
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 ヒューマニティーズの復興をめざして 山岡政紀/編著 伊藤貴雄/編著 勁草書房

2 002.7 THE BOOK OF CIRCLES マニュエル・リマ/著 三中信宏/監訳 ビー・エヌ・エヌ新社

3 007.1 オリジナルの画像認識AIを簡単に作ろう! 安田恒/著 秀和システム

4 007.1 カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習  （ブルーバックス） 金丸隆志/著 講談社

5 007.1 人工知能プログラミングのための数学がわかる本 石川聡彦/著 KADOKAWA

6 007.1 はじめてのデジタル画像処理 山田宏尚/著 技術評論社

7 007.3 ITロードマップ 2018年版 野村総合研究所ビジネスIT推進部/著
NRIセキュアテクノロジーズ/著

東洋経済新報社

8 007.3 いちばんやさしい60代からのFacebook 柴田和枝/著 日経BP社

9 007.3 インスタグラム リンクアップ/著 技術評論社

10 007.3 学生のためのSNS活用の技術 高橋大洋/著 佐山公一/編著 講談社

11 007.3 これからはじめるLINE基本&活用ワザ コグレマサト/著 まつゆう*/著 インプレス

12 007.3 情報経済の鉄則 カール・シャピロ/著 ハル・ヴァリ
アン/著

日経BP社

13 007.6 Windows 10完全(コンプリート)大事典 阿久津良和/著 技術評論社

14 007.6 Excel完全ガイド 門脇香奈子/著 SBクリエイティブ

15 007.6 Excel最高の学び方 羽毛田睦土/著 インプレス

16 007.6 Excelで困ったときに開く本 Paso編集部/[編] 朝日新聞出版

17 007.6 独学プログラマー コーリー・アルソフ/著 清水川貴之/
訳

日経BP社

18 007.6 PHPしっかり入門教室 小原隆義/著 翔泳社

19 010.2 シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ/著 藤田真
利子/訳

東京創元社

20 017 学校図書館の基礎と実際 後藤敏行/著 樹村房

21 017.4 学校図書館はカラフルな学びの場 松田ユリ子/著 ぺりかん社

22 019.5 読み聞かせは魔法! 吉田新一郎/著 明治図書出版

23 019.9 楽な読書 古屋美登里/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

24 020.5 書物學 12  勉誠出版

25 021.2 よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 安藤和宏/著 リットーミュージック

26 021.2 よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 安藤和宏/著 リットーミュージック

27 021.4 InDesignプロフェッショナルの教科書 森裕司/著
エムディエヌコーポ
レーション

28 022.5 デザインの作法 松田行正/著 平凡社

29 024.9 絶景本棚 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

30 043 アメリカの知性は何を考えているか 横田政夫/インタビュー・編 潮出版社

31 069.0 東京マニアック博物館 町田忍/監修 メイツ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 070.1 記者襲撃 樋田毅/著 岩波書店

33 070.1 新聞社崩壊  （新潮新書） 畑尾一知/著 新潮社

34 071 ジャパンタイムズ社説集 2017年下半期 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

35 080 漢京識略 柳本芸/著 吉田光男/訳註 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 114.2 僕がロボットをつくる理由 石黒浩/著 世界思想社

2 116 論理的思考力がぐ〜んと伸びるこども「思考実験」 北村良子/著 コスモ21

3 130.4 光の形而上学 山内志朗/編 納富信留/[ほか]著
慶應義塾大学言語文化
研究所

4 134.9 生き方はニーチェに聴け! 白取春彦/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

5 141.2 「おいしさ」の錯覚 チャールズ・スペンス/著 長谷川圭/
訳

KADOKAWA

6 141.6 悲しみの処方箋 主婦の友社/編 主婦の友社

7 141.9 静かな力 スーザン・ケイン/著 グレゴリー・
モーン/著

学研プラス

8 146.1 ラカンの哲学 荒谷大輔/著 講談社

9 146.8 いつも「ダメなほうへいってしまう」クセを治す方法 大嶋信頼/著 廣済堂出版

10 146.8 敏感すぎるあなたが人付き合いで疲れない方法 根本裕幸/著 フォレスト出版

11 146.8 ラブという薬 いとうせいこう/著 星野概念/著 リトルモア

12 150 「正しさ」の理由 中村隆文/著 ナカニシヤ出版

13 159 あせらない、迷わないくじけない 田口佳史/著 青春出版社

14 159 一枚の紙で夢はかなう 中川いち朗/著 かんき出版

15 159 いつも中途半端な自分から抜け出すコツ 鶴田豊和/著 サンマーク出版

16 159 自分に負けない生きかた デヴィッド・シーベリー/著 加藤諦
三/訳

三笠書房

17 159 小心者思考その強さの秘密 松本幸夫/著 青春出版社

18 159 人生を変える断捨離 やましたひでこ/著 ダイヤモンド社

19 159 強く生きていくためにあなたに伝えたいこと 野々村友紀子/著 産業編集センター

20 159.4 生き残るためのコミュニケーション 藤村正憲/著 川口英幸/著 水王舎

21 159.4 Google流疲れない働き方 ピョートル・フェリークス・グジバ
チ/著

SBクリエイティブ

22 159.4 自分らしく生きる!40代からはじめるキャリアのつくり方 石川邦子/著 方丈社

23 159.4 社会人1年目の君に 佐々木常夫/著 宝島社

24 159.6 あなたはそのままで愛されている 渡辺和子/著 PHP研究所

25 159.7 老いる勇気 岸見一郎/著 PHP研究所

26 159.7 定年後の人生を黄金期にする方法 野口雄志/著 ロングセラーズ

27 159.8 生きるのが“ふっと”楽になる13のことば 名越康文/著 朝日新聞出版

28 160.4 宗教と資本主義・国家 池上彰/著 佐藤優/著 KADOKAWA

29 162.1 「霊魂」を探して 鵜飼秀徳/著 KADOKAWA

30 175.9 このお守りがすごい! 中津川昌弘/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

31 175.9 ライトアップ夜の神社・お寺めぐり  G.B.

32 176.5 神饌 野本暉房/写真 倉橋みどり/文 淡交社

33 180.4 不安が消えるたったひとつの方法 長南瑞生/著 KADOKAWA

34 185.9 鎌倉の古社寺  淡交社

35 186.9 御朱印のひみつ見かた・楽しみかたがわかる本 八木透/監修 メイツ出版

36 188.8 イラストで丸わかり!道元と曹洞宗  洋泉社

37 188.8 うつが逃げだす禅の知恵 千葉公慈/著 河出書房新社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 188.8 良寛 持田鋼一郎/著 作品社

39 188.9 創価学会秘史 高橋篤史/著 講談社

40 193.0 聖書の成り立ちを語る都市 ロバート・R.カーギル/著 真田由美
子/訳

白水社

41 198.2 潜伏キリシタンは何を信じていたのか 宮崎賢太郎/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 帝国の最期の日々 上 パトリス・ゲニフェイ/編 ティエ
リー・ランツ/編

原書房

2 204 帝国の最期の日々 下 パトリス・ゲニフェイ/編 ティエ
リー・ランツ/編

原書房

3 210.4 歴史研究と<総合資料学> 国立歴史民俗博物館/編 吉川弘文館

4 211 0から学ぶ「日本史」講義 古代篇 出口治明/著 文藝春秋

5 211 対訳日本小史 西海コエン/著 ジョン・ギレスピー/
監修

IBCパブリッシング

6 212.7 弥生文化読本 浜田晋介/著 六一書房

7 213 京都・奈良古代史を歩く  洋泉社

8 214.8 織田家臣団の謎 菊地浩之/著 KADOKAWA

9 214.8 秀吉の武威、信長の武威 黒嶋敏/著 平凡社

10 215 韓国の外交官が語る世界が見習うべき日本史 申尚穆/著 岩井理子/訳 楓書店

11 216.1 戊辰戦争の新視点 下 奈倉哲三/編 保谷徹/編 吉川弘文館

12 216.8 囚われた若き僧 峯尾節堂 田中伸尚/著 岩波書店

13 217.6 三丁目写真館 齋藤利江/写真・文 小学館

14 217.6 1968 2  筑摩書房

15 217.6 『焼き場に立つ少年』は何処へ 吉岡栄二郎/著 長崎新聞社

16 217.7 創発する日本へ アンドルー・ゴードン/編 瀧井一博/
編

弘文堂

17 219.6 大阪大空襲 小山仁示/著 東方出版

18 222.0 「貞観政要」がやさしく学べるノート プレジデント書籍編集部/編 プレジデント社

19 227.9 イスラエル内パレスチナ人 ベン・ホワイト/著 脇浜義明/訳 法政大学出版局

20 230.3 ケルトの想像力 鶴岡真弓/著 青土社

21 232 教養としての「ローマ史」の読み方 本村凌二/著
PHPエディターズ・グ
ループ

22 235.3 図説呪われたパリの歴史 ベン・ハバード/著 伊藤はるみ/訳 原書房

23 235.3 パリとカフェの歴史 ジェラール・ルタイユール/著 広野
和美/訳

原書房

24 238.0 メイド・イン・ソビエト マリーナ・コレヴァ/[ほか]著 タチ
ヤナ・イヴァシコヴァ/[ほか]著

水声社

25 253 アメリカ「帝国」の中の反帝国主義 イアン・ティレル/編著 ジェイ・セ
クストン/編著

明石書店

26 281.0 戦国武将列伝100 小和田哲男/著 メディアパル

27 288.1 日本人のおなまえっ! 2 NHK「日本人のおなまえっ!」制作班/
編 森岡浩/監修

集英社インターナショ
ナル

28 288.4 孤高の国母貞明皇后 川瀬弘至/著 産経新聞出版

29 288.4 聖徳太子の真相  （祥伝社新書） 小林惠子/[著] 祥伝社

30 289.1 灰色のユーモア 和田洋一/著 人文書院

31 289.1 幕末の女医楠本イネ 宇神幸男/著 現代書館

32 289.1 法の番人として生きる 大森政輔/[述] 牧原出/編 岩波書店

33 289.1 ロシア語だけの青春 黒田龍之助/著 現代書館

34 289.3 スティーブ・ジョブズ 4 脇英世/著 東京電機大学出版局

35 289.3 1924 ピーター・ロス・レンジ/著 菅野楽
章/訳

亜紀書房

36 289.3 ナポレオン  （岩波新書 新赤版） 杉本淑彦/著 岩波書店

37 290 地球情報地図50 アラステア・ボネット/著 山崎正浩/
訳

創元社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 290.9 地球の歩き方 A16 ベルリンと北ドイツ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

39 290.9 地球の歩き方 B09 ラスベガス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

40 290.9 地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島の国々 『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 E10 南アフリカ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

42 290.9 るるぶクルーズのすべて 2018  JTBパブリッシング

43 291.0 いま行きたい!スゴいホテル  イカロス出版

44 291.0 最強のホテル100 瀧澤信秋/著 イースト・プレス

45 291.0 ツーリングルートBest30  枻出版社

46 291.0 にっぽん究極の絶景を巡る旅 2018 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

47 291.1 札幌 富良野・小樽・旭山動物園 19  昭文社

48 291.2 家族でおでかけ東北 18-'19  昭文社

49 291.3 歩く地図東京散歩 2019  成美堂出版

50 291.3 大人の日帰り旅 [2018]  JTBパブリッシング

51 291.3 週末登山詳細ルートガイド  枻出版社

52 291.3 湘南ハイク  山と溪谷社

53 291.3 千葉県の山 中西俊明/著 植草勝久/著 山と溪谷社

54 291.3 東京 19  昭文社

55 291.3 東京近郊の自然さんぽ  JTBパブリッシング

56 291.3 東京まちなか超低山 中村みつを/絵と文 ぺりかん社

57 291.3 日光・那須 19  昭文社

58 291.3 るるぶ鎌倉 19  JTBパブリッシング

59 291.5 北アルプス山小屋ガイド  枻出版社

60 291.5 信州 19  昭文社

61 291.5 東海日帰りハイキングこだわり徹底コースガイド 東海山歩き倶楽部/著 メイツ出版

62 291.5 南アルプス詳細ルートガイド  枻出版社

63 291.5 山梨 19  昭文社

64 291.5 るるぶ浜松浜名湖三河 19  JTBパブリッシング

65 291.5 るるぶ飛驒高山 19  JTBパブリッシング

66 291.6 関西オートキャンプ場こだわり厳選ガイド アリカ/著 メイツ出版

67 291.6 京へと続く街道あるき 竹内康之/著 淡交社

68 291.6 京都を学ぶ 丹波編 京都学研究会/編 ナカニシヤ出版

69 291.6 京都ベストスポット [2018]  昭文社

70 291.6 世界遺産「熊野古道」歩いて楽しむ南紀の旅 伊勢・熊野巡礼部/著 メイツ出版

71 291.6 プレミアム京都案内  枻出版社

72 291.6 読む京都 入江敦彦/著 本の雑誌社

73 291.6 るるぶ六甲山有馬温泉  JTBパブリッシング

74 291.9 石垣宮古ストーリーのある島旅案内 セソコマサユキ/[著] JTBパブリッシング

75 291.9 るるぶ沖縄ドライブ 19  JTBパブリッシング

76 292.1 韓国 19  昭文社

77 292.1 韓国古い町の路地を歩く ハンピルォン/著 萩原恵美/訳 三一書房

78 292.1 るるぶ韓国 19  JTBパブリッシング

79 292.2 子連れで楽しむ台湾 高橋真紀/著 東京ニュース通信社

80 292.2 台北ときめく台湾の楽しみ方70 グレアトーン台湾編集部/著 メイツ出版

81 292.3 るるぶベトナム ホーチミン・ハノイ・ダナン [2018]  JTBパブリッシング

82 293.0 欧州旅日記 田辺誠一/著 産業編集センター
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 293.8 グッバイ、レニングラード 小林文乃/著 文藝春秋

84 295.3 人生で一度はやってみたいアメリカ横断の旅 吉田ちか/著 実業之日本社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 オマーンを知るための55章 松尾昌樹/編著 明石書店

2 304 情報隠蔽国家 青木理/著 河出書房新社

3 304 日本の難題 長谷川慶太郎/著 李白社

4 304 ポスト新産業革命 加谷珪一/著 CCCメディアハウス

5 311.4 保守主義の精神 上 ラッセル・カーク/著 会田弘継/訳 中央公論新社

6 312.1 協同主義とポスト戦後システム 雨宮昭一/著 有志舎

7 312.5 アメリカ政治史 久保文明/著 有斐閣

8 312.5 銀幕の大統領ロナルド・レーガン 村田晃嗣/著 有斐閣

9 313.6 近代天皇制から象徴天皇制へ 河西秀哉/著 吉田書店

10 313.6 天皇制と民主主義の昭和史 河西秀哉/著 人文書院

11 313.6 立憲君主制の現在 君塚直隆/著 新潮社

12 316.4 ジハード大陸 服部正法/著 白水社

13 317.9 監視大国アメリカ アンドリュー・ガスリー・ファーガ
ソン/著 大槻敦子/訳

原書房

14 318.1 ケースで学ぶ立法事実 田中孝男/著 第一法規

15 318.7 現代の都市経済学 小淵洋一/著 中央経済社

16 318.7 人口減少時代の都市  （中公新書） 諸富徹/著 中央公論新社

17 319.0 誰が世界を支配しているのか? ノーム・チョムスキー/著 大地舜/訳 双葉社

18 319.2 韓国と北朝鮮は何を狙っているのか 呉善花/著 KADOKAWA

19 324.1 事例でわかる消滅時効Q&A 奥国範/編集代表 柿田徳宏/編著 日本法令

20 324.4 一問一答・民法<債権関係>改正 筒井健夫/編著 村松秀樹/編著 商事法務

21 324.5 債権法改正契約条項見直しの着眼点 遠藤元一/編著 稲田和也/著 中央経済社

22 324.5 最新契約実務基本法律用語辞典 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

23 324.6 弁護士が語る我が子の笑顔を守る離婚マニュアル 白井可菜子/[著] 武内優宏/監修 啓文社書房

24 324.7 最強の遺言 渡邉善忠/著 キーステージ21

25 324.7 人生100歳時代65歳からの「賢い老後」 治田秀夫/著 ごま書房新社

26 324.7 身近な人が亡くなった時の相続手続きと届出のすべて チェスター/監修 円満相続を応援す
る税理士の会/著

あさ出版

27 325.2 会社法 神田秀樹/著 弘文堂

28 326.2 老いぼれ記者魂 早瀬圭一/著 幻戯書房

29 326.4 恩赦と死刑囚  （新書y） 斎藤充功/著 洋泉社

30 327.6 刑事法廷弁護技術 高野隆/編著 河津博史/編著 日本評論社

31 329.3 グローバルキャリアのすすめ 小西尚実/編著 西野桂子/[ほか著]
関西学院大学総合政策
学部

32 329.5 日報隠蔽 布施祐仁/著 三浦英之/著 集英社

33 330 経済用語イラスト図鑑 鈴木一之/監修 新星出版社

34 331 エコノミクス・ルール ダニ・ロドリック/著 柴山桂太/訳 白水社

35 331.1 経済数学入門の入門  （岩波新書 新赤版） 田中久稔/著 岩波書店

36 331.2 若い読者のための経済学史 ナイアル・キシテイニー/著 月沢李
歌子/訳

すばる舎

37 332.1 年表とトピックでいまを読み解くニッポン戦後経済史 坂井豊貴/編著 NHK「欲望の経済史
日本戦後編」制作班/編著

NHK出版

38 332.2 チャイナ・エコノミー アーサー・R.クローバー/著 東方雅
美/訳

白桃書房

39 332.3 現代ヨーロッパ経済 田中素香/著 長部重康/著 有斐閣

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 332.5 アメリカ経済論入門 宮田由紀夫/著 玉井敬人/著 晃洋書房

41 335 企業法入門 龍田節/著 杉浦市郎/著 日本評論社

42 335.1 基本経営学 浅野清彦/著 小松敏弘/著 東海大学出版部

43 335.1 渋沢栄一日本の経営哲学を確立した男 山本七平/著 さくら舎

44 335.1 社会が選ぶ企業 KPMGジャパン統合報告センター・オ
ブ・エクセレンス/編著

日本経済新聞出版社

45 335.3 創業から廃業まで中小企業のための経営法務Q&A 木村貴司/監修 経営法務研究会/著 同友館

46 335.3 日本でいちばん大切にしたい会社 6 坂本光司/著 あさ出版

47 335.5 企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方 石川文夫/著 中央経済社

48 335.8 3つのゼロの世界 ムハマド・ユヌス/著 カール・
ウェーバー/[著]

早川書房

49 336 生きている会社、死んでいる会社 遠藤功/著 東洋経済新報社

50 336 企業不正の研究 安岡孝司/著 日経BP社

51 336 コトラーの「予測不能時代」のマネジメント フィリップ・コトラー/著 ジョン・
A.キャスリオーネ/著

東洋経済新報社

52 336.2 すべての仕事を3分で終わらせる 岡田兵吾/著 ダイヤモンド社

53 336.3 新・君主論 木谷哲夫/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

54 336.4 介護に直面した従業員に人事労務担当者ができるアドバイス 和氣美枝/著 第一法規

55 336.4 介護離職から社員を守る 佐藤博樹/著 矢島洋子/著 労働調査会

56 336.4 給与計算事務最強ガイド 佐藤広一/著 星野陽子/著 アニモ出版

57 336.4 個人が企業を強くする 大前研一/著 小学館

58 336.4 社員も顧客も幸せになる会社のつくり方 山村隆/著 大森光二/著 ダイヤモンド社

59 336.4 短期間で社員が育つ「行動の教科書」 石田淳/著 ダイヤモンド社

60 336.4 地域とヒトを活かすテレワーク 古賀広志/編著 柳原佐智子/編著 同友館

61 336.4 日本一社員が辞めない会社 小池修/著 ぱる出版

62 336.4 働き方改革 小室淑恵/著 毎日新聞出版

63 336.4 部下も気づいていない「やる気」と「能力」を引き出す教え方 佐々木恵/著 明日香出版社

64 336.5 システムの問題地図 沢渡あまね/著 技術評論社

65 336.8 中小企業の財務管理入門 坂本孝司/著 中央経済社

66 336.9 経理部門の働き方改革のススメ 中尾篤史/著 税務研究会出版局

67 338 仮想通貨投資入門 金川顕教/著 仮想通貨研究会/監修 秀和システム

68 338 キャッシュレス決済革命 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社

69 338.2 実録・銀行 前田裕之/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

70 338.2 没落の東京マーケット 太田康夫/著 日本経済新聞出版社

71 338.5 事業性評価融資推進とソリューション営業 滝川秀則/著 ビジネス教育出版社

72 338.6 最新地方銀行の現状と取組みがよ〜くわかる本 高橋克英/著 秀和システム

73 338.6 地方創生のための地域金融機関の役割 家森信善/編著 中央経済社

74 338.9 リーマン・ショック 篠原尚之/著 毎日新聞出版

75 345.5 相続財産の「とりあえず共有」5つの解消法 阿藤芳明/著 高木康裕/著 税務経理協会

76 349 自治体財政がよくわかる本 兼村高文/著 星野泉/著 イマジン出版

77 349.3 会計課のシゴト 東京都会計事務研究会/編著 ぎょうせい

78 351 日本で1日に起きていることを調べてみた 宇田川勝司/著 ベレ出版

79 361.2 アドルノという「社会学者」 片上平二郎/著 晃洋書房

80 361.4 大人の人間関係力 齋藤孝/著 日経BP社

81 361.4 CAPTIVATE最強の人間関係術 ヴァネッサ・ヴァン・エドワーズ/著
福井久美子/訳

ダイヤモンド社

82 361.4 こじれた仲の処方箋 ハリエット・レーナー/著 吉井智津/
訳

東洋館出版社

83 361.4 全米No.1バンカーが教える最強の気くばり 酒井レオ/著 サンマーク出版

84 361.4 なぜこの人はわかってくれないのか ジェイソン・ジェイ/著 ガブリエ
ル・グラント/著

英治出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 361.4 弁護士だけが知っているムダにモメない33の方法 佐藤大和/[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

86 361.4 「また会いたい」と思われる人 鹿島しのぶ/著 三笠書房

87 361.4 元FBI捜査官が教える「心を支配する」方法 ジャック・シェーファー/著 マー
ヴィン・カーリンズ/著

大和書房

88 364.6 よくわかる最新年金の傾向と対策 ニッセイ基礎研究所年金総合リサー
チセンター/著

秀和システム

89 365.0 先端消費者法問題研究 消費者市民ネットとうほく/編 民事法研究会

90 365.3 学校では教えてくれない!一生役立つ「お金と住まい」の話 寺岡孝/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

91 365.3 最新失敗しない!後悔しない!マイホームの建て方・買い方 小野信一/監修 西東社

92 365.3 マイホーム物件得なのはどっち? 四宮朱美/著 河出書房新社

93 366.1 最新重要判例200労働法 大内伸哉/著 弘文堂

94 366.2 大人の発達障害と就労支援・雇用の実務 山下喜弘/編著 田中建一/編著 日本法令

95 366.2 求職者支援制度の解説 労働新聞社/編 労働新聞社

96 366.2 58歳からのハローワーク200%活用術 日向咲嗣/著 朝日新聞出版

97 366.2 大丈夫、働けます。 成澤俊輔/著 ポプラ社

98 366.2 発達障害のある方と働くための教科書 石井京子/著 池嶋貫二/著 日本法令

99 366.3 女と仕事 仕事文脈編集部/著 タバブックス

100 366.3 裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント 町田悠生子/編著 小山博章/編 労働開発研究会

101 366.3 上司の「いじり」が許せない  （講談社現代新書） 中野円佳/著 講談社

102 366.3 職場のハラスメント  （中公新書） 大和田敢太/著 中央公論新社

103 366.4 「同一労働同一賃金」のすべて 水町勇一郎/著 有斐閣

104 366.5 雇用は契約 玄田有史/著 筑摩書房

105 367.1 ジェンダー・トラブル ジュディス・バトラー/著 竹村和子/
訳

青土社

106 367.7 自分の終い方 高橋寛美/著 総合法令出版

107 367.7 定年が楽しみになる!オヤジの地域デビュー 清水孝幸/著 佐藤正明/絵 東京新聞

108 367.7 定年入門 高橋秀実/著 ポプラ社

109 367.7 母の家がごみ屋敷 工藤哲/著 毎日新聞出版

110 369 介護福祉の「専門性」を問い直す 黒澤貞夫/著 中央法規出版

111 369.2 介護の事故・トラブルを防ぐ70のポイント 田中元/著 自由国民社

112 369.2 裁判例から学ぶ介護事故対応 外岡潤/著 第一法規

113 369.2 福祉は「性」とどう向き合うか 結城康博/著 米村美奈/著 ミネルヴァ書房

114 369.2 もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法 川内潤/著 ポプラ社

115 369.3 地図から消される街  （講談社現代新書） 青木美希/著 講談社

116 369.3 津波災害  （岩波新書 新赤版） 河田惠昭/著 岩波書店

117 369.3 避難指示解除後を生きる 寺島英弥/著 明石書店

118 369.4 Q&A児童虐待防止ハンドブック 児童虐待問題研究会/編著 ぎょうせい

119 369.4 児童家庭福祉 大津泰子/著 ミネルヴァ書房

120 369.4 小規模保育のつくりかた 貞松成/著 あっぷる出版社

121 371.6 18歳成人社会ハンドブック 田中治彦/編著 林大介/著 明石書店

122 372 世界の学校と教職員の働き方 藤原文雄/編著 学事出版

123 372.1 アクティブラーニング  （講談社現代新書） 小針誠/著 講談社

124 374 情報時代の学校をデザインする C.M.ライゲルース/著 J.R.カノップ/
著

北大路書房

125 374.3 障害のある先生たち 羽田野真帆/編 照山絢子/編 生活書院

126 374.9 林先生に聞く学校給食のための食物アレルギー対応 林典子/著 健学社

127 375.1 AI時代のリーダーになる子どもを育てる 鈴木二正/著 祥伝社

128 375.8 英語教育の危機  （ちくま新書） 鳥飼玖美子/著 筑摩書房

129 376.1 子どもは善悪をどのように理解するのか? 長谷川真里/著 ちとせプレス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

130 376.1 新・保育実践を支える保育内容総論 中村恵/編著 水田聖一/編著 福村出版

131 376.1 0・1・2歳児遊んで育つ手づくり玩具 村田夕紀/著 ひかりのくに

132 376.1 0.1.2歳児発達をおさえた運動あそび 山本秀人/編著 学研教育みらい

133 376.1 幼児体育指導ガイド 前橋明/編著 幼児体育指導法研究会
/[編]

大学教育出版

134 376.4 「協働の学び」が変えた学校 金子奨/編 高井良健一/編 大月書店

135 376.4 高校生たちのゆくえ 尾嶋史章/編 荒牧草平/編 世界思想社

136 376.4 埼玉県立浦和高校  （講談社現代新書） 佐藤優/著 杉山剛士/著 講談社

137 376.8 親のための受験の教科書 和田秀樹/著 ぴあ

138 376.8 通信制高校があるじゃん! 2018〜2019年版  学びリンク

139 377.1 キャンパスハラスメント対策ハンドブック 飛翔法律事務所/編 経済産業調査会

140 378.4 仲間とともに育ちあう貝塚養護学校 猪狩恵美子/著 楠凡之/著 クリエイツかもがわ

141 378.8 発達障害のある子と家族の支援 中田洋二郎/著 学研プラス

142 378.8 発達障害の子どもたちの進路と多様な可能性 日野公三/著 WAVE出版

143 379.3 居場所 萩原建次郎/著 春風社

144 379.3 大学生が本気で考える子どもの放課後 深作拓郎/編集代表 岸本麻依/編集代
表

学文社

145 379.4 シニア学びの群像 木下康仁/著 弘文堂

146 379.7 図解本当に頭がよくなる1分間記憶法 石井貴士/著 SBクリエイティブ

147 379.9 学力をグングン伸ばす親の「質問力」 有元秀文/著 扶桑社

148 379.9 子育てが楽しくなる心理学Q&A 鈎治雄/著 第三文明社

149 379.9 「脳」と「心」に働きかける集中力のある子の育て方 中川和宏/著 かんき出版

150 379.9 勉強法以前の「勉強体質」のつくりかた 伊藤敏雄/著 主婦の友社

151 379.9 モンテッソーリ子育て〜はじまりはお家から〜 藤原愉美/監修 文化学園文化出版局

152 380.1 民俗に学んで六〇年 福田アジオ/著 大河書房

153 382.1 京のたしなみ  平凡社

154 382.1 和と出会う本 小野幸惠/著
アルテスパブリッシン
グ

155 384.5 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和40〜49年編  小学館

156 385.6 お墓とお葬式のすべて  枻出版社

157 385.6 お坊さんがイチから教える!葬儀・法要・お墓・仏壇のすべて
現代の葬儀を考える僧侶の会/監修
主婦の友社/編

主婦の友社

158 388.3 ふらんす伝説大観 田辺貞之助/編 青蛙房

159 391.6 英国スパイ物語 川成洋/著 中央公論新社

160 399.2 世界最高の人生戦略書 孫子 守屋洋/著 SBクリエイティブ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 狂気の科学 続 レト・U.シュナイダー/著 石浦章一/
監訳

東京化学同人

2 402 疑惑の科学者たち ジル・アルプティアン/著 吉田春美/
訳

原書房

3 402 <どんでん返し>の科学史  （中公新書） 小山慶太/著 中央公論新社

4 404 広辞苑を3倍楽しむ その2 岩波書店編集部/編 岩波書店

5 404 ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会/編 青春出版社

6 404 みんなでつくるAI時代 伊藤恵理/著 CCCメディアハウス

7 410.2 数学をつくった天才たち 立田奨/著 辰巳出版

8 410.7 この数学パズル、解けますか? アレックス・ベロス/著 水谷淳/訳 SBクリエイティブ

9 410.7 理系脳が目覚めるクイズ 大人の脳力向上委員会/編 青春出版社

10 417.6 サンプリングって何だろう 廣瀬雅代/著 稲垣佑典/著 岩波書店

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 418.9 小学生のそろばん 石戸珠算学園/監修 メイツ出版

12 420.4 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻健男/著
PHPエディターズ・グ
ループ

13 421.2 E=mc[2]のからくり  （ブルーバックス） 山田克哉/著 講談社

14 421.3 QBism ハンス・クリスチャン・フォン・バ
イヤー/著 松浦俊輔/訳

森北出版

15 426 温度と熱のはなし 稲場秀明/著 大学教育出版

16 440.2 天空の地図 アン・ルーニー/著 鈴木和博/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

17 451.2 TEN-DOKUクイズで読み解く天気図 増田雅昭/著 ベレ出版

18 451.7 オーロラの話をしましょう 赤祖父俊一/著 誠文堂新光社

19 452.9 水風景 2015-2017 小林聖太郎/ほか著 大川裕弘/写真 原書房

20 452.9 名水学ことはじめ 河野忠/著 昭和堂

21 454.5 日本の山と海岸 島津光夫/著 築地書館

22 455 トコトンやさしい地質の本 藤原治/編著 斎藤眞/編著 日刊工業新聞社

23 457.2 野尻湖のナウマンゾウ 野尻湖発掘調査団/著 新日本出版社

24 458 奇岩の世界 山田英春/編 創元社

25 459.8 微隕石探索図鑑 ヨン・ラーセン/著 野口高明/監修 創元社

26 467.5 進化論物語 垂水雄二/著 バジリコ

27 471.4 植物 奇跡の化学工場 黒柳正典/著 築地書館

28 479.3 チューリップ 冨山稔/著 文一総合出版

29 481.3 動物はいつから眠るようになったのか? 大島靖美/著 技術評論社

30 488.1 鳥!驚異の知能  （ブルーバックス） ジェニファー・アッカーマン/著 鍛
原多惠子/訳

講談社

31 488.2 自然散策が楽しくなる!見わけ・聞きわけ野鳥図鑑 叶内拓哉/監修・写真 池田書店

32 489.5 こんにちは!シャンシャン 高氏貴博/著 宝島社

33 489.6 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいクジラ&イルカ図鑑 水口博也/編著 誠文堂新光社

34 490.1 医者の死生観 梶葉子/著 朝日新聞出版

35 490.4 闇に魅入られた科学者たち NHK「フランケンシュタインの誘惑」
制作班/著

NHK出版

36 490.7 トラブルに巻き込まれない著作権のキホン 服部誠/著 南山堂

37 490.9 カラダを考える東洋医学 伊藤剛/著 朝日新聞出版

38 490.9 漢方的生き方のすすめ 丁宗鐵/著 南伸坊/著 毎日新聞出版

39 490.9 現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 杉山卓也/著 翔泳社

40 491.7 猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか 河岡義裕/監修 今井正樹/監修 ミネルヴァ書房

41 492.7 女性のための不調を治す整体学 宮川眞人/著 彩図社

42 493.1 東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣 飯島勝矢/著 KADOKAWA

43 493.1 広島の被爆と福島の被曝 齋藤紀/著 かもがわ出版

44 493.4 甲状腺の病気の治し方 伊藤公一/監修 講談社

45 493.6 大丈夫!何とかなります尿酸値は下げられる 谷口敦夫/監修 主婦の友社

46 493.7 大人になっても敏感で傷つきやすいあなたへの19の処方箋 長沼睦雄/著 SBクリエイティブ

47 493.7 自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 松本俊彦/監修 法研

48 493.7 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らすための本 村上由美/著 翔泳社

49 493.9 小児期トラウマがもたらす病 ドナ・ジャクソン・ナカザワ/著 清
水由貴子/訳

パンローリング

50 493.9 治せる!楽になる!子どもアレルギー診察室 藤川万規子/著 小学館

51 494.5 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水研/監修 里見絵理子/監修 小学館クリエイティブ

52 495.4 最新子宮がん・卵巣がん治療 加藤友康/監修 主婦と生活社

53 496.9 自分で試す吃音の発声・発音練習帳 安田菜穂/著 吉澤健太郎/著 学苑社

54 497 一生嚙める歯元気な歯 大名幸一/著 阿部出版

55 498.2 優生保護法が犯した罪 優生手術に対する謝罪を求める会/編 現代書館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 498.3 オトナ女子の不調がみるみる改善する本 石原新菜/著 徳間書店

57 498.3 記憶力を鍛える齋藤孝式「呼吸法」 齋藤孝/著 秀和システム

58 498.3 5秒ひざ裏のばしですべて解決 川村明/著 主婦の友社

59 498.3 12か月のからだ歳時記 邱紅梅/監修 洋泉社

60 498.3 睡眠学の権威が解き明かす眠りの新常識 内山真/著 KADOKAWA

61 498.3 ハーバード&ソルボンヌ大学Dr.根来の“見えない病”の治し方 根来秀行/著 清流出版

62 498.4 化学毒物マヒ 渡辺雄二/著 緑風出版

63 498.5 「おいしさ」の科学  （ブルーバックス） 佐藤成美/著 講談社

64 498.5 気になる脂質早わかり 川端輝江/監修・解説 女子栄養大学
出版部/編

女子栄養大学出版部

65 498.5 これは効く!食品力を120%活用する食べもの効果効能事典 阿部芳子/[監修] 主婦の友社/編 主婦の友社

66 498.8 隠れ発達障害という才能を活かす逆転の成功法則 吉濱ツトム/著 徳間書店

67 499.3 世界を救った日本の薬  （ブルーバックス） 塚崎朝子/著 講談社

68 499.8 エンハーブ式ハーブティーPerfect Book エンハーブ/監修 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 「石油」の終わり 松尾博文/著 日本経済新聞出版社

2 504 身のまわりのすごい技術大百科 涌井良幸/著 涌井貞美/著 KADOKAWA

3 507.2 知的財産法 小泉直樹/著 弘文堂

4 507.9 ラジコンカーパーフェクトマスターBOOK  枻出版社

5 510.7 建築・土木の資格と仕事 梅方久仁子/著 技術評論社

6 510.9 最新土木業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 阿部守/著 秀和システム

7 511.3 そこで液状化が起きる理由(わけ) 若松加寿江/著 東京大学出版会

8 514.9 トコトンやさしいトンネルの本 土門剛/著 三浦基弘/著 日刊工業新聞社

9 520.8 安藤忠雄展-挑戦- 安藤忠雄/[作]
安藤忠雄建築展実行委
員会

10 520.8 ザハ・ハディド全仕事 ザハ・ハディド/著 松下希和/監修 エクスナレッジ

11 520.8 消滅遺産 ナショナルジオグラフィック/編 安
倍雅史/監修

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

12 520.8 見るだけで心が清らかになる世界の教会、寺院、礼拝所 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

13 521.8 日本の名城データブック200 今泉慎一/著 ブルーガイド編集部/編 実業之日本社

14 523.0 名作モダン建築の解剖図鑑 アントニー・ラッドフォード/著 セ
レン・モーコック/著

エクスナレッジ

15 527 暮らしやすい家づくりのアイデア100 2018 R+houseネットワーク/著 エクスナレッジ

16 527.1 最高にわかりやすい住宅の間取り教室 岸未希亜/著 エクスナレッジ

17 535.8 コンタクトレンズと眼鏡の科学 久保田慎/著 畑田豊彦/監修 日刊工業新聞社

18 536 電車の顔図鑑 2 江口明男/著 天夢人

19 536.0 日本の高速鉄道史 高野晃彰/著 メイツ出版

20 537.2 きちんと知りたい!自動車低燃費メカニズムの基礎知識 飯塚昭三/著 日刊工業新聞社

21 537.9 全方位レトロカラーバスアルバム  
ネコ・パブリッシン
グ

22 537.9 ホンダスーパーカブ 三樹書房編集部/編 三樹書房

23 538.2 航空機構造破壊 遠藤信介/著 日本航空技術協会/編 日本航空技術協会

24 538.6 めざせ!旅客機雑学王  イカロス出版

25 538.9 宇宙に命はあるのか  （SB新書） 小野雅裕/著 SBクリエイティブ

26 538.9 太陽系観光旅行読本 オリヴィア・コスキー/著 ジェイ
ナ・グルセヴィッチ/著

原書房

27 539.0 内部告発てんまつ記 松田文夫/著 七つ森書館

28 543.5 原発事故と「食」  （中公新書） 五十嵐泰正/著 中央公論新社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 543.5 福島第一廃炉の記録 西澤丞/著 みすず書房

30 559 世界の名脇役兵器列伝レヴォリューションズ 有馬桓次郎/著 印度洋一郎/著 イカロス出版

31 559.0 ドイツ軍の秘密兵器1939-45 ロジャー・フォード/著 石津朋之/監
訳

創元社

32 560.9 鉱物の人類史 サリーム・H.アリ/著 村尾智/訳 青土社

33 588.0 今日からできるムスリム対応 阿良田麻里子/著 講談社

34 588.4 飲料容器の科学 松田晃一/著 日刊工業新聞社

35 588.5 最新ウイスキーの科学  （ブルーバックス） 古賀邦正/著 講談社

36 588.5 ゼロから分かる!図解日本酒入門 山本洋子/著 世界文化社

37 588.5 ツウになる!日本酒の教本 友田晶子/著 秀和システム

38 588.5 ツウになる!ワインの教本 友田晶子/著 秀和システム

39 588.6 醬油 吉田元/著 法政大学出版局

40 589.2 一流に見える服装術 たかぎこういち/著 日本実業出版社

41 589.2 501XXは誰が作ったのか? 青田充弘/著 立東舎

42 589.2 仕事ができる人は、小さめのスーツを着ている。 山本晃弘/[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

43 589.2 ビジネススーツ超入門 森岡弘/著 講談社

44 589.7 この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議 ブング・ジャム/著 古川耕/著 スモール出版

45 589.7 スペースインベーダーを創った男西角友宏に聞く 西角友宏/[述] フロラン・ゴルジュ/
聞き書き

アンビット

46 590 一生モノの知恵袋 主婦の友社/編 主婦の友社

47 590 トヨタ式超ラク家事 香村薫/著 実務教育出版

48 590 ひとり暮らしのシンプル家事 阿部絢子/著 海竜社

49 590 わたしの「ノート&手帳」ルール インプレス書籍編集部/編 インプレス

50 593.3 3面構成で立体的に作るワンピースドレス。 助川睦子/著 文化学園文化出版局

51 593.3 ファスナーつけのないかんたんスカート&パンツ  ブティック社

52 593.8 森田空美のはじめてきものきほん事典 森田空美/著 世界文化社

53 594.2 いちばんやさしい鳥刺しゅう 浅賀菜緒子/[著] クボトモコ/[著] エクスナレッジ

54 594.2 彩る装う花刺繡 井沢りみ/著 salvia/著 日本文芸社

55 594.2 クロスステッチノスタルジア 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

56 594.2 クロスステッチフォークロア 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

57 594.2 しあわせのリボン刺繡 井上ちぐさ/著 日東書院本社

58 594.2 はじめてでも上手にできる刺しゅうの基本 川畑杏奈/監修 西東社

59 594.3 麻糸で編むバッグとこもの 朝日新聞出版/編集 朝日新聞出版

60 594.3 可憐なコサージュ&ブレスレット  アップルミンツ

61 594.3 クロッシェジュエリーとバッグ 平野孝子/著 文化学園文化出版局

62 594.3 春夏のかぎ針あみ vol.20  日本ヴォーグ社

63 594.3 結んで作る大人のおしゃれマクラメアクセサリー  ブティック社

64 594.3 やさしく編める毎日使いのバッグと帽子  ブティック社

65 594.3 ヨーロッパの手あみ 2018/春夏  日本ヴォーグ社

66 594.7 私のためのポーチとケース  主婦と生活社

67 594.9 ニードルフェルトのふんわりかわいい動物マスコット  ブティック社

68 595.4 骨格診断と髪質診断で見つけるもっと似合う髪型の法則 森本のり子/著 二神弓子/監修 日本文芸社

69 595.5 スマイルメイク 広瀬あつこ/著 世界文化社

70 595.6 40代からの体幹ビューティ・メソッド 本橋恵美/著 SBクリエイティブ

71 596 いちばん見やすい!週末2時間で作れる!1週間分のおかず 結城寿美江/[著] 枻出版社

72 596 エダモンの今日から子どもおかず名人 枝元なほみ/著 白泉社

73 596 簡単!おいしく作れる!スキレットレシピ 星野奈々子/[著] 枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 596 ことこと、スープ。 wato/著 光文社

75 596 これが正解!ひとり暮らしごはんスタートブック 検見崎聡美/[著] 主婦の友社/編 主婦の友社

76 596 作り込まない作りおき ワタナベマキ/著 KADOKAWA

77 596 冷たいフライパンに食材を入れてから火にかけるコールドスタート 上田淳子/[著] 自由国民社

78 596.2 英国王室のアフタヌーンティー マーク・フラナガン/著 キャサリ
ン・カスバートソン/著

河出書房新社

79 596.2 シェフのフレンチ作りおき 前川純一/著 くびら出版

80 596.2 12か月のおうち懐石 榊せい子/著 世界文化社

81 596.2 作れる!飾り巻き寿司おもてなし寿司 川澄健/著 光文社

82 596.2 名画の中の料理 メアリー・アン・カウズ/著 富原ま
さ江/訳

エクスナレッジ

83 596.3 きのこレシピ 石澤清美/料理 板倉弘重/健康効果の
指導

主婦の友社

84 596.3 魚屋三代目の魚料理教室 魚屋三代目/[著] 枻出版社

85 596.3 人気の和食「麵・めん料理」大全 吉田靖彦/著 旭屋出版

86 596.3 ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを 荻野恭子/著 文化学園文化出版局

87 596.3 まいにち食べたいサラダごはん  学研プラス

88 596.4 アメリカン・スタイルBBQ 佐藤政人/著 誠文堂新光社

89 596.4 暮しの手帖のおべんとうのおかず196 暮しの手帖編集部/著 暮しの手帖社

90 596.4 パンによく合うかんたんサラダ弁当 坂下真希子/著 立東舎

91 596.4 飛田和緒の朝にらくする春夏秋冬のお弁当 飛田和緒/著 NHK出版

92 596.4 ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ!中高生の大満足弁当300 上島亜紀/著 ナツメ社

93 596.4 ワンバーナーで山ごはんBOOK  枻出版社

94 596.6 昨日より太らないお菓子できました。 阪本久枝/著 秀和システム

95 596.6 京都「CHIPPRUSON」の天然酵母パン 斉藤ちえ/著 世界文化社

96 596.6 手づくりで贈るほめられ和菓子 宇佐美桂子/著 高根幸子/著 世界文化社

97 596.7 コーヒーと旅 キン・シオタニ/著 マドレーヌブックス

98 596.7 農家が教えるドリンク・ジュース・スムージー 農文協/編 農山漁村文化協会

99 597 古いものと暮らすインテリア  主婦の友社

100 597 ボヘミアンスタイルのインテリア ジャスティナ・ブレイクニー/著 和
田美樹/訳

エクスナレッジ

101 597.5 タスカジseaさんの「リセット5分」の収納術 sea/著 主婦と生活社

102 597.5 フランス流捨てない片づけ 米澤よう子/著 小学館

103 597.5 リバウンドしない収納はどっち? 須藤昌子/著 KADOKAWA

104 599 2歳児サバイバルライフ 2歳児の子育てを楽しむ本制作委員会
/編著 太白区育児サークル応援隊た

repicbook

105 599 孫ができたらまず読む本 宮本まき子/監修 NHK出版

106 599.3 脳とカラダがすくすく育つ!ママ&パパのはじめてフリージング離乳食 みないきぬこ/料理 川口由美子/監修 朝日新聞出版

107 599.3 ママがんばらないで離乳食 森崎友紀/著
トランスワールドジャ
パン

108 599.9 五感を育てるおむつなし育児 三砂ちづる/著 中野美和子/医学監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地元経済を創りなおす  （岩波新書 新赤版） 枝廣淳子/著 岩波書店

2 601.1 地方創生“熱中小学校”の果てしなき挑戦 滝田誠一郎/著 辰巳出版

3 601.1 地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり 渡辺和博/著 日経BP総研マーケティ
ング戦略研究所/編

日経BP社

4 611.7 一般企業の農業参入の展開過程と現段階 大仲克俊/著 農林統計出版

5 611.9 蒼生のミャンマー 高橋昭雄/著 明石書店

6 613.5 まんがでわかる土と肥料 村上敏文/著 農山漁村文化協会

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 617.6 ハーブのすべてがわかる事典 ジャパンハーブソサエティー/著 ナツメ社

8 617.6 南の島のハーブ 嵩西洋子/著 南山舎

9 619.9 スパイス三都物語 マイケル・クロンドル/著 木村高子/
訳

原書房

10 620 暦でわかる園芸作業 山田幸子/著 主婦の友社

11 623 もっともくわしい植物の病害虫百科 根本久/監修 矢口行雄/監修 学研プラス

12 625.5 育てて楽しむウメ百科 三輪正幸/著 藤巻あつこ/レシピ監修 家の光協会

13 626.9 一年中楽しめるコンテナ野菜づくり85種 金田初代/著 金田洋一郎/写真 西東社

14 626.9 木嶋利男野菜の性格アイデア栽培 木嶋利男/監修 学研プラス

15 626.9 超図解野菜の仕立て方の裏ワザ 『やさい畑』菜園クラブ/編 家の光協会

16 626.9 はじめての収穫キッチンガーデン 庭野省三/監修 森誠/監修 エフジー武蔵

17 627 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀有子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

18 627.7 ポタジェとバラのある庭  エフジー武蔵

19 627.7 魅惑のオールドローズ図鑑 御巫由紀/監修・文 大作晃一/写真 世界文化社

20 627.8 グリーンインテリアのある暮らし Vol.2  コスミック出版

21 627.8 四季を楽しむミニ盆栽 橋口リカ/著 家の光協会

22 627.9 GreenSnap多肉植物&グリーンのDIY  主婦の友社

23 629.2 しかけに感動する「京都名庭園」 烏賀陽百合/著 誠文堂新光社

24 629.7 はじめてでも失敗しない手作りガーデンの基本100 浜野典正/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

25 629.7 はじめての小さな庭の花図鑑 辻幸治/解説 福岡将之/写真 八月社

26 645.6 犬房女子 藤崎童士/著 大月書店

27 645.7 ネコの気持ちと飼い方がわかる本 Pet Clinicアニホス/監修 主婦の友
社/編

主婦の友社

28 645.7 保護ねこのきもち  
ベネッセコーポレー
ション

29 645.9 よくわかるウサギの健康と病気 大野瑞絵/著 曽我玲子/監修 誠文堂新光社

30 646.8 大型インコ完全飼育 すずき莉萌/著 小嶋篤史/一部執筆 誠文堂新光社

31 648.1 フロマジェが教えるおいしいチーズの新常識 ファビアン・デグレ/著 本間るみ子/
監修

世界文化社

32 653.7 桐 八重樫良暉/ほか著 猪ノ原武史/ほか
著

農山漁村文化協会

33 664.6 サバが好き! 池田陽子/著 全日本さば連合会/監修 山と溪谷社

34 666.9 メダカ 佐々木浩之/著 誠文堂新光社

35 670 ヤフオク!の経済学 土橋俊寛/著 日本評論社

36 670.9 マーケティング英語の教科書 松浦良高/著 宣伝会議

37 673.3 Amazonスタート→活用完全ガイド 菊地崇仁/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

38 673.3 営業1年目の教科書 菊原智明/著 こつじゆい/絵 大和書房

39 673.3 口下手でもトップになれる営業術 大岩俊之/著 アルファポリス

40 673.3 これだけ!接客英会話丸覚えフレーズBOOK 甲斐ナオミ/著 ナツメ社

41 673.3 どんな人でもできる1年でトップ営業に駆け上がる54のリスト 福山敦士/著 大和書房

42 673.3 松下幸之助は私たちの中に生きている 街を元気にプロジェクト/著 PHP研究所

43 673.7 モノが売れない時代の「繁盛」のつくり方 佐藤勝人/著 同文舘出版

44 673.9 あの会社の新人は、なぜ育つのか 藤沢久美/著 ダイヤモンド社

45 673.9 外食業・究極の成功セオリー 神山泉/著 エフビー

46 673.9 銀座カフェー興亡史 野口孝一/著 平凡社

47 673.9 こんなにおもしろい不動産鑑定士の仕事 大島大容/著 中央経済社

48 673.9 人材教育、こうすれば、やめない、つづく、成長する! 大西昌宏/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

49 674 デジタル時代の基礎知識『PR思考』 伊澤佑美/著 根本陽平/著 翔泳社

50 674.3 売れるボディコピー 向田裕/著 宣伝会議

51 674.3 文字のレイアウトで魅せる広告デザイン パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 674.4 広告代理店のカオスな日常 三浦大和/著 自由国民社

53 675 ブランドのコラボは何をもたらすか 午後の紅茶×ポッキープロジェクト/
編著 坂本弥光/文

宣伝会議

54 675 マーケティング部へようこそ! 五味一成/著 時事通信出版局

55 675 Work in Progressデジタルマーケティングで大切なこと 板澤一樹/著 翔泳社

56 675.3 最強の商品開発 M.ラマヌジャム/著 G.タッケ/著 中央経済社

57 678.1 2時間でわかる図解貿易新ルール入門 中田一良/著 あさ出版

58 681 交通経済学入門 竹内健蔵/著 有斐閣

59 681.1 経済学で読み解く交通・公共政策 中条潮/編著 田邉勝巳/編著 中央経済社

60 685.5 全国路線バス大百科 2018 日本バス友の会/監修 講談社ビーシー

61 686.2 鉄トレ! 屋敷直子/著 結解喜幸/監修 交通新聞社

62 686.2 “日本一貧乏な観光列車”が走るまで 佐藤優子/著 永山茂/監修 ぴあ

63 686.2 秘境駅の謎 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

64 686.5 ヨーロッパ鉄道時刻表 2018年冬ダイヤ号 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

65 687.9 災害と空港 轟朝幸/編著 引頭雄一/編著 成山堂書店

66 689.4 地域文化観光論 橋本和也/著 ナカニシヤ出版

67 689.5 すっきりわかる東京ディズニーランド&シー最強MAP&攻略ワザ 2018年版 最強MAP&攻略ワザ調査隊/著 扶桑社

68 689.5 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド 2018 USJのツボ/監修 USJ裏技調査隊/編 廣済堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 伝統文化 野村朋弘/著 淡交社

2 702.1 舞台の上の障害者 長津結一郎/著 九州大学出版会

3 702.3 もっと知りたいレオナルド・ダ・ヴィンチ 裾分一弘/監修 東京美術

4 706.9 TOKYO美術館 2018-2019  枻出版社

5 706.9 百貨店の展覧会 志賀健二郎/著 筑摩書房

6 707 海外にとびだそう英語でアート! 佐藤実/共著 宮本由紀/共著 マール社

7 712.1 鉄を鍛(たた)く 阿部守/著 石風社

8 718 東海仏像めぐり 田中ひろみ/著 ウェッジ

9 718 平安の美仏大百科  枻出版社

10 718.3 彫刻刀で作る仏像 入門編 関侊雲/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

11 720.8 名画のなかの猫 アンガス・ハイランド/[編]著 キャ
ロライン・ロバーツ/[編]著

エクスナレッジ

12 721.8 江戸の女装と男装 渡邉晃/[編]著 太田記念美術館/監修 青幻舎

13 721.9 日本画家が描く美人画の世界  辰巳出版

14 721.9 不染鉄之画集 不染鉄/著 求龍堂

15 723.0 心に響く印象派画家の言葉46 Moderna Classica/編著 青月社

16 723.1 猪熊弦一郎のおもちゃ箱 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館/監修
ミモカ美術振興財団/監修

小学館

17 723.3 イギリス野の花図鑑 ヘンリー・テリー/著 森ゆみ/訳
パイインターナショナ
ル

18 723.3 知識ゼロからの西洋絵画困った巨匠たち対決 山田五郎/著 幻冬舎

19 723.3 評伝ゲルハルト・リヒター ディートマー・エルガー/著 清水穣/
訳

美術出版社

20 724.1 光を描く 日貿出版社/編 伊藤昌/[ほか]描法指
導

日貿出版社

21 724.4 水彩画プロの美しい技法 小林啓子/著 池田書店

22 724.4 水彩画 水を操る15のテクニック 石垣渉/著 日貿出版社

23 724.4 透明水彩で描くワンランク上の人物画 醍醐芳晴/著 芸術新聞社

24 725 線一本からはじめる伝わる絵の描き方 OCHABI Institute/著 インプレス

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 725.4 すばらしき手描きの世界 2 チョークボーイ/著 主婦の友社

26 726.6 過去六年間を顧みて かこさとし/著 偕成社

27 726.6 ディック・ブルーナのすべて  講談社

28 726.9 自由に描く和紙ちぎり絵 田中悠子/講師 主婦の友社

29 728.3 製硯師 青柳貴史/著 天来書院

30 728.4 常用漢字字典毛筆 楷書・行書編 奥江晴紀/著 芸術新聞社

31 728.5 かな書へのいざない 中室舟水/著 日貿出版社

32 732.1 世界のなかで自分の役割を見つけること 小松美羽/著 ダイヤモンド社

33 733.0 新版画作品集 西山純子/[編]著 東京美術

34 736 ボタニカル図案集 HUTTE./著 ブティック社

35 751.5 自分で作るとんぼ玉&ガラスアクセサリー 2  
スタジオタッククリエ
イティブ

36 751.9 プラバンでつくる大人かわいいアクセサリー だいごちひろ/[著] アップルミンツ

37 753.8 Veritecoの草木染め Veriteco/著 グラフィック社

38 754.9 エコクラフトで作るおしゃれな編み地のかごバッグと雑貨  ブティック社

39 754.9 贈る・飾る・使う折り紙の箱と小物 丹羽兌子/著 ナツメ社

40 754.9 <折り>の設計 ポール・ジャクソン/著 牧尾晴喜/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

41 754.9 活発脳をつくる60歳からのおりがみ 古賀良彦/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

42 755.5 300種類オーバーのトートバッグを作る  
スタジオタッククリエ
イティブ

43 756.8 箱中天 高橋善丸/著 光村推古書院

44 760.9 ウェルカム!ビートルズ 佐藤剛/著 リットーミュージック

45 762.8 「亡命」の音楽文化誌 エティエンヌ・バリリエ/著 西久美
子/訳

アルテスパブリッシン
グ

46 763 トイ楽器の本 良原リエ/著 DU BOOKS

47 763.2 これからはじめる即興演奏 馬淵明彦/著 杉本明/著 スタイルノート

48 763.2 ピアノのお悩み解決クリニック 音大受験編 春畑セロリ/著 ヤマハミュージックEH

49 763.2 ピアノのお悩み解決クリニック 進路・就職編 春畑セロリ/著 ヤマハミュージックEH

50 763.4 新編ヴァイオリン&ヴァイオリニスト 音楽の友/編 音楽之友社

51 763.5 エレクトリック・ギター革命史 ブラッド・トリンスキー/著 アラ
ン・ディ・ペルナ/著

リットーミュージック

52 764.3 ブルックナー交響曲 ハンス=ヨアヒム・ヒンリヒセン/著
高松佑介/訳

春秋社

53 764.7 クラシック・ハード・ロック ディスク・ガイド  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

54 764.7 パット・メセニーを聴け! 堀埜浩二/著
ブリコルール・パブ
リッシング

55 767.8 愛の大売り出し 美輪明宏/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

56 767.8 あの頃、この歌、甦る最強伝説 富澤一誠/著 言視舎

57 767.8 A面に恋をして 谷口由記/著 リットーミュージック

58 769.9 パリ・オペラ座のエトワール アニエス・ルテステュ自伝
アニエス・ルテステュ/著 ジェラー
ル・マノニ/著

世界文化社

59 770.6 テレビとジャニーズ 太田省一/著 blueprint

60 773.5 カラー百科見る・知る・読む能舞台の世界 小林保治/編集 表きよし/編集 勉誠出版

61 778.2 映画で旅するイスラーム 藤本高之/編 金子遊/編 論創社

62 778.2 北野武映画の暴力 ベテス/著 クオン

63 778.2 21世紀本格ミステリ映像大全 千街晶之/編著 秋好亮平/著 原書房

64 778.2 平成特撮の夜明け 別冊映画秘宝編集部/編 洋泉社

65 778.7 アニメと鉄道 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

66 779.1 ゼロから分かる!図解落語入門 稲田和浩/文 世界文化社

67 779.1 父・横山やすし伝説 木村一八/著 宝島社

68 780 スポーツを仕事にするという選択 池上達也/著 秀和システム

69 780.1 一流アスリートのカラダを劇的に変えた強く、美しくなる食事 細野恵美/著 大和書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 780.6 1964東京五輪聖火空輸作戦 夫馬信一/著 鈴木真二/航空技術監修 原書房

71 780.7 成長のための答えは、選手の中にある 柘植陽一郎/著 洋泉社

72 780.7 フィットネスジム徹底活用マニュアル 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

73 781.4 1日5分でOK!小中学生のためのらくストレッチ 石橋秀幸/著 学研プラス

74 781.9 まるごと鬼ごっこ 鬼ごっこ協会/著 いかだ社

75 782 痛む部位で検索!ランナーの痛み解決ブック  枻出版社

76 782.3 自己ベストを出せる!陸上競技長距離・駅伝 川嶋伸次/監修 メイツ出版

77 782.3 マラソンランナーへの道 鍋倉賢治/著 大修館書店

78 783.3 ハンドボール法政二高式総合力アップドリル 阿部直人/著
ベースボール・マガジ
ン社

79 783.4 JACPA子どもがぐんぐん伸びるジュニアサッカー 野口光彦/監修 梶真人/監修 金の星社

80 783.4 100問の“実戦ドリル”でサッカーiQが高まる 篠幸彦/著 東邦出版

81 783.4 ラ・リーガ劇場 小宮良之/著 東邦出版

82 783.4 ラグビー基本と上達ドリル 岩出雅之/監修 実業之日本社

83 783.5 テニス勝つ!シングルス試合を制する50のコツ 増田健太郎/監修 メイツ出版

84 783.6 DVDでわかる!部活で大活躍!卓球最強のコツ50 平亮太/監修 メイツ出版

85 783.7 勝ち抜く身体(からだ)をつくる球児メシ タイムリー編集部/制作 光文社

86 783.7 高校球児に伝えたい!配球学・リード術 野村克也/著 野村克則/著 東邦出版

87 783.7 硬式野球 岩井式“心技体”を磨く王道メソッド 岩井美樹/著
ベースボール・マガジ
ン社

88 783.7 野村の哲学ノート「なんとかなるわよ」 野村克也/著 ベストセラーズ

89 783.7 部活で差がつく!勝つソフトボール必勝のポイント50 渡辺和久/監修 メイツ出版

90 786.5 筧五郎のヒルクライム強化書  枻出版社

91 788.1 貴の乱 鵜飼克郎/著 岡田晃房/著 宝島社

92 788.1 横綱の品格 双葉山(時津風定次)/著
ベースボール・マガジ
ン社

93 788.7 オートバイ乗りは、“怖がり”ほどうまくなる。 根本健/著 枻出版社

94 789.2 美しい型で100の戦いに勝つ!カマキリ拳法 瀬戸信介/著 フル・コム/編 東邦出版

95 791 外国人に茶道を伝える英会話例文集 高橋絹子/著 新崎隆子/著 淡交社

96 791.8 茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 入江亮子/著 佐藤宗樹/著 世界文化社

97 795 囲碁の手法 上 桑本晋平/著 日本棋院

98 795 囲碁の手法 下 桑本晋平/著 日本棋院

99 796 将棋の序盤でやってはいけない手 高橋道雄/著 創元社

100 796 ひふみんの将棋の一二三 津江章二/著 加藤一二三/監修 神宮館

101 796.0 永世七冠羽生善治のすべて  日本将棋連盟

102 796.0 鬼才伝説 加藤一二三/著 中央公論新社

103 797.2 人気実況者てらこのはじめてのポーカー 寺崎美保子/著 KADOKAWA

104 797.5 はじめての健康マージャン 日本健康麻将協会/監修 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 809.4 入社1年目人前であがらずに話す教科書 金森たかこ/著 西出ひろ子/監修 プレジデント社

2 809.6 「15分ミーティング」のすごい効果 矢本治/著 日本実業出版社

3 810.4 いつも日本語で悩んでいます 朝日新聞校閲センター/著 さくら舎

4 810.4 大人の言葉えらびが使える順でかんたんに身につく本 吉田裕子/著 かんき出版

5 810.4 知っているようで知らない日本語のルール 佐々木瑞枝/著 東京堂出版

6 815.8 これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識 ザ・アール/著 フォレスト出版

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 816 博報堂スピーチライターが教える短くても伝わる文章のコツ ひきたよしあき/著 かんき出版

8 816.6 たった3行!心を添える一筆せん。 臼井由妃/著 現代書林

9 829.7 ニューエクスプレスアムハラ語 若狭基道/著 白水社

10 829.8 ニューエクスプレスロマ<ジプシー>語 角悠介/著 白水社

11 830.7 世界で活躍する日本人エリートのシンプル英語勉強法 戸塚隆将/著 ダイヤモンド社

12 834 ネイティブの語感に迫るアクティブな英単語力 中村良夫/著 高橋邦年/著 開拓社

13 835 イチからはじめる英文法 東後幸生/著 ベレ出版

14 835 英語の素朴な疑問に答える36章 若林俊輔/著 研究社

15 835 英語はぜったい逆から読むな! Jaybee Choi/著 IBCパブリッシング

16 837 天声人語 2017冬 朝日新聞論説委員室/編 国際編集部/
訳

原書房

17 837.7 英語で日本昔ばなし 曽根田憲三/著 上原寿和子/本文英訳 ベレ出版

18 837.8 今日のタメ口英語 kazuma/著 KADOKAWA

19 837.8 敬語の英語 デイビッド・セイン/著 佐藤淳子/著 ジャパンタイムズ

20 837.8 コルトン君とママの親子で楽しい英会話 アリシャ・オズボーン/著 ベレ出版

21 850 はじめての声に出すフランス語 高岡優希/著 ジャン=ノエル・ポレ/
著

白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 910.2 鏡花と妖怪 清水潤/著 怪異怪談研究会/編 青弓社

2 910.2 現代女性作家の方法 松本和也/著 水声社

3 910.2 批評の魂 前田英樹/著 新潮社

4 910.2 仏教からよむ古典文学 末木文美士/著 KADOKAWA

5 911.3 夏井いつきの「花」の歳時記 夏井いつき/著 世界文化社

6 911.3 俳句歳時記 春 角川書店/編 KADOKAWA

7 911.3 俳句の誕生 長谷川櫂/著 筑摩書房

8 911.5 主よ一羽の鳩のために 須賀敦子/著 河出書房新社

9 911.5 高村光太郎論 中村稔/著 青土社

10 914.6 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名誠/著 KADOKAWA

11 914.6 吉祥寺デイズ 山田詠美/著 小学館

12 914.6 極小農園日記 荻原浩/著 毎日新聞出版

13 914.6 ご機嫌な習慣 松浦弥太郎/著 中央公論新社

14 914.6 最後まで、あるがまま行く 日野原重明/著 朝日新聞出版

15 914.6 酒の渚 さだまさし/著 幻冬舎

16 914.6 100歳のほんとうの幸福 吉沢久子/著 PHP研究所

17 914.6 ほどほど快適生活百科 群ようこ/著 集英社

18 914.6 戀愛譚 東郷青児/著 野崎泉/編 創元社

19 915.6 苦汁200% 尾崎世界観/著 文藝春秋

20 915.6 「五足の靴」をゆく 森まゆみ/著 平凡社

21 915.6 日本名城紀行 1 森敦/著 藤沢周平/著 小学館

22 916 コータリンは要介護5 神足裕司/著 朝日新聞出版

23 923.7 折りたたみ北京 ケン・リュウ/編 中原尚哉/[ほか]訳 早川書房

24 923.7 海峡を渡る幽霊 李昻/著 藤井省三/訳 白水社

25 929.1 あまりにも真昼の恋愛 キムグミ/著 すんみ/訳 晶文社

26 929.1 1945,鉄原 イヒョン/著 梁玉順/訳 影書房

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 929.3 消えてしまった葉 チラナン・ピットプリーチャー/著
四方田犬彦/訳

港の人

28 933.7 エヴァンズ家の娘 ヘザー・ヤング/著 宇佐川晶子/訳 早川書房

29 933.7 オリジン 上 ダン・ブラウン/著 越前敏弥/訳 KADOKAWA

30 933.7 オリジン 下 ダン・ブラウン/著 越前敏弥/訳 KADOKAWA

31 933.7 ハリー・ポッターと魔法の歴史をめぐる旅 ブルームズベリー社/編 松岡佑子/日
本語版監修

静山社

32 933.7 見えるもの見えざるもの E.F.ベンスン/著 山田蘭/訳 アトリエサード

33 952.7 新訳ベケット戯曲全集 1 サミュエル・ベケット/著 岡室美奈
子/監修

白水社

34 953.6 ペンギンの島 アナトール・フランス/著 近藤矩子/
訳

白水社

35 953.7 ゲームの規則 4 ミシェル・レリス/著 平凡社

36 953.7 モスクワの誤解 シモーヌ・ド・ボーヴォワール/著
井上たか子/訳

人文書院

37 957 悪の箴言(マクシム) 鹿島茂/著 祥伝社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 大友二階崩れ 赤神諒/著 日本経済新聞出版社

2 F 居酒屋ぼったくり 9 秋川滝美/[著] アルファポリス

3 F 長く高い壁 浅田次郎/著 KADOKAWA

4 F ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ/著 朝日新聞出版

5 F アンダーカバー 麻生幾/著 幻冬舎

6 F 天龍院亜希子の日記 安壇美緒/著 集英社

7 F 怪盗不思議紳士 我孫子武丸/著 KADOKAWA

8 F レッドリスト 安生正/著 幻冬舎

9 F 本のエンドロール 安藤祐介/著 講談社

10 F 私小説 市川拓司/著 朝日新聞出版

11 F 修羅の都 伊東潤/著 文藝春秋

12 F わたしの忘れ物 乾ルカ/著 東京創元社

13 F にんげんぎらい 大西智子/著 光文社

14 F 私はあなたの記憶のなかに 角田光代/著 小学館

15 F 2センチの隙間 笠原正雄/著 PHP研究所

16 F 浮雲心霊奇譚 [4] 神永学/著 集英社

17 F 死の島 小池真理子/著 文藝春秋

18 F 房総グランオテル 越谷オサム/著 祥伝社

19 F 枕女王 新堂冬樹/著 河出書房新社

20 F 青くて痛くて脆い 住野よる/著 KADOKAWA

21 F みとりし 高森美由紀/著 産業編集センター

22 F 愛を乞う皿 田中経一/著 幻冬舎

23 F シャーロック・ホームズたちの新冒険 田中啓文/著 東京創元社

24 F 身代わり忠臣蔵 土橋章宏/著 幻冬舎

25 F カーネーション 徳永圭/著 KADOKAWA

26 F 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山七里/著 講談社

27 F にらみ 長岡弘樹/著 光文社

28 F 奏弾室 仁木英之/著 徳間書店

29 F おまじない 西加奈子/著 筑摩書房

30 F 悲球伝 西尾維新/著 講談社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 F 十津川警部九州観光列車の罠 西村京太郎/著 集英社

32 F 西から来た死体 西村京太郎/著 中央公論新社

33 F 日本遺産に消えた女 西村京太郎/[著] 徳間書店

34 F 完パケ! 額賀澪/著 講談社

35 F 大人になったら、 畑野智美/著 中央公論新社

36 F 雨と詩人と落花と 葉室麟/著 徳間書店

37 F 穢れ舌 原宏一/著 KADOKAWA

38 F それまでの明日 原尞/著 早川書房

39 F スイート・ホーム 原田マハ/著 ポプラ社

40 F 鍬ケ崎心中 平谷美樹/著 小学館

41 F 虚像のアラベスク 深水黎一郎/著 KADOKAWA

42 F 南総里見八犬伝 1 松尾清貴/文 静山社

43 F 龍の耳を君に 丸山正樹/著 東京創元社

44 F 消えた断章 深木章子/著 光文社

45 F 超動く家にて 宮内悠介/[著] 東京創元社

46 F 春の旅人 村山早紀/著 げみ/イラスト 立東舎

47 F さよなら、わるい夢たち 森晶麿/著 朝日新聞出版

48 F 水田マリのわだかまり 宮崎誉子/著 新潮社

49 F 安土唐獅子画狂伝 谷津矢車/著 徳間書店

50 F 黒のショートショート 山口タオ/著 講談社

51 F 白のショートショート 山口タオ/著 講談社

52 F キマイラ 13 夢枕獏/著 朝日新聞出版

53 F 雪割草 横溝正史/著 山口直孝/編 戎光祥出版

54 F 亡霊の柩 吉田恭教/著 南雲堂

55 F 殺戮の罠 渡辺裕之/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B933.7 キングスマン ゴールデン・サークル ティム・ワゴナー/著 マシュー・
ヴォーン/監督

竹書房

2 B933.7 ソロモン海底都市の呪いを解け! 上 クライブ・カッスラー/著 ラッセ
ル・ブレイク/著

扶桑社

3 B933.7 ソロモン海底都市の呪いを解け! 下 クライブ・カッスラー/著 ラッセ
ル・ブレイク/著

扶桑社

4 B933.7 パレアナの青春 エレナ・ポーター/[著] 村岡花子/訳 角川書店

5 B949.8 顔のない男 ステファン・アーンヘム/著 堤朝子/
訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

6 BF 正義のセ 4 阿川佐和子/[著] KADOKAWA

7 BF 餓鬼岳殺人山行 梓林太郎/著 文芸社

8 BF 爆裂火口 梓林太郎/著 実業之日本社

9 BF 総力捜査 安東能明/著 新潮社

10 BF 桃太郎姫七変化 井川香四郎/著 実業之日本社

11 BF 屋上の名探偵 市川哲也/著 東京創元社

12 BF 暁光の断 上田秀人/著 光文社

13 BF 地の業火 上田秀人/著 光文社

14 BF 鳥取雛送り殺人事件 内田康夫/著 中央公論新社

15 BF 路地裏のほたる食堂 [2] 大沼紀子/著 講談社

16 BF 逃げた名馬 佐々木裕一/[著] 講談社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 BF クラン 6 沢村鐵/著 中央公論新社

18 BF 伝七捕物帳 陣出達朗/著 光文社

19 BF 筋読み 田村和大/著 宝島社

20 BF 黒門町伝七捕物帳 縄田一男/編 山手樹一郎/[ほか著] 光文社

21 BF 愛の死角 深谷忠記/著 光文社

22 BF 時給三〇〇円の死神 藤まる/著 双葉社

23 BF 繕い屋 矢崎存美/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G361.4 型 JAPAN ボイ・ラファイエット・デ・メンテ/
著 Geoff Botting/[改訂]

チャールズ・イー・タ
トル出版

2 G810.7 EASY Japanese 木稲枝美子/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

3 GF COW Mika Fujii/[著] Ikuo Uzawa/[画] パレード

4 GF HARP OF BURMA 竹山道雄/著 ハワード・ヒベット/訳
チャールズ・イー・タ
トル出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R010.5 日本の図書館 2017 日本図書館協会図書館調査事業委員
会/編集

日本図書館協会

2 R059 世界年鑑 2018 共同通信社/編著 共同通信社

3 R059 読売年鑑 2018年版  読売新聞東京本社

4 R203.2 世界史年表・地図 亀井高孝/編 三上次男/編 吉川弘文館

5 R210.2 47都道府県・遺跡百科 石神裕之/著 丸善出版

6 R210.3 日本史年表・地図 児玉幸多/編 吉川弘文館

7 R290.3 基本地図帳 2018-2019 二宮書店編集部/著 二宮書店

8 R290.3 日本・世界地図帳 2018-2019年版  朝日新聞出版

9 R317.7 新警備用語辞典  立花書房

10 R320.9 六法全書 平成30年版1 山下友信/編集代表 宇賀克也/編集代
表

有斐閣

11 R320.9 六法全書 平成30年版2 山下友信/編集代表 宇賀克也/編集代
表

有斐閣

12 R361.9 社会生活統計指標 2018 総務省統計局/編集 日本統計協会

13 R361.9 統計でみる都道府県のすがた 2018 総務省統計局/編集 日本統計協会

14 R486.8 美しい日本の蝶図鑑 工藤誠也/著・写真 矢後勝也/監修 ナツメ社

15 R653.2 樹木の名前 高橋勝雄/解説 長野伸江/解説 山と溪谷社

16 R703.5 美術名典 2018 美術名典編集部/編集 芸術新聞社

17 R779.1 落語登場人物事典 矢野誠一/編 白水社

18 R791.6 茶室露地大事典 中村昌生/監修 池田俊彦/[ほか]編集 淡交社

19 R833.2 難訳・和英「語感」辞典 松本道弘/著 さくら舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T290.9 るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷 19  JTBパブリッシング

2 T305 富大経済論集 第63巻第3号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

3 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 平成30年3月 [富山市議会/編] [富山市議会]

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 

T 郷土資料 

G 外国語資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 T344 予算に関する説明書 平成30年度 富山市/[編] 富山市

5 T353 統計からみる富山市 2018 富山市企画管理部情報統計課/編
富山市企画管理部情報
統計課

6 T353 富山市統計書 第13回 平成29年度版 富山市企画管理部情報統計課統計
係/編

富山市

7 T375.3 人権教育推進のために 平成30年3月 富山県教育委員会生涯学習・文化財
室/編

富山県教育委員会

8 T706 砺波市美術館子どもの造形アトリエ20周年記念誌 砺波市美術館/編 砺波市美術館

9 T748 万華鏡 297号  ふるさと開発研究所

10 T780 富山県高校スポーツ記録 第35号 2017 富山県高等学校体育連盟/編
富山県高等学校体育連
盟

11 T905 とやま文学 第36号 富山県芸術文化協会/編集 富山県芸術文化協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいさつってたのしい 石津ちひろ/文 松田奈那子/絵 小学館

2 E あかちゃん新社長がやってきた マーラ・フレイジー/作 もとしたい
づみ/訳

講談社

3 E アニマルズ エマ・ドッズ/ぶん マーク・アスピ
ナール/え

ポプラ社

4 E あのとき、そこにきみがいた。 やじまますみ/作・絵 ポプラ社

5 E いろいろおしたく えがしらみちこ/作 小学館

6 E うごかせ!のりもの 鎌田歩/作・絵 教育画劇

7 E うでのいいくつや くすのきしげのり/作 澤野秋文/絵 フレーベル館

8 E 王さまになった羊飼い 松瀬七織/再話 イヨンギョン/絵 福音館書店

9 E おおきくなったらきみはなんになる? 藤本ともひこ/文 村上康成/絵 講談社

10 E おはなしだいすき あだちなみ/絵 あいはらひろゆき/文 ブロンズ新社

11 E おばあちゃんとおんなじ なかざわくみこ/[作] 偕成社

12 E おみせやさんでんしゃ 林木林/文 いまいずみやすこ/絵 交通新聞社

13 E かぜかぜかぜ 山田美津子/作 こぐま社

14 E かぶきやパン かねまつすみれ/作 長野ヒデ子/絵 童心社

15 E かぶきわらしの義経千本桜 庄司三智子/文・絵 出版ワークス

16 E かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ/作 風
木一人/訳

BL出版

17 E がまばあさん マットかずこ/ぶん・え ハッピーオウル社

18 E キノキノとポキのふしぎなみ 種村有希子/さく 種村安希子/さく 講談社

19 E きみはりっぱなマジシャンだ! アシュレイ・エバンソン/作 浜崎絵
梨/訳

岩崎書店

20 E ぎゅ〜っ! いしづちひろ/さく くわざわゆうこ/
え

くもん出版

21 E きょう、おともだちができたの 得田之久/作 種村有希子/絵 童心社

22 E 恐竜えほんスピノサウルス 柏崎義明/絵 青塚圭一/図鑑監修 金の星社

23 E 恐竜えほんトリケラトプス 柏崎義明/絵 青塚圭一/図鑑監修 金の星社

24 E ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわゆみこ/さく 教育画劇

25 E くろねころびんちゃんごろごろ くろねこいしょう/さくえ キーステージ21

26 E 黄金りゅうと天女 代田昇/文 赤羽末吉/絵 BL出版

27 E ジェームズ、わたしを撮って! アンドレア・J.ローニー/文 キー
ス・マレット/絵

汐文社

28 E じかんだよー! さいとうしのぶ/著 白泉社

29 E しばはま 野村たかあき/文絵 柳家小三治/監修 教育画劇

30 E ぜったいいぬをかうからね ローレン・チャイルド/作 木坂涼/訳 フレーベル館

31 E 大名行列 シゲリカツヒコ/作 小学館

32 E だんごむしのおうち 澤口たまみ/ぶん たしろちさと/え 福音館書店

33 E 小さなピスケのはじめての旅 二木真希子/著 復刊ドットコム

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 E チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ/文 アンジェラ・ブ
ルックスバンク/絵

徳間書店

35 E 月とあざらし 小川未明/作 古志野実/絵 架空社

36 E ティモシーとサラかあさんのすきだった木 芭蕉みどり/作・絵 ポプラ社

37 E どうぶつだあれかな かきもとこうぞう/絵 はせがわさと
み/文

学研プラス

38 E としおくんむし ねじめ正一/文 高畠那生/絵 光村教育図書

39 E 殿さまの茶わん 小川未明/作 古志野実/絵 架空社

40 E とらのことらこ きくちちき/作・絵 小学館

41 E のどぼとけさん 尾崎美紀/作 ささきみお/絵 ひさかたチャイルド

42 E はじめてのがっこう フルール・ウリー/作 石津ちひろ/訳
パイインターナショナ
ル

43 E はじめてのはじまり 中川ひろたか/ぶん 中野真典/え 小学館

44 E はなちゃんおとなになります 千葉智江/作 小学館

45 E バブーおうじと7にんのおばけ 白土あつこ/作・絵 教育画劇

46 E はるのごほうび 内田麟太郎/作 村上康成/絵 鈴木出版

47 E はるのワンピースをつくりに 石井睦美/文 布川愛子/絵 ブロンズ新社

48 E 飛行機しゅっぱつ! 鎌田歩/作 福音館書店

49 E ひとりぼっちのつる 椋鳩十/作 黒井健/絵 理論社

50 E ぼくはちいさくてしろい 和田裕美/作 ミウラナオコ/絵 クラーケン

51 E ホッキョクグマ ジェニ・デズモンド/さく 福本由紀
子/やく

BL出版

52 E まちあわせは木のところ 牛窪良太/著 白泉社

53 E マルラゲットとオオカミ マリー・コルモン/文 ゲルダ・
ミューラー/絵

徳間書店

54 E もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア/ぶん
アンドレ・レトリア/え

KTC中央出版

55 E やくそくの「大地踏」 つちだよしはる/作 リーブル

56 E やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかやみわ/さく 白泉社

57 E ゆうえんちでなんでやねん 鈴木翼/文 あおきひろえ/文 世界文化社

58 E わたしをわすれないで ナンシー・ヴァン・ラーン/さく ス
テファニー・グラエギン/え

マイクロマガジン社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 いま知っておきたい未来のくらし はじめてのAI 1 松林弘治/著 中島秀之/監修
角川アスキー総合研究
所

2 K007 高校生のためのゲームで考える人工知能  （ちくまプリマー新書） 三宅陽一郎/著 山本貴光/著 筑摩書房

3 K007 最新版親子で学ぶインターネットの安全ルール 小学生・中学生編 いけだとしお/文 おかもとなちこ/文 ジャムハウス

4 K007 小中学生からはじめるプログラミングの本 2018年版 日経パソコン/編 石井英男/[ほか]著 日経BP社

5 K070 その情報、本当ですか?  （岩波ジュニア新書） 塚田祐之/著 岩波書店

6 K217 日本の戦争と動物たち 2  汐文社

7 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第2期3  かもがわ出版

8 K289 かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ/著
マーティン・ギャンダ/著

PHP研究所

9 K290 世界地図の迷宮 瀧原愛治/絵 井田仁康/監修 学研プラス

10 K302 イスラームってなに? シリーズ4 長沢栄治/監修 かもがわ出版

11 K314 しらべよう!世界の選挙制度 大野一夫/著 汐文社

12 K317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 2 森田朗/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

13 K369 はじめよう!ボランティア 1 長沼豊/監修 廣済堂あかつき

14 K378 手で読む心でさわるやさしい点字 1 日本点字委員会/監修 国土社編集部/
編集

国土社

15 K383 古い道具と昔のくらし事典 内田順子/監修 関沢まゆみ/監修 金の星社

16 K386 はじめての行事えほん 小川直之/監修 竹永絵里/絵
パイインターナショナ
ル

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 K420 はかってみよう長さ・重さ・時間 2 新間竹彦/著 汐文社

18 K443 写真で見る星と伝説 野尻抱影/文 八板康麿/写真 偕成社

19 K448 地図っておもしろい! 3 早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社

20 K457 羽毛恐竜 大島英太郎/作 真鍋真/監修 福音館書店

21 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 1 溝渕優/原作 星の環会

22 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 5 溝渕優/原作 星の環会

23 K480 コワい生き物のすごいひみつ 1 高橋剛広/著 新宅広二/監修 合同出版

24 K480 コワい生き物のすごいひみつ 2 高橋剛広/著 新宅広二/監修 合同出版

25 K480 コワい生き物のすごいひみつ 3 高橋剛広/著 新宅広二/監修 合同出版

26 K480 何が怖い?どこが危ない?危険生物を知ろう! 2 小宮輝之/監修 教育画劇

27 K489 トラの子を助けだせ! ルイーザ・リーマン/著 嶋田香/訳 KADOKAWA

28 K501 ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 2 小石新八/監修 こどもくらぶ/編 六耀社

29 K502 企業内職人図鑑 15 こどもくらぶ/編 同友館

30 K502 子どもに伝えたい和の技術 7 和の技術を知る会/著 文溪堂

31 K519 地球の危機をさけぶ生きものたち 3 藤原幸一/写真・文 少年写真新聞社

32 K548 社会でがんばるロボットたち 3 佐藤知正/監修 鈴木出版

33 K548 ロボットが家にやってきたら…  （岩波ジュニア新書） 遠藤薫/著 岩波書店

34 K586 イチからつくるワタの糸と布 大石尚子/編 杉田比呂美/絵 農山漁村文化協会

35 K590 はじめてまなぶもちかたのえほん 宮里暁美/監修 常永美弥/絵 PHP研究所

36 K596 かんたん!かわいい!材料3つからのスイーツレシピ ひんやりスイーツ 八木佳奈/著 金の星社

37 K596 かんたん!かわいい!材料3つからのスイーツレシピ 和のスイーツ 八木佳奈/著 金の星社

38 K616 ムギの大百科 吉田久/編 農山漁村文化協会

39 K617 コーヒー豆を追いかけて 原田一宏/著 くもん出版

40 K619 なっとう菌 木村啓太郎/監修 高部晴市/絵 農山漁村文化協会

41 K641 しあわせの牛乳 佐藤慧/著 安田菜津紀/写真 ポプラ社

42 K686 新幹線ずかん  ぴあ

43 K727 和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう 1 小山弓弦葉/監修 汐文社

44 K777 みんながたのしくなる影絵の世界 3 影絵人形劇団みんわ座/監修・著 こ
どもくらぶ/編

六耀社

45 K780 スポーツでひろげる国際理解 2 中西哲生/監修 文溪堂

46 K780 3つの東京オリンピックを大研究 3 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

47 K783 王先輩から清宮幸太郎まで早実野球部物語 中村計/著 講談社

48 K783 勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 卓球 真田浩二/監修 金の星社

49 K783 二人でなら、世界一になれる! 光丘真理/著 PHP研究所

50 K783 読めばメキメキうまくなるテニス入門 綿貫弘次/監修 実業之日本社

51 K788 みんなの相撲大全 1 デーモン閣下/監修 教育画劇

52 K796 強くなる!こども将棋入門 杉本昌隆/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

53 K796 どんどん強くなるこども詰め将棋3手詰め 中村太地/監修 池田書店

54 K798 超もりあがる!5分間ゲーム さそり山かずき/作 深蔵/絵 ポプラ社

55 K807 アナグラムで遊ぼう けんじのじけん ささきあり/作 さいとうかおり/絵 あかね書房

56 K807 回文で遊ぼう きしゃのやしき 間部香代/作 ハラアツシ/絵 あかね書房

57 K809 イラスト版人前で話すこつ 海野美穂/著 合同出版

58 K809 発表・スピーチに自信がつく!魔法の話し方トレーニング 1 白石謙二/著 常永美弥/絵 汐文社

59 K814 教科書に出てくるはんたいのいみのことば 青木こずえ/編 つぼいひろき/絵 汐文社

60 K816 作文名人への道 田中定幸/編著 今井成司/編著 本の泉社

61 K830 楽しい!英語でアクティビティ 中・高学年編 安江こずゑ/著 オーモリシンジ/絵 WAVE出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 K837 中学英語で話そう日本の文化 1 大門久美子/編著 汐文社

63 K913 洪水の前 赤川次郎/著 汐文社

64 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

65 K913 ぼくはなんでもできるもん いとうみく/作 田中六大/絵 ポプラ社

66 K913 世界一クラブ [1] 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

67 K913 源氏物語の教え  （ちくまプリマー新書） 大塚ひかり/著 筑摩書房

68 K913 モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉幸子/作 高畠純/絵 小峰書店

69 K913 学校の怖すぎる話 3 加藤一/編・著 市川友章/絵 あかね書房

70 K913 しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子/作 竹熊ゴオル/絵 文研出版

71 K913 遠い国から来た少年 3 黒野伸一/作 荒木慎司/絵 新日本出版社

72 K913 ピアノをきかせて 小俣麦穂/著 講談社

73 K913 波うちぎわのシアン 斉藤倫/著 まめふく/画 偕成社

74 K913 悪ガキ7 [6] 宗田理/著 静山社

75 K913 くだものっこの花 たかどのほうこ/作 つちだのぶこ/絵 フレーベル館

76 K913 4ミリ同盟 高楼方子/著 大野八生/画 福音館書店

77 K913 千びきおおかみ 筒井悦子/再話 太田大輔/絵 こぐま社

78 K913 邪馬台戦記 1 東郷隆/作 佐竹美保/絵 静山社

79 K913 妖怪一家の温泉ツアー 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

80 K913 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル/さく・え ポプラ社

81 K913 魔法医トリシアの冒険カルテ 5 南房秀久/著 小笠原智史/絵 学研プラス

82 K913 おじいちゃんとおかしな家 西美音/作 石川えりこ/絵 フレーベル館

83 K913 花見べんとう 二宮由紀子/作 あおきひろえ/絵 文研出版

84 K913 さいごの海賊と妖怪牛鬼 野田道子/作 藤田ひおこ/絵 文研出版

85 K913 奇譚ルーム はやみねかおる/著 しきみ/画 朝日新聞出版

86 K913 都会(まち)のトム&ソーヤ 15 はやみねかおる/[著] にしけいこ/画 講談社

87 K913 日曜日の王国 日向理恵子/作 サクマメイ/絵 PHP研究所

88 K913 しらとりくんはてんこうせい 枡野浩一/ぶん 目黒雅也/え あかね書房

89 K913 魔女バジルと魔法の剣 茂市久美子/作 よしざわけいこ/絵 講談社

90 K913 おかわりへの道 山本悦子/作 下平けーすけ/絵 PHP研究所

91 K913 きもだめしキャンプ 吉田純子/作 つじむらあゆこ/絵 あかね書房

92 K913 アイドル・ことまり! 1 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

93 K913 アイドル・ことまり! 2 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

94 K933 アーチー・グリーンと伝説の魔術師 D.D.エヴェレスト/著 こだまともこ/
訳

あすなろ書房

95 K933 パイパーさんのバス エリナー・クライマー/作 クルト・
ヴィーゼ/絵

徳間書店

96 K933 アーサー王の世界 3 斉藤洋/作 静山社

97 K933 ガーティのミッション世界一 ケイト・ビーズリー/作 井上里/訳 岩波書店

98 K933 ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン・フレンチ/作 野の水生/訳 福音館書店

99 K933 神々と戦士たち 5 ミシェル・ペイヴァー/著 中谷友紀
子/訳

あすなろ書房

100 K933 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン/著 原田勝/訳 あすなろ書房

101 K933 パディントン、映画に出る マイケル・ボンド/作 ペギー・
フォートナム/絵

WAVE出版

102 K933 イースターのたまごの木 キャサリン・ミルハウス/作・絵 福
本友美子/訳

徳間書店

103 K943 魔法のフラワーショップ 1 ジーナ・マイヤー/著 若松宣子/訳 PHP研究所

104 K949 青い月の石 トンケ・ドラフト/作 西村由美/訳 岩波書店

105 K973 少女探偵アガサ 5 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

106 K973 ぼくのパパは一本足 フランチェスコ・メニケッラ/著 飯
田亮介/訳

PHP研究所
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