著 晶文社

10 007.6 Pythonの絵本 アンク/著 翔泳社

11 007.6 新人エンジニアのためのデータベースのしくみと運用がわかる本 五十嵐貴之/著 技術評論社

12 007.6 いまどきパソコン&Windows 10はこんなふうにできている 唯野司/著 技術評論社

13 007.6 3ステップでしっかり学ぶRuby入門 竹馬力/著 山田祥寛/監修 技術評論社

14 007.6 UNIX独習への近道 中島雅弘/著 技術評論社

15 007.6 イラスト図解でよくわかるHTML&CSSの基礎知識 中田亨/著 羽田野太巳/監修 技術評論社

16 007.6 ビジネスExcel完全版 日経PC21/総力編集 日経BP社

17 007.6 はじめよう!システム設計 羽生章洋/著 技術評論社

18 007.6 できるゼロからはじめるiPhone Ⅹ/8/8 Plus超入門 法林岳之/著 白根雅彦/著 インプレス

19 007.6 仕事にスグ役立つ集計・分析・グラフワザ! 間久保恭子/著 日経BP社

20 007.6 できるiPhone Ⅹ/8/8 Plusパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全
リブロワークス/著 できるシリーズ
編集部/著

インプレス

21 013.8 図書館業務に役立つHTML・PHP入門 星野雅英/著 樹村房

22 019.1 楽しみながら日本人の教養が身につく速音読 齋藤孝/著 致知出版社

23 019.2 19歳の読書論 和田渡/著 晃洋書房

24 020.2 わたしの名前は「本」 ジョン・アガード/作 ニール・パッ
カー/画

フィルムアート社

25 021.2 出版・マンガビジネスの著作権 桑野雄一郎/著 赤松健/著 著作権情報センター

26 021.4 超時短InDesign「文字組み&レイアウト」速攻アップ! 森裕司/著 技術評論社

27 021.4 ミルコの出版グルグル講義 山口ミルコ/著 河出書房新社

28 022.5 装丁、あれこれ 桂川潤/著 彩流社

29 023.1 小出版社の夢と冒険 小島清孝/著 出版メディアパル

30 024.9 世界のしおり・ブックマーク意外史 猪又義孝/著 デコ

31 031.7 サクッと!頭がよくなる東大クイズ 東京大学クイズ研究会/著 青春出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 051.6 『週刊文春』と『週刊新潮』  （PHP新書） 花田紀凱/著 門田隆将/著 PHP研究所

33 069.0 ぶらぶらミュージアム 大田垣晴子/著 交通新聞社

34 070.2 徹底検証「森友・加計事件」 小川榮太郎/著 飛鳥新社

35 070.2 「親米」日本の誕生 森正人/著 KADOKAWA

36 080 古代中国の社 E.シャヴァンヌ/[著] 菊地章太/訳注 平凡社

37 080 周作人読書雑記 1 周作人/[著] 中島長文/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 114.2 おひとりさまvs.ひとりの哲学  （朝日新書） 山折哲雄/著 上野千鶴子/著 朝日新聞出版

2 120 「東洋」哲学の根本問題 斎藤慶典/著 講談社

3 121.6 日本の七大思想家  （幻冬舎新書） 小浜逸郎/著 幻冬舎

4 121.6 京都学派  （講談社現代新書） 菅原潤/著 講談社

5 140.7 Excelで今すぐはじめる心理統計 小宮あすか/著 布井雅人/著 講談社

6 141.6 反共感論 ポール・ブルーム/著 高橋洋/訳 白揚社

7 143 ベーシック発達心理学 開一夫/編 齋藤慈子/編 東京大学出版会

8 146.8 心の冷えとり 小室朋子/著 WAVE出版

9 159 魚を与えるのではなく、サカナの釣り方を教えよう 浦田健/著 実業之日本社

10 159 「若者」をやめて、「大人」を始める 熊代亨/著 イースト・プレス

11 159 他人に振り回されない自信の作り方 齋藤孝/著
PHPエディターズ・グ
ループ

12 159.8 世界のことわざ100 遠越段/著 総合法令出版

13 167 お隣りのイスラーム 森まゆみ/著 紀伊國屋書店

14 172 奇想天外だから史実 高島幸次/著 大阪大学出版会

15 172 日本の神様解剖図鑑 平藤喜久子/著 エクスナレッジ

16 182.1
図説一度は訪ねておきたい!日本の七宗と総本山・大本山  （青春新書
INTELLIGENCE）

永田美穂/監修 青春出版社

17 183 あなたの心を穏やかにするブッダの言葉  洋泉社

18 188.9 日蓮のことば365日 岡元錬城/著 東方出版

19 188.9 お寺はじめました 渡邊源昇/著 原書房

20 198.9 内村鑑三  （岩波新書 新赤版） 若松英輔/著 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 「民族」で読み解く世界史 宇山卓栄/著 日本実業出版社

2 213 古代史講義  （ちくま新書） 佐藤信/編 筑摩書房

3 213 大伴氏の正体 関裕二/著 河出書房新社

4 213 日本の起源は日高見国にあった 田中英道/著 勉誠出版

5 213 日本書紀の祈り 徳橋達典/著 ぺりかん社

6 213.2 倭の五王  （中公新書） 河内春人/著 中央公論新社

7 214.2 将軍・執権・連署 日本史史料研究会/編 吉川弘文館

8 214.6 足利将軍15代  洋泉社

9 215.8 幕末のその日、京で何が起こったのか 木村武仁/著 淡交社

10 216.1 1868 加来耕三/著 時事通信出版局

11 216.1 維新の影 姜尚中/著 集英社

100  哲学 

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 216.1 戊辰戦争の新視点 上 奈倉哲三/編 保谷徹/編 吉川弘文館

13 216.2 西南戦争民衆の記 長野浩典/著 弦書房

14 217 世界史のなかの昭和史 半藤一利/著 平凡社

15 217.6 京大生小野君の占領期獄中日記 小野信爾/著 宇野田尚哉/編 京都大学学術出版会

16 217.6 1970年代の思い出アルバム 上巻 坂上正一/著 フォト・パブリッシング

17 219.3 江戸→TOKYOなりたちの教科書 2 岡本哲志/著 淡交社

18 219.3 写真のなかの江戸 金行信輔/著 ユウブックス

19 219.6 オールカラー地図と写真から見える!京の都歴史を歩く! 川端洋之/著 西東社

20 221.0 古代韓半島と倭国 山本孝文/著 中央公論新社

21 222.5 渤海国とは何か 古畑徹/著 吉川弘文館

22 230.3 ケルトを知るための65章 木村正俊/編著 明石書店

23 233.3 図説呪われたロンドンの歴史 ジョン・D.ライト/著 井上廣美/訳 原書房

24 242.0 太陽の船復活 吉村作治/著 太陽の船復原研究所

25 284.3 ピエ・ノワール列伝 大嶋えり子/著 パブリブ

26 289.1 「米軍(アメリカ)が恐れた不屈の男」瀬長亀次郎の生涯 佐古忠彦/著 講談社

27 289.1 失権 島田文六/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

28 289.1 石田三成 谷徹也/編著 戎光祥出版

29 289.1 あの世に持っていくにはもったいない陳平ここだけの話 野末陳平/著 青春出版社

30 289.1 神楽坂純愛 深井美野子/著 さくら舎

31 289.1 問題児 山川健一/著 幻冬舎

32 289.2 ガンディー  （岩波新書 新赤版） 竹中千春/著 岩波書店

33 289.2 劉暁波伝 余傑/著 劉燕子/編 集広舎

35 290.8 神秘の絶景写真：アメージング・アース クロニクルブックス・ジャパン株式
会社/責任編集

クロニクルブックス・
ジャパン

36 290.9 地球の歩き方 A22 バルセロナ＆近郊の町 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

34 290.9 地球の歩き方 D17 タイ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

37 291.0 狙われた島 カベルナリア吉田/著 アルファベータブックス

38 291.0 攻める山城50城 清野明/著 萩原さちこ/監修 山と溪谷社

39 291.0 眠れなくなるほど日本の地形がおもしろくなる本 ワールド・ジオグラフィック・リ
サーチ/著

宝島社

40 291.1 北海道 19  昭文社

41 291.1 るるぶ函館 19  JTBパブリッシング

42 291.1 るるぶ北海道 19  JTBパブリッシング

43 291.2 秋田 19  昭文社

44 291.3 関東・甲信越道の駅徹底オールガイド 手塚一弘/著 メイツ出版

45 291.3 ちゃんと歩ける日光街道 奥州街道 八木牧夫/著 山と溪谷社

46 291.3 伊豆諸島・小笠原  実業之日本社

47 291.3 鎌倉 19  昭文社

48 291.3 東京 [2018]  JTBパブリッシング

49 291.3 るるぶ箱根 19  JTBパブリッシング

50 291.3 るるぶ横浜中華街みなとみらい 19  JTBパブリッシング

51 291.5 ドライブ東海・北陸信州ベスト 19  昭文社

52 291.5 飛驒高山 19  昭文社

53 291.5 るるぶこどもとあそぼ!名古屋東海 19  JTBパブリッシング

54 291.5 るるぶ山梨 19  JTBパブリッシング

55 291.6 和歌山県の山 児嶋弘幸/著 山と溪谷社

56 291.6 とっておきの角度で見る京都の「この瞬間」 水野克比古/著 ウェッジ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 291.6 奈良 19  昭文社

58 291.6 琵琶湖・近江路  実業之日本社

59 291.6 るるぶ大阪ベスト 19  JTBパブリッシング

60 291.6 るるぶ京都 19  JTBパブリッシング

61 291.8 四国 [2018]  JTBパブリッシング

62 291.8 るるぶ高知四万十 19  JTBパブリッシング

63 291.9 魚ヘンな旅 田代俊一郎/著 つり人社

64 291.9 福岡穴場観光 Y氏/著 書肆侃侃房

65 291.9 石垣・竹富・西表島  実業之日本社

66 291.9 沖縄 19  昭文社

67 291.9 屋久島・奄美  実業之日本社

68 292.2 ソロタビ台北 [2018]  JTBパブリッシング

69 292.2 台湾完全版 2019  JTBパブリッシング

70 292.2 るるぶ上海・蘇州 [2018]  JTBパブリッシング

71 292.3 北タイごはんと古都あるきチェンマイへ 岡本麻里/著 イカロス出版

72 292.3 ソロタビシンガポール  JTBパブリッシング

73 292.5 エベレスト初登頂 ジョン・ハント/著 吉田薫/訳 エイアンドエフ

74 293.0 ヨーロッパ観光事情まち歩きの楽しみ 秋山秀一/著 新典社

75 293.0 ヨーロッパの路地・散歩道 上野美千代/写真・文 光村推古書院

76 293.0 15のコースでめぐるヨーロッパ鉄道旅行  イカロス出版

77 293.4 ドイツ  昭文社

78 297.8 極夜行 角幡唯介/著 文藝春秋

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 哲学の最新キーワードを読む  （講談社現代新書） 小川仁志/著 講談社

2 301 ゲノムで社会の謎を解く ダルトン・コンリー/著 ジェイソ
ン・フレッチャー/著

作品社

3 302.3 現役官僚の滞英日記 橘宏樹/著
PLANETS/第二次惑星開発
委員会

4 302.3 ハンガリーを知るための60章 羽場久美子/編著 明石書店

5 302.5 パナマを知るための70章 国本伊代/編著 明石書店

6 304 「賢い愚か者」の未来 大塚耕平/著 早稲田大学出版部

7 304 日本の未来の大問題 丹羽宇一郎/著 PHP研究所

8 311.2 カントの政治哲学入門 網谷壮介/著 白澤社

9 311.2 コンドルセと<光>の世紀 永見瑞木/著 白水社

10 312.1 平成デモクラシー史  （ちくま新書） 清水真人/著 筑摩書房

11 312.1 戦前日本のポピュリズム  （中公新書） 筒井清忠/著 中央公論新社

12 312.2 イスラーム主義  （岩波新書 新赤版） 末近浩太/著 岩波書店

13 312.3 議院内閣制  （中公新書） 高安健将/著 中央公論新社

14 313.6 日本人と象徴天皇  （新潮新書） 「NHKスペシャル」取材班/著 新潮社

15 316.8 ヘイト・クライムと植民地主義 木村朗/共編 前田朗/共編 三一書房

16 316.8 白老における「アイヌ民族」の変容 西谷内博美/著 東信堂

17 316.8 実録・レイシストをしばき隊 野間易通/著 河出書房新社

18 316.8 先住民からみる現代世界 深山直子/編 丸山淳子/編 昭和堂

19 316.8 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一/著 皓星社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 318.1 自治体職員のためのようこそ地方自治法 板垣勝彦/著 第一法規

21 318.5 Q&Aでわかる!自治体の内部統制入門 トーマツパブリックセクター・ヘル
スケア事業部/編著

学陽書房

22 318.6 「ふるさと納税」「原発・大学誘致」で地方は再生できるのか 高寄昇三/著 公人の友社

23 318.6 復興に抗する 中田英樹/編 高村竜平/編 有志舎

24 318.7 福岡市が地方最強の都市になった理由 木下斉/著
PHPエディターズ・グ
ループ

25 319.1 沖縄 憲法なき戦後 古関彰一/[著] 豊下楢彦/[著] みすず書房

26 320.4 噓の効用 末弘嚴太郎/著 日本評論社

27 320.9 新・判例ハンドブック 憲法 高橋和之/編 日本評論社

28 321 法学入門 末弘嚴太郎/著 日本評論社

29 322.1 延喜式 下 虎尾俊哉/編 集英社

30 323.1 憲法ガール 大島義則/著 法律文化社

31 323.3 国民票決と国民発案 カール・シュミット/著 仲正昌樹/監
訳・解説

作品社

32 323.9 許認可手続きと申請書類の書き方 服部真和/監修 三修社

33 324.5 入門図解契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識 木島康雄/監修 三修社

34 324.6 Q&A弁護士のための面会交流ハンドブック 梶村太市/編著 長谷川京子/編著 学陽書房

35 324.7 身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本 椎葉基史/著 ポプラ社

36 324.7 家族が認知症になる前に準備する相続の本 鈴木和宏/著 ファーストプレス

37 324.7 自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え 日本相続カウンセル協会/監修 実業之日本社

38 324.8 相続・認知症で困らない家族信託まるわかり読本 宮田浩志/著 近代セールス社

39 325.2 合同会社<LLC>設立&運営完全ガイド 横須賀輝尚/著 佐藤良基/著 技術評論社

40 326.4 処刑の文化史 ジョナサン・J.ムーア/著 森本美樹/
訳

ブックマン社

41 327.1 弁護士の格差  （朝日新書） 秋山謙一郎/著 朝日新聞出版

42 329 基本国際法 杉原高嶺/著 有斐閣

43 329.2 海洋の環 エリザベス・マン・ボルゲーゼ/著
笹川平和財団海洋政策研究所/訳

成山堂書店

44 329.3 国際連合 植木安弘/著 日本評論社

45 329.8 国際商取引紛争解決の法と実務 大貫雅晴/著 同文舘出版

46 330.4 21世紀の楕円幻想論 平川克美/著 ミシマ社

47 331.0 経済学は役に立ちますか? 竹中平蔵/著 大竹文雄/著 東京書籍

48 331.0 ドーナツ経済学が世界を救う ケイト・ラワース/著 黒輪篤嗣/訳 河出書房新社

49 331 レヴィットミクロ経済学 発展編 スティーヴン・レヴィット/著 オー
スタン・グールズビー/著

東洋経済新報社

50 331.6 『資本論』探究 上 不破哲三/著 新日本出版社

51 331.6 『資本論』探究 下 不破哲三/著 新日本出版社

52 332.1 労働力不足の経済学 小崎敏男/著 日本評論社

53 332.1 平成トレンド史  （角川新書） 原田曜平/[著] KADOKAWA

54 332.1 復興の空間経済学 藤田昌久/著 浜口伸明/著 日本経済新聞出版社

55 332.1 アベノミクス2020 宮前耕也/著 エネルギーフォーラム

56 333.6 世界経済大いなる収斂 リチャード・ボールドウィン/著 遠
藤真美/訳

日本経済新聞出版社

57 334.3 少子化問題の社会学 赤川学/著 弘文堂

58 334.3 戦後日本の人口移動と家族変動 丸山洋平/著 文眞堂

59 335 会社に雇われずにフリーで働く!と決めたら読む本 立野井一恵/著 明日香出版社

60 335 フリーランスがずっと安定して稼ぎ続ける47の方法 山田竜也/著 日本実業出版社

61 335.0 MBAのナレッジ・マネジメント 洞口治夫/著 文眞堂

62 335.1 世界をつくり変える男イーロン・マスク 竹内一正/著 ダイヤモンド社

63 335.1 会社を「潰したくない」なら、さっさとNo.2を育てなさい! 森下吉伸/著 実業之日本社

64 335.3 大事業承継時代の羅針盤 小西孝幸/著 小林将也/著 同友館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 336 従業員の不祥事対応実務マニュアル 安倍嘉一/著 民事法研究会

66 336 中小企業のための社葬マニュアル 三上清隆/著 清文社

67 336.3 結果を出すリーダーの選択 上田比呂志/著 ナツメ社

68 336.4 実践!福利厚生改革 可児俊信/著 日本法令

69 336.4 社員幸福度 桑野隆司/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

70 336.4 チームの生産性を最大化するエマジェネティックス 小山昇/著 賀川正宣/監修 あさ出版

71 336.4 外国人雇用の実務 近藤秀将/著 中央経済社

72 336.4 人を「巻き込む」コミュニケーション技術 櫻井弘/著 日本経済新聞出版社

73 336.4 まるわかり給与計算の手続きと基本 平成30年度版 竹内早苗/著 労務行政

74 336.4 ミス・ロスが激減する!話し方・聞き方・伝え方 中尾ゆうすけ/著 明日香出版社

75 336.5 OKがもらえる資料作成のツボとコツがゼッタイにわかる本 奥秋和歌子/著 秀和システム

76 336.8 誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&A 大野貴史/著 國村年/著 中央経済社

77 336.8 日本企業の予算管理の実態 企業予算制度研究会/編 中央経済社

78 336.9 職員が“集まる”“育つ”“元気になる”税理士事務所のつくり方 租税調査研究会/編著 第一法規

79 336.9 金融・投資商品の税務Q&A 箱田晶子/著 高木宏/著 清文社

80 336.9 テキスト会計学講義 原俊雄/編著 高橋賢/編著 中央経済社

81 338.8 国別でわかる!海外信託による相続の税務&法務 海外信託税務研究会/著 第一法規

82 338.8 税金がタダになる、おトクな「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門 竹川美奈子/著 ダイヤモンド社

83 338.8 “税金ゼロ”の資産運用革命 田村正之/著 日本経済新聞出版社

84 338.8 ウェルス・マネジャー富裕層の金庫番 ブルック・ハリントン/[著] 庭田よ
う子/訳

みすず書房

85 338.9 図解ASEANを読み解く みずほ総合研究所/著 東洋経済新報社

86 361.1 公共的なるもの 権安理/著 作品社

87 361.4 好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい 桑野麻衣/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

88 361.4 「人づきあいが面倒!」なときのマインドフルネス 高野雅司/著 青春出版社

89 364 新・初めての社会保障論 古橋エツ子/編 法律文化社

90 364.0 福祉と格差の思想史 橘木俊詔/著 ミネルヴァ書房

91 364.3 図解でわかる社会保険いちばん最初に読む本 山田芳子/編著 米澤裕美/著 アニモ出版

92 364.6 世界一やさしい障害年金の本 相川裕里子/著 春原弥生/マンガ 学研プラス

93 365.3 家を売る人・買う人の手続きがわかる本 畑中学/著 かんき出版

94 366.1 図解最新労働基準法と労働条件の基本がわかる事典 小島彰/監修 三修社

95 366.1 さっとつかめる実務担当者のための労働法 近藤紘司/著 第一法規

96 366.1 裁判例の要点からつかむ解雇事件の訴訟実務 東京弁護士会二一会研究部/編著 第一法規

97 366.1 18歳から考えるワークルール 道幸哲也/編 加藤智章/編 法律文化社

98 366.2 脱・三日坊主の資格勉強法 小栗隆志/著 鬼頭政人/著 中央経済社

99 366.2 図解でわかる退職マニュアル 島田弘樹/著 ぱる出版

100 366.2 誰にも聞けない転職の正解がわかる本 谷所健一郎/監修 成美堂出版

101 367.6 児童虐待から考える  （朝日新書） 杉山春/著 朝日新聞出版

102 367.6 高校生ワーキングプア NHKスペシャル取材班/著 新潮社

103 367.7 精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ 保坂隆/著 海竜社

104 368.6 息子が人を殺しました  （幻冬舎新書） 阿部恭子/著 幻冬舎

105 369.0 歴史との対話 西尾祐吾/監修・著 塚口伍喜夫/監
修・著

大学教育出版

106 369.1 <概観>社会福祉法 伊奈川秀和/著 信山社

107 369.2 元刑事が見た発達障害 榎本澄雄/著 花風社

108 369.2 地域包括ケア看取り方と看取られ方 小松秀樹/総監修 小松俊平/編集 国書刊行会

109 369.2 要介護シニアも大満足!3分間ちょこっとレク57 斎藤道雄/著 黎明書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 369.2 介護現場のクレーム・トラブル対応マニュアル 高頭晃紀/著 ぱる出版

111 369.2 これならわかる<スッキリ図解>障害者総合支援法 二本柳覚/編著 鈴木裕介/著 翔泳社

112 369.2 相談支援の実践力 福岡寿/著 中央法規出版

113 369.2 大切な家族の入院・介護でやるべきことのすべて 藤林慶子/監修 新星出版社

114 369.2 考える障害者  （新潮新書） ホーキング青山/著 新潮社

115 369.2 介護リスクマネジメント 事故防止編 山田滋/著 三好春樹/監修 講談社

116 369.2 介護リスクマネジメント トラブル対策編 山田滋/著 三好春樹/監修 講談社

117 369.4 地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼直樹/著 翔泳社

118 369.4 子どもの人権をまもるために 木村草太/編 内田良/[ほか]著 晶文社

119 369.4 親子カフェのつくりかた 小山訓久/著 学芸出版社

120 369.4 子どもの権利最前線カナダ・オンタリオ州の挑戦 畑千鶴乃/著 大谷由紀子/著 かもがわ出版

121 369.4 まちの子どもソーシャルワーク 幸重忠孝/著 村井琢哉/著 かもがわ出版

122 371.4 小学生のことがまるごとわかるキーワード55 小野寺敦子/著 金子書房

123 371.4 いじめからいのちを守る 近藤卓/著 金子書房

124 371.5 僕が14歳でカナダ名門5大学に合格できたわけ 大川翔/著 学研プラス

125 372 教科書にみる世界の性教育 橋本紀子/編著 池谷壽夫/編著 かもがわ出版

126 373.4 新聞奨学生奪われる学生生活 横山真/著 大月書店

127 375.1 プログラミング教育が変える子どもの未来 松村太郎/著 山脇智志/著 翔泳社

128 376.1 遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 世界の童話編 いしばしなおこ/著 世界文化社

129 376.1 0歳〜6歳子どもの発達と保育の本 河原紀子/監修・執筆 港区保育を学
ぶ会/執筆

学研プラス

130 376.1 HAPPYお誕生会シアター&マジック ポット編集部/編 チャイルド本社

131 376.1 新・保育実践を支える保育の原理 吉田貴子/編著 水田聖一/編著 福村出版

132 376.1 季節や行事で楽しむかわいい壁面かざり12か月  学研プラス

133 376.4 思春期の育ちと高校教育 小野善郎/著 福村出版

134 376.4 どんな高校生が大学、社会で成長するのか 2 溝上慎一/責任編集 京都大学高等教
育研究開発推進センター/編

学事出版

135 376.4 あなたのお子さんには通信制高校が合っている!! 山口教雄/著 河西哲郎/マンガ 学びリンク

136 376.8 探究学舎のスゴイ授業 vol.1 宝槻泰伸/著 方丈社

137 376.8 小中高・不登校生の居場所探し 2018〜2019年版  学びリンク

138 377.1 大学生学びのハンドブック 世界思想社編集部/編 世界思想社

139 377.9 じぶんを信じなかったら、じぶんがかわいそうじゃないか。 黒澤晃/著 宣伝会議

140 378 発達障害の子の「励まし方」がわかる本 有光興記/監修 講談社

141 378 よくわかる障害児保育 尾崎康子/編 小林真/編 ミネルヴァ書房

142 378 <しょうがい>と<セクシュアリティ>の相談と支援 木全和巳/著 クリエイツかもがわ

143 378.1 視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える 猪平眞理/編著 慶應義塾大学出版会

144 379 多文化・多民族共生時代の世界の生涯学習 岩崎正吾/編著 学文社

145 379.4 ネパール女性の社会参加と識字教育 長岡智寿子/著 明石書店

146 379.9 モンテッソーリ流たった5分で「言わなくてもできる子」に変わる本 伊藤美佳/著 青春出版社

147 379.9 心理学者・脳科学者が子育てでしていること、していないこと 杉山崇/著 主婦の友社

148 379.9 アウトドア育脳のすすめ 瀧靖之/著 山と溪谷社

149 383.8 日本すし紀行 日比野光敏/著 旭屋出版

150 386.1 鯉のぼり図鑑 林直輝/文 日本鯉のぼり協会/編 小学館

151 387 御願の道具と供えもの事典 稲福政斉/著 ボーダーインク

152 388 水木しげる日本の妖怪・世界の妖怪 荒俣宏/監修 平凡社

153 388 世界の美しい鳥の神話と伝説 レイチェル・ウォーレン・チャド/著
メリアン・テイラー/著

エクスナレッジ

154 388 世界幻妖草子 ミュリエル・チュルヒャー/文 橋賢
亀/絵

評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

155 388.8 ことわざのタマゴ 時田昌瑞/著 朝倉書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 今の科学でここまでわかった世界の謎99  
日経ナショナルジオグラ
フィック社

2 410 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる 小杉拓也/著 ベレ出版

3 410.4 笑う数学 日本お笑い数学協会/著 KADOKAWA

4 413.5 三角関数  ニュートンプレス

5 417 データサイエンス入門 上藤一郎/共著 西川浩昭/共著 オーム社

6 417 文系でも仕事に使える統計学はじめの一歩 本丸諒/著 かんき出版

7 429.6 偉大なる宇宙の物語 ローレンス・クラウス/著 塩原通緒/
訳

青土社

8 449.3 わくわくほっこり二十四節気を楽しむ図鑑 君野倫子/著 二見書房

9 450.9 絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象 藤岡達也/著 講談社

10 451.7 オーロラ・ウォッチングガイド 赤祖父俊一/監修 誠文堂新光社

11 454.6 洞窟の疑問30 日本洞窟学会/監修 伊藤田直史/編著 成山堂書店

12 458.1 岩石はどうしてできたか 諏訪兼位/著 岩波書店

13 467.0 遺伝子 上 シッダールタ・ムカジー/著 仲野徹/
監修

早川書房

14 467.0 遺伝子 下 シッダールタ・ムカジー/著 仲野徹/
監修

早川書房

15 467.2 利己的な遺伝子 リチャード・ドーキンス/[著] 日高
敏隆/[ほか]訳

紀伊國屋書店

16 469.2 「糖」が解き明かす人類進化の謎 林俊郎/著 日本評論社

17 470 美しき小さな雑草の花図鑑 大作晃一/写真 多田多恵子/文 山と溪谷社

18 481.1 べんりなしっぽ!ふしぎなしっぽ! 小宮輝之/文・写真 メディアパル

19 481.7 寄生蟲図鑑 大谷智通/著 目黒寄生虫館/監 講談社

20 484.6 汽水域に生きる巻貝たち 和田恵次/著 東海大学出版部

21 486.8 チョウの生態「学」始末 渡辺守/著 巌佐庸/コーディネーター 共立出版

22 488.1 実は猫よりすごく賢い鳥の頭脳 ネイサン・エメリー/著 渡辺智/訳 エクスナレッジ

23 488.9 道具を使うカラスの物語 パメラ・S.ターナー/著 アンディ・
コミンズ/撮影

緑書房

24 490.4 対話する医療 孫大輔/著 さくら舎

25 491.1 人間の未来AIの未来 山中伸弥/著 羽生善治/著 講談社

26 493.4 便秘解消の毎日ごはん 川邉正人/病態監修 高橋徳江/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

27 493.7 依存症からの脱出 信濃毎日新聞取材班/[編] 海鳴社

28 493.7 <大人の発達障害>アスペルガー症候群・ADHDを解決するコツがわかる本 司馬理英子/著 主婦の友インフォス

29 493.7 自傷・自殺のことがわかる本 松本俊彦/監修 講談社

30 493.9 心身症 高尾龍雄/編著 ミネルヴァ書房

31 494.5 がんになった親が子どもにしてあげられること 大沢かおり/著 ポプラ社

32 494.7 シニアのひざの痛み 池内昌彦/監修 NHK出版

33 494.9 腎臓病の食品早わかり 牧野直子/監修・データ作成 女子栄
養大学出版部/編

女子栄養大学出版部

34 495 ハッピーライフのために女性が知っておきたい30のこと 吉村泰典/編著 毎日新聞出版

35 495.4 赤ちゃんがほしいご夫婦のための不妊治療バイブル 不妊治療情報センター・funin.info/
構成&編集

シオン

36 495.4 10万個の子宮 村中璃子/著 平凡社

37 496.3 人生が変わる白内障手術 山崎健一朗/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

38 497.7 かしこい子が育つ正しい歯のみがき方 豊山とえ子/監修 G.B.

39 498 家族を家で看取る本 村松静子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

40 498.3 自律神経を整える「1日30秒」トレーニング 小林弘幸/著 末武信宏/監修 イースト・プレス

400 自然科学  

- 8 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

41 498.3 人生100年の習慣 NHKスペシャル取材班/著 講談社

42 498.3 死生観の時代 渡辺利夫/著 海竜社

43 498.5 栄養を捨てない食べ方 麻生れいみ/監修 枻出版社

44 498.5 医師が実践する超・食事術 稲島司/著 冬樹舎

45 498.5 おいしくてからだにいいものが食べたい! 手島奈緒/著・イラスト さくら舎

46 498.5 ずぼら養生レシピ 松村圭子/監修 清水紀子/監修 主婦の友社

47 498.5 ライザップ式2週間ダイエットレシピ RIZAP株式会社/監修 日本文芸社

48 498.8 会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋康太郎/著 すばる舎

49 498.8 会社と家族で一緒に支える心とキャリア 原雄二郎/著 鄭理香/著 第一法規

50 498.9 死体は噓をつかない ヴィンセント・ディ・マイオ/著 ロ
ン・フランセル/著

東京創元社

51 499.8 アロマセラピー使いこなし事典 池田明子/著 今西二郎/監修 世界文化社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.2 絵ときでわかる計測工学 門田和雄/著 オーム社

2 502.1 技術の街道をゆく  （岩波新書 新赤版） 畑村洋太郎/著 岩波書店

3 509.6 わかる!使える!5S入門 古谷誠/著 日刊工業新聞社

4 510.9 中小建設事業者のための社会保険加入ハンドブック 東京SR建設業労務管理研究会/編集 第一法規

5 516.7 南の島の新幹線 田中宏昌/著 ウェッジ

6 518.8 東京大改造マップ2018-20XX 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

7 519 脱「原発・温暖化」の経済学 明日香壽川/著 朴勝俊/著 中央経済社

8 519.1 完全イラスト版ISO14001早わかり 大浜庄司/著 オーム社

9 521 英訳付きニッポンの名前図鑑 日本建築・生活道具 山本成一郎/監修 淡交社編集局/編 淡交社

10 521.8 日本の城天守閣完全名鑑  廣済堂出版

11 523 名建築の歴史図鑑 オーウェン・ホプキンス/著 百合田
香織/訳

エクスナレッジ

12 523.2 台湾レトロ建築案内 辛永勝/文・写真 楊朝景/文・写真 エクスナレッジ

13 527 小屋を作る本 2018-2019  学研プラス

14 536.8 ロードバイクインプレッション 2018  枻出版社

15 537.9 ツウになる!トラックの教本 広田民郎/著 秀和システム

16 537.9 ニッポンの歴代はしご車BEST100  芸文社

17 538 きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識 東野和幸/編著 室蘭工業大学航空宇
宙機システム研究センター/著

日刊工業新聞社

18 538.6 ドローン産業応用のすべて 野波健蔵/編著 オーム社

19 543.5 すごい廃炉 日経コンストラクション/編 篠山紀
信/写真

日経BP社

20 547.3 スピーカー&エンクロージャー大全 佐伯多門/著 誠文堂新光社

21 547.4 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!Wi-Fi無線LAN超入門 オンサイト/著 技術評論社

22 588.3 「365日」の考えるパン 杉窪章匡/著 世界文化社

23 588.3 まんじゅう屋列伝 弟子吉治郎/著 青弓社

24 588.5 知識ゼロからのオーガニックワイン入門 田村安/監修 幻冬舎

25 588.6 味噌大全 渡邊敦光/監修 東京堂出版

26 589.2 僕たちはファッションの力で世界を変える 井上聡/著 井上清史/著
PHPエディターズ・グ
ループ

27 589.7 ポケモンGOからの問い 神田孝治/編 遠藤英樹/編 新曜社

28 590 「引き出し1つ」から始まる!人生を救う片づけ 井田典子/著 主婦と生活社

29 590 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

30 590 40歳からの暮らし替え 柳沢小実/著 大和書房

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 591 あきのズボラ家計管理 あき/著 実業之日本社

32 591 オトナ女子のお金の貯め方増やし方BOOK 大竹のり子/監修 新星出版社

33 591 老前破産  （朝日新書） 荻原博子/著 朝日新聞出版

34 591 お金を貯めていくときに大切なことがズバリわかる本 菱田雅生/著 すばる舎リンケージ

35 592.7 コメリではじめる簡単DIY暮らしバージョンアップ術 番匠智香子/[著] 主婦の友インフォス

36 593.3 手ぬいのかわいいベビー小物 木所未貴/著 家の光協会

37 593.3 ゆったり着られる大人服  ブティック社

38 593.8 落語家と楽しむ男着物 矢内裕子/著 河出書房新社

39 594 アクセサリーstyle book vol.1  ブティック社

40 594 ハンドメイドアクセサリーはじめてブック  学研プラス

41 594 フェルトで作るかわいい和のお飾り  ブティック社

42 594.3 麻と綿で編む、まいにちのニット 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

43 594.3 エコアンダリヤで編む大人のバッグと帽子 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

44 594.3 ALTERKNIT STITCH DICTIONARY アンドレア ランゲル/著 [鳥古繰子/
訳]

日本ヴォーグ社

45 594.3 エコアンダリヤとサマーヤーンで編むバッグと小物 渡部まみ/著 学研プラス

46 594.3 ブルトン編みで作るアクセサリーと小物  亥辰舎

47 594.3 毎日着たい大人のカジュアルニット  ブティック社

48 594.7 針と糸なしで「ボンド」で貼って作るバッグとこもの 朝倉史/著 河出書房新社

49 594.7 はじめての帆布と革のバッグ  
スタジオタッククリエイ
ティブ

50 594.7 ひろがる魅力和布のバッグ  ブティック社

51 594.8 ハーバリウム 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

52 594.8 普段使いが可愛い小さな布花コサージュ 藤本裕美/著 産業編集センター

53 594.9 キャシー中島&洋輔のみんなのハワイアンキルト キャシー中島/著 洋輔/著 KADOKAWA

54 594.9 ワイヤークラフトでつくる大人かわいいアクセサリー 栗原身和子/著 誠文堂新光社

55 594.9 原浩美のふんわり咲かせる花のアップリケキルト 原浩美/[著] ブティック社

56 594.9 手織りを楽しむまきものデザイン200 箕輪直子/著 誠文堂新光社

57 594.9 和のフェルトマスコット  ブティック社

58 595.4 女優きもの髪 黒田啓蔵/著 相澤慶子/きもの監修 世界文化社

59 595.5 メイク大全 高松由佳/監修 高木大輔/監修 成美堂出版

60 596 ゆらいだら、薬膳 麻木久仁子/著 光文社

61 596 艦めし KADOKAWA/著 海上自衛隊/協力 KADOKAWA

62 596 おいしい処方箋オリーブオイル・レシピ 北村光世/著 横山淳一/監修 世界文化社

63 596 糖質オフで太らない真夜中つまみ 今野裕之/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

64 596 超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会/編 家の光協会

65 596 心のごちそう帖お寺ごはん 野々部利弘/著 アスコム

66 596.2 大原千鶴の和食 大原千鶴/著 高橋書店

67 596.2 僕の和食、思い出の味伝えたい味。 笠原将弘/著
ベネッセコーポレーショ
ン

68 596.2 フランス人と気の長い夜ごはん 酒巻洋子/著 産業編集センター

69 596.2 基本の洋食 主婦の友社/編 主婦の友社

70 596.2 ちゃんとおぼえたい和食 吉田麻子/著 秀和システム

71 596.2 亡命ロシア料理 P.ワイリ/著 A.ゲニス/著 未知谷

72 596.2 キッシュ店主のキッシュレシピ  枻出版社

73 596.3 広東料理焼物の真髄 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

74 596.3 進化する刺身料理 大田忠道/著 旭屋出版

75 596.3 さばかないデリ風魚介レシピ 真藤舞衣子/著 産業編集センター

- 10 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

76 596.3 季節の果実をめぐる114の愛で方、食べ方 中川たま/著 日本文芸社

77 596.3 主人が瘦せた!ノンオイルサラダと、野菜のかさ増しで 牧田敬子/著 文化学園文化出版局

78 596.3 肉の本 行正り香/著 扶桑社

79 596.4 二菜弁当 オカズデザイン/著 成美堂出版

80 596.4 組み合わせ自由自在作りおき弁当おかず334 食のスタジオ/編 西東社

81 596.4 瀬尾幸子の楽ワザ弁当 瀬尾幸子/著 世界文化社

82 596.6 ギルトフリーなおやつ 川上ミホ/著 文化学園文化出版局

83 596.6 お菓子とパン 桑原奈津子/著 主婦と生活社

84 596.6 おやつ&おつまみビスコッティ 原亜樹子/著 主婦と生活社

85 596.6 手づくり絶品レトロパン 山崎豊/著 世界文化社

86 596.6 至福のキャラメルスイーツ 若山曜子/[著] オレンジページ

87 596.7 シューマンズバーブック チャールズ・シューマン/著 ギュン
ター・マッタイ/画

河出書房新社

88 596.7 家でたのしむ手焙煎(ハンド・ロースト)コーヒーの基本 中川ワニ/著 リトルモア

89 597 古布に魅せられた暮らし 珊瑚色の章  学研プラス

90 599 育児大全科  主婦の友社

91 599.0 おいしい育児 佐川光晴/著 世界思想社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域創生のプレミアム<付加価値>戦略 山崎朗/編著 鍋山徹/編著 中央経済社

2 609 単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集
チーム/編

誠文堂新光社

3 610.1 農学とは何か 田付貞洋/編 生井兵治/編 朝倉書店

4 611.1 農村で楽しもう 林美香子/著 安曇出版

5 611.1 いま蘇る柳田國男の農政改革 山下一仁/著 新潮社

6 611.5 変わる!農業金融 中里幸聖/著 日刊工業新聞社

7 611.7 稼ぐ農家・農業法人のための経営継承コンサルティング 全国農業経営コンサルタント協会/編 清文社

8 619.8 茶と琉球人  （岩波新書 新赤版） 武井弘一/著 岩波書店

9 619.8 スペシャルティコーヒー物語 マイケル・ワイスマン/著 旦部幸博/
日本語版監修・解説

楽工社

10 625.5 基礎からわかるおいしいモモ栽培 富田晃/著 農山漁村文化協会

11 625.6 ブルーベリー栽培事典 玉田孝人/著 創森社

12 627.7 ときめく多肉植物図鑑 TOKIIRO/文 本浪隆弘/写真 山と溪谷社

13 629.2 植治次期十二代小川勝章と巡る技と美の庭 小川勝章/[著] 京都新聞社/編 京都新聞出版センター

14 629.7 DIYを生かした小さな庭づくり 有福創/監修 成美堂出版

15 645.6 秋田犬  （文春新書） 宮沢輝夫/著 文藝春秋

16 645.6 愛犬ジゼルとの最後の約束 ローレン・ファーン・ワット/著 三
橋智子/訳

早川書房

17 645.6 ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿 18〜'19  実業之日本社

18 645.7 仕事で悩んだらねこと働きなさい 樺木宏/著 かばきみなこ/監修 自由国民社

19 653.2 樹木と名字と日本人 有岡利幸/著 八坂書房

20 666.9 熱帯魚・水草選びからはじめるアクアリウム 千田義洋/監修 成美堂出版

21 667.7 海藻王国 鈴木克也/ほか著 エコハ出版/編 日本地域社会研究所

22 673.1 できる人材がすぐに辞めない職場のつくり方 岡本文宏/著 商業界

23 673.3 不当要求・クレーマー撃退のポイント50 深澤直之/著 東京法令出版

24 673.3 お金が儲かる新片づけ術 宮軒直子/著 三笠書房

25 673.3 ハンドメイドマーケット、はじめよう。  ブティック社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 673.9 カフェのメニュー開発BOOK 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

27 673.9 「富山×東京」二刀流投資 ミッキー/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

28 673.9 20歳で起業した僕の会社がやっと20歳になりました 武長太郎/著 幻冬舎

29 673.9 これからの飲食店マネジメントの教科書 山川博史/著 同文舘出版

30 674.7 地域の魅力を伝える!親切な観光案内のデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

31 675 売り方は1枚のピザが教えてくれる 安部徹也/著 総合法令出版

32 675 戦略思考の魅力度ブランディング 企業広報戦略研究所/編著 日経BP社

33 675 社内外に眠るデータをどう生かすか 蛭川速/著 宣伝会議

34 675 「3つのF」が価値になる! 藤村正宏/著 日本経済新聞出版社

35 675.1 新まだある。大百科 お菓子編 初見健一/著 大空出版

36 675.2 需要予測の基本 山口雄大/著 日本実業出版社

37 675.4 図解物流センターのしくみと実務 鈴木邦成/著 日刊工業新聞社

38 681.3 交通事故・実態と悔恨 福田和夫/著 グランプリ出版

39 681.3 交通事故判例解説 森嶌昭夫/監修 新美育文/編集 第一法規

40 685 カーナビ・ETCから始まるITSの世界 泉隆/[著] 電気学会

41 685.1 自動運転と法 藤田友敬/編 有斐閣

42 686.0 読鉄全書 池内紀/編 松本典久/編 東京書籍

43 686.0 テツ語辞典 栗原景/文 池田邦彦/絵 誠文堂新光社

44 686.2 日本の鉄道は世界で戦えるか 川辺謙一/著 草思社

45 686.2 鉄道写真が語る昭和 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

46 686.5 もじ鉄 石川祐基/著 三才ブックス

47 686.9 都電が走った1940年代〜60年代の東京街角風景 稲葉克彦/著 江本廣一/[ほか]写真 フォト・パブリッシング

48 687.0 ANA200のひみつ  ぴあ

49 687.3 JALの心づかい 上阪徹/著 河出書房新社

50 689.2 観光先進国をめざして 田川博己/著 中央経済社

51 689.2 中国人富裕層はなぜ「日本の老舗」が好きなのか 中島恵/著 プレジデント社

52 689.4 まちづくりの非常識な教科書 吉川美貴/著 主婦の友社

53 699.6 黄金のテレビデイズ2004-2017 亀和田武/著 いそっぷ社

54 699.6 昭和バラエティ番組の時代 田村隆/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702 美術史のエッセンス 大津樹/編 紫紅社

2 706.9 首都圏名作に出会える美術館案内 オフィス・クリオ/著 メイツ出版

3 718.3 阿弥陀如来<立像>を彫る 松久宗琳佛所/監修 松久佳遊/監修 淡交社

4 721.0 日本画とは何だったのか 古田亮/著 KADOKAWA

5 723.0 代表作でわかる印象派BOX 冨田章/著 講談社

6 723.3 もっと知りたいベラスケス 大高保二郎/著 川瀬佑介/著 東京美術

7 723.3 ヘンリー・フューズリの画法 松下哲也/著 三元社

8 723.3 ベラスケスとプラド美術館の名画 松原典子/監修 中央公論新社/編 中央公論新社

9 724 絵手紙描き方のヒント 上岡ひろ子/著 日貿出版社

10 724.4 水彩画上達のポイント50 渋谷綾乃/著 メイツ出版

11 725 デッサンの55の秘訣 バート・ドッドソン/著 田辺晴美/訳 マール社

12 725 人物を手早く描く基本 男性編 羽川幸一/著 角丸つぶら/編集 ホビージャパン

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 725.5 いちばんていねいな、基本のデッサン 小椋芳子/著 日本文芸社

14 725.5 60歳からはじめる色鉛筆画 渡辺芳子/著 河出書房新社

15 726.5 デジタルパース塾 椎名見早子/著 廣済堂出版

16 726.5 藤田ミラノ 藤田ミラノ/著 中村圭子/編 河出書房新社

17 726.5 パッと描けてかわいい&おしゃれボールペンイラスト  ナツメ社

18 728.5 心ゆたかにこれからのかな書道 渡邊春雪/著 日貿出版社

19 728.7 必携書画の落款 全国書道普及協会/編著 田中研彩/監
修

秀作社出版

20 746.7 360度VR動画メイキングワークフロー 染瀬直人/著 玄光社

21 751.1 京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衛伝 錦光山和雄/著 開拓社

22 751.4 クレイで作る花と多肉のグリーンガーデン 宮井友紀子/著 主婦と生活社

23 754.9 紙パンダ! 大原まゆみ/著 日貿出版社

24 754.9 美しいバラの折り紙 佐藤直幹/著 日本ヴォーグ社

25 754.9 ペーパーフラワーとスクラップブッキング 日本ペーパーアート協会/監修 日東書院本社

26 754.9 エコクラフトで作る大人スタイルのかごとバッグ 古木明美/著 河出書房新社

27 762.1 鷺巣詩郎音楽と世界 鷺巣詩郎/著 DU BOOKS

28 763.5 ベースで見て弾く音楽理論 [2018] 田熊健/著 自由現代社(発売)

29 763.5 ギターで見て弾く音楽理論 [2018] 四月朔日義昭/著 自由現代社(発売)

30 768.4 旅僧と幽霊 小林憩/著 パレード

31 772.2 吉本興業と韓流エンターテイメント 高祐二/著 花伝社

32 774 海老蔵を見る、歌舞伎を見る 中川右介/著 毎日新聞出版

33 778.2 そっちやない、こっちや 岡田秀則/編著 浦辻宏昌/編著 新宿書房

34 778.4 映画制作、はじめの一歩。サクッと学べる39のキーポイント Little White Lies/著 牧尾晴喜/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

35 778.8 わろてんか Part2 吉田智子/作 NHK出版/編 NHK出版

36 780.1 部活ですぐ使える!基本のスポーツテーピング ニチバン株式会社/監修 主婦の友社/
編

主婦の友社

37 780.1 筋肉と技の科学知識  ニュートンプレス

38 780.2 POWERフレーズ 日本テレビ「POWERフレーズ」/編 角
山剛/解説

世界文化社

39 780.6 現代オリンピックの発展と危機1940-2020 石坂友司/著 人文書院

40 780.6 オリンピック秘史 ジュールズ・ボイコフ/著 中島由華/
訳

早川書房

41 780.7 ジムに通う前に読んでおきたい最新!トレーニングの科学
石井直方/監修 中野ジェームズ修一/
監修

洋泉社

42 780.7 続かないあなたのためのやせる5秒筋トレ 松井薫/著 山と溪谷社

43 783.4 日本サッカー「戦記」 加部究/著 カンゼン

44 783.7 メジャーリーグ世界一の組織と選手たち 建山義紀/著 日本文芸社

45 783.8 どんなクセでも自分で直せるゴルフレッスン 星野英正/著 ベストセラーズ

46 783.8 9割のゴルファーが知らない90台が出るスイング 森守洋/著 学研プラス

47 784.6 氷上秘話 いとうやまね/著 東邦出版

48 784.6 羽生結弦が生まれるまで 宇都宮直子/著 集英社

49 784.6 フィギュアほど泣けるスポーツはない! 織田信成/著 KADOKAWA

50 784.6 氷上のドリアン・グレイ 鈴木ふさ子/著 アーツアンドクラフツ

51 786.1 登山者のための法律入門  （ヤマケイ新書） 溝手康史/著 山と溪谷社

52 786.1 ソロトレッキング  枻出版社

53 786.5 ロードバイクツーリング完全ガイド  枻出版社

54 788.1 白鵬伝 朝田武藏/著 文藝春秋

55 788.6 競輪文化 古川岳志/著 青弓社

56 795 一気に差をつける模様の急所 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

57 796.0 弟子・藤井聡太の学び方 杉本昌隆/著 PHP研究所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 796 藤井聡太推薦!将棋が強くなる実戦1手詰 書籍編集部/編 日本将棋連盟

59 796 羽生善治の将棋辞典 羽生善治/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 通訳者・翻訳者になる本 2019  イカロス出版

2 807 脳が認める外国語勉強法 ガブリエル・ワイナー/著 花塚恵/訳 ダイヤモンド社

3 809.4 リンカーンのように立ち、チャーチルのように語れ ジェームズ・ヒュームズ/著 寺尾ま
ち子/訳

海と月社

4 810.4 微妙におかしな日本語 神永曉/著 草思社

5 816 文章表現のための辞典活用法 中村明/著 東京堂出版

6 816 迷わず書ける記者式文章術 松林薫/著 慶應義塾大学出版会

7 816.5 落とされない小論文 今道琢也/著 ダイヤモンド社

8 829.8 梵字字典 小峰智行/著 東京堂出版

9 837.8 通じる!2単語英会話 デイビッド・セイン/著 青春出版社

10 837.8 英会話が5分続く英会話疑問文トレーニング 高木慎悟/著 新星出版社

11 837.8 英語の使い方がひと目でわかる本 高橋基治/著 竹内絢香/挿絵 コスモピア

12 837.8 ひとり旅英会話BOOK TABIPPO/著 いろは出版

13 837.8 ついつい出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー・スコット・ファイン/著 高橋書店

14 845 読んで味わうドイツ語文法 矢羽々崇/著 研究社

15 860 新西班牙語事始め 浅香武和/著 論創社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.0 怖い女 沖田瑞穂/著 原書房

2 910.2 文豪の朗読 朝日新聞社/編 朝日新聞出版

3 910.2 その後の震災後文学論 木村朗子/著 青土社

4 910.2 文学のなかの科学 千葉俊二/著 勉誠出版

5 910.2 「人間の森」を撃つ 成田守正/著 田畑書店

6 911.1 三人の詩人たちと家 大岡敏昭/著 里文出版

7 911.1 和歌と俳句のジャポニスム 柴田依子/著 角川文化振興財団

8 911.1 短歌タイムカプセル 東直子/編著 佐藤弓生/編著 書肆侃侃房

9 911.5 聴くと聞こえる 谷川俊太郎/著 創元社

10 914.6 にっぽんの履歴書 門井慶喜/著 文藝春秋

11 914.6 星空の谷川俊太郎質問箱 谷川俊太郎/著 ほぼ日

12 914.6 立ち直る力 辻仁成/著 光文社

13 914.6 安楽死で死なせて下さい  （文春新書） 橋田壽賀子/著 文藝春秋

14 914.6 美女は天下の回りもの 林真理子/著 マガジンハウス

15 914.6 臆病な詩人、街へ出る。 文月悠光/著 立東舎

16 914.6 坂を見あげて 堀江敏幸/著 中央公論新社

17 914.6 いのちなりけり吉野晩禱 前登志夫/著 河出書房新社

18 914.6 永遠のおでかけ 益田ミリ/著 毎日新聞出版

19 914.6 また明日会いましょう 山本周五郎/著 河出書房新社

20 915.6 酒は人の上に人を造らず  （中公新書） 吉田類/著 中央公論新社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 916 アーロン収容所  （中公新書） 会田雄次/著 中央公論新社

22 916 工学部ヒラノ教授の終活大作戦 今野浩/著 青土社

23 916 されど愛しきお妻様 鈴木大介/著 講談社

24 916 96歳元海軍兵の「遺言」 瀧本邦慶/著 下地毅/聞き手 朝日新聞出版

25 916 a life 藤井蕗/著 クリエイツかもがわ

26 917 質問 田中未知/著 文藝春秋

27 923.5 全訳封神演義 3 二階堂善弘/監訳 山下一夫/訳 勉誠出版

28 929.1 青邱野譚 金敬鎮/著 梅山秀幸/訳 作品社

29 930.2 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ/著 土屋政雄/訳 早川書房

30 930.2 大草原のローラ物語 ローラ・インガルス・ワイルダー/著
パメラ・スミス・ヒル/解説・注釈

大修館書店

31 933.7 血染めの鍵 エドガー・ウォーレス/著 友田葉子/
訳

論創社

32 933.7 黄金時代 ケネス・グレアム/著 三宅興子/編訳 翰林書房

33 933.7 盗聴 ザ・ゴードンズ/著 菱山美穂/訳 論創社

34 933.7 四角い卵 サキ/著 和爾桃子/訳 白水社

35 933.7 奇跡の大地 ヤア・ジャシ/著 峯村利哉/訳 集英社

36 933.7 ファミリー・ライフ アキール・シャルマ/著 小野正嗣/訳 新潮社

37 933.7 J・G・バラード短編全集 5 J.G.バラード/著 柳下毅一郎/監修 東京創元社

38 933.7 ジェーン・スティールの告白 リンジー・フェイ/著 川副智子/訳 早川書房

39 933.7 シャーロック・ホームズの失われた災難 ジュリー・マキューラス/[ほか]編
日暮雅通/訳

原書房

40 933.7 湖畔荘 上 ケイト・モートン/著 青木純子/訳 東京創元社

41 933.7 湖畔荘 下 ケイト・モートン/著 青木純子/訳 東京創元社

42 933.7 ハウスキーピング マリリン・ロビンソン/著 篠森ゆり
こ/訳

河出書房新社

43 933.7 三月十五日カエサルの最期 ソーントン・ワイルダー/[著] 志内
一興/訳

みすず書房

44 936 アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス/著 上
田祥士/監訳

紀伊國屋書店

45 936 殺人鬼ゾディアック ゲーリー・L.スチュワート/著 スー
ザン・ムスタファ/著

亜紀書房

46 943.4 死神裁判 ヨハネス・デ・テプラ/著 青木三陽/
共訳

現代書館

47 943.7 蟬の交響詩 アンドレアス・セシェ/著 酒寄進一/
訳

西村書店

48 949.6 わが闘争 2 カール・オーヴェ・クナウスゴール/
著 岡本健志/訳

早川書房

49 952.7 敗走と捕虜のサルトル J-P.サルトル/[著] 石崎晴己/編訳=
解説

藤原書店

50 953.7 孤島の祈り イザベル・オティシエ/著 橘明美/訳 集英社

51 953.7 収容所のプルースト ジョゼフ・チャプスキ/著 岩津航/訳 共和国

52 953.7 ゲームの規則 3 ミシェル・レリス/著 平凡社

53 963 マイタの物語 マリオ・バルガス・ジョサ/著 寺尾
隆吉/訳

水声社

54 963 外の世界 ホルヘ・フランコ/著 田村さと子/訳 作品社

55 993.6 織られた町の罠 エンミ・イタランタ/著 末延弘子/訳 西村書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 雲上雲下 朝井まかて/著 徳間書店

2 F 松本・梓川殺人事件 梓林太郎/著 光文社

3 F 山の霊異記 安曇潤平/著 KADOKAWA

4 F 君を描けば噓になる 綾崎隼/著 KADOKAWA

5 F 謎々将棋・囲碁 新井素子/[著] 葉真中顕/[著] 角川春樹事務所

6 F 百年泥 石井遊佳/著 新潮社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 F ヲトメノイノリ 石田千/著 筑摩書房

8 F 1ミリの後悔もない、はずがない 一木けい/著 新潮社

9 F 小説禁止令に賛同する いとうせいこう/著 集英社

10 F 「もう一つの日本」を求めて 井上隆史/著 現代書館

11 F 天の花 伊吹有喜/著 ポプラ社

12 F 熟れた月 宇佐美まこと/著 光文社

13 F 浅見光彦と七人の探偵たち 内田康夫/[ほか]著 論創社

14 F 第三次世界大戦 8 大石英司/著 中央公論新社

15 F モモコとうさぎ 大島真寿美/著 KADOKAWA

16 F くるい咲き 大塚卓嗣/著 光文社

17 F 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎琢磨/著 新潮社

18 F 口笛の上手な白雪姫 小川洋子/著 幻冬舎

19 F 雪の階 奥泉光/著 中央公論新社

20 F メゾン刻の湯 小野美由紀/著 ポプラ社

21 F 定年オヤジ改造計画 垣谷美雨/著 祥伝社

22 F 海亀たち 加藤秀行/著 新潮社

23 F 沸点桜(ボイルドフラワー) 北原真理/著 光文社

24 F 雪子さんの足音 木村紅美/著 講談社

25 F 幸福な水夫 木村友祐/著 未來社

26 F ヒトごろし 京極夏彦/著 新潮社

27 F 路上のX 桐野夏生/著 朝日新聞出版

28 F 祝葬 久坂部羊/著 講談社

29 F 鉄塔おじさん 黒木渚/著 講談社

30 F 国会議員基礎テスト 黒野伸一/著 小学館

31 F 青空に飛ぶ 鴻上尚史/著 講談社

32 F ナイス★エイジ 鴻池留衣/著 新潮社

33 F 棲月 今野敏/著 新潮社

34 F エンディング・パラダイス 佐江衆一/著 新潮社

35 F 赤猫 柴田哲孝/著 光文社

36 F 東京ランナーズ 渋谷和宏/著 KADOKAWA

37 F 茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪宗篤/著 朝日新聞出版

38 F ジャパゥン 清涼院流水/著 幻冬舎

39 F 純忠 清涼院流水/著 WAVE出版

40 F サニー・シックスティーン・ルール 関口尚/著 中央公論新社

41 F 小説X あなたをずっと、さがしてた 蘇部健一/著 小学館

42 F ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた  （集英社新書） 高橋源一郎/著 集英社

43 F 僕と彼女の左手 辻堂ゆめ/著 中央公論新社

44 F 編集長の条件 長崎尚志/著 新潮社

45 F 護られなかった者たちへ 中山七里/著 NHK出版

46 F 空の境界 奈須きのこ/著 武内崇/[画] 星海社

47 F 九十八歳になった私 橋本治/著 講談社

48 F 呪術 初瀬礼/著 新潮社

49 F 太閤私記 續 花村萬月/著 講談社

50 F 玄鳥さりて 葉室麟/著 新潮社

51 F 騎虎の将太田道灌 上 幡大介/著 徳間書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 F 騎虎の将太田道灌 下 幡大介/著 徳間書店

53 F 焰 星野智幸/著 新潮社

54 F 愛が挟み撃ち 前田司郎/著 文藝春秋

55 F 奥羽関ケ原 松永弘高/著 朝日新聞出版

56 F ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨幸子/著 幻冬舎

57 F 刑事の血筋 三羽省吾/著 小学館

58 F ディア・ペイシェント 南杏子/著 幻冬舎

59 F ディレイ・エフェクト 宮内悠介/著 文藝春秋

60 F 三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷昌光/著 文藝春秋

61 F 星の降る森で 本山賢司/著 天夢人

62 F 刑事の怒り 薬丸岳/著 講談社

63 F しょったれ半蔵 谷津矢車/著 小学館

64 F 幕末暗殺! 谷津矢車/著 早見俊/著 中央公論新社

65 F 光点 山岡ミヤ/著 集英社

66 F 私の頭が正常であったなら 山白朝子/著 KADOKAWA

67 F エンディングノート 山本譲司/著 光文社

68 F 落としもの 横田創/著 書肆汽水域

69 F 横溝正史ミステリ短篇コレクション 2 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

70 F 花ひいらぎの街角 吉永南央/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B134.6 幸福について ショーペンハウアー/著 鈴木芳子/訳 光文社

2 B146.1 悪について エーリッヒ・フロム/著 渡会圭子/訳 筑摩書房

3 B913.7 柳家小三治の落語 柳家小三治/著 小学館

4 B914.6 色川武大・阿佐田哲也ベスト・エッセイ 色川武大/著 阿佐田哲也/著 筑摩書房

5 B914.6 女盛りは腹立ち盛り 内館牧子/[著] 幻冬舎

6 B914.6 田中小実昌ベスト・エッセイ 田中小実昌/著 大庭萱朗/編 筑摩書房

7 B933.7 シルトの梯子 グレッグ・イーガン/著 山岸真/訳 早川書房

8 B933.7 偽りのレベッカ アンナ・スヌクストラ/[著] 北沢あ
かね/訳

講談社

9 B933.7 ニューヨーク1954 デイヴィッド・C.テイラー/著 鈴木
恵/訳

早川書房

10 B933.7 ワニの町へ来たスパイ ジャナ・デリオン/著 島村浩子/訳 東京創元社

11 B933.7 蝶のいた庭 ドット・ハチソン/著 辻早苗/訳 東京創元社

12 B933.7 フォールアウト サラ・パレツキー/著 山本やよい/訳 早川書房

13 B933.7 壊された夜に サンドラ・ブラウン/著 林啓恵/訳 集英社

14 B933.7 硝子の魔術師 チャーリー・N.ホームバーグ/著 原
島文世/訳

早川書房

15 B933.7 雪の夜は小さなホテルで謎解きを ケイト・ミルフォード/著 山田久美
子/訳

東京創元社

16 B943.7 モナ・リザ・ウイルス 上 ティボール・ローデ/著 酒寄進一/訳 小学館

17 B943.7 モナ・リザ・ウイルス 下 ティボール・ローデ/著 酒寄進一/訳 小学館

18 B949.8 刑事ザック 夜の顎 上 モンス・カッレントフト/著 マルク
ス・ルッテマン/著

早川書房

19 B949.8 刑事ザック 夜の顎 下 モンス・カッレントフト/著 マルク
ス・ルッテマン/著

早川書房

20 B949.8 シノン覚醒の悪魔 ダン・T.セールベリ/著 吉田薫/訳 小学館

21 B953.6 マノン・レスコー プレヴォ/著 野崎歓/訳 光文社

22 BF Jimmy 明石家さんま/原作 [前川奈緒/ノベ
ライズ]

文藝春秋

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 BF 兄妹十手江戸つづり 芦川淳一/著 角川春樹事務所

24 BF しあわせの黄色いバス あべ美佳/著 PHP研究所

25 BF 少年Nのいない世界 03 石川宏千花/著 講談社

26 BF 赤いオーロラの街で 伊藤瑞彦/著 早川書房

27 BF 潜謀の影 上田秀人/著 徳間書店

28 BF 忖度 上田秀人/[著] 講談社

29 BF 緑の家の女 逢坂剛/[著] KADOKAWA

30 BF 雨ときどき、編集者 近江泉美/[著] KADOKAWA

31 BF 氷舞 大沢在昌/著 光文社

32 BF 日曜日のゆうれい 岡篠名桜/著 集英社

33 BF アリスマ王の愛した魔物 小川一水/著 早川書房

34 BF 寄席品川清洲亭 奥山景布子/著 集英社

35 BF 隠密味見方同心 9 風野真知雄/[著] 講談社

36 BF 閻魔裁き 1 風野真知雄/著 角川春樹事務所

37 BF 殺生伝 3 神永学/[著] 幻冬舎

38 BF 遠山金四郎が奔る 小杉健治/[著] 幻冬舎

39 BF 夜叉の涙 小杉健治/著 祥伝社

40 BF ころころ手鞠ずし 坂井希久子/著 角川春樹事務所

41 BF ふんわり穴子天 坂井希久子/著 角川春樹事務所

42 BF 鬼役 23 坂岡真/著 光文社

43 BF 時限捜査 堂場瞬一/著 集英社

47 BF 謀殺の四国ルート 西村京太郎/著 祥伝社

48 BF 一網打尽 濱嘉之/著 文藝春秋

49 BF カルマ真仙教事件 下 濱嘉之/[著] 講談社

50 BF 妖怪姫、婿をとる 廣嶋玲子/著 東京創元社

51 BF 五月雨 藤井邦夫/著 双葉社

52 BF 離縁状 藤井邦夫/著 双葉社

53 BF 最後の晩ごはん [9] 椹野道流/[著] KADOKAWA

54 BF ヒトラーの試写室 松岡圭祐/[著] KADOKAWA

55 BF 御子柴くんと遠距離バディ 若竹七海/著 中央公論新社

56 BF なぞとき 和田はつ子/著 梶よう子/著 PHP研究所

57 BF 南蛮菓子 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R019.9 朝日書評大成 2009-2016 朝日新聞社文化くらし報道部/編 三省堂

2 R210.3 日本史モノ事典 続 平凡社/編 平凡社

3 R290.3 世界歴史地名大事典 第1巻 コートランド・キャンビー/著 デイ
ビッド・S.レンバーグ/著

柊風舎

4 R290.3 世界歴史地名大事典 第2巻 コートランド・キャンビー/著 デイ
ビッド・S.レンバーグ/著

柊風舎

5 R290.3 ベーシックアトラス世界地図帳 平凡社/編 平凡社

6 R291.0 ベーシックアトラス日本地図帳 平凡社/編 平凡社

7 R318.7 日本都市年鑑 75(2017) 全国市長会/編 第一法規

8 R334.5 華僑華人の事典 華僑華人の事典編集委員会/編 丸善出版

9 R351 統計でみる日本 2018 日本統計協会/編集 日本統計協会

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

10 R364 社会保障の手引 平成30年版  中央法規出版

11 R365.5 少子高齢社会総合統計年報 2018  三冬社

12 R369 社会福祉の動向 2018 社会福祉の動向編集委員会/編集 中央法規出版

13 R369.0 5か国語でわかる介護用語集 遠藤織枝/編著 是枝祥子/編著 ミネルヴァ書房

14 R471.7 日本の海岸植物図鑑 中西弘樹/著 トンボ出版

15 R538.6 旅客機年鑑 2018-2019 青木謙知/監修・執筆 イカロス出版

16 R566.0 素形材年鑑 平成28年版  素形材センター

17 R596.2 よくわかる日本料理用語事典 遠藤十士夫/監修 旭屋出版

18 R603.6 業種別業界情報 2018年版 中小企業動向調査会/編著 経営情報出版社

19 R625.6 ブドウ大事典 農文協/編 農山漁村文化協会

20 R650.5 森林・林業統計要覧 2017 林野庁/編 日本森林林業振興会

21 R675 消費社会白書 2018  JMR生活総合研究所

22 R680.5 新交通年鑑 平成29年版 交通協力会/編集 交通協力会

23 R705.9 美術界データブック 2018  生活の友社

24 R778.0 映画年鑑 2018年版  キネマ旬報社

25 R791.2 茶湯人物ハンドブック 淡交社編集局/編 淡交社

26 R813.1 広辞苑第七版 付録  岩波書店

27 R833.3 図解英単語イメージ辞典 政村秀實/著 Paulus Pimomo/英文校
閲

大修館書店

28 R903.1 作家名から引く短編小説作品総覧 海外の小説 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

29 R903.1 作家名から引く短編小説作品総覧 日本のSF・ホラー・ファンタジー 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

30 R903.1 作家名から引く短編小説作品総覧 日本のミステリー 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T163 立山信仰と三禅定 福江充/著 岩田書院

2 T183 醫王山東藥寺の歴史 古川知明/著 真言宗醫王山東藥寺

3 T317.7 消防年報 平成29年度版 富山市消防局/編 富山市消防局

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

5 T318.3 富山市まち・ひと・しごと総合戦略 富山市/[編] 富山市

6 T318.3 とやままちづくり市民討議会 2017 富山市/作成 富山青年会議所65周年
記念特別委員会/作成

富山市

7 T364 富山市の国保と年金 平成29年度 富山市福祉保健部保険年金課/[編]
富山市福祉保健部保健年
金課

8 T365 富山市空家等対策計画 富山市都市整備部 居住対策課/編
富山市都市整備部 居住
対策課

9 T366.1 富山市商工労働部の概要 平成29年度 富山市商工労働部商業労政課/作成 富山市

10 T369 少年指導センター要覧 平成29年度 富山市少年指導センター/[編] 富山市少年指導センター

11 T369.3 富山市国土強靭化地域計画 富山市/[編] 富山市

12 T453.9 立山山麓温泉二十年史 立山山麓温泉開発株式会社記念誌編
集委員一同/編

立山山麓温泉開発株式会
社

13 T488 らいちょうころころ 戸塚学/写真 文一総合出版

14 T493 イタイイタイ病との闘い 原告小松みよ 向井嘉之/著 能登印刷出版部

15 T498 保健統計年報 第67号(平成27年) 富山県厚生部医務課/編 富山県厚生部医務課

16 T499.5 製薬企業実態調査概要書 平成29年度(平成28年12月末日現在) 富山市商工労働部薬業物産課/[編]
富山市商工労働部薬業物
産課

17 T517 黒部川の洪水・治水のあゆみ 黒部市歴史民俗資料館/[編] 黒部市歴史民俗資料館

18 T519 富山市上下水道事業中長期ビジョン 富山市上下水道局/[編] 富山市上下水道局

19 T519 上下水道事業年報 平成28年度 富山市上下水道局/[編] 富山市上下水道局

20 T519.5 富山市環境報告書 第1部 平成29年度版 富山市環境部環境政策課/編 富山市環境部環境政策課

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 T519.5 富山市環境報告書 第2部 平成29年版 富山市環境部環境政策課/編 富山市環境部環境政策課

22 T519.5 富山市の環境 平成29年版 富山市環境部環境政策課/[編] 富山市環境部環境政策課

23 T610.5 農林水産業の動き 平成29年 富山市農林水産部/[編] 富山市農林水産部

24 T680.5 富山市歩行者通行量調査報告書 平成28年度 富山市/[編] 富山商工会議所/[編] 富山商工会議所

25 T681 富山市交通安全計画 第10次(平成28年度～平成32年度) 富山市/[編] 富山市交通安全対策協
議会/[編]

富山市

26 T681 富山市交通安全推進計画 平成29年度 富山市/[編] 富山市交通安全対策協
議会/[編]

富山市

27 T686.9 安全報告書 平成28年度 富山市都市整備部路面電車推進課
/[編] 軌道整備事業者/[編]

富山市

28 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

29 T786 宮様、山へ 富山県[立山博物館]/編 富山県[立山博物館]

30 T911.6 越の木かげに 富山縣神社廳/編
富山縣神社廳長 松本正
昭

31 T936 トロッコ橋 よねやま順一/著 桂書房

32 T955 入越日記 山本渓山/著 正橋剛二/解説 桂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C いたずらこひつじ こがようこ/脚本 市居みか/絵 童心社

2 C ぼく、まだねむいんだ おおたか蓮/脚本 相野谷由起/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あ、あ! ねこしおり/ぶん 高橋和枝/え 偕成社

2 E あつめてあそぼうあいうえお 新井洋行/作・絵 赤ちゃんとママ社

3 E アナゴたいそう うさやまみやこ/作 みうらあや/絵 鈴木出版

4 E イオマンテ 寮美千子/文 小林敏也/画 ロクリン社

5 E いっしょにねんね たちばなれんじ/著 河出書房新社

6 E いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン/ぶん ロス・アス
クィス/え

少年写真新聞社

7 E うみべのこねこ 宇野克彦/作 西川おさむ/絵 ひさかたチャイルド

8 E えがないえほん B.J.ノヴァク/さく おおともたけし/
やく

早川書房

9 E おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー/ぶん デイ
ヴィッド・ウォーカー/え

岩崎書店

10 E おふろでにほんちず 宮知和代/作・絵 PHP研究所

11 E かんぱいよっぱらい はらぺこめがね/作・絵 岩崎書店

12 E きかんしゃリトルはじめてのぼうけん ティモシー・ナップマン/作 ベン・
マントル/絵

ひさかたチャイルド

13 E きつねのおはなはん 中川正文/さく 二俣英五郎/え 福音館書店

14 E キャッツ T.S.エリオット/ぶん エロール・
ル・カイン/え

ほるぷ出版

15 E クッキーくろくま たかいよしかず/さく・え くもん出版

16 E くまがまく 丸山誠司/作 絵本館

17 E くまのこポーロ 前田まゆみ/さく・え 主婦の友社

18 E グラファロのおじょうちゃん 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

19 E グラファロ-もりでいちばんつよいのは?- 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

20 E くらやみのゾウ [ルーミー/原作] ミナ・ジャバアー
ビン/再話

評論社

21 E コケコックさん 林木林/作 ささきみお/絵 ひさかたチャイルド

22 E じゃぶじゃぶじゃぐちくん 新井洋行/作 講談社

23 E 12つきのおくりもの 石井睦美/文 メグホソキ/絵 フレーベル館

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 E せかいいちのサンドイッチ きむらゆういち/作 西内としお/絵 世界文化社

25 E ぜったいあけちゃダメッ! アンディ・リー/作 ヒース・マッケ
ンジー/絵

永岡書店

26 E たくさんのドア アリスン・マギー/文 ユテウン/絵 主婦の友社

27 E 注文の多い料理店 宮沢賢治/作 いもとようこ/絵 金の星社

28 E ドーナツやさんのおてつだい もとしたいづみ/さく ヨシエ/え 絵本ナビ

29 E 動物たちは、建築家! ダニエル・ナサル/文 フリオ・アン
トニオ・ブラスコ/絵

河出書房新社

30 E ともだちのやくそく 中川ひろたか/さく ひろかわさえこ/
え

アリス館

31 E ネルはいぬのめいたんてい ジュリア・ドナルドソン/ぶん サ
ラ・オギルヴィー/え

BL出版

32 E ばいかる丸 柳原良平/著 岩崎書店

33 E ばすくんのともだち みゆきりか/さく なかやみわ/え 小学館

34 E ハンカチやさんのチーフさん どいかや/文 伊藤夏紀/原案・絵 白泉社

35 E ひっくりカエル! あんべひろし/さく うちだコーイチ
ロウ/え

小学館

36 E ペネロペのしんがっき アン・グットマン/ぶん ゲオルグ・
ハレンスレーベン/え

岩崎書店

37 E ほうまんの池のカッパ 椋鳩十/文 赤羽末吉/絵 BL出版

38 E ぼくのどうぶつえん ねじめ正一/作 山村浩二/絵 鈴木出版

39 E ポンチ 織田りねん/ぶん ちえちひろ/え パイインターナショナル

40 E まいごのてがみ 石井睦美/作 平岡瞳/絵 世界文化社

41 E ママが10にん!? 天野慶/文 はまのゆか/絵 ほるぷ出版

42 E 密林一きれいなひょうの話 工藤直子/おはなし 和田誠/え 瑞雲舎

43 E もうちょっともうちょっと きむらゆういち/文 高畠純/絵 福音館書店

44 E 森から海へ さとうひろし/さく 文芸社

45 E もりのちいさなしたてやさん こみねゆら/作 風濤社

46 E ゆめのふね 原正和/さく 黒井健/え チャイルド本社

47 E ラッコのたんじょうびケーキ 公文健太郎/写真 高岡昌江/文 ほるぷ出版

48 E ラッパのつぎはパンツ? 生田竜司/ぶん 丸山誠司/え 文芸社

49 E ローラとわたし キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ/
文 パオロ・ドメニコーニ/絵

徳間書店

50 E わたしたしざんできるの ディック・ブルーナ/ぶんえ まつお
かきょうこ/やく

福音館書店

51 E わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット/作・絵 岩崎書店

52 E ワタナベさん 北村直子/作 偕成社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 はじめての研究レポート作成術  （岩波ジュニア新書） 沼崎一郎/著 岩波書店

2 K007 サイバーエージェント公式こどもプログラミング テックキッズスクール/教える人 小学館

3 K070 新聞記者は、せいぎの味方? みうらかれん/作 宮尾和孝/絵 講談社

4 K131 こどもギリシア哲学 齋藤孝/著 オフィスシバチャン/絵 草思社

5 K159 逆境を乗り越える50のヒント 植西聰/著 PHP研究所

6 K210 明治まるごと歴史図鑑 1 深光富士男/著 河出書房新社

7 K210 明治まるごと歴史図鑑 2 深光富士男/著 河出書房新社

8 K210 明治まるごと歴史図鑑 3 深光富士男/著 河出書房新社

9 K211 NHK歴史秘話ヒストリア 第3章4 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/
編

金の星社

10 K289 超訳こども「アインシュタインの言葉」 齋藤孝/著 KADOKAWA

11 K289 チョコレート物語 佐和みずえ/著 くもん出版

12 K289
サイテーの偉人スティーブ・ジョブズに学ぶこれからを生きる7つのレッス
ン

竹内一正/著 講談社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 K290 もっと知りたい!世界の国ぐにビジュアル事典 藤井勝彦/著 メイツ出版

14 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 1 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

15 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 3 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

16 K334 同級生は外国人!? 1 吉富志津代/監修 松島恵利子/編著 汐文社

17 K337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 5 藤田千枝/編 大月書店

18 K361 「対人不安」って何だろう?  （ちくまプリマー新書） 榎本博明/著 筑摩書房

19 K366 好きなモノから見つけるお仕事 1 藤田晃之/監修 学研プラス

20 K366 好きなモノから見つけるお仕事 2 藤田晃之/監修 学研プラス

21 K366 好きなモノから見つけるお仕事 3 藤田晃之/監修 学研プラス

22 K366 好きなモノから見つけるお仕事 4 藤田晃之/監修 学研プラス

23 K366 お仕事ナビ 14 お仕事ナビ編集室/[編] 理論社

24 K366 お仕事ナビ 15 お仕事ナビ編集室/[編] 理論社

25 K367 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち 3 米倉史隆/写真・文 新日本出版社

26 K369 みんなのバリアフリー 1 徳田克己/監修 あかね書房

27 K369 「牛が消えた村」で種をまく 豊田直巳/写真・文 農山漁村文化協会

28 K369 「孫たちは帰らない」けれど 豊田直巳/写真・文 農山漁村文化協会

29 K369 今日よりは明日はきっと良くなると 茂市久美子/著 講談社

30 K371 レインボールームのエマ 戸森しるこ/作 佐藤真紀子/絵 講談社

31 K374 学校にある道具使い方事典 梅澤真一/監修 PHP研究所

32 K374 はじめての集団宿泊体験活動 3 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

33 K378 マルコとパパ グスティ/作・絵 宇野和美/訳 偕成社

34 K404 ジュニア空想科学読本 6 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

35 K417 統計と地図の見方・使い方 渡辺美智子/監修 PHP研究所

36 K420 単位のひみつモノの数え方 桜井進/監修 日東書院本社

37 K481 恋するいきもの図鑑 今泉忠明/監修 カンゼン

38 K486 学校プールのヤゴのなぞ 星輝行/写真・文 少年写真新聞社

39 K490 QOLって何だろう  （ちくまプリマー新書） 小林亜津子/著 筑摩書房

40 K491 健康のすすめ!カラダ研究所 1 石倉ヒロユキ/作 金子光延/監修 偕成社

41 K491 健康のすすめ!カラダ研究所 2 石倉ヒロユキ/作 金子光延/監修 偕成社

42 K491 マルチアングル人体図鑑 [4] 川島晶子/文 高沢謙二/監修 ほるぷ出版

43 K493 王子様のくすり図鑑 木村美紀/著 松浦聖/作画 じほう

44 K498 すてきな3K いとうみく/作 藤原ヒロコ/絵 講談社

45 K502 日本の手仕事 [4] 遠藤ケイ/絵と文 汐文社

46 K502 企業内職人図鑑 14 こどもくらぶ/編 同友館

47 K518 水はどこから来るのか? 高堂彰二/監修 PHP研究所

48 K519 地球の危機をさけぶ生きものたち 2 藤原幸一/写真・文 少年写真新聞社

49 K521 城! 1巻 日本城郭協会/監修 フレーベル館

50 K595 かのこと小鳥の美容院 市川朔久子/作 種村有希子/絵 講談社

51 K596 かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ 1 寺西恵里子/作 汐文社

52 K596 かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ 3 寺西恵里子/作 汐文社

53 K626 学校でそだててかんさつ夏やさい [1] 青山由紀/監修 鷲見辰美/監修 あかね書房

54 K626 大根はエライ 久住昌之/文・絵 福音館書店

55 K626 まるごとほうれんそう 八田尚子/構成・文 野村まり子/構
成・絵

絵本塾出版

56 K645 助かった命と、助からなかった命 沢田俊子/文 野寺夕子/写真 学研プラス

57 K720 世界の名画物語 ミック・マニング/著 ブリタ・グラ
ンストローム/著

六耀社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 K746 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地国夫/写真 小学館

59 K754 きむらゆういち式うごく!かみ工作ランド 2 きむらゆういち/著 栢谷めぐみ/製作 岩崎書店

60 K764 音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽　1 バジル・クリッツァー/著 天野正道/
監修

学研プラス

61 K764 音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽　2 バジル・クリッツァー/著 天野正道/
監修

学研プラス

62 K764 音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽　3 バジル・クリッツァー/著 天野正道/
監修

学研プラス

63 K771 声優さんっていいな 如月かずさ/作 サトウユカ/絵 講談社

64 K777 みんながたのしくなる影絵の世界 2 影絵人形劇団みんわ座/監修・著 こ
どもくらぶ/編

六耀社

65 K779 おやこで楽しむ講談入門 宝井琴星/監修 稲田和浩/著 彩流社

66 K780 スポーツでひろげる国際理解 3 中西哲生/監修 文溪堂

67 K780 3つの東京オリンピックを大研究 1 日本オリンピック・アカデミー/監修
岩崎書店編集部/企画・編集

岩崎書店

68 K780 3つの東京オリンピックを大研究 2 日本オリンピック・アカデミー/監修
岩崎書店編集部/企画・編集

岩崎書店

69 K781 スクール鬼ごっこ 鬼ごっこはスポーツだ 鬼ごっこ協会/著 いかだ社

70 K781 基本から大会まで勝つ!長なわ8の字跳び最強のコツ 西沢尚之/監修 メイツ出版

71 K782 駅伝ガールズ 菅聖子/作 榎のと/絵 KADOKAWA

72 K783 フルスイング! くすのきしげのり/作 下平けーすけ/
絵

講談社

73 K783 DVDでライバルに差をつける!小学生のサッカー上達のコツ55 鈴木慎一/監修 メイツ出版

74 K787 釣り上達のコツ カルチャーランド/著 メイツ出版

75 K796 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部/編 創元社

76 K807 なまむぎなまごめ早口ことば ながたみかこ/文 田川秀樹/絵 汐文社

77 K809 こうすればきみも話せる 2 鳥谷朝代/監修 岩崎書店

78 K809 こうすればきみも話せる 3 鳥谷朝代/監修 岩崎書店

79 K810 見て読んでよくわかる!日本語の歴史 4 倉島節尚/著 こどもくらぶ/編 筑摩書房

80 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば [5] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

81 K811 これでなっとく!にている漢字の使い分け 2 高木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

82 K811 これでなっとく!にている漢字の使い分け 3 高木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

83 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

84 K815 えほんこどもにほんご学 1 安部朋世/文 宮川健郎/文 岩崎書店

85 K815 えほんこどもにほんご学 3 安部朋世/文 宮川健郎/文 岩崎書店

86 K830 楽しい!英語でアクティビティ 低・中学年編 安江こずゑ/著 オーモリシンジ/絵 WAVE出版

87 K837 中学英語で話そう日本の文化 2 大門久美子/編著 汐文社

88 K913 命のダイヤル 赤川次郎/著 汐文社

89 K913 保健室の午後 赤川次郎/著 汐文社

90 K913 しりとりボクシング 新井けいこ/作 はせがわはっち/絵 小峰書店

91 K913 川のむこうの図書館 池田ゆみる/作 羽尻利門/絵 さ・え・ら書房

92 K913 二ノ丸くんが調査中 [2] 石川宏千花/作 うぐいす祥子/絵 偕成社

93 K913 よりみち3人修学旅行 市川朔久子/著 講談社

94 K913 キダマッチ先生! 2 今井恭子/文 岡本順/絵 BL出版

95 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

96 K913 グランパと僕らの宝探し 大矢純子/作 みしまゆかり/絵 朝日学生新聞社

97 K913 きくち駄菓子屋 かさいまり/文 しのとうこ/絵 アリス館

98 K913 あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉幸子/作 そがまい/絵 小学館

99 K913 氷の上のプリンセス ジュニア編1 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

100 K913 クレオパトラと名探偵! 楠木誠一郎/作 たはらひとえ/絵 講談社

101 K913 となりの火星人 工藤純子/著 講談社

102 K913 わたしに魔法が使えたら 小林深雪/作 牧村久実/絵 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

103 K913 わすれないよ!ヘッチャラくん さえぐさひろこ/作 わたなべみちお/
絵

新日本出版社

104 K913 王さまのスプーンになったおたまじゃくし さくら文葉/作 佐竹美保/絵 PHP研究所

105 K913 ぼくのネコがロボットになった 佐藤まどか/作 木村いこ/絵 講談社

106 K913 ぼくの同志はカグヤ姫 芝田勝茂/作 倉馬奈未×ハイロン/絵 ポプラ社

107 K913 グドーさんのおさんぽびより たかどのほうこ/著 佐々木マキ/え 福音館書店

108 K913 邪馬台戦記 1 東郷隆/作 佐竹美保/絵 静山社

109 K913 幽霊屋敷貸します 富安陽子/作 篠崎三朗/絵 新日本出版社

110 K913 さよなら、ぼくらの千代商店 中山聖子/作 岩崎書店

111 K913 きらわれもののこがらしぼうや 仁科幸子/作・絵 PHP研究所

112 K913 花見べんとう 二宮由紀子/作 あおきひろえ/絵 文研出版

113 K913 明日をさがして 日本児童文学者協会/編 偕成社

114 K913 トキメキ♥図書館 PART15 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

115 K913 おとうさんとあいうえお 東君平/さく・え 廣済堂あかつき

116 K913 まじょのナニーさん [3] 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

117 K913 魔天使マテリアル 24 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/画 ポプラ社

118 K913 コンビニ仮面は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

119 K913 ルソンバンの大奇術 牡丹靖佳/著 福音館書店

120 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 11 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

121 K913 お母さんの生まれた国 茂木ちあき/作 君野可代子/絵 新日本出版社

122 K913 なみきビブリオバトル・ストーリー 2 森川成美/作 おおぎやなぎちか/作 さ・え・ら書房

123 K913 わたしの空と五・七・五 森埜こみち/作 山田和明/絵 講談社

124 K913 ぼくらのジャロン 山崎玲子/作 羽尻利門/絵 国土社

125 K933 オリガミ・レイア姫あらわる! トム・アングルバーガー/作 相良倫
子/訳

徳間書店

126 K933 バレエ・シューズ ノエル・ストレトフィールド/著 中
村妙子/訳

教文館

127 K933 ハックルベリー・フィンの冒険　上 マーク・トウェイン/作 千葉茂樹/訳 岩波書店

128 K933 ハックルベリー・フィンの冒険　下 マーク・トウェイン/作 千葉茂樹/訳 岩波書店

129 K933 フローラ エミリー・バー/作 三辺律子/訳 小学館

130 K933 王女さまのお手紙つき 10 ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E
☆/企画・構成

学研プラス

131 K933 キツネのパックス サラ・ペニーパッカー/作 ジョン・
クラッセン/絵

評論社

132 K943 熊とにんげん ライナー・チムニク/作・絵 上田真
而子/訳

徳間書店
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