
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 はじめての人文学 佐藤貴史/編著 仲松優子/編著 知泉書館

2 007.1 いちばんやさしいAI<人工知能>超入門 大西可奈子/著 マイナビ出版

3 007.1 ARKitとUnityではじめるARアプリ開発 薬師寺国安/著 秀和システム

4 007.1 AI原論 西垣通/著 講談社

5 007.1 AIに心は宿るのか  （インターナショナル新書） 松原仁/著
集英社インターナショ
ナル

6 007.1 これだけは知っておきたいデータサイエンスの基本がわかる本 鈴木孝弘/著 オーム社

7 007.1 知ってるつもり スティーブン・スローマン/著 フィ
リップ・ファーンバック/著

早川書房

8 007.1 ディープラーニング 谷田部卓/著 創元社

9 007.3 ITエンジニアのためのスタートアップ戦略 克元亮/著
シーアンドアール研究
所

10 007.3 データでいのちを描く 阿部博史/著 NHK出版

11 007.3 はじめての今さら聞けないFacebook 金城俊哉/著 秀和システム

12 007.3 「ひとり情シス」虎の巻 成瀬雅光/著 日経BP社

13 007.3 ブログ×絵×ブランディング ハシケン/著 ソシム

14 007.3 ロボット・AIと法 弥永真生/編 宍戸常寿/編 有斐閣

15 007.3 若手ITエンジニア最強の指南書 日経SYSTEMS/編集 日経BP社

16 007.5 Googleサービス完全マニュアル 桑名由美/著 秀和システム

17 007.5 できるGoogleサービスパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全
田中拓也/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

18 007.6 いろいろ動かしながら学ぶ!プログラミング入門 掌田津耶乃/著 坂本俊之/著 日経BP社

19 007.6 エクセルは見た目が9割 吉岡豊/著 秀和システム

20 007.6 現場ですぐに使える!VisualC#2017逆引き大全555の極意 増田智明/著 国本温子/著 秀和システム

21 007.6 現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 増田智明/著 秀和システム

22 007.6 現場ですぐに使える!Pythonプログラミング逆引き大全313の極意 金城俊哉/著 秀和システム

23 007.6 図解!Excel VBAのツボとコツがゼッタイにわかる本 “超”入門編 立山秀利/著 秀和システム

24 007.6 スマホで困ったときに開く本 2018  朝日新聞出版

25 007.6 大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野遼平/著 木脇太一/著 KADOKAWA

26 007.6 入門Kubernetes Kelsey Hightower/著 Brendan
Burns/著

オライリー・ジャパン

27 007.6 ひと目でわかるExcel VBAアプリケーション開発入門 池谷京子/著 日経BP社

28 007.6 ひと目でわかるOffice 365 メール設定管理編 飯室美紀/著 日経BP社

29 007.6 プログラマのためのDocker教科書 阿佐志保/著 山田祥寛/監修 翔泳社

30 007.6 Head First Python Paul Barry/著 嶋田健志/監訳 オライリー・ジャパン

31 007.6 よくわかるバーコード・二次元シンボル 日本自動認識システム協会/編 オーム社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 007.6 48歳からのiPad入門 リブロワークス/著 インプレス

33 010.4 第103回全国図書館大会東京大会記録 第103回全国図書館大会実行委員会/
編集

第103回全国図書館大
会実行委員会

34 014 図書館情報資源概論 宮沢厚雄/著 理想社

35 016.2 情報化時代の今、公共図書館の役割とは 菱川廣光/著 大学教育出版

36 019.0 教養読書 福原義春/著 東洋経済新報社

37 019.1 理科系の読書術  （中公新書） 鎌田浩毅/著 中央公論新社

38 019.5 13歳からの絵本ガイド 金原瑞人/監修 ひこ・田中/監修 西村書店

39 019.5 できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム・トレリース/著 鈴木徹/訳 筑摩書房

40 021.2 写真好きのための法律&マナー 吉川明子/著 アサヒカメラ編集部/著 朝日新聞出版

41 021.4 デザイン・ルールズ 伊達千代/著 内藤タカヒコ/著
エムディエヌコーポ
レーション

42 021.4 迷わず進めるInDesignの道しるべ ARENSKI/編集 ビー・エヌ・エヌ新社

43 022.5 世界のブックデザインコレクション 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

44 023 ICTを活用した出版と図書館の未来 湯浅俊彦/著 出版メディアパル

45 023 電子書籍の制作と販売 沢辺均/著 ポット出版

46 023.1 進む、書籍PR! 奥村知花/著 PHP研究所

47 023.1 日本文学全集の時代 田坂憲二/著 慶應義塾大学出版会

48 023.1 拝啓、本が売れません 額賀澪/著 ベストセラーズ

49 024.0 本屋という「物語」を終わらせるわけにはいかない 松本大介/著 筑摩書房

50 024.3 モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 内田洋子/著 方丈社

51 041 これからの教養 激変する世界を生き抜くための知の11講 菅付雅信/編著 東浩紀/述
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

52 049 おかんメールリターンズ 『おかんメール』制作委員会/編 扶桑社

53 051.1 公益財団法人金沢文化振興財団 研究紀要 第15号 金沢文化振興財団/編 金沢文化振興財団

54 051.1 国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇 第14号(通巻第49号) 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

55 080 周作人読書雑記 2 周作人/著 中島長文/訳注 平凡社

56 081.6 吉本隆明全集 15 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 リズムの哲学ノート 山崎正和/著 中央公論新社

2 114.2 食べることの哲学 檜垣立哉/著 世界思想社

3 114.2 より良き死のために アルフォンス・デーケン/著 星野和
子/聞き書き

ダイヤモンド社

4 122 教養としての中国古典 湯浅邦弘/編著 ミネルヴァ書房

5 122 はじめて学ぶ中国思想 渡邉義浩/編著 井川義次/編著 ミネルヴァ書房

6 126 インド哲学10講  （岩波新書 新赤版） 赤松明彦/著 岩波書店

7 130 すごい哲学 伊藤賀一/著 KADOKAWA

8 130.4 自分の頭で考えたい人のための15分間哲学教室 アン・ルーニー/著 田口未和/訳 文響社

9 131.4 振り向けば、アリストテレス 高橋健太郎/著 柏書房

10 140.7 これならわかる!心理統計 宮埜壽夫/著 谷田部かなか/著 ナツメ社

11 141.2 風味は不思議 ボブ・ホルムズ/著 堤理華/訳 原書房

12 141.6 EA ハーバード流こころのマネジメント スーザン・デイビッド/著 須川綾子/
訳

ダイヤモンド社

13 141.6 感情バカ  （幻冬舎新書） 和田秀樹/著 幻冬舎

14 141.6 たった0.5秒で緊張をとるコツ 伊勢田幸永/著 かんき出版

15 143 絵本とともに学ぶ発達と教育の心理学 増田梨花/編著 晃洋書房

16 146.8 ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし方 清水栄司/著 大和書房

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 146.8 災害後の時期に応じた子どもの心理支援 冨永良喜/編 遊間義一/編 誠信書房

18 146.8 ついつい抱え込んでしまう人がもう無理!と思ったら読む本 根本裕幸/著 リベラル社

19 148.5 日本の風水 諏訪春雄/著 KADOKAWA

20 156 江戸から明治維新に学ぶ武士道  枻出版社

21 159 あなたは絶対!運がいい 3 浅見帆帆子/著 廣済堂出版

22 159 粋な人、野暮な人。 中谷彰宏/著 ぱる出版

23 159 高田明と読む世阿弥 高田明/著 増田正造/監修 日経BP社

24 159 超一流のVIPたちに教わった世界で通じる至高の作法 大網理紗/著 大和書房

25 159 45歳の教科書 藤原和博/著 PHP研究所

26 159.4 仕事で認められる人は、見えないところで何をしているのか? 鎌倉圭/著
クロスメディア・パブ
リッシング

27 159.4 シナジー人脈術 金川顕教/著 あさ出版

28 159.4 スピード×ダンドリ仕事術 岡田充弘/著 明日香出版社

29 159.4 世界の超一流に学ぶズバ抜ける力 相川秀希/著 キノブックス

30 159.4 そこそこ成長する人、ものすごく成長する人 シビル・チョウドリ/著 久保美代子/
訳

双葉社

31 159.4 できる人の共通点 陰山孔貴/著 ダイヤモンド社

32 159.4 働き始めた君に伝えたい「仕事の基本」 江口克彦/著 日本実業出版社

33 159.4 リーダーの覚悟 大下智/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

34 159.7 科学者が解く「老人」のウソ 武田邦彦/著 産経新聞出版

35 159.7 弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ 弘兼憲史/著 PHP研究所

36 161 地獄への招待 西山克/編 臨川書店

37 161 人は「死後の世界」をどう考えてきたか 中村圭志/著 KADOKAWA

38 163.1 山の霊力 町田宗鳳/著 山と溪谷社

39 164.3 図説ケルト神話伝説物語 マイケル・ケリガン/著 高尾菜つこ/
訳

原書房

40 167.2 アジアに生きるイスラーム 笹川平和財団/編 イースト・プレス

41 172.9 古代神宝の謎 古川順弘/著 二見書房

42 175.9 関東・甲信越御朱印を求めて歩く山の神社・仏閣札所ガイド 山歩おへんろ倶楽部/著 メイツ出版

43 175.9 熊野から海神の宮へ 桐村英一郎/著 はる書房

44 175.9 台湾に渡った日本の神々 金子展也/著 潮書房光人新社

45 176 神道祭祀の伝統と祭式 沼部春友/編著 茂木貞純/編著 戎光祥出版

46 181.4 畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 生駒哲郎/著 吉川弘文館

47 186.8 観音・地蔵・不動 速水侑/著 吉川弘文館

48 186.8 仏像みる・みられる 多川俊映/著 KADOKAWA

49 186.9 心いやされる旅坂東三十三か所めぐり秩父三十四か所めぐり  昭文社

50 188.5 イラストで丸わかり!空海と真言宗  洋泉社

51 192 1冊でわかるキリスト教史 土井健司/監修 土井健司/執筆
日本キリスト教団出版
局

52 198.6 マーティン・ルーサー・キング  （岩波新書 新赤版） 黒崎真/著 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦 高野秀行/著 清水克行/著
集英社インターナショ
ナル

2 209 海賊の文化史 海野弘/著 朝日新聞出版

3 209.3 先史学者プラトン メアリー・セットガスト/著 山本貴
光/訳

朝日出版社

4 209.4 ビザンツ帝国生存戦略の一千年 ジョナサン・ハリス/著 井上浩一/訳 白水社

5 209.7 奇妙な同盟 1 ジョナサン・フェンビー/著 河内隆
弥/訳

藤原書店

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 209.7 奇妙な同盟 2 ジョナサン・フェンビー/著 河内隆
弥/訳

藤原書店

7 210.1 「名著」から読み解く日本社会史 夏目琢史/著 ミネルヴァ書房

8 211 壬申の乱と関ケ原の戦い  （祥伝社新書） 本郷和人/著 祥伝社

9 211 ストーリーで学び直す大人の日本史講義 野島博之/著 祥伝社

10 211 中学校の歴史が1冊でしっかりわかる本 重野陽二郎/著 かんき出版

11 211 やりなおし高校日本史  （ちくま新書） 野澤道生/著 筑摩書房

12 213 古代史料を読む 上 佐藤信/編 小口雅史/編 同成社

13 213.2 古墳空中探訪 奈良編 梅原章一/著 今尾文昭/解説 新泉社

14 213.2 古墳空中探訪 列島編 梅原章一/著 今尾文昭/解説 新泉社

15 214.6 もうひとつの応仁の乱 享徳の乱・長享の乱 水野大樹/著 徳間書店

16 215 考える江戸の人々 柴田純/著 吉川弘文館

17 215 新・江戸三百藩大全  廣済堂出版

18 215.2 日常生活からひもとく信州 長野県立歴史館/編 信濃毎日新聞社

19 215.8 幕末史かく流れゆく 中村彰彦/著 中央公論新社

20 217.5 黒幕はスターリンだった 落合道夫/著 ハート出版

21 217.6 昭和ノスタルジー解体 高野光平/著 晶文社

22 219.3 昭和の東京 宮崎廷/写真・文
フォト・パブリッシン
グ

23 222.5 大連ところどころ 秦源治/著 劉建輝/著 晃洋書房

24 227.9 イスラエル ダニエル・ゴーディス/著 神藤誉武/
訳

ミルトス

25 234.0 抵抗者たち 池田浩士/著 共和国

26 237 ヴェネツィアの歴史 中平希/著 創元社

27 280.8 悪の歴史 西洋編下  清水書院

28 281.0 あの方を斬ったの…それがしです 長谷川ヨシテル/著 ベストセラーズ

29 285.3 本当にあった15の心あたたまる物語 キャサリン・バーンズ/編 岡本千晶/
訳

東洋経済新報社

30 288.4 昭和天皇実録 第16  東京書籍

31 288.4 図解でわかる14歳からの天皇と皇室入門 山折哲雄/監修 大角修/著 太田出版

32 289.1 岩瀬忠震 小野寺龍太/著 ミネルヴァ書房

33 289.1 勝海舟歴史を動かす交渉力 山岡淳一郎/著 草思社

34 289.1 河井継之助 安藤優一郎/著 日本経済新聞出版社

35 289.1 権力に対峙した男 下巻 米村秀司/著 ラグーナ出版

36 289.1 豊国大明神の誕生 野村玄/著 平凡社

37 289.3 エマニュエル・マクロン アンヌ・フルダ/著 加藤かおり/訳 プレジデント社

38 289.3 カサノヴァ 上 鹿島茂/著 キノブックス

39 289.3 カサノヴァ 下 鹿島茂/著 キノブックス

40 289.3 カルロス・ゴーン カルロス・ゴーン/著 日本経済新聞出版社

41 289.3 キープへの道 エリザベス・アン・ヘンフィル/著
松平信久/訳

立教大学出版会

42 289.3 図説ルイ14世 佐々木真/著 河出書房新社

43 289.3 1924 ピーター・ロス・レンジ/著 菅野楽
章/訳

亜紀書房

44 289.3 鉄道人とナチス 鴋澤歩/著 国書刊行会

45 289.3 ペンタゴン・ペーパーズ キャサリン・グラハム/著 小野善邦/
訳

CCCメディアハウス

46 289.3 マリー・アントワネットの最期の日々 上 エマニュエル・ド・ヴァレスキエル/
著 土居佳代子/訳

原書房

47 289.3 マリー・アントワネットの最期の日々 下 エマニュエル・ド・ヴァレスキエル/
著 土居佳代子/訳

原書房

48 289.3 マルクス伝 1 フランツ・メーリング/著 栗原佑/訳 大月書店

49 289.3 マルクス伝 2 フランツ・メーリング/著 栗原佑/訳 大月書店

50 289.3 マルクス伝 3 フランツ・メーリング/著 栗原佑/訳 大月書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 290.3 旅に出たくなる地図 関西 帝国書院編集部/著 帝国書院

52 290.8 世界地誌シリーズ 10  朝倉書店

53 290.9 海外赴任ガイド 2018年度版 JCM/編集・監修 丸善プラネット

54 290.9 世界「奇景」探索百科 南北アメリカ・オセアニア編 ジョシュア・フォア/著 ディラン・
スラス/著

原書房

55 290.9 世界「奇景」探索百科 ヨーロッパ・アジア・アフリカ編
ジョシュア・フォア/著 ディラン・
スラス/著

原書房

56 290.9 地球の歩き方 A01 ヨーロッパ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

57 290.9 地球の歩き方 A10 ローマ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

58 290.9 地球の歩き方 A08 南仏プロヴァンス・コートダジュール＆モナコ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

59 290.9 地球の歩き方 B17 カナダ西部 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

60 290.9 地球の歩き方 D10 台湾 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

61 290.9 地球の歩き方 D16 東南アジア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

62 290.9 地球の歩き方 D26 バリ島 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

63 290.9 地球の歩き方 D31 ブータン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

64 291 英語で発信!JAPANガイドブック 神田外語大学日本研究所/編 神田外語大学出版局

65 291.0 全国SA・PA道の駅ガイド 18-'19  昭文社

66 291.0 日本の絶景ロード100  枻出版社

67 291.2 山形 19  昭文社

68 291.2 るるぶ山形 19  JTBパブリッシング

69 291.3 テント泊登山詳細ルートガイド  枻出版社

70 291.3 東京の地理と地名がわかる事典 浅井建爾/著 日本実業出版社

71 291.3 東京都の山 山岳写真ASA/編著 山と溪谷社

72 291.4 新潟佐渡 19  昭文社

73 291.4 るるぶ新潟佐渡 19  JTBパブリッシング

74 291.5 家族でおでかけ東海北陸 18-'19  昭文社

75 291.5 軽井沢 19  昭文社

76 291.5 河口湖・山中湖 富士山 19  昭文社

77 291.5 滝めぐり 日野東/写真・文 信濃毎日新聞社

78 291.5 名古屋 19  昭文社

79 291.5 ふるさとへの追憶 2 ふるさと神岡を語る会/編 ふるさと神岡を語る会

80 291.5 るるぶ信州 19  JTBパブリッシング

81 291.6 京都をあるく [2018]  JTBパブリッシング

82 291.6 滋賀・びわ湖 19  昭文社

83 291.6 るるぶ滋賀びわ湖 19  JTBパブリッシング

84 291.6 和歌山 白浜・高野山・熊野古道 19  昭文社

85 291.7 広島県の山 廣田忠彦/著 井ノ口孝臣/著 山と溪谷社

86 291.7 るるぶ鳥取 19  JTBパブリッシング

87 291.8 るるぶ四国 19  JTBパブリッシング

88 291.9 五島列島  
ダイヤモンド・ビッグ
社

89 292.1 韓国ふしぎ旅 小竹裕一/著 法藏館

90 292.3 るるぶマレーシア クアラルンプール・ボルネオ [2018]  JTBパブリッシング

91 292.5 ラダック ザンスカール スピティ 山本高樹/執筆・編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

92 293.8 十五の夏 上 佐藤優/著 幻冬舎

93 293.8 十五の夏 下 佐藤優/著 幻冬舎

94 294.3 行商人に憧れて,ロバとモロッコを1000km歩いた男の冒険 春間豪太郎/著 ベストセラーズ

95 295.3 ソノマのワイン休日 濱本純/写真・文 世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

96 297.1 シドニー [2018]  JTBパブリッシング

97 297.2 ニュージーランド [2018]  JTBパブリッシング

98 297.4 グアム 19  昭文社

99 297.8 極北へ 石川直樹/著 毎日新聞出版

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 中国「強国復権」の条件 柯隆/著 慶應義塾大学出版会

2 304 大前研一 世界の潮流 2018〜19 大前研一/著 プレジデント社

3 304 10年後の仕事図鑑 堀江貴文/著 落合陽一/著 SBクリエイティブ

4 304 天声人語 2017年7月-12月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

5 310.4 富山から日本大改革 柴田巧/著 イースト・プレス

6 311.3 超国家主義 中島岳志/著 頭山ゆう紀/写真 筑摩書房

7 311.7 ポピュリズム政治にどう向き合うか 新聞通信調査会/編 新聞通信調査会

8 312.1 幹事長秘録 大下英治/著 毎日新聞出版

9 312.1 消えた21億円を追え NHK「未解決事件」取材班/著 朝日新聞出版

10 312.1 情報武装する政治 西田亮介/著 KADOKAWA

11 312.1 日本政治ガイドブック 村上弘/著 法律文化社

12 312.1 密談の戦後史 塩田潮/著 KADOKAWA

13 312.2 核心の中国 朝日新聞中国総局/著 朝日新聞出版

14 312.2 なぜ中国は民主化したくてもできないのか 石平/著 KADOKAWA

15 312.2 21世紀東南アジアの強権政治 外山文子/編著 日下渉/編著 明石書店

16 312.3 革命 エマニュエル・マクロン/著 山本知
子/訳

ポプラ社

17 316.1 メディアと市民 前田朗/著 彩流社

18 316.2 ライシテから読む現代フランス  （岩波新書 新赤版） 伊達聖伸/著 岩波書店

19 316.4 イスラム国 マイケル・ワイス/著 ハサン・ハサ
ン/著

亜紀書房

20 316.8 辺境中国 デイヴィッド・アイマー/著 近藤隆
文/訳

白水社

21 318.2 贖罪 音喜多駿/著 幻冬舎

22 318.3 明るい公務員講座 仕事の達人編 岡本全勝/著 時事通信出版局

23 318.3 地方公務員法の要点 米川謹一郎/編著 学陽書房

24 318.6 過疎地域再生の戦略 中藤康俊/著 大学教育出版

25 318.6 次世代郊外まちづくり 東京急行電鉄株式会社/著 宣伝会議/
著

宣伝会議

26 318.6 「循環型経済」をつくる 藤山浩/編著 有田昭一郎/[ほか著] 農山漁村文化協会

27 318.8 自治と協働からみた現代コミュニティ論 小山弘美/著 晃洋書房

28 318.8 むらの困りごと解決隊 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

29 318.9 ルポ地域再生  （イースト新書） 志子田徹/著 イースト・プレス

30 319.0 国際政治史 小川浩之/著 板橋拓己/著 有斐閣

31 319 世界を読む国際政治経済学入門 澤喜司郎/著 成山堂書店

32 319.1 グローバル化する靖国問題 早瀬晋三/著 岩波書店

33 319.1 軍国少年・少女の誕生とメディア 是澤博昭/著 世織書房

34 319.2 アジアの国際関係 福田保/編 春風社

35 319.5 共謀 ルーク・ハーディング/著 高取芳彦/
訳

集英社

36 319.5 対テロ戦争の政治経済学 延近充/著 明石書店

37 319.5 米中海戦はもう始まっている マイケル・ファベイ/著 赤根洋子/訳 文藝春秋

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 319.8 原爆の記憶を継承する実践 深谷直弘/著 新曜社

39 319.9 国連平和構築 長谷川祐弘/著 日本評論社

40 320 学生のための法律ハンドブック 近江幸治/編著 弘中惇一郎/編著 成文堂

41 320.9 新・判例ハンドブック 債権法1 潮見佳男/編著 山野目章夫/編著 日本評論社

42 321 法解釈入門 山下純司/著 島田聡一郎/著 有斐閣

43 321.2 法学の誕生 内田貴/著 筑摩書房

44 322.1 概説日本法制史 出口雄一/編著 神野潔/編著 弘文堂

45 323.0 比較憲法 辻村みよ子/著 岩波書店

46 323.1 総点検日本国憲法の70年 宍戸常寿/編 林知更/編 岩波書店

47 323.3 ドイツ連邦共和国基本法 初宿正典/訳 信山社出版

48 323.5 アメリカ憲法入門 松井茂記/著 有斐閣

49 323.9 基本行政法 中原茂樹/著 日本評論社

50 323.9 行政争訟入門 神山智美/著 文眞堂

51 323.9 はじめての行政法 石川敏行/著 藤原静雄/著 有斐閣

52 324.0 民法判例百選 1  有斐閣

53 324.0 民法判例百選 2  有斐閣

54 324.0 民法判例百選 3  有斐閣

55 324.4 債権法 中舎寛樹/著 日本評論社

56 324.4 民法改正ここだけ押さえよう! 日本司法書士会連合会/編 中央経済社

57 324.6 女性のための損をしない離婚の本 [2018]第5版 石原豊昭/著 國部徹/補訂 自由国民社

58 324.8 家族信託をもちいた財産の管理・承継 浅岡輝彦/編著 佐久間亨/編著 清文社

59 324.8 不動産登記を見る・読むならこの1冊 近藤誠/著 自由国民社

60 325.2 変わる株主総会 森・濱田松本法律事務所/編 日本経済新聞出版社

61 326 刑法 木村光江/著 東京大学出版会

62 326.1 判例刑法総論 西田典之/著 山口厚/著 有斐閣

63 326.2 「創作子どもポルノ」と子どもの人権 渡辺真由子/著 勁草書房

64 326.2 判例刑法各論 西田典之/著 山口厚/著 有斐閣

65 327.1 行政書士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 石下貴大/著 秀和システム

66 327.2 民事手続法入門 佐藤鉄男/著 和田吉弘/著 有斐閣

67 329.2 宇宙ビジネスのための宇宙法入門 小塚荘一郎/編著 佐藤雅彦/編著 有斐閣

68 330.4 図解90分でわかる経済のしくみ 長瀬勝彦/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

69 331.1 経済・政策分析のためのGIS入門 1 河端瑞貴/著 古今書院

70 331.8 ダーウィン・エコノミー ロバート・H.フランク/著 若林茂樹/
訳

日本経済新聞出版社

71 332 経済史 小野塚知二/著 有斐閣

72 332.1 岩波講座日本経済の歴史 5 深尾京司/編集 中村尚史/編集 岩波書店

73 332.1 経済で読み解く豊臣秀吉 上念司/著 ベストセラーズ

74 332.5 グローバル資本主義の形成と現在 レオ・パニッチ/著 サム・ギンディ
ン/著

作品社

75 332.9 地域経済学入門 山田浩之/編 徳岡一幸/編 有斐閣

76 333.6 シャルマの未来予測 ルチル・シャルマ/著 川島睦保/訳 東洋経済新報社

77 335 企業論 三戸浩/著 池内秀己/著 有斐閣

78 335.1 ビジネスパーソンのためのSDGsの教科書 足達英一郎/著 村上芽/著 日経BP社

79 335.2 いい経営理念が会社を変える 坂本光司/著 坂本光司研究室/著 ラグーナ出版

80 335.3 これで安心!!中小企業のための“経営法務”リスクマネジメント 小林裕彦/著 ぎょうせい

81 335.3 事業承継のツボとコツがゼッタイにわかる本 みんなの事業承継研究会/著 今井多
恵子/監修

秀和システム

82 335.4 ポストM&A成功44の鉄則 田中大貴/著 日経BP社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 335.5 独禁法・景品表示法・下請法 野口文雄/著 金融財政事情研究会

84 336 思考停止する職場 飯野謙次/著 大和書房

85 336 シリコンバレー式最高のイノベーション スティーブン・S.ホフマン/著 関美
和/訳

ダイヤモンド社

86 336 日経ニュースで読む経営力の基礎知識 武類雅典/著 日本経済新聞出版社

87 336 予定通り進まないプロジェクトの進め方 前田考歩/著 後藤洋平/著 宣伝会議

88 336.1 行政ビッグデータの取得・活用マニュアル 水町雅子/著 日本法令

89 336.1 経営戦略 島田直樹/著 丸善プラネット

90 336.1 ザ・ファースト・ペンギンス 松波晴人/著 平田智彦/デザインプロ
デュース

講談社

91 336.1 人工知能時代に生き残る会社は、ここが違う! ジョシュ・サリヴァン/著 アンジェ
ラ・ズタヴァーン/著

集英社

92 336.1 入社1年目からの数字の使い方 深沢真太郎/著 日本実業出版社

93 336.2 「紙1枚!」松下幸之助 浅田すぐる/著 PHP研究所

94 336.2 生産性を高める職場の基礎代謝 白井旬/著 合同フォレスト

95 336.3 会社からルールをなくして社長も投票で決める会社をやってみた。 武井浩三/著 WAVE出版

96 336.3 課長の仕事術 麻野進/著 明日香出版社

97 336.3 女性リーダーのための!感情マネジメントスキル 折戸裕子/著 すばる舎

98 336.3 ずっと働きたいと思える職場の作り方 斉藤真治/著 辰巳出版

99 336.3 トヨタの研修を20年続けたプロが直言する現場をなめるな! 早矢仕正克/著 あさ出版

100 336.3 なぜ、「すぐに決めない」リーダーが結果を出し続けるのか? 中村一浩/著 日本実業出版社

101 336.3 「弱い」リーダーが最強のチームをつくる 嶋津良智/著 ぱる出版

102 336.4 アルバイトだけでもまわるチームをつくろう 鈴木亮/著
クロスメディア・パブ
リッシング

103 336.4 意見・主張が通る「伝え方」 石田健一/著 明日香出版社

104 336.4 会社のやってはいけない! 内海正人/著
クロスメディア・パブ
リッシング

105 336.4 上司が何を言っているのかわからない!というあなたへ 松本幸夫/著 海竜社

106 336.4 図解仕事の基本社会人1年生大全 北條久美子/著 講談社

107 336.4 すぐに実践できるコミュニケーション読本 西野樹美子/著 中央経済社

108 336.4 トランスジェンダーと職場環境ハンドブック 東優子/著 虹色ダイバーシティ/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

109 336.4 なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか 福田尚好/著 高橋佐和子/著 同友館

110 336.4 成毛流「接待」の教科書 成毛眞/著 祥伝社

111 336.4 労務トラブルから会社と従業員を守る就業規則の作り方 保険サービスシステム株式会社/著 税務経理協会

112 336.5 最新RPAがよ〜くわかる本 西村泰洋/著 秀和システム

113 336.5 仕事で「ミスをしない人」と「ミスをする人」の習慣 藤井美保代/著 明日香出版社

114 336.5 事務ミスがない人の図解整理術 オダギリ展子/著 三笠書房

115 336.5 できるDocuWorks 9 インサイトイメージ/著 できるシ
リーズ編集部/著

インプレス

116 336.8 あたたかい管理のための管理会計の教科書 営業・マーケティング編 今井信行/著 秀和システム

117 336.8 決算書で読むヤバい本業伸びる副業 長谷川正人/著 日本経済新聞出版社

118 336.9 経営を強くする戦略経理 前田康二郎/著 高橋和徳/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

119 336.9 現代会計学 新井清光/著 川村義則/著 中央経済社

120 336.9 事例で学ぶビットコインの会計・税務Q&A50選 延平昌弥/著 山田誠一朗/著 清文社

121 336.9 明解会計学入門 高橋洋一/著 あさ出版

122 338 これだけは知っておきたい「金融」の基本と常識 永野良佑/著 フォレスト出版

123 338 図解でわかる!仮想通貨 バウンド/著 秀和システム

124 338 ゼロからわかる仮想通貨入門 小田玄紀/著 KADOKAWA

125 338 ビットコイン&ブロックチェーン 岡田仁志/著 東洋経済新報社

126 338.1 お金で損しないシンプルな真実 山崎元/著 朝日新聞出版

127 338.1 株価の情報反映メカニズム 阿萬弘行/著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

128 338.1 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい金利の本 上野泰也/編著 かんき出版

129 338.2 銀行の今と未来がわかる本  洋泉社

130 338.7 改正割賦販売法でカード決済はこう変わる 瀬田陽介/著 井原亮二/著 日経BP社

131 338.7 住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法 2018-19 淡河範明/著 エクスナレッジ

132 338.9 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい為替の本 上野泰也/編著 かんき出版

133 342.1 勘定奉行の江戸時代  （ちくま新書） 藤田覚/著 筑摩書房

134 345.1 国税不服申立制度活用の教科書 余郷太一/著 稜事務所/監修 日本法令

135 345.3 知らないと損をする最新配偶者控除 梅本正樹/著 秀和システム

136 345.5 ここが違う!プロが教える土地評価の要諦 東北篤/著 清文社

137 361 サブカルの想像力は資本主義を超えるか 大澤真幸/著 KADOKAWA

138 361.4 あの人との距離が意外と縮まるうまい呼び方 五百田達成/著 サンマーク出版

139 361.4 Q&Aでわかる中国人とのつき合いかた 本名信行/著 羅華/著 大修館書店

140 361.4 言葉通りすぎる男 深読みしすぎる女 堀田秀吾/著 大和書房

141 361.4 THE RHETORIC 人生の武器としての伝える技術 ジェイ・ハインリックス/著 多賀谷
正子/訳

ポプラ社

142 361.4 世界のメディア 小寺敦之/編 春風社

143 361.4
NYとワシントンのアメリカ人がクスリと笑う日本人の洋服と仕草  （講談
社+α新書）

安積陽子/著 講談社

144 361.4 人間関係境界線(バウンダリー)の上手な引き方 おのころ心平/著 同文舘出版

145 361.4 話し方の「加齢臭」 福田健/著 プレジデント社

146 361.4 ファシスト的公共性 佐藤卓己/著 岩波書店

147 361.4 文化戦争 ネイトー・トンプソン/著 大沢章子/
訳

春秋社

148 361.9 想像力欠如社会 水島宏明/編著 水島ゼミ取材班/著 弘文堂

149 364 はじめての社会保障 椋野美智子/著 田中耕太郎/著 有斐閣

150 364.1 社会への投資 三浦まり/編 浜田江里子/[ほか著] 岩波書店

151 364.4
ここが変わった!改正介護保険サービス・しくみ・利用料がわかる本 2018
〜2020年度版

川村匡由/監修 自由国民社

152 364.6 10分でわかる得する年金のもらい方 田中章二/著 WAVE出版

153 365 いちからわかる消費者問題 原早苗/編著 坂本かよみ/編著 ぎょうせい

154 365.3 「家」という資産のつくり方 玉井誠二/著 あさ出版パートナーズ

155 365.3 深刻化する「空き家」問題 日本弁護士連合会法律サービス展開
本部自治体等連携センター/編

明石書店

156 365.3 逐条解説住宅セーフティネット法 住宅セーフティネット法制研究会/編 第一法規

157 366.1 労働組合法の基礎と活用 道幸哲也/著 日本評論社

158 366.1 労働事件使用者のための“反論”マニュアル Martial Arts/編著 日本法令

159 366.2 若年者の早期離職 初見康行/著 中央経済社

160 366.2 多様化する日本人の働き方 阿部正浩/編 山本勲/編 慶應義塾大学出版会

161 366.2 二〇代で再就職したいキミへ 学情「Re就活」編集部/編著 朝日新聞出版

162 366.2 若者たちの海外就職 神谷浩夫/編著 丹羽孝仁/編著 ナカニシヤ出版

163 366.3
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新労働安全衛生をめぐる法律と疑問解決
マニュアル108

小島彰/監修 三修社

164 367.2 インドジェンダー研究ハンドブック 粟屋利江/編 井上貴子/編
東京外国語大学出版
会

165 367.2 「女子」という呪い 雨宮処凛/著
集英社クリエイティ
ブ

166 367.5 男性という孤独な存在  （PHP新書） 橘木俊詔/著 PHP研究所

167 367.5 男性は何をどう悩むのか 濱田智崇/編 『男』悩みのホットラ
イン/編

ミネルヴァ書房

168 367.7 高齢者の社会的孤立と地域福祉 斉藤雅茂/著 明石書店

169 367.9 子どもの性同一性障害に向き合う 西野明樹/著 日東書院本社

170 367.9 トランスジェンダーと現代社会 石井由香理/著 明石書店

171 368.6 宿命 原雄一/著 講談社

172 368.7 少年問題シンポジウム「少年の立ち直りに必要な地域の支援」
全国少年警察ボランティア協会,全国
防犯協会連合会/編

全国少年警察ボラン
ティア協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

173 369 社会福祉の見方・考え方 吉田明弘/著 八千代出版

174 369.1 介護福祉士をめざす人の本 [2018-2] 寺島彰/監修 コンデックス情報研究
所/編著

成美堂出版

175 369.2 医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集 辻哲夫/監修 素朴社

176 369.2 王様は自分 小島操/著 日本工業出版

177 369.2 ケアマネ業務のための生活保護Q&A 六波羅詩朗/著 長友祐三/著 中央法規出版

178 369.2 高齢者の社会活動と介護予防 岡崎昌枝/著 晃洋書房

179 369.2 これで安心!入院・介護のお金 畠中雅子/著 新美昌也/著 技術評論社

180 369.2 写真でわかる移乗・移動ケア 田中義行/監修 ナツメ社

181 369.2 障害者の経済学 中島隆信/著 東洋経済新報社

182 369.2 「認知症介護教室」企画・運営ガイドブック 国立長寿医療研究センターもの忘れ
センター/編集 鳥羽研二/監修

中央法規出版

183 369.2 認知症の介護のために知っておきたい大切なこと トム・キットウッド/著 キャスリー
ン・ブレディン/著

ブリコラージュ

184 369.3 激甚化する水害 気候変動による水害研究会/著 日経
コンストラクション/編

日経BP社

185 369.3 災害発生時における自治体組織と人のマネジメント 市川宏雄/編著 中邨章/編著 第一法規

186 369.3 災害ボランティア入門 山本克彦/編著 ミネルヴァ書房

187 369.3 3.11霊性に抱かれて 東北学院大学震災の記録プロジェク
ト金菱清(ゼミナール)/編

新曜社

188 369.3 自治体の災害初動対応 室田哲男/著 近代消防社

189 369.3 福島はあなた自身 一ノ瀬正樹/編 早野龍五/編 福島民報社

190 369.4 経済学者、待機児童ゼロに挑む 鈴木亘/著 新潮社

191 369.4 子どもの貧困と食格差 阿部彩/編著 村山伸子/編著 大月書店

192 369.4 詳解地域子育て支援拠点ガイドラインの手引 渡辺顕一郎/編著 橋本真紀/編著 中央法規出版

193 370.4 遊びが学びに欠かせないわけ ピーター・グレイ/著 吉田新一郎/訳 築地書館

194 371.2 被抑圧者の教育学 パウロ・フレイレ/著 三砂ちづる/訳 亜紀書房

195 371.4 子どもの願い いじめvs12の哲学 丹野清彦/著 高文研

196 371.4 サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される メアリー・エイケン/著 小林啓倫/訳 ダイヤモンド社

197 372.1 日本の公教育  （中公新書） 中澤渉/著 中央公論新社

198 373.4 奨学金借りる?借りない?見極めガイド 久米忠史/著 合同出版

199 374.3 月曜日がつらい先生たちへ 真金薫子/著 時事通信出版局

200 375.1 最強部活の作り方 日比野恭三/著 文藝春秋

201 375.3 景観写真で読み解く地理 加賀美雅弘/編 荒井正剛/編 古今書院

202 375.8 全解説英語革命2020 安河内哲也/著 文藝春秋

203 375.9 こんなに変わった!小中高・教科書の新常識  （青春新書PLAY BOOKS） 現代教育調査班/編 青春出版社

204 376.1 お山の幼稚園で育つ 山下太郎/著 世界思想社

205 376.1 心とからだを育てる和太鼓 水野惠理子/著 かもがわ出版

206 376.4 人口減少社会と高校魅力化プロジェクト 樋田大二郎/著 樋田有一郎/著 明石書店

207 376.8 現役東大生が教える東大のへんな問題解き方のコツ 西岡壱誠/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

208 376.8 大学図鑑! 2019 オバタカズユキ/監 しりあがり寿/絵 ダイヤモンド社

209 378 かがやけ!ASDキッズ 山根ひろ子/著 本の種出版

210 378 就学時健診を乗り越える最強の方法 鈴木昭平/著 コスモ21

211 378 発達障害のある子のケース別サポート実例事典 月森久江/著 上野一彦/監修 ナツメ社

212 378 発達障害の子の子育て相談 4  本の種出版

213 379 新しい時代の生涯学習 関口礼子/著 西岡正子/著 有斐閣

214 379.7 精神科医が教えるすごい勉強法 和田秀樹/著 総合法令出版

215 379.9 あそんでまなぶわたしとせかい 佐治晴夫/著 勝間田明子/著 みらい

216 379.9 「ことば力」のある子は必ず伸びる! 高取しづか/著 青春出版社

217 379.9 世界基準の子どもを育てる成功する家庭教育最強の教科書 廣津留真理/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

218 379.9 フランス人ママン「強く生きる子」を育てる75の言葉 荒井好子/著 河出書房新社

219 379.9 名医が語る親子学 丁宗鐵/著 明治書院

220 382.1 アイヌ民族命の継承 前沢卓/写真
藤田印刷エクセレント
ブックス

221 382.2 ソウル・ハンターズ レーン・ウィラースレフ/著 奥野克
巳/訳

亜紀書房

222 382.4 マサイのルカがスマホで井戸を掘る話 ルカ・サンテ/著 GO羽鳥/著 学研プラス

223 383.1 セーラー服と女学生 内田静枝/編著 河出書房新社

224 383.2 Shoes ジョン・ピーコック/著 徳井淑子/
訳・日本語版監修

マール社

225 383.8 甘葛煎再現プロジェクト 山辺規子/編著 かもがわ出版

226 383.8 英国一家、日本をおかわり マイケル・ブース/著 寺西のぶ子/訳 KADOKAWA

227 383.8 嗜好品の謎、嗜好品の魅力 成蹊大学文学部学会/編 小林盾/責任
編集

風間書房

228 383.8 事典和菓子の世界 中山圭子/著 岩波書店

229 383.8 <食といのち>をひらく女性たち 佐藤一子/編著 千葉悦子/編著 農山漁村文化協会

230 383.8 中世の喫茶文化 橋本素子/著 吉川弘文館

231 384.3 沖縄・素潜り漁師の社会誌 高橋そよ/著 コモンズ

232 385.0 死と再生、そして常世・他界 折口信夫/著 小川直之/編 アーツアンドクラフツ

233 385.7 日本鎮魂考 岩田重則/著 青土社

234 386.1 日本の祭り 平成29～30年版 ゆめディア/編 ゆめディア

235 386.8 世界無形文化遺産事典 2018年版 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとうち
総合研究機構

236 386.8 世界無形文化遺産データ・ブック 2018年版 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとうち
総合研究機構

237 388 世界の水の民話 日本民話の会外国民話研究会/編訳 三弥井書店

238 389 はじめて学ぶ文化人類学 岸上伸啓/編著 ミネルヴァ書房

239 391.2 秘録イスラエル特殊部隊 マイケル・バー=ゾウハー/著 ニシ
ム・ミシャル/著

早川書房

240 391.3 海と空の軍略100年史 竜口英幸/著 集広舎

241 392.5 ターゲテッド・キリング 杉本宏/著 現代書館

242 396.2 日本陸軍の基礎知識 昭和の生活編 藤田昌雄/著 潮書房光人新社

243 397.2 リーダーシップは誰でも身に付けられる 伊藤俊幸/著 アルファポリス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 科学のミカタ 元村有希子/著 毎日新聞出版

2 404 科学はなぜわかりにくいのか 吉田伸夫/著 技術評論社

3 407 大科学実験ノート 寺田貢/著 原口智/著 日本文教出版

4 410.1 「数」を分析する 八木沢敬/著 岩波書店

5 410.2 数学がいまの数学になるまで Z.アーテシュテイン/著 落合卓四郎/
監修

丸善出版

6 417 現場ですぐに使える!R言語プログラミング逆引き大全350の極意 金城俊哉/著 秀和システム

7 417 前処理大全 本橋智光/著 ホクソエム/監修 技術評論社

8 429.2 日本発宇宙行き「国際リニアコライダー」 有馬雅人/著 講談社

9 429.6 「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた 橋本幸士/著 講談社

10 429.6 きみは宇宙線を見たか 山本海行/著 小林眞理子/著 仮説社

11 432.1 研究室では「ご安全に!」 片桐利真/著 コロナ社

12 440 星と星座パーフェクトガイド 藤井旭/著 誠文堂新光社

13 440.4 YouもMeも宇宙人 いけのり/著 松井孝典/監修 地湧社

14 443.9 佐藤勝彦博士が語る宇宙論の新時代  ニュートンプレス

15 451 トコトン図解気象学入門 釜堀弘隆/著 川村隆一/著 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 451.7 雷をひもとけば 新藤孝敏/著 電気学会

17 451.9 日本気候百科 日下博幸/編集代表 藤部文昭/編集代
表

丸善出版

18 455.0 人新世とは何か クリストフ・ボヌイユ/著 ジャン=バ
ティスト・フレソズ/著

青土社

19 457.8 楽しい日本の恐竜案内  平凡社

20 458 自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド 円城寺守/著 実業之日本社

21 460 京大発!フロンティア生命科学 京都大学大学院生命科学研究科/編 講談社

22 460.8 デジタル顕微鏡で楽しむ!ミクロワールド美術館 池田圭一/著 技術評論社

23 461.6 生命の起源はどこまでわかったか 高井研/編 岩波書店

24 464.2 NATURE'S ROBOTS チャールズ・タンフォード/原著
ジャクリーン・レイノルズ/原著

エヌ・ティー・エス

25 467.2 ゲノム編集からはじまる新世界 小林雅一/著 朝日新聞出版

26 468.0 生物学者、地球を行く 日本生態学会北海道地区会/編 小林
真/責任編集

文一総合出版

27 471.3 植物は<未来>を知っている ステファノ・マンクーゾ/著 久保耕
司/訳

NHK出版

28 480.4 図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 明日香出版社

29 480.9 動物の権利入門 ゲイリー・L.フランシオン/著 井上
太一/訳

緑風出版

30 481.7 動物たちのすごいワザを物理で解く マティン・ドラーニ/著 リズ・カ
ローガー/著

インターシフト

31 482.1 神威の在処 斉藤嶽堂/著 彩流社

32 484 おしゃべりな貝 盛口満/著 八坂書房

33 485.3 オオグソクムシの本 森山徹/著 青土社

34 486.0 里山・雑木林の昆虫図鑑 今井初太郎/著 メイツ出版

35 486.5 タガメとゲンゴロウの仲間たち 市川憲平/著 サンライズ出版

36 488.1 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 山崎宏/監修 加古川利彦/絵 マイルスタッフ

37 489.5 あそぼ!シャンシャン 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

38 489.9 人類は何を失いつつあるのか 山極寿一/著 関野吉晴/著 東海教育研究所

39 490.1 「在宅ホスピス」という仕組み 山崎章郎/著 新潮社

40 490.1 生命倫理のレポート・論文を書く 松原洋子/編 伊吹友秀/編 東京大学出版会

41 490.2 ノーベル賞の真実 E.ノルビー/著 井上栄/訳 東京化学同人

42 490.4 健康を食い物にするメディアたち 朽木誠一郎/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

43 491.3 人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 2 NHKスペシャル「人体」取材班/編 東京書籍

44 491.3 ビッグクエスチョンズ脳と心 リチャード・レスタック/著 サイモ
ン・ブラックバーン/編

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

45 491.3 学ぶ脳 虫明元/著 岩波書店

46 491.6 からだと病気のしくみ 田中文彦/監修 マイナビ出版

47 491.7 抗菌薬が効かなくなる Sally C.Davies/著 忽那賢志/監訳 丸善出版

48 492.7 痛みもコリも一瞬でとれる筋ツイスト 福冨章/著 秀和システム

49 493.1 老人の取扱説明書 平松類/著 SBクリエイティブ

50 493.1 老年という海をゆく 大井玄/著 みすず書房

51 493.2 ぐうたらでも薬に頼らず血圧を自分で下げる方法 主婦の友社/編 主婦の友社

52 493.2 自分で治す!下肢静脈瘤 岩井武尚/著 洋泉社

53 493.3
肺年齢を若くしてセキぜんそく・誤嚥性肺炎から守る 長引くセキを治す正
しい知識と最新治療

大谷義夫/監修 日東書院本社

54 493.6 骨粗鬆症 石橋英明/著 主婦の友社

55 493.6 自分で治す!腱鞘炎 高林孝光/著 洋泉社

56 493.7 愛着アプローチ 岡田尊司/著 KADOKAWA

57 493.7 あなたを悩ます困った人 柴田豊幸/著 幻冬舎

58 493.7 依存症 家族を支えるQ&A 西川京子/著 解放出版社

59 493.7 医療従事者と家族のための遷延性意識障害患者の在宅ケアサポートブック 黒岩敏彦/監修 加藤庸子/監修 メディカ出版

60 493.7 ウルトラ図解ADHD 岩波明/監修 法研

- 12 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

61 493.7 「大人のADHD」のための片づけ力 司馬理英子/監修 講談社

62 493.7 家族のための統合失調症入門 白石弘巳/著 河出書房新社

63 493.7 自分の顔が嫌いですか? 町沢静夫/著 ビジネス社

64 493.7 なかなか治らないめまいが治る 中山杜人/著 さくら舎

65 493.7 よくわかる森田療法 中村敬/監修 主婦の友社

66 493.9 子どもに効く栄養学 中村丁次/監修 牧野直子/監修 日本文芸社

67 493.9 私説児童精神医学史 清水將之/著 金剛出版

68 493.9 なぜ子どもは自殺するのか 傳田健三/著 新興医学出版社

69 494.5 あのひとががんになったら 桜井なおみ/著 中央公論新社

70 494.5 がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす台所 神尾真木子/著 幻冬舎

71 494.6 完全図解坐骨神経痛のすべて 田村睦弘/監修 黒田恵美子/監修 主婦の友社

72 494.7 100歳まで歩ける足腰をつくる! 大谷内輝夫/著 マキノ出版

73 494.8 やさしくわかる!毛髪医療最前線 毛髪医療特別取材班/著 板見智/監修 朝日新聞出版

74 494.9 図解腎臓病をよく知りともに闘っていく本 岩崎滋樹/著 桜の花出版

75 495.4 尿もれがピタッと止まる骨盤体操&スクワット 奥井識仁/著 飛鳥新社

76 495.7 産声のない天使たち 深澤友紀/著 朝日新聞出版

77 496 緑内障・白内障 糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー 杉田美由紀/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

78 496.4 老眼のウソ 平松類/著 蒲山順吉/監修 時事通信出版局

79 498 在宅復帰支援 和田忠志/編 南山堂

80 498.1 医療費のしくみ 2018-2019年度版 木村憲洋/著 川越満/著 日本実業出版社

81 498.1 健康の経済学 康永秀生/著 中央経済社

82 498.1 最新医療事務のすべてがわかる本 [2018] 青地記代子/監修 日本文芸社

83 498.1 被災地で生き方を変えた医者の話 小鷹昌明/著 あさ出版パートナーズ

84 498.3 医者が教える!疲れを取る技術  枻出版社

85 498.3 気持ちいい体になる骨盤調整ヨガ 高橋由紀/著 サンマーク出版

86 498.3 健康という病  （幻冬舎新書） 五木寛之/著 幻冬舎

87 498.3 こころとカラダが変わるYoga ホットヨガスタジオLAVA/監修 池田書店

88 498.3 ずぼら瞑想 川野泰周/著 幻冬舎

89 498.3 なぜ、脳はそれを嫌がるのか? 菅原道仁/著 サンマーク出版

90 498.5 甘いもの中毒  （朝日新書） 宗田哲男/著 朝日新聞出版

91 498.5 NHKガッテン!“医者いらず”の賢い食べ方 NHK科学・環境番組部/編 主婦と生活
社「NHKガッテン!」編集班/編

主婦と生活社

92 498.5 40歳からのやせる食べ方 足立香代子/監修 学研プラス

93 498.8 職場にいるメンタル疾患者・発達障害者と上手に付き合う方法 久保修一/著 日本法令

94 498.8 もし部下が発達障害だったら 佐藤恵美/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

1 501.3 図解道具としての材料力学入門 西野創一郎/著 日刊工業新聞社

2 501.8 エンジニアリング・デザインの教科書 別府俊幸/著 平凡社

3 504 拡張の世紀 ブレット・キング/[ほか]著 上野博/
訳

東洋経済新報社

4 504 プラットフォームの経済学 アンドリュー・マカフィー/著 エ
リック・ブリニョルフソン/著

日経BP社

5 507.2 国際知的財産法入門 木棚照一/著 日本評論社

6 507.2 こんなにおもしろい弁理士の仕事 奥田百子/著 中央経済社

7 507.7 研究者・技術者のための文書作成・プレゼンメソッド 池川隆司/著 日本評論社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 509.5 大胆予測!IoTが生み出すモノづくり市場2025 井熊均/著 木通秀樹/著 日刊工業新聞社

9 509.6 設計者のためのコスト見積もり力養成講座 間舘正義/著 日刊工業新聞社

10 509.6 ポカミス「ゼロ」徹底対策ガイド 中崎勝/著 日刊工業新聞社

11 514.9 鉄道とトンネル 小林寛則/著 山崎宏之/著 ミネルヴァ書房

12 517.0 河川工学者三代は川をどう見てきたのか 篠原修/著 農文協プロダクション

13 517 水がなくなる日 橋本淳司/著 産業編集センター

14 518.8 <まちなか>から始まる地方創生 福川裕一/著 城所哲夫/著 岩波書店

15 519.0 環境用語ハンドブック 日本経営士会中部支部ECO研究会有志
/編

三恵社

16 520.4 キーワードでわかる都市・建築2.0 日経アーキテクチュア/編 日経BP社

17 520.4 建築を見つめて、都市に見つめられて 石田潤一郎/著 中川理/編 鹿島出版会

18 520.8 藤本壮介建築作品集 藤本壮介/作 ナオミ・ポロック/著 エクスナレッジ

19 521.8 「聴竹居」実測図集 竹中工務店設計部/編 彰国社

20 521.8 民家 藤木良明/著 学芸出版社

21 523.1 建築の森・熊本を歩く 田中智之/著 彰国社

22 523.1 日本の初期モダニズム建築家 吉田鋼市/著 王国社

23 523.3 世界遺産ル・コルビュジエ作品群 山名善之/著 TOTO出版

24 523.5 フランク・ロイド・ライト最新建築ガイド フランク・ロイド・ライト建築物保
存協会/編著

エクスナレッジ

25 525.1 こどもを育む環境蝕む環境 仙田満/著 朝日新聞出版

26 525.2 図でわかる規矩術 富樫新三/著 オーム社

27 525.8 リノベーションの教科書 小池志保子/著 宮部浩幸/著 学芸出版社

28 526.5 東京スカイツリーで本当にあった心温まる物語 東京スカイツリースタッフ一同/編 あさ出版

29 527 いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形慶子/著 KADOKAWA

30 527.1 「時間が足りない!」を解決する家事がはかどる家  主婦の友社

31 527.1 日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑 フリーダムアーキテクツ/著 エクスナレッジ

32 529 実践につながるインテリアデザインの基本 橋口新一郎/編著 戸澤まり子/著 学芸出版社

33 530 実務に役立つ機械公式活用ブック 安達勝之/共著 坂本欣也/共著 オーム社

34 531.3 絵ときでわかる機械力学 門田和雄/共著 長谷川大和/共著 オーム社

35 536 関東私鉄デラックス列車ストーリー 渡部史絵/著 交通新聞社

36 536.5 小田急ロマンスカーの車両技術 鈴木剛志/共著 板垣匡俊/共著 オーム社

37 537 トコトンやさしい自動運転の本 クライソン トロンナムチャイ/著 日刊工業新聞社

38 537.2 EVシフト 風間智英/編著 東洋経済新報社

39 537.9 今日から曲がれるライテク  枻出版社

40 537.9 よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木タカオ/著 秀和システム

41 538 飛行機のテクノロジー  ニュートンプレス

42 538.6 世界の747 月刊エアライン編集部/編集 イカロス出版

43 538.9 宇宙飛行士だけが知っている最強のチームのつくり方 宇宙航空研究開発機構/著 山口孝夫/
執筆

大和書房

44 547.4 スラスラわかるネットワーク&TCP/IPのきほん リブロワークス/著 SBクリエイティブ

45 547.6 iPhone 10周年完全図鑑  枻出版社

46 547.6 図解よくわかる衛星測位と位置情報 久保信明/著 日刊工業新聞社

47 548.3 基本からわかるシーケンス制御 石橋正基/監修 ナツメ社

48 548.3 ゼロからはじめるPID制御 熊谷英樹/著 日刊工業新聞社

49 557.5 行ってみたい世界の灯台  自由国民社

50 566.5 見てすぐわかる板金部品の最適設計法 小渡邦昭/著 日刊工業新聞社

51 570.6 どん底企業から東証1部へ 森田千里雄/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

52 572.1 トコトンやさしい燃料電池の本 森田敬愛/著 日刊工業新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 576.7 フランス香水伝説物語 アンヌ・ダヴィス/著 ベルトラン・
メヤ=スタブレ/著

原書房

54 579.1 わかる!使える!接着入門 原賀康介/著 日刊工業新聞社

55 579.9 合成生物学の衝撃 須田桃子/著 文藝春秋

56 583.8 イラストでよくわかる!大工道具入門 竹中大工道具館/編著 日刊工業新聞社

57 588.0 フードビジネスと地域 井尻昭夫/編 江藤茂博/編 ナカニシヤ出版

58 588.3 ニッポン駄菓子工場 Beretta/著 雷鳥社

59 588.3 ふるさとの駄菓子  LIXIL出版

60 588.5 基本を知ればもっとおいしい!ワインを楽しむ教科書 大西タカユキ/監修 ナツメ社

61 588.5 酒造りの歴史 柚木学/著 雄山閣

62 588.5 知る・選ぶ・楽しむシードルガイド 藤井達郎/監修 池田書店

63 588.5 日本の誇る酒 稲垣真美/著 三一書房

64 588.5 発酵食品の科学 坂本卓/著 日刊工業新聞社

65 589.2 大人になったら、着たい服 2018春夏  主婦と生活社

66 589.2 大人のおしゃれに、ほしいもの 2018春夏  主婦と生活社

67 589.2 オヤジの着こなしルール 本江浩二/著 世界文化社

68 589.2 30代からでも身につくメンズファッションの方程式 ファッションレスキュー/監修 成美堂出版

69 589.2 ずっと美しい人のおしゃれスタイル 「ずっと美しい人」編集部/編 集英社

70 589.2 絶対に失敗しない服選び 大西陽一/著 主婦の友インフォス

71 589.2 ファッションスタイル・クロニクル 高村是州/著 グラフィック社

72 589.7 「働く幸せ」の道 大山泰弘/著 WAVE出版

73 590 55㎡までの心地よいコンパクト暮らし 大橋史子/著 朝日新聞出版

74 590 重曹、お酢、クエン酸の使いこなしバイブル 岩尾明子/著 主婦の友社

75 590 人生が整う家事の習慣 本間朝子/監修 藤原千秋/監修 西東社

76 590 無印良品の片づけ・掃除・洗濯  エクスナレッジ

77 590.4 50歳からのお楽しみ生活 中山庸子/著 海竜社

78 591 お金が勝手に貯まってしまう最高の家計 岩崎淳子/著 ダイヤモンド社

79 591 はじめての金融リテラシー 奥田真之/著 大藪千穂/著 昭和堂

80 591 100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる! 井戸美枝/著 集英社

81 591.8 ウォールポケット家計簿ならがんばらなくても貯まります 前野彩/著 主婦と生活社

82 592.7 国産材でつくるインパクトドライバー木工 大内正伸/著 農山漁村文化協会

83 592.7 2×材木工入門  学研プラス

84 592.7 電動工具の使い方事典  
スタジオタッククリエ
イティブ

85 592.7 よくわかる木工技術「塗装・仕上げ」 アルバート・ジャクソン/著 デヴィ
ド・デイ/著

ガイアブックス

86 593.3 一枚の布から…手ぬいのかんたん大人服 高橋恵美子/著 ブティック社

87 593.3 今いちばん作って着たいトップス  ブティック社

88 593.3 こだわりのパターンとテクニックで作るきれいな服 香田あおい/著 文化学園文化出版局

89 593.3 斉藤謠子の私のずっと好きなもの 斉藤謠子/著 NHK出版

90 593.3 渋谷容子のおしゃれな着物リフォーム 渋谷容子/制作・監修 日東書院本社

91 593.3 スタイリスト佐藤かなが作る赤ちゃんのための服と小物 佐藤かな/著 文化学園文化出版局

92 593.3 小さな子どもの手づくり服 新垣美穂/著 文化学園文化出版局

93 593.3 月居良子のアレンジウエア 月居良子/著 主婦と生活社

94 593.3 定番も流行も手作りしたいスカート  ブティック社

95 593.3 まっすぐ縫って作ろう!服&バッグ  ブティック社

96 593.3 私が作る旅のワードローブ 笹原のりこ/著 文化学園文化出版局

97 593.8 あたらしい着物の教科書 木下着物研究所/著 木下勝博/著 日本文芸社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

98 594 やさしい手ぬい 高橋恵美子/著 KADOKAWA

99 594.2 刺しゅう日和 Vol.3  ブティック社

100 594.2 はじめての刺しゅうワンポイントクロスステッチ500+100  アップルミンツ

101 594.2 フープの中の万華鏡マンダラモチーフの刺しゅう カリーナ・エンヴォルトセン=ハリス
/著 佐々木曜/訳

ブティック社

102 594.2 フェルト刺しゅうの花図鑑 PieniSieni/著 日本ヴォーグ社

103 594.2 フランス刺繡と図案 153 戸塚薫/著 啓佑社

104 594.3 アクリル毛糸で編むエコモップとエコタワシ  ブティック社

105 594.3 かぎ針で編むボーダー&ストライプの夏こもの  アップルミンツ

106 594.3 かぎ針編みのサマーソックス  アップルミンツ

107 594.3 基礎からよくわかるタティングレースベストセレクション 北尾惠美子/著 アップルミンツ

108 594.3 サクッと編める!かわいい小物 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

109 594.3 ズパゲッティとジュートで編むデイリーバッグと小物  主婦と生活社

110 594.3 手編みのかんたんこものA to Z  ブティック社

111 594.6 かぎ針で編むルトゥールクロッシェ ジュエリークロッシェ・コスチュー
ムジュエリーラボラトリー/著

河出書房新社

112 594.7 I Loveサブバッグ クライ・ムキ/著 講談社

113 594.7 好きな布でかんたんに作れるシンプルおしゃれなマイバッグ 松本美保/著 文化学園文化出版局

114 594.7 毎日使いたいバッグ&ポーチ 赤峰清香/著 ブティック社

115 594.8 ドライフラワー・テクニックブック 相澤紀子/著 六耀社

116 594.9 いちばんやさしいフェルトの花づくり PieniSieni/著 エクスナレッジ

117 594.9 心が華やぐ水引の小物とアクセサリー 葵ことり/著 池田書店

118 594.9 ディップフラワーの教科書 m.a.c./著 講談社

119 595 38歳からはじめたいリカバリー美容事典 吉木伸子/監修 中村格子/監修 朝日新聞出版

120 595 細い脚は「ゆび」がやわらかい 斉藤美恵子/著 青春出版社

121 595.0 美容師・理容師になるには 大岳美帆/著 木村由香里/著 ぺりかん社

122 595.4 着物の日のボブ&ショートアレンジ 鈴木富美子/監修 世界文化社

123 595.4 グレイヘアという選択 主婦の友社/編 主婦の友社

124 595.5 どんな顔立ちでも、ハッとするほどキレイになる 新里沙智子/著 インプレス

125 596 アスリートシェフの美筋レシピ 荻野伸也/著 山下圭子/[栄養指導・
栄養計算]

柴田書店

126 596 いちばん見やすい!簡単!太らない!残業おかず 金丸絵里加/著 枻出版社

127 596 おかずのもと こてらみや/著 翔泳社

128 596 お料理1年生The基本  主婦の友社

129 596 きほんのおかずと毎日の献立 上島亜紀/著 学研プラス

130 596 1/5の油で5倍おいしい!フライパンでラクちん揚げもの 上島亜紀/著 家の光協会

131 596 新だしの本 千葉道子/著 農山漁村文化協会

132 596 スグうま自炊生活 まきあやこ/著 ナツメ社

133 596 即決!選ばレシピ 青山金魚/著 主婦の友社

134 596 誰でも1回で味が決まるロジカル調理 前田量子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

135 596 伝えていきたいわが家の保存食レシピ 石原洋子/監修 朝日新聞出版

136 596 ツレヅレハナコの揚げもの天国 ツレヅレハナコ/著
PHPエディターズ・グ
ループ

137 596 丁寧はかんたん ウーウェン/著 講談社

138 596 火のある暮らし 2  地球丸

139 596 日々の、ひとり分 薦田富美子/著 自由国民社

140 596 藤井恵とっておきの晩酌レシピ 藤井恵/著 世界文化社

141 596 「また作って!」と言われる名作おかず120  KADOKAWA

142 596 ゆる糖質オフのダイエットスープ 柳澤英子/著 扶桑社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

143 596 冷凍からのレンチン!やせるおかず作りおき 柳澤英子/著 小学館

144 596 冷凍保存で作る1週間の献立キット 川上文代/著 誠文堂新光社

145 596.0 ウマし 伊藤比呂美/著 中央公論新社

146 596.0 晩酌百景 パリッコ/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

147 596.2 荻野恭子が伝えるロシア、大地が育む家庭料理 荻野恭子/著 文化学園文化出版局

148 596.2 スリランカカリーをつくろう 前田庸/著 書肆侃侃房

149 596.2 旅する江戸前鮨 一志治夫/著 文藝春秋

150 596.3 新しいサラダ 福田里香/著 KADOKAWA

151 596.3 旬を楽しむ梅しごと 山田奈美/著 家の光協会

152 596.3 寿司屋が教える魚のさばき方  枻出版社

153 596.4 いちばん見やすい!作りおきべんとう 結城寿美江/著 枻出版社

154 596.4 5行で作れる!バーベキューレシピ100選!  ネコ・パブリッシング

155 596.4 ストックデリで簡単!パン弁 高橋雅子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

156 596.4 たっきーママの朝作らない!作りおきおかずのお弁当 奥田和美/著 扶桑社

157 596.4 曲げわっぱ弁当 長谷川りえ/著 枻出版社

158 596.6 A.R.Iのお菓子のデザイン 森岡梨/著 文化学園文化出版局

159 596.6 果物と野菜のゼリー 袴田尚弥/著 グラフィック社

160 596.6 ケーキがおいしくなる「下ごしらえ」教えます 熊谷裕子/著 旭屋出版

161 596.6 ちびパン 吉永麻衣子/著 日販アイ・ピー・エス

162 596.6 フライパンで米粉パン 高橋ヒロ/著 イカロス出版

163 596.6 Bread Party 佐川久子/著 世界文化社

164 596.6 マジパン細工 米山巖/著 羽鳥武夫/著 旭屋出版

165 596.6 和菓子modern Style 諸星みどり/著 世界文化社

166 597.5 お母さんだけが頑張らないラクちん片づけ 小宮真理/著 辰巳出版

167 597.9 週末15分そうじ術 鈴木美帆子/著 SBクリエイティブ

168 598.2 35歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心BOOK 大鷹美子/監修 中澤友幸/監修 ナツメ社

169 598.2 妊活 治療と生活アドバイス 陣内彦良/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

170 599 みんなの子どものいる暮らし日記 みんなの日記編集部/編 翔泳社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域ブランドカンパニーズファイル vol.2  枻出版社

2 601.1 地域プロデュース、はじめの一歩 山納洋/著 河出書房新社

3 606.9 顧客は展示会で見つけなさい 弓削徹/著 日刊工業新聞社

4 606.9 太陽の塔 平野暁臣/編著
小学館クリエイティ
ブ

5 611 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる 生源寺眞一/著 家の光協会

6 611.7 絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業 岩佐大輝/著 朝日新聞出版

7 611.8 事例と解説による農家の事業承継と税務対策 森剛一/共著 島田哲宏/共著 大蔵財務協会

8 612.1 最新農業の動向としくみがよ〜くわかる本 中村恵二/著 山口大樹/著 秀和システム

9 617.6 とっておきのハーブ百科  ブティック社

10 619.8 ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典 ジェームズ・ホフマン/著 丸山健太
郎/日本語版監修

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

11 621.4 果物の贈答マーケティング 磯島昭代/著 農林統計協会

12 626 おいしい彩り野菜のつくりかた 農山漁村文化協会/編 藤目幸擴/監修 農山漁村文化協会

13 626.9 10日〜3か月で収穫!コンテナスピーディー菜園 原由紀子/監修 ブティック社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 626.9 はじめての野菜づくり12か月 板木利隆/著 家の光協会

15 627 ガーデニングの基礎  ブティック社

16 627.1 手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺均/監修 ブティック社

17 627.7 はじめてのバラとつるバラ 村上敏/監修 成美堂出版

18 627.8 群境介のミニ盆栽クロマツ 群境介/著 農山漁村文化協会

19 627.8 栽培のコツがわかるベランダガーデニング NHK出版/編 田中哲/監修 NHK出版

20 627.8 野草盆栽のつくり方  栃の葉書房

21 627.9 ジョルジュ・フランソワ花の教科書 ジョルジュ・フランソワ/著 誠文堂新光社

22 629.7 上野ファームに学ぶアイデアBook  エフジー武蔵

23 629.7 家庭で楽しむ芝庭づくり 藤野淳/監修 村下輝明/監修 ブティック社

24 629.7 家庭でできる!芝生とグラウンドカバー 主婦の友社/編 主婦の友社

25 629.7 つるバラとクレマチスをメインに使ったつるで楽しむ素敵な庭 村上敏/著 及川洋磨/著 講談社

26 629.7 はじめてでも失敗しない小さな庭づくりの基本100 浜野典正/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

27 645.3 Q&Aはじめよう!シカの資源利用 丹治藤治/著 宮崎昭/監修 農山漁村文化協会

28 645.6 最新ペットビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 川上清市/著 秀和システム

29 645.7 どんな災害でもネコといっしょ 徳田竜之介/監修
小学館クリエイティ
ブ

30 646.8 愛鳥のための手づくり飼育グッズ 武田毅/著 誠文堂新光社

31 651 東アジアにおける森林・木材資源の持続的利用 馬駿/編著 今村弘子/編著 農林統計協会

32 658.7 漆 1 室瀬和美/監修 田端雅進/監修 農山漁村文化協会

33 664.4 頑張っています定置漁村 松浦勉/著 玉置泰司/著 農林統計協会

34 666.7 爬虫類・両生類の飼育環境のつくり方 川添宣広/写真・著 松園純/監修 誠文堂新光社

35 666.9 金魚 佐々木浩之/著 誠文堂新光社

36 670.9 英文ビジネスメール200の鉄則 倉骨彰/著 トラビス・T.クラホネ/著 日経BP社

37 670.9 世界基準のビジネス英会話 竹村和浩/著 ビル・ベンフィールド/
著

三修社

38 670.9 ていねいで「短いメール」のお手本 出口汪/監修 宝島社

39 673.1 店長のための「スタッフが辞めないお店」の作り方 松下雅憲/著 同文舘出版

40 673.3 1円も出さずに全国展開する方法 竹村義宏/著 幻冬舎

41 673.3 売れる仕組みをどう作るか 永井孝尚/著 幻冬舎

42 673.3 Q&A連鎖販売取引の法律実務 千原曜/著 中央経済社

43 673.3 クレーム対応の基本がしっかり身につく本 舟橋孝之/著 インソース/編 KADOKAWA

44 673.3 たった1年で人生が劇的に変わるポータルサイトビジネス 深井良祐/著 合同フォレスト

45 673.7 アマゾンエフェクト! 鈴木康弘/著 プレジデント社

46 673.7 小売業起点のまちづくり 石原武政/編著 渡辺達朗/編著 碩学舎

47 673.7 リーダーが育つ55の智慧 似鳥昭雄/著 KADOKAWA

48 673.8 セブン-イレブン金の法則  （朝日新書） 吉岡秀子/著 朝日新聞出版

49 673.8 ローソン1万3000店の結論!元気スタッフの育て方 清水とみか/著 プレジデント社

50 673.9 こんなにおもしろい調査業の仕事 金澤秀則/著 児玉総合情報事務所/監
修

中央経済社

51 673.9 自衛官が退官10年前に読むお金の本 浜タケル/著 高山裕司/著
クロスメディア・パブ
リッシング

52 673.9 葬儀業界の戦後史 玉川貴子/著 青弓社

53 673.9 小さなカフェのはじめ方 Business Train/著 河出書房新社

54 673.9 儲かる飲食店に変わる「Googleマイビジネス」超集客術 戎井一憲/著 染谷昌利/監修 日本実業出版社

55 674 広告の基本 波田浩之/著 日本実業出版社

56 674 最新!魅せる!キャッチコピーの表現別グラフィックス パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

57 674.3 グッズ製作ガイドBOOK グラフィック社編集部/編 グラフィック社

58 674.3 デザイン・メイキング152 MdN書籍編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 674.3 懐かしいけど新しいニュー・ヴィンテージ・グラフィックス
サンドゥー・パブリッシング/編著
石田亜矢子/訳

グラフィック社

60 674.4 世界一わかりやすい広告 イノウ/編著 ソシム

61 674.6 広告ビジネスに関わる人のメディアガイド 2018 博報堂DYメディアパートナーズ/編 宣伝会議

62 674.6 ネット広告運用“打ち手”大全 寳洋平/著 辻井良太/著 インプレス

63 675 SNSでシェアされるコンテンツの作り方 グローバルリンクジャパン/著 清水
将之/著

エムディエヌコーポ
レーション

64 675 オウンドメディアのやさしい教科書。 山口耕平/監修・著 徳井ちひろ/著
エムディエヌコーポ
レーション

65 675 自分1人、1日でできるパーソナルブランディング 草間淳哉/著 同文舘出版

66 675 心理マーケティング100の法則 酒井とし夫/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

67 675 図解大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部誠/著 KADOKAWA

68 675.2 プロが教えるマーケティングリサーチとデータ分析の基本 中野崇/著 すばる舎

69 675.3 売れる化 本多利範/著 プレジデント社

70 686.2 消えた!310路線東京の鉄道 中村建治/著 イカロス出版

71 686.2 絶滅危惧鉄道 2018  イカロス出版

72 686.2 全日本鉄道バス旅行地図帳 2018年版  小学館クリエイティブ

73 686.2 鉄道写真が語る昭和 2 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

74 686.2 東急全線古地図さんぽ 坂上正一/著
フォト・パブリッシン
グ

75 686.2 日本鉄道事始め 高橋団吉/編著 NHK「ニッポンに蒸気
機関車が走った日」制作班/編著

NHK出版

76 686.5 失われた国鉄・JR駅 西崎さいき/著 イカロス出版

77 686.7 軌道 松本創/著 東洋経済新報社

78 686.7 認知症鉄道事故裁判 高井隆一/著 ブックマン社

79 687.2 LCC旅行  イカロス出版

80 689 観光地域学 奥野一生/著 竹林館

81 689.0 ツーリズムの地理学 菊地俊夫/編著 二宮書店

82 689.3 インバウンドビジネス入門講座 村山慶輔/著 やまとごころ編集部/著 翔泳社

83 689.3 観光危機管理ハンドブック 高松正人/著 朝倉書店

84 689.4 外国人が熱狂するクールな田舎の作り方  （新潮新書） 山田拓/著 新潮社

85 693.8 テーマ別風景印大百科 Vol.1  日本郵趣出版

86 694.6 社員を大切にする会社ほど伸びる理由 藤井正隆/著
クロスメディア・パブ
リッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 アート戦略/コンテンポラリーアート虎の巻 後藤繁雄/著 光村推古書院

2 702.0 現代アートとは何か 小崎哲哉/著 河出書房新社

3 702.0 図説中世ヨーロッパの美術 浅野和生/著 河出書房新社

4 702.1 中尊寺と平泉をめぐる 菅野成寛/編 小学館

5 702.2 今、何かを表そうとしている10人の日本と韓国の若手対談 西川美和/著 ムンソリ/著 クオン

6 707 クリエイターになりたい! ミータ・ワグナー/著 小林玲子/訳 柏書房

7 707 クリエイターのためのセルフブランディング全力授業 青山裕企/著 玄光社

8 707.9 流出した日本美術の至宝 中野明/著 筑摩書房

9 708.7 サントリー美術館プレミアム・セレクション サントリー美術館/企画・編集 求龍堂

10 708.7 スチームパンク・ストーリー ドゥプレス・ブックス/編・著 今井
悟朗/訳

グラフィック社

11 708.7 ブルーノ・ムナーリ ブルーノ・ムナーリ/作 求龍堂

12 709 アートマネージメントを学ぶ 新見隆/著 伊東正伸/著
武蔵野美術大学出版
局

13 718 切手で仏像 山本勉/著 講談社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 718.1 如来・菩薩像のすべて  枻出版社

15 721.3 日本の水墨画 2  河出書房新社

16 721.7 禅のこころを描く白隠 芳澤勝弘/ほか著 山下裕二/ほか著 新潮社

17 721.7 もっと知りたい文人画 黒田泰三/著 東京美術

18 721.8 江戸の絵すごろく 山本博文/監修 双葉社

19 721.9 河鍋暁斎・暁翠伝 河鍋楠美/著 KADOKAWA

20 721.9 堂本印象創造への挑戦 堂本印象/画 京都府立堂本印象美術
館/編

淡交社

21 721.9 横山大観 横山大観/画 佐藤志乃/著 講談社

22 723.0 線画芸術 クアン・チュウ/編著 いぶきけい/訳 グラフィック社

23 723.3 Butterflies マリア・シビラ・メーリアン/画 ケ
イト・ハード/著

グラフィック社

24 724.1 一輪から始める花の墨絵 岡村南紅/著 日貿出版社

25 724.4 水彩で描く一日一花 中村愛/著 グラフィック社

26 725 イチバン親切なデッサンの教科書 上田耕造/著 新星出版社

27 725 基礎を知り、表現を磨く人物デッサンの教科書 浅井拓馬/監修 池田書店

28 725 定本基本の動物デッサン ゴットフリード・バメス/著 大久保
ゆう/訳

パイインターナショナ
ル

29 726.1 「少年ジャンプ」黄金のキセキ 後藤広喜/著 ホーム社

30 726.1 漫画の仕事 木村俊介/著 荒川弘/[ほか述] 幻冬舎コミックス

31 726.1 私の少女マンガ講義 萩尾望都/著 新潮社

32 726.5 イラスト、漫画のための構図の描画教室 松岡伸治/著
エムディエヌコーポ
レーション

33 726.5 「キャラの背景」描き方教室 よー清水/著 SBクリエイティブ

34 726.5 万年筆ラクガキ講座 サトウヒロシ/著 枻出版社

35 726.6 しかけ絵本  平凡社

36 726.6 ターシャ・テューダーへの道 食野雅子/著 主婦と生活社

37 726.6 問題だらけの女性たち ジャッキー・フレミング/著 松田青
子/訳

河出書房新社

38 726.9 季節を彩る和紙ちぎり絵上達のポイント50 大田垣紀子/監修 メイツ出版

39 727.8 アジアンタイポグラフィデザイン サンドゥー・パブリッシング/編 [和
田侑子/訳]

グラフィック社

40 736 押して描く!消しゴムはんこ 田口奈津子/著 日本文芸社

41 736 消しゴムはんこスペシャルBOOK mizutama/著 ブティック社

42 743 いちばんやさしい新しい写真&カメラの教本 井川拓也/著 インプレス

43 743 写真のことが全部わかる本 中原一雄/著 インプレス

44 743 ファインプリントのための撮影&RAW現像ガイド 岡嶋和幸/著 玄光社

45 743.6 新宿御苑の四季撮影・散策ガイド 木村正博/著 日本カメラ社

46 748 時代を語る 林忠彦の仕事 林忠彦/写真 林義勝/監修 光村推古書院

47 751.1 麗しの陶磁器  阿部出版

48 751.9 100円プラバンでゆるかわ動物の手作りアクセサリー azuco/著 主婦と生活社

49 753.8 柚木沙弥郎の染色 柚木沙弥郎/作 筑摩書房

50 755.5 A4サイズの切り革で作るレザークラフト  
スタジオタッククリエ
イティブ

51 756.6 日本刀大全 原田道寛/著 河出書房新社

52 757 デザインあ解散!の解 岡崎智弘/解散 ポプラ社

53 757 デザインあ解散!の散 岡崎智弘/解散 ポプラ社

54 758 手づくりする木のスツール 西川栄明/著 誠文堂新光社

55 759.0 カズヨスタイルドールハウス 工藤和代/著 エイアールディー

56 761.2 正しいドレミの歌い方 鳴海史生/著 大島俊樹/著
アルテスパブリッシン
グ

57 762.1 芥川也寸志 芥川眞澄/監修 新・3人の会/著 ヤマハミュージックEH

58 762.3 ショスタコーヴィチ 亀山郁夫/著 岩波書店

- 20 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

59 763.2 ピアニストのためのカラダの使い方バイブル 伊東佳美/著 学研プラス

60 763.2 ピアノが上達するコード・スケールの使い方 [2018] 横岡ゆかり/編著 自由現代社(発売)

61 763.5 エレクトリック・ベース・メカニズム 竹田豊/著
リットーミュージッ
ク

62 763.5 弾きながらマスター!アコースティック・ギター入門 [2018] 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

63 763.7 オカリナ入門ゼミ [2018] 橋本愛子/編著 自由現代社(発売)

64 763.7 誰にでもできるハーモニカ編曲術 斎藤寿孝/編著 全音楽譜出版社

65 764.7 伊藤銀次自伝MY LIFE,POP LIFE 伊藤銀次/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

66 764.7 現代ジャズのレッスン 村井康司/著
アルテスパブリッシン
グ(発売)

67 764.7 ジャズジャイアンツ・インタヴューズ 小川隆夫/著 小学館

68 764.7 ジャズという何か 原雅明/著 DU BOOKS

69 764.7 ジョン・レノン、音楽と思想を語る ジョン・レノン/著 ジェフ・バー
ガー/編

DU BOOKS

70 764.7 選曲の社会史 君塚洋一/著 日本評論社

71 764.7 どうしてヘヴィ・メタルを好きにならなかったんだろう 市川哲史/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

72 766.1 マンガでわかる「オペラ」の見かた 小畑恒夫/監修 ヤギワタル/イラスト 誠文堂新光社

73 767 反戦歌 竹村淳/著
アルファベータブック
ス

74 767.5 初代「君が代」 小田豊二/著 白水社

75 767.7 明日へ 日本童謡協会/編 日本童謡協会

76 767.7 NHKこどものうた楽譜集 2017年度版 NHK出版/編 NHK出版

77 767.8 昭和歌謡職業作曲家ガイド 馬飼野元宏/監修
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

78 767.8 新人作詞家作曲家代表作品集 2018年度版 北村英明/監修 新人作詞家の会/編 ろまん社

79 767.8 フォークソングの東京・聖地巡礼1968-1985 金澤信幸/著 講談社

80 767.8 美空ひばり最後の真実 西川昭幸/著 さくら舎

81 773.2 猿楽と面 伊東史朗/監修 MIHO MUSEUM/編集 思文閣出版

82 778.0 町山智浩の「アメリカ流れ者」 町山智浩/著 TBSラジオ「たまむす
び」/編

スモール出版

83 778.2 興行師たちの映画史 柳下毅一郎/著 青土社

84 778.2 NOTES ON A LIFE エレノア・コッポラ/著 戸田奈津子/
訳

双葉社

85 778.7 アニメ産業レポート 2017 日本動画協会/監修 主婦の友社

86 778.8 半分、青い。 Part1 北川悦吏子/作 NHK出版/編 NHK出版

87 779.9 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本欽一/著 大和書房

88 779.9 マツコの何が“デラックス”か? 太田省一/著 朝日新聞出版

89 780.1 子どもの学力と運脳神経を伸ばす魔法のドリル 深代千之/著 カンゼン

90 780.2 スポーツ国家アメリカ  （中公新書） 鈴木透/著 中央公論新社

91 780.3 観るまえに読む大修館スポーツルール 2018 大修館書店編集部/編集 大修館書店

92 780.4 常勝キャプテンの法則 サム・ウォーカー/著 近藤隆文/訳 早川書房

93 780.7 12歳までの最強トレーニング 谷けいじ/著 実業之日本社

94 781.4 体が硬い人のための柔軟教室 石井直方/監修 主婦の友社

95 782.3 小・中学生のための運動会で1位になる速くなる走り方教室 堀籠佳宏/著 カンゼン

96 783.4 億万長者サッカークラブ ジェームズ・モンタギュー/著 田邊
雅之/訳

カンゼン

97 783.4 サッカー観戦バイブル 河治良幸/著 成美堂出版

98 783.4 サッカー上達のためのマインドとメソッド 中村憲剛/著 ぴあ

99 783.4 サッカー日本代表戦術アナライズ 西部謙司/著 カンゼン

100 783.4 サンウルブズの挑戦 向風見也/著 双葉社

101 783.4 世界のサッカー名将のイラスト戦術ガイド 西部謙司/著 エクスナレッジ

102 783.5 いちばん新しいテニス上達メソッド 緑ケ丘テニスガーデン/監修 実業之日本社

103 783.5 勝てる!理系なテニス 田中信弥/著 松尾衛/著 東邦出版

- 21 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

104 783.6 勝つ!卓球シェークハンドの戦い方最強のコツ50 高山幸信/監修 メイツ出版

105 783.7 基本と実践で差がつく!外野手最強バイブル 大塚光二/監修 メイツ出版

106 783.7 96敗 長谷川晶一/著 インプレス

107 783.7 力がなければ頭を使え 迫田穆成/著 田尻賢誉/著
ベースボール・マガジ
ン社

108 783.7 野球殿堂 2018 野球殿堂博物館/編
ベースボール・マガジ
ン社(制作)

109 783.8 止める!転がす!上げる!スコアをつくる魔法のウエッジ術 横田真一/著 河出書房新社

110 784.6 挑戦者たち 田村明子/著 新潮社

111 785 サーフライフセービング教本 日本ライフセービング協会/編 大修館書店

112 785.2 DVDで差がつく!競泳バタフライタイムを縮める50のコツ 奥野景介/監修 メイツ出版

113 786 イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング ジョン・ギャスライト/著 秀和システム

114 786.1 山岳遭難エマージェンシーBOOK  枻出版社

115 786.1 ヒマラヤ生と死の物語 池田常道/著 山と溪谷社

116 786.1 山登りの教科書  枻出版社

117 786.3 子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの教科書  G.B.

118 786.5 50歳を過ぎたら「輪行」しよう! 小林建一/文・イラスト 彩流社

119 786.5 最強ホビーレーサー6人が教えるロードバイクトレーニング ロードバイク研究会/監修 日東書院本社

120 788.2 巨星を継ぐもの 秋山準/著 徳間書店

121 788.5 勝ち馬がわかる血統の教科書 亀谷敬正/著 池田書店

122 788.5 競馬語辞典 奈落一騎/著 細江純子/監修 誠文堂新光社

123 788.7 トヨタモータースポーツ前史 松本秀夫/著 三樹書房

124 789.3 DVDでわかる!勝つ剣道最強のコツ50 香田郡秀/監修 メイツ出版

125 791 はじめての茶の湯 千宗左/著 主婦の友社

126 791.2 利休と戦国武将 加来耕三/著 淡交社

127 791.7 実用覚えておきたい客の所作 1 淡交社編集局/編 飯島宗照/指導・文 淡交社

128 795 世外方円 平本弥星/著 日本棋院

129 795.0 素子の碁 新井素子/著 中央公論新社

130 796 史上初の詰飛車問題集 石田直裕/著 タカ大丸/著 主婦の友社

131 796 対抗形の急所がわかる!居飛車VS振り飛車の重要テーマ 上村亘/著 マイナビ出版

132 796 振り飛車はどこに行くのか? 門倉啓太/著 マイナビ出版

133 798 楽しいバスレクアイデアガイド 5 神代洋一/編著 汐文社

134 798.5 ゲームする人類 中沢新一/著 遠藤雅伸/著 明治大学出版会

135 798.5 できるパソコンで楽しむマインクラフトプログラミング入門
広野忠敏/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

136 798.5 電遊奇譚 藤田祥平/著 筑摩書房

137 798.5 PCエンジンコンプリートガイド レトロゲーム愛好会/編 主婦の友インフォス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 言葉の魂の哲学 古田徹也/著 講談社

2 809.4 あなたのスピーチレベルがあなたの年収を決めている 鴨頭嘉人/著 かも出版

3 809.4 プロが教える朗読 心に届く語りのコツ50 葉月のりこ/監修 メイツ出版

4 809.4 もうあがらない!結婚式のスピーチで困らない本 麻生けんたろう/著 同文舘出版

5 809.6 最高品質の会議術 前田鎌利/著 ダイヤモンド社

6 810.8 真田信治著作選集シリーズ日本語の動態 1 真田信治/著 ひつじ書房

7 814 文豪の凄い語彙力 山口謠司/著 さくら舎

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 815.2 日本語が面白い!数え方の絵本 ロコ・まえだ/著 柳原出版

9 816 1冊のノートが「あなたの言葉」を育てる 川上徹也/著 朝日新聞出版

10 816 会社では教えてもらえない人を動かせる人の文章のキホン 吉田裕子/著 すばる舎

11 816 簡潔で心揺さぶる文章作法 島田雅彦/著 KADOKAWA

12 816 伝わるシンプル文章術 飯間浩明/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

13 829.1 本気で学ぶ中級韓国語 チョヒチョル/著 ベレ出版

14 829.3 たったの72パターンでこんなに話せるベトナム語会話 欧米・アジア語学センター/著 明日香出版社

15 830.4 「雑談力」で差がつく英会話 平岡豊文/著 文芸社

16 837.8 中学英語でわかる!留学・ホームステイ英会話 ウイング/著 池田書店

17 837.8 使える動詞だけ覚えなさい! 伊藤太/著 Gary Scott Fine/著 西東社

18 851.5 フランス語新つづり字ハンドブック ミシェル・サガズ/著 常盤僚子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 新しい詩とその作り方 室生犀星/著 国書刊行会

2 901.3 <実践>小説教室 根本昌夫/著 河出書房新社

3 902.1 「投壜通信」の詩人たち 細見和之/著 岩波書店

4 909 ホブレッカーおじさんのおしゃべり カール・ホブレッカー/著 佐藤和夫/
訳

青簡舎

5 910.2 澁澤龍彦の記憶 菅野昭正/編 巖谷國士/著 河出書房新社

6 910.2 須賀敦子の本棚  河出書房新社

7 910.2 一九五〇年代、批評の政治学 佐藤泉/著 中央公論新社

8 910.2 団結すれば勝つ、と啄木はいう 碓田のぼる/著 影書房

9 910.2 夏目漱石とクラシック音楽 瀧井敬子/著 毎日新聞出版

10 910.2 日本SF精神史 長山靖生/著 河出書房新社

11 910.2 文豪たちの友情 石井千湖/著 立東舎

12 910.2 吉屋信子研究 竹田志保/著 翰林書房

13 910.5 国文学研究資料館紀要 第44号 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

14 911.1 朝日歌壇 2017 馬場あき子/選 佐佐木幸綱/選 朝日新聞出版(発売)

15 911.1 狂歌絵師北斎とよむ古事記・万葉集 岡林みどり/著 批評社

16 911.1 はーはー姫が彼女の王子たちに出逢うまで 雪舟えま/著 書肆侃侃房

17 911.1 明治・大正・昭和を生き抜いた孤高の歌人 土岐善麿 長浜功/著 社会評論社

18 911.2 伊達慶邦一座の七種連歌をめぐって 綿抜豊昭/著 中央大学文学部

19 911.3 朝日俳壇 2017 稲畑汀子/選 金子兜太/選 朝日新聞出版(発売)

20 911.3 イチからの俳句入門 辻桃子/著 安部元気/著 主婦の友社

21 911.4 島ひかる 島ひかる/著 新葉館出版

22 911.4 シルバー川柳 宴たけなわ編 みやぎシルバーネット/編 河出書房
新社編集部/編

河出書房新社

23 911.4 北斎川柳 田中聡/著 河出書房新社

24 911.4 増田紗弓 増田紗弓/著 新葉館出版

25 911.4 吉原の江戸川柳はおもしろい  （平凡社新書） 小栗清吾/著 平凡社

26 911.5 祈り 金時鐘/著 丁海玉/編 港の人

27 912.6 倉本聰戯曲全集 3 倉本聰/著 新日本出版社

28 913.2 古事記の謎をひもとく 谷口雅博/著 弘文堂

29 913.5 RE：STORY井原西鶴 井原西鶴/著 西鶴研究会/編 笠間書院

30 914.6 犬棒日記 乃南アサ/著 双葉社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 914.6 恨みっこなしの老後 橋田壽賀子/著 新潮社

32 914.6 小高へ 島尾伸三/著 河出書房新社

33 914.6 終わりと始まり2.0 池澤夏樹/著 朝日新聞出版

34 914.6 デラシネの時代  （角川新書） 五木寛之/著 KADOKAWA

35 914.6 花のいのち 瀬戸内寂聴/著 講談社

36 914.6 パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら 中島たい子/著 イザベル・ボワノ/イ
ラスト

ポプラ社

37 914.6 不倫のオーラ 林真理子/著 文藝春秋

38 914.6 みんな昔はこどもだった 池内紀/著 講談社

39 914.6 物語のなかとそと 江國香織/著 朝日新聞出版

40 916 インパール作戦従軍記 火野葦平/著 集英社

41 916 「夫の介護」が教えてくれたこと 川村隆枝/著 アスコム

42 916 小保方晴子日記 小保方晴子/著 中央公論新社

43 916 自力でいどみ、他力にたより 滝口仲秋/著 本の泉社

44 916 スマラン慰安所事件の真実 岡田慶治/原著 田中秀雄/編 芙蓉書房出版

45 916 手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター 桜井奈々/著 宝島社

46 916 発達障害だって大丈夫 堀田あけみ/著 河出書房新社

47 918.6 宮沢賢治コレクション 9 宮沢賢治/著 筑摩書房

48 921.7 毒薬 劉霞/著 劉燕子/訳・編 書肆侃侃房

49 921.7 独り大海原に向かって 劉暁波/著 劉燕子/訳・編 書肆侃侃房

50 923.5 全訳封神演義 4 二階堂善弘/監訳 山下一夫/訳 勉誠出版

51 929.1 野蛮なアリスさん ファンジョンウン/著 斎藤真理子/訳 河出書房新社

52 929.3 一粒のガラス シーダーオルアン/著 宇戸優美子/編
訳

大同生命国際文化基
金

53 930.2 歌え、翔べない鳥たちよ マヤ・アンジェロウ/著 矢島翠/訳 青土社

54 930.2 カズオ・イシグロの長崎 平井杏子/著 長崎文献社

55 930.2 フィリップ・マーロウの教える生き方 レイモンド・チャンドラー/著 マー
ティン・アッシャー/編

早川書房

56 932.5 シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 北村紗衣/著 白水社

57 933.7 新しきイヴの受難 アンジェラ・カーター/著 望月節子/
訳

国書刊行会

58 933.7 サイモン、船に乗る ジャッキー・ドノヴァン/著 梶山あ
ゆみ/訳

飛鳥新社

59 933.7 葬儀屋の次の仕事 マージェリー・アリンガム/著 井伊
順彦/訳

論創社

60 933.7 マザリング・サンデー グレアム・スウィフト/著 真野泰/訳 新潮社

61 933.7 間に合わせの埋葬 C.デイリー・キング/著 福森典子/訳 論創社

62 936 こころに残ること アリス・テイラー/著 高橋歩/訳 未知谷

63 943.7 乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック/著 酒
寄進一/訳

文藝春秋

64 943.7 緑の扉は夢の入口 ケルスティン・ギア/著 遠山明子/訳 東京創元社

65 949.8 おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン/著 坂本
あおい/訳

早川書房

66 973 失われた手稿譜 フェデリーコ・マリア・サルデッリ/
著 関口英子/訳

東京創元社

67 973 最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ/著 関口英子/
訳

国書刊行会

68 989.5 ヨゼフ・チャペックエッセイ集 ヨゼフ・チャペック/著 飯島周/編訳 平凡社

69 993.7 ヴォブルン風オムレツ コストラーニ・デジェー/著 岡本真
理/訳・解説

未知谷

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F コンビニなしでは生きられない 秋保水菓/著 講談社

2 F ピースフル権化 蒼井ブルー/著 KADOKAWA

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F わたし、定時で帰ります。 朱野帰子/著 新潮社

4 F 爽年 石田衣良/著 集英社

5 F コンタミ 伊与原新/著 講談社

6 F テュポーンの楽園 梅原克文/著 KADOKAWA

7 F ぼくの初恋は透明になって消えた。 内田裕基/著 アルファポリス

8 F マルチナ、永遠のAI。 大村あつし/著 ダイヤモンド社

9 F 青春のジョーカー 奥田亜希子/著 集英社

10 F 泣きかたをわすれていた 落合恵子/著 河出書房新社

11 F ひと 小野寺史宜/著 祥伝社

12 F 庭 小山田浩子/著 新潮社

13 F 玉村警部補の巡礼 海堂尊/著 宝島社

14 F 隣のずこずこ 柿村将彦/著 新潮社

15 F 確率捜査官御子柴岳人 [3] 神永学/著 KADOKAWA

16 F ウィステリアと三人の女たち 川上未映子/著 新潮社

17 F 小萩のかんざし 北村薫/著 文藝春秋

18 F じっと手を見る 窪美澄/著 幻冬舎

19 F 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知淳/著 実業之日本社

20 F AIのある家族計画 黒野伸一/著 早川書房

21 F 東十条の女 小谷野敦/著 幻戯書房

22 F 震える教室 近藤史恵/著 KADOKAWA

23 F 罪人が祈るとき 小林由香/著 双葉社

24 F 汝人を害することなかれ 小松良則/著 文芸社

25 F オリンピックへ行こう! 真保裕一/著 講談社

26 F トッカン 高殿円/著 早川書房

27 F <ミリオンカ>の女 高城高/著 寿郎社

28 F 敗れども負けず 武内涼/著 新潮社

29 F 徴産制 田中兆子/著 新潮社

30 F 戦前の怪談 田中貢太郎/著 河出書房新社

31 F 祈りのカルテ 知念実希人/著 KADOKAWA

32 F 近松よろず始末処 築山桂/著 ポプラ社

33 F 辻章著作集 第3巻 辻章/著 『辻章著作集』刊行会/編 作品社

34 F 青空と逃げる 辻村深月/著 中央公論新社

35 F 寺山修司 時をめぐる幻想 寺山修司/文 東京美術

36 F 小説木戸孝允 上 中尾實信/著 鳥影社

37 F 小説木戸孝允 下 中尾實信/著 鳥影社

38 F 小屋を燃す 南木佳士/著 文藝春秋

39 F ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文/著 幻冬舎

40 F 悲終伝 西尾維新/著 講談社

41 F 京都感傷旅行(センチメンタル・ジャーニー) 西村京太郎/著 文藝春秋

42 F 草薙の剣 橋本治/著 新潮社

43 F そして夜は甦る 原尞/著 早川書房

44 F 貝社員浅利軍平 浜口倫太郎/著 講談社

45 F 魔力の胎動 東野圭吾/著 KADOKAWA

46 F 平凡な革命家の食卓 樋口有介/著 祥伝社

47 F 海を抱いて月に眠る 深沢潮/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 F わかって下さい 藤田宜永/著 新潮社

49 F 湖畔の愛 町田康/著 新潮社

50 F 義和団の乱 松岡圭祐/著 講談社

51 F 小説1ミリシーベルト 松崎忠男/著
エネルギーフォーラ
ム

52 F 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩/著 KADOKAWA

53 F 集団探偵 三浦明博/著 講談社

54 F 鵺 三田完/著 KADOKAWA

55 F 風は西から 村山由佳/著 幻冬舎

56 F ぼくたちのためのレシピノート 森園ことり/著 アルファポリス

57 F 食堂メッシタ 山口恵以子/著 角川春樹事務所

58 F デートクレンジング 柚木麻子/著 祥伝社

59 F 二つの季節 松永澄夫/著 春風社

60 F ふたりみち 山本幸久/著 KADOKAWA

61 F 朝鮮大学校物語 ヤンヨンヒ/著 KADOKAWA

62 F 三成最後の賭け 矢的竜/著 新潮社

63 F 凶犬の眼 柚月裕子/著 KADOKAWA

64 F 横溝正史ミステリ短篇コレクション 4 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

65 F 独り舞 李琴峰/著 講談社

66 F 物の怪斬り 輪渡颯介/著 講談社

67 F 地下にうごめく星 渡辺優/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B727.6 日本のポスター 並木誠士/編著 和田積希/編著 青幻舎

2 B913.7 柳家小三治の落語 9 柳家小三治/著 小学館

3 B914.6 吉行淳之介ベスト・エッセイ 吉行淳之介/著 荻原魚雷/編 筑摩書房

4 B915.6 夫婦で行く東南アジアの国々 清水義範/著 集英社

5 B933.7 ダーク・ジェントリー全体論的探偵事務所 D.アダムス/著 安原和見/訳 河出書房新社

6 B933.7 ダウンサイド強奪作戦 マイク・クーパー/著 公手成幸/訳 早川書房

7 B933.7 修道女フィデルマの挑戦 ピーター・トレメイン/著 甲斐萬里
江/訳

東京創元社

8 B933.7 時空のゆりかご エラン・マスタイ/著 金子浩/訳 早川書房

9 B949.8 迷路の少女 シッゲ・エクランド/著 北野寿美枝/
訳

早川書房

10 B949.9 世界イディッシュ短篇選 西成彦/編訳 岩波書店

11 BF 緋色のシグナル 麻見和史/著 KADOKAWA

12 BF 殿様推参 井川香四郎/著 文藝春秋

13 BF 白金南蛮娘殺人事件 風野真知雄/著 文藝春秋

14 BF 父子(おやこ)の峠 辻堂魁/著 祥伝社

15 BF 一身の剣 鳥羽亮/著 PHP研究所

16 BF 兄妹剣士 鳥羽亮/著 光文社

17 BF わけあり円十郎江戸暦 鳥羽 亮/著 PHP研究所

18 BF 流転 鳴海章/著 実業之日本社

19 BF 名無し 藤井邦夫/著 双葉社

20 BF 夢曳き船 山本一力/著 徳間書店

21 BF 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう [4] 山本巧次/著 宝島社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 BF あるフィルムの背景 結城昌治/著 日下三蔵/編 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G521.8 houses and gardens of kyoto トーマス・ダニエル/著 関昭彦/写真
チャールズ・イー・タ
トル出版

2 G933.7 47 RONIN ジョン・アレン/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R160.5 宗教年鑑 平成29年版 文化庁/編 文化庁

2 R291.4 白山市・川北町住宅明細図 30 刊広社/編 刊広社

3 R291.4 輪島市・穴水町住宅明細図 30 刊広社/編 刊広社

4 R329.0 ベーシック条約集 2018年版 薬師寺公夫/編集代表 坂元茂樹/編集
代表

東信堂

5 R344.1 会計検査のあらまし 平成29年  アイネット(印刷)

6 R350.9 世界の統計 2018 総務省統計局/編集 日本統計協会

7 R351 日本の統計 2018 総務省統計局/編集 日本統計協会

8 R373.2 教育小六法 平成30年版 市川須美子/編集委員 小野田正利/編
集委員

学陽書房

9 R403.3 科学技術和独英大辞典 町村直義/編 技報堂出版

10 R449.8 世界の暦文化事典 中牧弘允/編 丸善出版

11 R487.5 日本魚類館 中坊徹次/編・監修 松沢陽士/ほか写
真

小学館

12 R498.0 数字に見る-医療と医薬品 2017  
アステラス製薬株式会
社広報部

13 R498.5 国民健康・栄養の現状 [平成27年] 医薬基盤・健康・栄養研究所/監修 第一出版

14 R575.4 LPガス事故白書 第16刊 全国エルピーガス保安共済事業団/編
全国エルピーガス保安
共済事業団

15 R589.0 ホビー白書 2017年版  日本ホビー協会

16 R770.5 演劇年鑑 2018 日本演劇協会/監修 日本演劇協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010.5 富山県図書館研究集録 第49号 富山県図書館協会/編 富山県図書館協会

2 T027 富山県公文書館文書目録 歴史文書32 富山県公文書館/編集 富山県公文書館

3 T069 富山市郷土博物館報 平成28年度 富山市郷土博物館/編 富山市郷土博物館

4 T080 真田丸余興-戦場からの手紙 玉城司/述 富山市教育委員会市民学
習センター/編

富山市市民学習セン
ター

5 T209.2 富山市考古資料館紀要 第37号 富山市考古資料館/編 富山市考古資料館

6 T209.4 謙信越中出馬 富山市郷土博物館/編 富山市郷土博物館

7 T222 黒部市宇奈月町下立民俗誌 富山民族の会/編 富山民族の会

8 T225 資料で綴る山加積村の分村合併 伊藤勝保/執筆・編集 伊藤勝保

9 T232 富山市の遺跡物語 第19号 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター/編

富山市教育委員会埋蔵
文化財センター

10 T232.2 新庄北のあゆみ  
「新庄北のあゆみ」編
纂委員会

11 T232.3 富山市黒瀬大屋遺跡発掘調査報告書 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター/編

富山市教育委員会

12 T232.4 富山市内遺跡発掘調査概要 19 富山市教育委員会埋蔵文化財セン
ター/編

富山市教育委員会

13 T233.1 大山の歴史と民俗 第21号 大山歴史民俗研究会/編 大山歴史民俗研究会

14 T244 高岡市史料集 第29集 高岡市立中央図書館/編 高岡市立中央図書館

G 外国語資料 

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 T288 屋敷林の500年 内山協一/編 北日本新聞社

16 T290.2 富山県文化財・文化施設等一覧 [2018] 富山県教育委員会生涯学習・文化財
室/編

富山県教育委員会生涯
学習・文化財室

17 T290.3 富山市北住宅明細図 平成30年度 刊広社/編 刊広社

18 T290.3 富山市北住宅明細図 地籍版 30 刊広社/編 刊広社

19 T290.3 富山市南住宅明細図 平成30年度 刊広社/編 刊広社

20 T290.3 富山市南住宅明細図 地籍版 30 刊広社/編 刊広社

21 T290.9 セントラムで行く富山の寿司 富山市観光協会/編 富山市観光協会

22 T290.9 セントラムで行く富山の寿司[英語版] 富山市観光協会/編 富山市観光協会

23 T290.9 セントラムで行く富山の寿司[中国語繁体字版] 富山市観光協会/編 富山市観光協会

24 T290.9 ちょこたび富山市DX [2017] 富山市観光協会/編 富山市観光協会

25 T290.9 富山産業観光図鑑 2018  
富山県広域産業観光推
進委員会

26 T290.9 富山やくぜんガイドマップ 平成28年度版 富山やくぜん普及推進会議/編
富山やくぜん普及推進
会議

27 T290.9 るるぶ立山黒部アルペンルート 19  JTBパブリッシング

28 T314 富山県議会議会基本条例制定検討会議会議録 富山県議会事務局議事課/編 富山県議会事務局

29 T314 富山県議会定例会会議録 平成29年11月 富山県議会/編 富山県議会

30 T317.7 煌25年のあゆみ 富山市消防団大沢野方面団 大沢野女
性分団/編

富山市消防団大沢野方
面団 大沢野女性分団

31 T318.3 富山市レジリエンス戦略 富山市企画管理部未来戦略室/編
富山市企画管理部未来
戦略室

32 T319.5 婦中地区少年少女海外派遣事業報告書 第23回 なかたに印刷/編
ふちゅうスポーツクラ
ブ

33 T350 富山県勢要覧 平成29年版 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

34 T350 100の指標 統計からみた富山 平成29年度版 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

35 T358 富山県の人口 平成29年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

36 T366.3 賃金等労働条件実態調査報告書 平成29年度 富山県商工労働部労働雇用課/編
富山県商工労働部労働
雇用課

37 T369.2 みつけた!とやまde介護のお仕事2018spring 富山県社会福祉協議会富山県健康・
福祉人材センター/編

富山県社会福祉協議会
富山県健康・福祉人材

38 T374 学校の保健・災害のあらまし 平成29年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

39 T375 研究紀要 第36号(平成29年度) 富山県総合教育センター/編
富山県総合教育セン
ター

40 T375.6 中学生ものづくり教育事業報告書 2017年度 富山県機電工業会総務委員会教育部
会/編 富山県中学生ものづくり教育

富山県機電工業会

41 T377.3 富山短期大学公開講座記録集 2017 富山短期大学地域連携センター/編
富山短期大学地域連携
センター

42 T379.1 富山市民大学学報 2017(平成29年度) 富山市教育委員会富山市市民学習セ
ンター/編

富山市市民学習セン
ター

43 T379.9
「とやま県民家庭の日」に関する作品コンクール<作文の部>入賞作品集
[平成29年度] 第52回

富山県厚生部子ども支援課/編 青少
年育成富山県民会議/編

富山県厚生部子ども支
援課

44 T384 歴史と民俗 34 神奈川大学日本常民文化研究所/編
[神奈川大学日本常民
文化研究所]

45 T453 安政飛越地震の史的研究 高野靖彦/著 桂書房

46 T493.1 私のイタイイタイ病ノート(覆刻版) 松波淳一/著 松波淳一

47 T507 ものづくり女子育成事業報告書 2017年度 富山県機電工業会/編 富山県機電工業会

48 T537 富山県にクルマの歴史を築いて100年 品川グループ/編 品川グループ

49 T588 業務年報 平成28年度 富山県農林水産総合技術センター食
品研究所/編

富山県農林水産総合技
術センター食品研究所

50 T610 富山県農林水産総合技術センター農業研究所研究報告 第8号
富山県農林水産総合技術センター農
業研究所/編

富山県農林水産総合技
術センター農業研究所

51 T650 第68回全国植樹祭記録誌 第68回全国植樹祭富山県実行委員会/
編 第68回全国植樹祭を大成功させる

富山県

52 T656 暴れ川と生きる 河川編 白井芳樹/監修 成瀬龍也/編 北陸地域づくり協会

53 T674.9 全日本チンドンコンクール 第63回 富山市/編 富山商工会議所/編 富山市

54 T681 富山市横断歩道橋通行実態等調査報告書 富山市市民生活部生活安全交通課/編
ラックス/調査

富山市

55 T684 特別展富山市の都市計画神通川と富岩運河 富山市郷土博物館/編 富山市郷土博物館

56 T706 美の祭典 越中アートフェスタ 2017 美の祭典越中アートフェスタ実行委
員会事務局/編

美の祭典越中アート
フェスタ実行委員会

57 T706.9 坂のまちアート第10回記念誌 「坂のまちアートinやつお」実行委
員会/編

「坂のまちアートinや
つお」実行委員会

58 T708 生命と美の物語LIFE-楽園をもとめて 富山県美術館/執筆・監修 マイブックサービス

59 T718 祈りを彫る円空 猪谷関所館/編 猪谷関所館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

60 T748 立山彩彩 岡部縁/写真 T・C出版/編 T・C出版プロジェクト

61 T786 立山物語 渋谷茂/著 渋谷茂

62 T786 日本山岳会富山支部創立70周年記念誌 記念事業実行委員会/編 日本山岳会富山支部

63 T905 群峰 4 富山文学の会/編 富山文学の会

64 T905 高志の国文学館年報 平成28年度 高志の国文学館/編 高志の国文学館

65 T910 文芸 芝水 第25号  
福野文化協会文芸部門
協議会

66 T911.1 歌人大伴家持 中西進/監修 高志の国文学館/編・解
説

シー・エー・ピー

67 T911.2 万葉の生活  笠間書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あそぼう!はなのこたち エリザベス・イワノフスキー/作 ふ
しみみさを/訳

岩波書店

2 E あたらしいおうちにひっこしたけれど… マルタ・アルテス/さく おおはまち
ひろ/やく

パイインターナショナ
ル

3 E あむ 小風さち/さく 山口マオ/え 福音館書店

4 E いたずらえほんがなんかへん! リチャード・バーン/作 林木林/訳 ブロンズ新社

5 E いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル/さく 安藤紀子/や
く

ロクリン社

6 E いっぺんやってみたかってん はっとりひろき/作 講談社

7 E うどんやのたあちゃん 鍋田敬子/さく 福音館書店

8 E ウルフィーは、おかしなオオカミ? ニコラ・シニア/さく おびかゆうこ/
やく

ほるぷ出版

9 E おひさまでたよ 北村人/作 絵本館

10 E おべんとうしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

11 E おんなじほしをみつめて ペイジ・ブリット/作 ショーン・ク
ウォールズ/絵

フレーベル館

12 E 恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

13 E ぐるぐるちゃんかくれんぼ 長江青/文・絵 福音館書店

14 E このねこ、うちのねこ! ヴァージニア・カール/作・絵 こだ
まともこ/訳

徳間書店

15 E ごろごろかいじゅうさん きむらゆういち/作 偕成社

16 E さがしてみつけてなんじゃこりゃ!まつり 西山雅子/文 中垣ゆたか/絵 ひさかたチャイルド

17 E さとやまさん 工藤直子/文 今森光彦/写真 アリス館

18 E じてんしゃがしゃがしゃ かさいまり/文 山本久美子/絵 絵本塾出版

19 E スーちゃんおやすみなさい アリーナ・サーナイテ/さく・え お
びかゆうこ/やく

東洋館出版社

20 E そらからぼふ〜ん 高畠那生/作 くもん出版

21 E だいすきだよ 間部香代/作 ひろかわさえこ/絵 鈴木出版

22 E たったひとつのドングリが ローラ・M.シェーファー/ぶん アダ
ム・シェーファー/ぶん

評論社

23 E たぬきのおやき 井出幸子/文 菊池日出夫/絵 福音館書店

24 E たぬきの花よめ道中 最上一平/作 町田尚子/絵 岩崎書店

25 E タヌタヌ探偵 水玉シーツ事件 uwabami/作 学研教育みらい

26 E 単位がわかる 時間のえほん  ほるぷ出版

27 E 単位がわかる 体積のえほん  ほるぷ出版

28 E 単位がわかる 面積のえほん  ほるぷ出版

29 E ツリーハウスがほしいなら カーター・ヒギンズ/文 エミリー・
ヒューズ/絵

ブロンズ新社

30 E どうぶつまねっこたいそう 大森裕子/さく 内藤久士/監修 交通新聞社

31 E とっとっとピイちゃん きむらゆういち/作 偕成社

32 E とんとんとん ふくだいわお/さく 光村教育図書

33 E ねこすけくんなんじにねたん? 三池輝久/監修 木田哲生/編著
「みんいく」地域づく
り推進委員会

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 E ばしゃばしゃコロちゃん きむらゆういち/作 偕成社

35 E はるをつかまえたうさぎちゃん 延原清子/原作 いもとようこ/文・絵 ひかりのくに

36 E ひなげしのおうじ エリザベス・イワノフスキー/作 ふ
しみみさを/訳

岩波書店

37 E ポッキーのおいしいにおい 柳澤幸子/作・絵 世界文化社

38 E ママのたんじょうび! 刀根里衣/絵・文 小学館

39 E めろんさんがね… とよたかずひこ/さく・え 童心社

40 E もくもくバーバーZOO やぶうちひでみ/絵・文
射水市絵本文化振興財
団

41 E もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス/作 青山南/訳 BL出版

42 E やさしいたんぽぽ 安房直子/ぶん 南塚直子/え 小峰書店

43 E ゆらゆらミケちゃん きむらゆういち/作 偕成社

44 E りつとにじのたね ながみつまき/ぶん いのうえゆうこ/
え

リーブル出版

45 E レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース/作 スティーブ
ン・サレルノ/絵

汐文社

46 E わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきのゆみこ/作 上野与志/作 ひさかたチャイルド

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 2 松林弘治/著 中島秀之/監修
角川アスキー総合研究
所

2 K007 いま知っておきたい未来のくらし はじめてのAI 3 松林弘治/著 中島秀之/監修
角川アスキー総合研究
所

3 K007 気をつけよう!情報モラル 6  汐文社

4 K007 世界一わかりやすい!プログラミングのしくみ サイボウズ/著 月刊Newsがわかる/編 毎日新聞出版

5 K007 どすこい!おすもうプログラミング 入江誠二/著 くにともゆかり/イラス
ト

玄光社

6 K104 この世界のしくみ 河野哲也/著 土屋陽介/著 毎日新聞出版

7 K150 どう解く? やまざきひろし/ぶん きむらよう/え ポプラ社

8 K216 交響曲「第九」歓びよ未来へ! くすのきしげのり/作 古山拓/絵 PHP研究所

9 K217 日本の戦争と動物たち 3  汐文社

10 K288 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・G.フレッソン/絵と文 小
林玲子/訳

河出書房新社

11 K289 坂本龍馬 仲野ワタリ/著 瀧玲子/絵 駒草出版

12 K290 ジュニア地図帳(アトラス) こども世界の旅 高木実/構成・文 花沢真一郎/イラス
ト

平凡社

13 K291 ジュニア地図帳(アトラス) こども日本の旅 高木実/構成・文 花沢真一郎/イラス
ト

平凡社

14 K291 もうひとつの屋久島から 武田剛/著 フレーベル館

15 K302 Q&Aで知る中東・イスラーム 2  偕成社

16 K302 Q&Aで知る中東・イスラーム 5  偕成社

17 K317 救助犬エリーの物語 W.ブルース・キャメロン/作 西本か
おる/訳

小峰書店

18 K318 社会科見学!みんなの市役所 3階 オフィス303/編 汐文社

19 K322 司法の現場で働きたい!  （岩波ジュニア新書） 打越さく良/編 佐藤倫子/編 岩波書店

20 K334 同級生は外国人!? 3 吉富志津代/監修 松島恵利子/編著 汐文社

21 K337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 6 藤田千枝/編 大月書店

22 K369 はじめよう!ボランティア 2 長沼豊/監修 廣済堂あかつき

23 K369 はじめよう!ボランティア 3 長沼豊/監修 廣済堂あかつき

24 K369 はじめよう!ボランティア 4 長沼豊/監修 廣済堂あかつき

25 K369 ぶどう畑で見る夢は 小手鞠るい/著 原書房

26 K378 手で読む心でさわるやさしい点字 2 日本点字委員会/監修 国土社編集部/
編集

国土社

27 K388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木しげる/画 講談社

28 K402 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋昭/監修 学研プラス

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 K407 楽しすぎる科学実験・観察 青野裕幸/著 いかだ社

30 K420 はかってみよう長さ・重さ・時間 3 新間竹彦/著 汐文社

31 K448 地図っておもしろい! 4 早川明夫/監修・著 国土社編集部/編
集

国土社

32 K450 びっくり!地球46億年史 保坂直紀/著 講談社

33 K460 生物学の基礎はことわざにあり  （岩波ジュニア新書） 杉本正信/著 岩波書店

34 K465 かび・きのこ 白水貴/監修 山福朱実/絵 農山漁村文化協会

35 K480 あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ弘士/著 クレヨンハウス

36 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 2 溝渕優/原作 星の環会

37 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 3 溝渕優/原作 星の環会

38 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 4 溝渕優/原作 星の環会

39 K480 生きものたちのサバイバルストーリー 6 溝渕優/原作 星の環会

40 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 1 小宮輝之/監修 小峰書店

41 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 2 小宮輝之/監修 小峰書店

42 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 3 小宮輝之/監修 小峰書店

43 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 4 小宮輝之/監修 小峰書店

44 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 5 小宮輝之/監修 小峰書店

45 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 6 小宮輝之/監修 小峰書店

46 K480 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 7 小宮輝之/監修 小峰書店

47 K491 健康のすすめ!カラダ研究所 3 石倉ヒロユキ/作 金子光延/監修 偕成社

48 K491 健康のすすめ!カラダ研究所 4 石倉ヒロユキ/作 金子光延/監修 偕成社

49 K491 世界一美しい人体の教科書  （ちくまプリマー新書） 坂井建雄/著 筑摩書房

50 K491 どうなってるの?人のからだ図鑑 ロバート・ウィンストン/文 オー
ウェン・ギルダースリーブ/絵

主婦の友社

51 K491 マルチアングル人体図鑑 [5] 川島晶子/文 高沢謙二/監修 ほるぷ出版

52 K491 マルチアングル人体図鑑 [6] 川島晶子/文 高沢謙二/監修 ほるぷ出版

53 K501 ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本 3 小石新八/監修 こどもくらぶ/編 六耀社

54 K536 とっきゅうJAPAN! もちだあきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店

55 K537 コミュニティバス図鑑  
スタジオタッククリエ
イティブ

56 K588 こうじ菌 北垣浩志/監修 早川純子/絵 農山漁村文化協会

57 K653 五感で調べる木の葉っぱずかん 林将之/著 ほるぷ出版

58 K653 みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構/編 平田美紗子/絵 ポプラ社

59 K724 発想力が豊かになるおえかきアート 鈴木あきこ/著 主婦の友社

60 K727 和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう 3 小山弓弦葉/監修 汐文社

61 K755 ジュエリーデザイナー スタジオ248/編著 六耀社

62 K763 楽器ビジュアル図鑑 1 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

63 K763 楽器ビジュアル図鑑 2 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

64 K763 楽器ビジュアル図鑑 3 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

65 K763 楽器ビジュアル図鑑 4 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

66 K763 楽器ビジュアル図鑑 5 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

67 K763 楽器ビジュアル図鑑 6 国立音楽大学/監修 国立音楽大学楽
器学資料館/監修

ポプラ社

68 K763 はじめよう!たのしいギターforキッズ 浦田泰宏/著 ヤマハミュージックEH

69 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 1 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

70 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 2 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

71 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 3 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

72 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 4 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

73 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 5 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店
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74 K780 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 6 日本オリンピック・アカデミー/監修 小峰書店

75 K782 可能性は無限大 高橋うらら/文 新日本出版社

76 K783 乗りこえた壁の先に 金治直美/文 新日本出版社

77 K783 勇気ある一歩で世界が変わる! 光丘真理/文 新日本出版社

78 K785 もっともっと、速くなれる 沢田俊子/文 新日本出版社

79 K796 まんがでわかる!強くなる将棋 湯川博士/執筆 羽生善治/監修 学研プラス

80 K801 家でよく見る記号とマーク WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

81 K801 学校でよく見る記号とマーク WILLこども知育研究所/編・著 金の星社

82 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 3 白石謙二/著 常永美弥/絵 汐文社

83 K910 石井桃子 竹内美紀/文 立花まこと/画 あかね書房

84 K911 小学生のための俳句入門 坪内稔典/監修 佛教大学/編 くもん出版

85 K913 てんとくんのほしさがし いぶき彰吾/作 北原志乃/絵 文研出版

86 K913 ソラタとヒナタ かんのゆうこ/さく くまあやこ/え 講談社

87 K913 夢とき師ファナ 小森香折/作 問七/絵 偕成社

88 K913 妖精のメロンパン 斉藤栄美/作 染谷みのる/絵 金の星社

89 K913 水色の不思議 斉藤洋/作 森田みちよ/絵 静山社

90 K913 みんなのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

91 K913 痛快!天才キッズ・ミッチー 宗田理/著 PHP研究所

92 K913 かみさまにあいたい 当原珠樹/作 酒井以/絵 ポプラ社

93 K913 その景色をさがして 中山聖子/著 PHP研究所

94 K913 まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤真知子/作 ゆーちみえこ/絵 ポプラ社

95 K913 江戸っ子しげぞう わたる世間に虫歯なし!の巻 本田久作/作 杉崎貴史/絵 ポプラ社

96 K913 火星へシルクハットを 園山俊二/著 岩崎書店

97 K913 あしたもチャーシューメン 最上一平/作 青山友美/絵 新日本出版社

98 K914 こども「徒然草」 齋藤孝/著 筑摩書房

99 K929 森でひろったふしぎな赤ちゃん アイヌ民話撰集企画編集委員会/企
画・監修 平賀サダモ/語り

アイヌ文化振興・研究
推進機構

100 K933 家ネコのボクが、にんきものになるまで ヤスミン・スロヴェック/作 横山和
江/訳

文研出版

101 K933 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス/作 服部理佳/訳 岩崎書店

102 K933 コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス/作 アントニー・
メイトランド/絵

徳間書店

103 K933 アラルエン戦記 11 ジョン・フラナガン/作 入江真佐子/
訳

岩崎書店

104 K933 暗号クラブ 12 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA
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