
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 これから学会発表する若者のために 酒井聡樹/著 共立出版

2 002.7 リサーチの技法 ウェイン・C.ブース/著 グレゴ
リー・G.コロンブ/著

ソシム

3 002.7 ロイヒトトゥルム1917ではじめる箇条書き手帳術 平和堂/監修 実務教育出版

4 007.1 インタラクションの認知科学 今井倫太/著 内村直之/ファシリテー
タ

新曜社

5 007.1 感性情報学 坂本真樹/著 コロナ社

6 007.1 この1冊でまるごとわかる人工知能&IoTビジネス 2018-19 日経クロストレンド/編 日経BP社

7 007.1 しくみがわかる深層学習 手塚太郎/著 朝倉書店

8 007.3 あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠 キャシー・オニール/著 久保尚子/訳 インターシフト

9 007.3 今すぐ使えるかんたんYouTube入門 AYURA/著 技術評論社

10 007.3 AI/IoT特許入門 河野英仁/著 経済産業調査会

11 007.3 CAREER SKILLS ジョン・ソンメズ/著 長尾高弘/訳 日経BP社

12 007.3 さよなら、インターネット 武邑光裕/著 ダイヤモンド社

13 007.3 サルたちの狂宴 上・下巻 アントニオ・ガルシア・マルティネ
ス/著 石垣賀子/訳

早川書房

14 007.3 YouTube完全マニュアル 桑名由美/著 秀和システム

15 007.6 Rによる画像処理と画像認識 梅村祥之/著 森北出版

16 007.6 今すぐ使えるかんたんインターネット&メール リブロワークス/著 技術評論社

17 007.6 今すぐ使えるかんたんPhotoshop CC まきのゆみ/著 技術評論社

18 007.6 Webプログラミングが面白いほどわかる本 吉村総一郎/著 KADOKAWA

19 007.6 大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA/著 技術評論社

20 007.6 これから始める人のLinux超入門 日経Linux/編 日経BP社

21 007.6 これからはじめるMySQL入門 小笠原種高/著 技術評論社

22 007.6 コンピュータサイエンス探偵の事件簿 Jeremy Kubica/著 鈴木幸敏/訳 オライリー・ジャパン

23 007.6 社会人として最低限知っておきたいエクセル技これだけ! きたみあきこ/著 青春出版社

24 007.6 SCRATCHで楽しく学ぶアート&サイエンス 石原淳也/著 阿部和広/監修 日経BP社

25 007.6 sphero完全ガイド Sphero Edu研究会/著 スフィロ社/監
修

小学館

26 007.6 スマホの“やりたい”が必ずできる!  日経BP社

27 007.6 スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング 及川卓也/監修 リブロワークス/著 インプレス

28 007.6 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング ビープラウド/監修 リブロワークス/
著

インプレス

29 007.6 はじめてUNIXで仕事をする人が読む本 創夢/監修 木本雅彦/著 ドワンゴ

30 007.6 パソコンのしくみ 高作義明/著 新星出版社

31 007.6 Photoshop 10年使える逆引き手帖 藤本圭/著 SBクリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 018.0 文書と記録 高山正也/監修 壺阪龍哉/著 樹村房

33 019.0 読書という荒野 見城徹/著 幻冬舎

34 020.2 世界を変えた本 マイケル・コリンズ/著 アレキサン
ドラ・ブラック/著

エクスナレッジ

35 022.5 ラノベのデザイン  ビー・エヌ・エヌ新社

36 024.1 本屋な日々 青春篇 石橋毅史/著 トランスビュー

37 031.7 東大王・伊沢拓司の最強クイズ100 伊沢拓司/著 KADOKAWA

38 069.0 大人も楽しい博物館に行こう  昭文社

39 070 まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥賢/著 創元社

40 070.1 戦場放浪記  （平凡社新書） 吉岡逸夫/著 平凡社

41 080 漢文研究法 狩野直喜/著 狩野直禎/校訂 平凡社

42 081.6 吉本隆明全集 16 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102.8 哲学者190人の死にかた サイモン・クリッチリー/著 杉本隆
久/訳

河出書房新社

2 104 真実について ハリー・G.フランクファート/著 山
形浩生/訳・解説

亜紀書房

3 111 私は自由なのかもしれない 斎藤慶典/著 慶應義塾大学出版会

4 121.5 志士から英霊へ 小島毅/著 晶文社

5 121.5 評伝横井小楠 小島英記/著 藤原書店

6 130.2 幸福とは何か  （中公新書） 長谷川宏/著 中央公論新社

7 133.9 ウィリアム・ジェイムズのことば 岸本智典/編著 入江哲朗/著 教育評論社

8 135.5 表象の奈落 蓮實重彦/著 青土社

9 140 アドラー人生の意味の心理学 岸見一郎/著 NHK出版

10 141.2 図解脳からストレスが消える肌セラピー 山口創/著 青春出版社

11 141.5 気持ちを「言葉にできる」魔法のノート 梅田悟司/著 日本経済新聞出版社

12 141.5 仕事がはかどる!頭の中の整理術 吉田裕子/著 枻出版社

13 141.6 いい緊張は能力を2倍にする 樺沢紫苑/著 文響社

14 141.9 本当はスゴイ!血液型 武田知弘/著 ビジネス社

15 145.5 新錯視図鑑 杉原厚吉/著 誠文堂新光社

16 146.8 いい子をやめれば幸せになれる 山下悠毅/著 弘文堂

17 146.8 君が生きる意味 松山淳/著 ダイヤモンド社

18 146.8 マインドフル・ゲーム スーザン・カイザー・グリーンラン
ド/著 大谷彰/監訳

金剛出版

19 147 凡人の怪談 工藤美代子/著 中央公論新社

20 151.2 アメリカの大学生が自由意志と科学について語るようです。
アルフレッド・ミーリー/著 蟹池陽
一/訳

春秋社

21 151.5 飢えと豊かさと道徳 ピーター・シンガー/著 児玉聡/監訳 勁草書房

22 159 心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村恒子/著 奥田弘美/聞き書き すばる舎

23 159 東大式習慣 西岡壱誠/著 扶桑社

24 159 なるべく働きたくない人のためのお金の話 大原扁理/著 百万年書房

25 159 弱さをさらけだす勇気 松岡修造/著 講談社

26 159 私はできる B.スイートランド/著 桑名一央/訳 創元社

27 159.4 「勝てる人」になる技術 児玉光雄/著 ゴマブックス

28 159.4 QUEST 池田貴将/著 サンクチュアリ出版

29 159.4 50才からやっておくべき《会社員の終活》41のルール 麻野進/著 ぱる出版

30 159.4 「3か月」の使い方で人生は変わる 佐々木大輔/著 日本実業出版社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 159.4 内向型のままでも成功できる仕事術 モラ・アーロンズ=ミリ/著 宮垣明子
/訳

辰巳出版

32 159.6 女性の「定年後」 香山リカ/著 大和書房

33 159.7 いい老い加減 石川恭三/著 河出書房新社

34 159.7 男の「定年後」を死ぬまで幸せに生きる方法 蟹瀬誠一/著 WAVE出版

35 159.7 人生は手放した数だけ豊かになる マルガレータ・マグヌセン/著 上原
裕美子/訳

三笠書房

36 159.7 歳を取るのも悪くない  （中公新書ラクレ） 養老孟司/著 小島慶子/著 中央公論新社

37 167 日本人に知ってほしいイスラムのこと  （祥伝社新書） フィフィ/著 祥伝社

38 175 古代の神社と神職 加瀬直弥/著 吉川弘文館

39 175.9 幸運がやってくる!おひとりさまの神社めぐり 永谷綾子/著 SBクリエイティブ

40 175.9 神社とお寺おいしいお詣りスイーツ 大浦春堂/著 講談社

41 175.9 ゼロから分かる!歩いて知る神社と神さま 植島啓司/著 世界文化社

42 180.4 今こそお寺に言いたいこと 菅直人/[ほか]著 三浦雄一郎/[ほか]
著

興山舎

43 182.8 名僧のありがたい言葉  枻出版社

44 183.2 今を生きるための般若心経の話 奥村正博/著 港の人

45 186.9 西国三十三所 西国三十三所札所会/監修 京都新聞
出版センター/編

京都新聞出版センター

46 188.3 天平の楽園東大寺 三好和義/著 求龍堂

47 188.3 東大寺のなりたち  （岩波新書 新赤版） 森本公誠/著 岩波書店

48 188.5 訳注秘蔵宝鑰 松長有慶/著 春秋社

49 188.7 カンタン英語で浄土真宗入門 大來尚順/著 法藏館

50 188.8 禅とジブリ 鈴木敏夫/著 淡交社

51 190.4 宗教改革2.0へ 松谷信司/編著 ころから

52 198.3 すべての壁をぶっ壊せ! 関野和寛/著
日本キリスト教団出版
局

53 198.9 クエーカー入門 ピンク・ダンデライオン/著 中野泰
治/訳

新教出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 図説世界を変えた100の文書(ドキュメント) スコット・クリスチャンソン/著 松
田和也/訳

創元社

2 209 人に話したくなる世界史  （文春新書） 玉木俊明/著 文藝春秋

3 209.6 世界から消えた50の国 ビョルン・ベルゲ/著 角敦子/訳 原書房

4 210.2 これなら読める!くずし字・古文書入門  （潮新書） 小林正博/編 潮出版社

5 211 テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸良二/監修 かみゆ歴史編集部/編 朝日新聞出版

6 212.5 縄文の列島文化 岡村道雄/著 山川出版社

7 212.5 縄文力で生き残れ 望月昭秀/著 創元社

8 212.7 卑弥呼以前の倭国五〇〇年  （PHP新書） 大平裕/著 PHP研究所

9 213 海賊の日本史  （講談社現代新書） 山内譲/著 講談社

10 213 古事記及び日本書紀の研究 津田左右吉/著 毎日ワンズ

11 213 神武天皇vs.卑弥呼  （新潮新書） 関裕二/著 新潮社

12 214.7 <至急>塩を止められて困っています<信玄> スエヒロ/著 飛鳥新社

13 214.7 戦国大名 五味文彦/監修 山川出版社

14 215 独習江戸時代の古文書 北原進/著 雄山閣

15 215.8 高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本 東京大学史料編纂所古写真研究プロ
ジェクト/編

洋泉社

16 215.8 幕末・維新〜並列100年日本史&世界史年表 山本博文/監修 NHK出版

17 216.1 仙台藩の戊辰戦争 木村紀夫/著 荒蝦夷

18 217 コミンテルンの謀略と日本の敗戦  （PHP新書） 江崎道朗/著 PHP研究所

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 217 中国共産党の罠 田中秀雄/著 徳間書店

20 217.5 沖縄からの本土爆撃 林博史/著 吉川弘文館

21 217.5 「玉砕の島」ペリリューから帰還した父 ゆき惠・ヒアシュ/著 潮出版社

22 217.5 八月十五日からの戦争「通化事件」 加藤康男/著 扶桑社

23 217.6 戦後ゼロ年東京ブラックホール 貴志謙介/著 NHK出版

24 219.4 加能史料 戦国 16 加能史料編纂委員会/編集 石川県

25 219.6 湖の城・舟・湊 太田浩司/著 サンライズ出版

26 219.7 原爆 石井光太/著 集英社

27 219.7 戦後ヒロシマの記録と記憶 上・下巻 小倉馨/著 若尾祐司/編 名古屋大学出版会

28 219.9 沖縄はいつから日本なのか 仲村覚/著 ハート出版

29 219.9 九州古墳・古代遺跡探訪ベストガイド 九州遺跡研究会/著 メイツ出版

30 222 近代日本の中国観 岡本隆司/著 講談社

31 222.0 隋の煬帝と唐の太宗 布目潮渢/著 清水書院

32 222.0 劉備と諸葛亮  （文春新書） 柿沼陽平/著 文藝春秋

33 227.4 オスマン帝国の栄光とスレイマン大帝 三橋冨治男/著 清水書院

34 230.6 ヨーロッパ繁栄の19世紀史  （ちくま新書） 玉木俊明/著 筑摩書房

35 233 これならわかるイギリスの歴史Q&A 石出法太/著 石出みどり/著 大月書店

36 233.9 アイルランド史 上野格/編 森ありさ/編 山川出版社

37 234.0 ゲッベルスと私 ブルンヒルデ・ポムゼル/著 トー
レ・D.ハンゼン/著

紀伊國屋書店

38 234.9 ホロコーストの現場を行く 大内田わこ/著 東銀座出版社

39 235.0 ルイ14世 フランス絶対王政の虚実 千葉治男/著 清水書院

40 238.9 ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ/作 金原瑞人/訳 小学館

41 280.4 世界史を動かした脳の病気  （幻冬舎新書） 小長谷正明/著 幻冬舎

42 280.7 自分史のすすめ  （平凡社新書） 小池新/著 平凡社

43 288.1 日本人の名前の歴史 奥富敬之/著 吉川弘文館

44 289.1 会津藩は朝敵にあらず 星亮一/著 イースト・プレス

45 289.1 帰ってきた日々ごはん 4 高山なおみ/著 KTC中央出版

46 289.1 覚悟の人生 高橋恭介/著 幻冬舎

47 289.1 教科書が教えない楠木正成 産経新聞取材班/著 産経新聞出版

48 289.1 徳川おてんば姫 井手久美子/著 東京キララ社

49 289.1 評伝田畑政治 杢代哲雄/著 国書刊行会

50 289.1 福沢諭吉しなやかな日本精神  （PHP新書） 小浜逸郎/著 PHP研究所

51 289.1 フリーバード自由と孤独 谷口浩/著 中央公論新社

52 289.1 松永久秀と下剋上 天野忠幸/著 平凡社

53 289.1 頼介伝 松原隆一郎/著 苦楽堂

54 289.3 ある世捨て人の物語 マイケル・フィンケル/著 宇丹貴代
実/訳

河出書房新社

55 289.3 オーテス・ケーリの生涯 北垣宗治/著 晃洋書房

56 289.3 人生は、いくつになっても素晴らしい ダフネ・セルフ/著 西山佑/訳 幻冬舎

57 289.3 ホーキング未来を拓く101の言葉 桝本誠二/著 KADOKAWA

58 290.8 明日行きたくなる世界でいちばん素敵な場所  一迅社

59 290.9 じゃ、また世界のどこかで。 近藤大真/著 KADOKAWA

60 290.9 地球の歩き方 A04 湖水地方＆スコットランド 『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 A19 オランダ・ベルギー・ルクセンブルク 『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 B18 カナダ東部 『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 C06 フィージー 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 290.9 地球の歩き方 C11 オーストラリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

65 290.9 地球の歩き方 D18 バンコク 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

66 290.9 地球の歩き方 D21 ベトナム 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

67 290.9 地球の歩き方 D25 インドネシア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

68 290.9 地球の歩き方 D28 インド 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

69 290.9 地球の歩き方 D29 ネパールとヒマラヤトレッキング 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

70 290.9 地球の歩き方 D08 チベット 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

71 290.9 地球の歩き方 D09 香港 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

72 290.9 冒険家たちのスケッチブック ヒュー・ルイス=ジョーンズ/著 カ
リ・ハーバート/著

グラフィック社

73 291.0 古代-近世「地名」来歴集 日本地名研究所/監修 アーツアンドクラフツ

74 291.0 新にっぽん奥地紀行 芦原伸/著 天夢人

75 291.0 青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

76 291.0 旅育BOOK 村田和子/著 日本実業出版社

77 291.0 鳥瞰図! 本渡章/著 140B

78 291.0 日本縦断客車鈍行の旅 田中正恭/著 クラッセ

79 291.0 ペリーとともに ハイネ/[原著] フレデリック・トラ
ウトマン/著

三一書房

80 291.0 るるぶ日帰り温泉関東周辺 19  JTBパブリッシング

81 291.1 北海道 （ブルーガイド）  実業之日本社

82 291.1 北海道ベストプラン [2018] （まっぷるマガジン）  昭文社

83 291.3 一年ごとに世界が変わるこどもと一緒の東京ガイド  DAY OUT BOOKS

84 291.3 乙女の文学さんぽ 鎌倉・湘南編 東京書籍書籍編集部/編 東京書籍

85 291.3 親子で学習&自由研究 東京新聞「親子でぶらり」取材班/著 山川出版社

86 291.3 散歩の達人 駅からさんぽ東京  交通新聞社

87 291.3 首都圏の低山詳細ルートガイド  枻出版社

88 291.3 東京 （ハレ旅）  朝日新聞出版

89 291.3 栃木 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

90 291.3 るるぶ群馬 19  JTBパブリッシング

91 291.3 るるぶ埼玉 19  JTBパブリッシング

92 291.5 世界遺産富士山の魅力を生かす 五十嵐敬喜/編著 岩槻邦男/編著 ブックエンド

93 291.5 るるぶ伊豆箱根 19  JTBパブリッシング

94 291.5 るるぶ岐阜 19  JTBパブリッシング

95 291.6 京都 （ハレ旅）  朝日新聞出版

96 291.6 るるぶ天橋立城崎 19  JTBパブリッシング

97 291.6 るるぶ大阪 19  JTBパブリッシング

98 291.7 山陰 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

99 291.7 山陰の戦国史跡を歩く 鳥取編 加賀康之/著 ハーベスト出版

100 291.8 徳島 [2018] （まっぷるマガジン）  昭文社

101 291.8 徳島県の山 徳島県勤労者山岳連盟/著 山と溪谷社

102 291.9 沖縄 （ハレ旅）  朝日新聞出版

103 291.9 九州ベストプラン [2018] （まっぷるマガジン）  昭文社

104 291.9 軍艦島池島長崎世界遺産の旅 黒沢永紀/文・構成 酒井透/写真 筑摩書房

105 291.9 長崎・ハウステンボス・有田・伊万里  実業之日本社

106 291.9 24H Okinawa guide 横井直子/著 朝日新聞出版

107 291.9 由布院・阿蘇 [2018] （まっぷるマガジン）  昭文社

108 291.9 るるぶ九州ベスト 19  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

109 291.9 るるぶ五島列島奄美  JTBパブリッシング

110 291.9 るるぶ福岡 19  JTBパブリッシング

111 291.9 るるぶ湯布院黒川 19  JTBパブリッシング

112 292.3 タイ・バンコク 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

113 292.3 ゆったり流れる旅時間ラオスへ 中嶋友希/著 イカロス出版

114 293.3 ロンドンでしたい100のこと 江國まゆ/著 ネモ・ロバーツ/著 自由国民社

115 293.5 フランス旅行術ガイドブックに載らない達人の知恵50 高橋雅代/著 メイツ出版

116 293.8 とっておきのフィンランド kukkameri/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

117 293.9 るるぶギリシアエーゲ海 [2018]  JTBパブリッシング

118 294.0 吉野信的アフリカ 吉野信/著 天夢人

119 295.1 るるぶカナダ [2018]  JTBパブリッシング

120 295.3 ウィスコンシン渾身日記 白井青子/著 幻冬舎

121 297.1 素敵でおいしいメルボルン&野生の島タスマニアへ 高田真美/著 イカロス出版

122 297.4 ミクロネシア学ことはじめ 魅惑のピス島編 大塚靖/編著 山本宗立/編著 南方新社

123 297.6 ホノルル 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 イスラエルを知るための62章 立山良司/編著 明石書店

2 302.2 図解でわかる14歳から知っておきたい中国 北村豊/監修 インフォビジュアル研
究所/著

太田出版

3 302.2 引き裂かれた大地 スコット・アンダーソン/著 貫洞欣
寛/訳・解説

白水社

4 302.2 未来の中国年表  （講談社現代新書) 近藤大介/著 講談社

5 302.3 スイスが問う日本の明日 花田吉隆/著 刀水書房

6 302.3 ベルリン・都市・未来 武邑光裕/著 太田出版

7 302.5 グアテマラを知るための67章 桜井三枝子/編著 明石書店

8 304 現代社会はどこに向かうか  （岩波新書 新赤版） 見田宗介/著 岩波書店

9 304 知らないと恥をかく世界の大問題 9 （角川新書） 池上彰/著 KADOKAWA

10 304 竹内政明の「編集手帳」傑作選  （中公新書ラクレ） 竹内政明/著 中央公論新社

11 304 ニュース池上塾 池上彰/著 祥伝社

12 310 もういちど読む山川政治経済 山崎広明/編 山川出版社

13 312.1 枝野幸男の真価 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

14 312.1 日本政治の第一歩 上神貴佳/編 三浦まり/編 有斐閣

15 312.2 習近平の死角 宮崎正弘/著 育鵬社

16 312.3 現代ベルギー政治 津田由美子/編著 松尾秀哉/編著 ミネルヴァ書房

17 312.5 ドナルド・トランプ物語 トーマス・カトウ/著 緑風出版

18 313 政治の衰退 上 フランシス・フクヤマ/著 会田弘継/
訳

講談社

19 314.1 図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部/監修 東京書籍

20 314.1 帝国議会  （中公新書） 久保田哲/著 中央公論新社

21 315.1 自民党本流と保守本流 田中秀征/著 講談社

22 317.4 わが子に公務員をすすめたい親の本 寺本康之/著 実務教育出版

23 317.7 消防団員実務必携 消防学校消防団員教育研究会/編著 東京法令出版

24 318.5 自治体不祥事における危機管理広報 田中正博/著 第一法規

25 319.0 新世界秩序 ジャック・アタリ/著 山本規雄/訳 作品社

26 320.4 隣り近所のトラブル解決Q&A 荒井総合法律事務所/編 法学書院

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 320.7 カフェパウゼで法学を 横田明美/著 弘文堂

28 323.1 憲法の良識  （朝日新書） 長谷部恭男/著 朝日新聞出版

29 324.6 成年後見 手続ガイドブック 公益社団法人 成年後見センター・
リーガルサポート

新日本法規出版

30 324.6 同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題 新・アジア家族法三国会議/編 日本加除出版

31 324.7 これだけは知っておきたい!賢い「相続・贈与」のコツ 久保田博之/著
クロスメディア・パブ
リッシング

32 325.2 株式会社のつくり方と運営 18〜'19年版 小谷羊太/共著 板倉はるみ/共著 成美堂出版

33 327.6 雪ぐ人 佐々木健一/著 NHK出版

34 329.3 紛争地の看護師 白川優子/著 小学館

35 329.6 戦争は犯罪である 小松隆二/著 春秋社

36 329.6 私は貝になりたい 加藤哲太郎/著 春秋社

37 331 アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書 小川正人/著 フォレスト出版

38 331.2 はじめての経済思想史  （講談社現代新書） 中村隆之/著 講談社

39 332.1 AIと日本企業  （中公新書ラクレ） 榊原英資/著 竹中平蔵/著 中央公論新社

40 332.1 「桶狭間」は経済戦争だった  （青春新書INTELLIGENCE） 武田知弘/著 青春出版社

41 332.1 2030年日本経済復活へのシナリオ 小尾敏夫/著 岩崎尚子/著 毎日新聞出版

42 333 ポピュリズムと経済 橘木俊詔/著 ナカニシヤ出版

43 333.8 世界で活躍する仕事100 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/
編

東洋経済新報社

44 334.4 コンビニ外国人  （新潮新書） 芹澤健介/著 新潮社

45 334.4 NO-NO BOY 川手晴雄/著 KADOKAWA

46 334.4 満州分村の神話 大日向村は、こう描かれた 伊藤純郎/著 信濃毎日新聞社

47 334.5 プラナカン 太田泰彦/著 日本経済新聞出版社

48 335 起業3年目までの教科書 大竹慎太郎/著 文響社

49 335.1 倒産しない強い会社をつくる社長の仕事 原田繁男/著 すばる舎

50 335.2 躍動する新規開業企業 深沼光/著 藤田一郎/著 勁草書房

51 335.3 小さくても輝く街の業者たち 石川文洋/著 新日本出版社

52 335.3 100年企業をつくる親子でM&A 田中一/著 合同フォレスト

53 335.4 海外企業買収・売却のリスク対応50 EYトランザクション・アドバイザ
リー・サービス株式会社/編

中央経済社

54 335.4 会社は、廃業せずに売りなさい 高橋聡/著 実業之日本社

55 335.6 地域に根差してみんなの力で起業する キムヒョンデ/著 ハジョンナン/著 彩流社

56 335.8 人を集める技術 古谷真一郎/著 アチーブメント

57 336 あなたのキャリアをお金に変える! 齋藤利勝/著 集英社

58 336 最高の結果を出すKPIマネジメント 中尾隆一郎/著 フォレスト出版

59 336 中小企業の防災マニュアル 本田茂樹/編著 家永勲/[ほか]執筆 労働調査会

60 336.1 あなたの会社は必ず黒字化できる! 日野上達也/著 ダイヤモンド社

61 336.1 「経営革新支援」の進め方 小林勇治/編著 日比雅之/編著 同友館

62 336.3 脱「三逆リーダー」 藤田英夫/著 ダイヤモンド社

63 336.3 リーダーのための即断即決!仕事術 桑畑幸博/著 明日香出版社

64 336.3 リーダーは“空気”をつくれ! 小笠原隆夫/著 アルファポリス

65 336.4 強くて優しい会社 末永春秀/著
クロスメディア・パブ
リッシング

66 336.4 赤字30億円からV字復活させた逆転発想の人材・組織改革術 駒村純一/著 扶桑社

67 336.4 インフルエンサー ジョセフ・グレニー/著 ケリー・パ
ターソン/著

パンローリング

68 336.4 海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A 藤井恵/著 清文社

69 336.4 企業のための副業・兼業労務ハンドブック 田村裕一郎/編著 古田裕子/共著 日本法令

70 336.4 研修開発入門「研修転移」の理論と実践 中原淳/著 島村公俊/著 ダイヤモンド社

71 336.4 これからはじめる在宅勤務制度 毎熊典子/著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 336.4 人事管理 平野光俊/著 江夏幾多郎/著 有斐閣

73 336.4 人事考課制度の決め方・運用の仕方 荻原勝/著
産労総合研究所出版部
経営書院

74 336.4 図解募集から内定までの採用マニュアル 本田和盛/著 成美堂出版

75 336.4 損する気づかい得する気づかい 八嶋まなぶ/著 ダイヤモンド社

76 336.4 誰でもすぐ使える雑談術 吉田幸弘/著 さくら舎

77 336.4 賃金決定の基礎知識 武内崇夫/著
産労総合研究所出版部
経営書院

78 336.4 できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田正/著 三笠書房

79 336.4 テレワーク導入・運用の教科書 日本テレワーク協会/編 宇治則孝/共
著

日本法令

80 336.4 日本一学生が集まる中小企業の秘密 近藤悦康/著 徳間書店

81 336.4 働き方改革実現の労務管理 宮崎晃/著 西村裕一/著 中央経済社

82 336.4 部下のやる気を引き出す「リーダー」のチェックボックス 中澤仁美/著 明日香出版社

83 336.4 ロジカル・シンキング練習帳 照屋華子/著 東洋経済新報社

84 336.5 外資系コンサルが実践する図解作成の基本 吉澤準特/著 すばる舎

85 336.5 失敗しないデータ分析・AIのビジネス導入 太田満久/[ほか]共著 森北出版

86 336.8 内部監査の実践ガイド 島田裕次/編著 荒木理映/著 日科技連出版社

87 336.9 減価償却資産の耐用年数表 平成30年版 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

88 336.9 重点解説法人税申告の実務 平成30年版 鈴木基史/著 清文社

89 336.9 消費税軽減税率・インボイス対応マニュアル 熊王征秀/著 日本法令

90 336.9 消費税率引上げ・軽減税率・インボイス<業種別>対応ハンドブック 熊王征秀/編著 石井幸子/共著 日本法令

91 336.9 非上場株式の評価と活用の留意点Q&A 与良秀雄/著 税務研究会出版局

92 336.9 平成30年度改正対応消費税軽減税率・インボイス導入の完全対応ガイド 芹澤光春/共著 井藤丈嗣/共著 ぎょうせい

93 338.0 銀行の終わりと金融の未来 ジョナサン・マクミラン/著 桜田直
美/訳

かんき出版

94 338 これからを稼ごう 堀江貴文/著 大石哲之/監修 徳間書店

95 338 これからおもしろくなる世界経済 増田悦佐/著 ビジネス社

96 338.1 9割の公務員が知らないお金の貯め方・増やし方 林誠/著 学陽書房

97 338.1 1000円からできるお金のふやし方 大槻奈那/著 ワニブックス

98 338.7 一番トクする住宅ローンがわかる本'18～'19年版 新屋真摘/著 成美堂出版

99 338.9 新興国市場と日本企業 藤岡資正/編著 同友館

100 339.5 基礎からわかる損害保険 中出哲/監修 中林真理子/監修 有斐閣

101 345.3 これだけ!組織再編&事業承継税制 佐藤信祐/著 長谷川太郎/著 中央経済社

102 345.3 図解法人税法「超」入門 平成30年度改正 山田&パートナーズ/監修 宇田川隆/
編著

税務経理協会

103 345.5 相続税の申告が自分でできる本 益子良一/著 清文社

104 345.5 特例事業承継税制徹底活用マニュアル 今仲清/著 ぎょうせい

105 345.5 一目でわかる小規模宅地特例100 2018年度版 赤坂光則/著 税務研究会出版局

106 345.6 Q&A印紙税の実務 平成30年7月改訂 馬場則行/編 納税協会連合会

107 345.6 間違うと痛い!!印紙税の実務Q&A 山端美徳/共著 野川悟志/共著 大蔵財務協会

108 361.4 上手に「切り返す」技術 齋藤孝/著 辰巳出版

109 361.4 対人距離がわからない  （ちくま新書） 岡田尊司/著 筑摩書房

110 361.4 なぜ、あなたの話は響かないのか 蔭山洋介/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

111 361.7 都心集中の真実  （ちくま新書） 三浦展/著 筑摩書房

112 364.4 いちばんわかりやすい最新介護保険 [2018] 伊藤亜記/監修 成美堂出版

113 365.3 住まいで「老活」  （岩波新書 新赤版） 安楽玲子/著 岩波書店

114 366.2 外国人技能実習生の受入れQ&A 国際研修協力機構/編
国際研修協力機構教材
センター

115 366.2 これだけは知っておきたい「転職」の基本と常識 箱田忠昭/監修 フォレスト出版

116 366.2 実例でわかる!英語面接完全マニュアル レンフロ比佐子/著 志賀かずえ/監修 ナツメ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

117 366.2 発達障害の人が就職したくなる会社 発達障害者の自立・就労を支援する
会/編 宮尾益知/編集協力

河出書房新社

118 366.3 9割の会社はバカ 石原壮一郎/著 三矢晃子/著 飛鳥新社

119 366.3 予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷英夫/著 日本加除出版

120 367.1 WORK DESIGN イリス・ボネット/著 池村千秋/訳 NTT出版

121 367.2 非正規・単身・アラフォー女性  （光文社新書） 雨宮処凛/著 光文社

122 367.7 おひとりさまの死後事務委任 島田雄左/著 吉村信一/著 税務経理協会

123 368.6 うちの子、安全だいじょうぶ? 宮田美恵子/著 新読書社

124 368.6 強盗殺人実話 甲賀三郎/著 河出書房新社

125 368.7 発達障害と少年犯罪  （新潮新書） 田淵俊彦/著 NNNドキュメント取材班
/著

新潮社

126 369.1 強化段ボールで作るテクノエイド 繁成剛/著 中村詩子/著 はる書房

127 369.2 親の介護には親のお金を使おう! 太田差惠子/著 集英社

128 369.2 誰も書かなかった老人ホーム  （祥伝社新書） 小嶋勝利/著 祥伝社

129 369.2 福祉用具サービス計画作成ガイドブック 全国福祉用具専門相談員協会/編集 中央法規出版

130 369.2 身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本 高室成幸/監修 自由国民社

131 369.2 身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木四季/監修 自由国民社

132 369.4 なぜ、わが子を棄てるのか  （NHK出版新書） NHK取材班/著 NHK出版

133 369.4 保育事業の始め方 高橋晃雄/著 新紀元社

134 369.4 ルポ児童相談所  （朝日新書） 大久保真紀/著 朝日新聞出版

135 371.4 いじめで死なせない 岸田雪子/著 新潮社

136 371.4 いじめ防止対策推進法全条文と解説 坂田仰/編 学事出版

137 371.4 学校は行かなくてもいい 小幡和輝/著 健康ジャーナル社

138 372.3 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子/著 日本評論社

139 372.5 教育依存社会アメリカ デイヴィッド・ラバリー/著 倉石一
郎/訳

岩波書店

140 374.6 PTA不要論  （新潮新書） 黒川祥子/著 新潮社

141 375.1 子どもの才能を引き出す最高の学びプログラミング教育 石嶋洋平/著 安藤昇/監修 あさ出版

142 375.1 成績をハックする スター・サックシュタイン/著 高瀬
裕人/訳

新評論

143 375.1 マナビズム 奥村高明/著 東洋館出版社

144 375.3 道徳教育は「いじめ」をなくせるのか 藤川大祐/著 NHK出版

145 375.8 作家の時間 プロジェクト・ワークショップ/編
岩瀬さやか/[ほか著]

新評論

146 375.8 話せない子・話さない子の指導 野口芳宏/著 明治図書出版

147 376.1 小沢かづとのおいしいあそびうた 小沢かづと/著 チャイルド本社

148 376.1 保育と絵本 瀧薫/著 エイデル研究所

149 376.1 保育とおもちゃ 瀧薫/著 エイデル研究所

150 376.1 保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 野村恵里/著 中央法規出版

151 376.1 幼稚園・保育所・認定こども園のための法律ガイド 木元有香/著 フレーベル館

152 376.8 教育学部 三井綾子/著 ぺりかん社

153 377.2 世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ 山本秀樹/著 ダイヤモンド社

154 377.9 業界と職種がわかる本 20年版 岸健二/編 成美堂出版

155 377.9 こう動く!就職活動オールガイド 20年版 高嶌悠人/監修 成美堂出版

156 377.9 最新最強の就職面接 20年版 福沢恵子/著 成美堂出版

157 378 LD<学習障害>のある子を理解して育てる本 竹田契一/監修 学研プラス

158 378 ディスレクシア発達性読み書き障害トレーニング・ブック 平岩幹男/著 合同出版

159 379.7 「超」独学法  （角川新書） 野口悠紀雄/著 KADOKAWA

160 379.7 東大に2回合格した医者が教える脳を一番効率よく使う勉強法 福井一成/著 KADOKAWA

161 379.9 アドラー式子育て家族を笑顔にしたいパパのための本 熊野英一/著 小学館クリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

162 379.9 佐々木正美の子育て百科 佐々木正美/著 大和書房

163 379.9 0〜6歳わが子の困った行動に感情的にならずに対処する方法
ジェリー・ワイコフ/著 バーバラ・
C.ユネル/著

カンゼン

164 379.9 戦略子育て 三谷宏治/著 東洋経済新報社

165 382.1 浮世絵師たちが描いた明治の風俗  河出書房新社

166 382.1 図解アイヌ 角田陽一/著 新紀元社

167 382.1 日本という不思議の国へ 赤坂憲雄/著 春秋社

168 383 坐の文明論 矢田部英正/著 晶文社

169 383.1 バリ島服飾文化図鑑 武居郁子/著 亥辰舎

170 383.8 胃袋の近代 湯澤規子/著 名古屋大学出版会

171 383.8 コーヒーと日本人の文化誌 メリー・ホワイト/著 有泉芙美代/訳 創元社

172 383.8 バーベキューの歴史 ジョナサン・ドイッチュ/著 ミーガ
ン・J.イライアス/著

原書房

173 385.6 海へ還る 村田ますみ/編 勝桂子/[ほか著] 啓文社書房

174 386 世界の美しい色の祭り 渡部隆宏/著 エクスナレッジ

175 390.9 日本軍装図鑑 上 笹間良彦/文・画 雄山閣

176 391.2 戦闘戦史 樋口隆晴/著 作品社

177 391.2 太平洋戦争大全 海空戦編 平塚柾緒/編 太平洋戦争研究会/著 ビジネス社

178 396.2 帝国陸軍師団変遷史 藤井非三四/著 国書刊行会

179 397.2 自衛隊失格 伊藤祐靖/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 科学者はなぜ神を信じるのか  （ブルーバックス） 三田一郎/著 講談社

2 407 理系女性のライフプラン 丸山美帆子/編 長濱祐美/編
メディカル・サイエンス・
インターナショナル

3 407 論文・レポートを読み書きするための理系基礎英語 臼井俊雄/著 技術評論社

4 417 アンケート分析入門 菅民郎/著 オーム社

5 417 できる人は統計思考で判断する 篠原拓也/著 三笠書房

6 417 やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の教科書 羽山博/著 インプレス

7 420 基礎から学ぶ物理学 北林照幸/著 藤城武彦/著 講談社

8 420 シンプルな物理学 ポール・J.ナーイン/著 河辺哲次/訳 共立出版

9 421.3 実在とは何か ジョルジョ・アガンベン/著 上村忠
男/訳

講談社

10 421.3 量子力学が描く希望の世界 佐藤文隆/著 青土社

11 440.4 この空のかなた 須藤靖/著 亜紀書房

12 440.8 138億光年宇宙の旅 渡部潤一/監修 岡本典明/執筆 クレヴィス

13 443.6 天の川が消える日 谷口義明/著 日本評論社

14 445.3 The Real Mars火星の素顔 沼澤茂美/共著 脇屋奈々代/共著 小学館クリエイティブ

15 445.3 わかる!楽しむ!火星大接近&はやぶさ2 月刊天文ガイド編集部/編 誠文堂新光社

16 451 気象と天気図がわかる本しくみ・読み方・書き方 天気検定協会/監修 メイツ出版

17 451.0 天達のお天気1日1へぇ〜 天達武史/著 幻冬舎

18 451.8 絵でわかる地球温暖化 渡部雅浩/著 講談社

19 453.0 地震学をつくった男・大森房吉 上山明博/著 青土社

20 453.9 温泉の日本史  （中公新書） 石川理夫/著 中央公論新社

21 457 化石になりたい 土屋健/著 前田晴良/監修 技術評論社

22 457 世界を変えた100の化石 ポール・D.テイラー/著 アーロン・
オデア/著

エクスナレッジ

23 458 岩石の科学 西川有司/著 日刊工業新聞社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 458.2 素敵な石ころの見つけ方  （中公新書ラクレ） 渡辺一夫/著 中央公論新社

25 462.4 マイシャと精霊の木 井上冬彦/文・写真 光村図書出版

26 463 細胞内共生説の謎 佐藤直樹/著 東京大学出版会

27 467.2 ビジュアルで見る遺伝子・DNAのすべて キャット・アーニー/著 長谷川知子/
監訳

原書房

28 468 生物多様性と地球の未来 ジョナサン・シルバータウン/編 太
田英利/監訳

朝倉書店

29 470 野草と暮らす365日 山下智道/著 山と溪谷社

30 470.3 草木名の語源 江副水城/著 鳥影社

31 471.2 多様な花が生まれる瞬間 奥山雄大/著 慶應義塾大学出版会

32 471.3 植物のひみつ  （中公新書） 田中修/著 中央公論新社

33 471.8 新しい植物分類体系 伊藤元己/著 井鷺裕司/著 文一総合出版

34 471.9 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋/著
PHPエディターズ・グ
ループ

35 473.3 美しい変形菌 高野丈/写真
パイインターナショナ
ル

36 480.7 無脊椎水族館 宮田珠己/著 本の雑誌社

37 481.3 どうぶつのおちんちん学 浅利昌男/監修 緑書房

38 481.9 子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前 ふじのくに地球環境史ミュージアム/
監修 加古川利彦/絵

マイルスタッフ

39 482.1 東京いきもの散歩 川上洋一/著 早川書房

40 484.7 イカ4億年の生存戦略 ダナ・スターフ/著 和仁良二/監修 エクスナレッジ

41 486.1 昆虫たちの不思議な性の世界 大場裕一/編 一色出版

42 486.6 テントウムシハンドブック 阪本優介/著 文一総合出版

43 487.9 爬虫類ハンター加藤英明が世界を巡る 加藤英明/著 エムピージェー

44 488.4 ハトと日本人 大田眞也/著 弦書房

45 489.5 トラ学のすすめ 関啓子/著 三冬社

46 489.6 クジラ・イルカの疑問50 加藤秀弘/編著 中村玄/編著 成山堂書店

47 490.9 最新カラー図解東洋医学基本としくみ 仙頭正四郎/監修 西東社

48 491.1 よくわかる腰・腰椎の動きとしくみ 永木和載/著 大平雄一/監修 秀和システム

49 491.3 思考と行動が早くなる仕事脳の使い方 萩原一平/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

50 491.3 腸と脳 エムラン・メイヤー/著 高橋洋/訳 紀伊國屋書店

51 491.3 ムセはじめたら、「1分のどトレ」 藤谷順子/著 世界文化社

52 491.6 「がん」はなぜできるのか  （ブルーバックス） 国立がん研究センター研究所/編 講談社

53 492.5 医者が教える最強の温泉習慣 一石英一郎/著 扶桑社

54 493.1 京大病院が教える血糖値を上げない正しい習慣 稲垣暢也/著 西東社

55 493.1 大腿骨を折らない体づくり 久野譜也/監修 主婦の友社

56 493.1 疲労と回復の科学 渡辺恭良/著 水野敬/著 日刊工業新聞社

57 493.3 国立がん研究センターの肺がんの本 渡辺俊一/ほか監修 大江裕一郎/ほか
監修

小学館クリエイティブ

58 493.4 国立がん研究センターの胃がんの本 片井均/ほか監修 朴成和/ほか監修 小学館クリエイティブ

59 493.4 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本 島田和明/ほか監修 奥坂拓志/ほか監
修

小学館クリエイティブ

60 493.4 国立がん研究センターの大腸がんの本 金光幸秀/ほか監修 朴成和/ほか監修 小学館クリエイティブ

61 493.4 「大腸リセット」で健康寿命をのばす 松生恒夫/著 廣済堂出版

62 493.6 肩こりを治せば、老いも止められる 金岡恒治/著 成田崇矢/著 高橋書店

63 493.7 医師が発見した認知症バイバイ体操 浜崎清利/著 東邦出版

64 493.7 ウルトラ図解パーソナリティ障害 林直樹/監修 法研

65 493.7 気持ちが楽になる認知症の家族との暮らし方 繁田雅弘/監修 池田書店

66 493.7 「精神障害」とはなんだろう? 石川憲彦/著 ジャパンマシニスト社

67 493.7 デザインされたギャンブル依存症 ナターシャ・ダウ・シュール/著 日
暮雅通/訳

青土社

68 493.7 統合失調症スペクトラムがよくわかる本 糸川昌成/監修 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 493.9 こどもの腎臓病と治療 後藤芳充/編著 メディカ出版

70 493.9 摂食障害 深井善光/著 ミネルヴァ書房

71 494.5 がん宣告「される前に!」「されたら!」まず読む本 吉川敏一/著 主婦と生活社

72 494.9 おかずレパートリー透析・腎移植 菅野義彦/病態監修 榎本眞理/栄養指
導

女子栄養大学出版部

73 495.4 国立がん研究センターの乳がんの本 木下貴之/ほか監修 田村研治/ほか監
修

小学館クリエイティブ

74 496.3 シニアの白内障緑内障加齢黄斑変性 大鹿哲郎/監修 福地健郎/監修 NHK出版

75 496.9 どもる体 伊藤亜紗/著 医学書院

76 497.7 ドクター朝田の間違いだらけの子どもの歯みがき 朝田芳信/著 春陽堂書店

77 498.0 腹痛から考える、かかりつけ医 青山圭一/著 西村書店

78 498.1 クリニック・病院経営アドバイス 東日本税理士法人グループ/編著 ぎょうせい

79 498.1 頼れる病院ランキング 2018  プレジデント社

80 498.3 命を縮める「睡眠負債」を解消する 白川修一郎/著 祥伝社

81 498.3 イラスト版子どものストレスに対応するこつ 安川禎亮/著 吉川和代/著 合同出版

82 498.3 江戸の快眠法 宮下宗三/著 晶文社

83 498.3 心を休ませるために今日できる5つのこと ボニー・セント・ジョン/著 アレ
ン・P.ヘインズ/著

集英社

84 498.3 東大式世界一美しく正しい歩き方 小林寛道/著 日本文芸社

85 498.3 認知症も、がんも、「不治の病」ではない! 藤野武彦/著 ブックマン社

86 498.3 人の名前が出てこなくなったときに読む本  （ロング新書） 松原英多/著 ロングセラーズ

87 498.5 面白いほどよくわかる「食品表示」 垣田達哉/著 商業界

88 498.5 タンパク質データBOOK 藤田聡/監修 朝日新聞出版

89 498.5 調理保存食べ方で栄養を捨てない食材のトリセツ 落合敏/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

90 498.5 二十四節気を楽しむ薬膳 薬膳健康づくり研究会/編著 邱紅梅/
監修

東京農業大学出版会

91 498.5 日本料理力 栗本併治/著 柏艪舎

92 498.5 まごにわやさしい簡単ダイエットレシピBEST40 隅垣麻理子/著 後藤恭子/食事指導・
レシピ作成

評言社

93 498.5 役立つ栄養学 主婦の友社/編 主婦の友社

94 498.5 夜やせ健康!水煮缶 南雲吉則/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

95 498.8 「はたらく」を支える!職場×双極性障害 秋山剛/編著 南山堂

96 498.8 ビジネスパーソンのための折れないメンタルのつくり方 相場聖/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

97 499.0 よくわかる医薬品業界 長尾剛司/著 日本実業出版社

98 499.1 医者からもらった薬がわかる本 2018-2019年版(第31版) 医薬制度研究会/著 法研

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 最新省エネビジネスがよ〜くわかる本 今村雅人/著 秀和システム

2 501.6 日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛躍するビジネス 西脇文男/著 東洋経済新報社

3 507.2 Q&A特許法 大阪弁護士会知的財産委員会出版プ
ロジェクトチーム/編

経済産業調査会

4 507.2 はじめての知的財産法 尾崎哲夫/著 自由国民社

5 507.7 技術レポート作成と発表の基礎技法 野中謙一郎/共著 渡邉力夫/共著 コロナ社

6 507.9 手のひらサイズで楽しむ1/64ミニカージオラマ  
スタジオタッククリエ
イティブ

7 509.6 事例に学ぶQCストーリーの“本当”の使い方 猪原正守/著 日科技連出版社

8 509.6 Small Factory 4.0第四次「町工場」革命を目指せ! 木村哲也/著 三恵社

9 510.2 図説近代日本土木史 土木学会土木史研究委員会/編 鹿島出版会

10 510.9 建設業の法務と労務実践マニュアル 林智之/監修 三修社

11 518.8 まちの価値を高めるエリアマネジメント 小林重敬/編著 森記念財団/編著 学芸出版社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 519 小さな地球の大きな世界 J.ロックストローム/著 M.クルム/著 丸善出版

13 519.8 「自然」という幻想 エマ・マリス/著 岸由二/訳 草思社

14 519.7 地球を脅かす化学物質 木村-黒田純子/著 海鳴社

15 521.8 城手帳 水野大樹/著 東京書籍

16 521.8 日本の城 香川元太郎/イラスト 学研プラス

17 523.1 歩いて、食べる東京のおいしい名建築さんぽ 甲斐みのり/著 エクスナレッジ

18 526.3 東京大学本郷キャンパス 東京大学キャンパス計画室/編 東京大学出版会

19 527 「現代町家」という方法 趙海光/著 建築資料研究社

20 527 これからのリノベーション 断熱・気密編 伊藤菜衣子/著 竹内昌義/著 新建新聞社

21 527 すてきな門まわり・駐車場百科  ブティック社

22 527 Mobitecture レベッカ・ローク/著 八木恭子/訳 グラフィック社

23 527.0 廃材もらって小屋でもつくるか イマイカツミ/著 川邉もへじ/著 寿郎社

24 528 住宅設備トラブル全面解決 日経ホームビルダー/編 日経BP社

25 537.0 EV・自動運転を超えて“日本流”で勝つ アビームコンサルティング/著 日経BP社

26 537.0 いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務 酒井将人/著 セルバ出版

27 537.0 マツダの魂 中村尚樹/著 草思社

28 537.0 モビリティシフト 木南浩司/著 東洋経済新報社

29 537.2 ロータリーエンジンの20年 大関博/監修 大関博/著 グランプリ出版

30 537.2 60分でわかる!EV革命&自動運転最前線 次世代自動車ビジネス研究会/著 井
上岳一/監修

技術評論社

31 537.9 ニッポンの歴代レスキュー車BEST100  芸文社

32 538.6 きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基礎知識 鈴木真二/監修 日本UAS産業振興協議
会/編

日刊工業新聞社

33 538.7 日本軍用機事典 陸軍篇 野原茂/著 イカロス出版

34 543.4 石炭火力発電Q&A 気候ネットワーク/編 かもがわ出版

35 547.3 スピーカー技術の100年 佐伯多門/著 誠文堂新光社

36 547.4 図解サーバー仕事で使える基本の知識 増田若奈/著 根本佳子/著 技術評論社

37 547.4 図解ネットワーク仕事で使える基本の知識 増田若奈/著 根本佳子/著 技術評論社

38 550 どうして海のしごとは大事なの? 「海のしごと」編集委員会/編 成山堂書店

39 556.9 海上自衛隊護衛艦建艦史 勝目純也/著 イカロス出版

40 557.8 海上保安庁船艇・航空機ガイド 2018 「海上保安庁船艇・航空機ガイド」
制作委員会/編著

シーズ・プランニング

41 557.8 図解海上交通安全法 藤本昌志/著 成山堂書店

42 566.1 よくわかる最新金型の基本と仕組み 森重功一/著 秀和システム

43 567.0 炭鉱と「日本の奇跡」 中澤秀雄/編著 嶋崎尚子/編著 青弓社

44 576.6 ひとのくらしと香りを訪ねて 3 谷田貝光克/著
フレグランスジャーナ
ル社

45 576.7 賢い化粧品の選び方 小澤貴子/著 河出書房新社

46 578.4 プラスチック知られざる世界 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

47 588.5 ウイスキーバイブル デイヴ・ブルーム/著 鈴木隆行/監修 日本文芸社

48 588.5 ツウになる!ビールの教本 友田晶子/監修 秀和システム

49 588.5 日本のワインで奇跡を起こす 三澤茂計/著 三澤彩奈/著 ダイヤモンド社

50 588.5 日本酒ガイドブック 松崎晴雄/著 実業之日本社

51 588.5 ビールの科学  （ブルーバックス） 渡淳二/編著 講談社

52 588.5 ビールのペアリングがよくわかる本 野田幾子/監修
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

53 588.5 本格焼酎。  プレジデント社

54 588.9 今すぐ食べたい!すごい缶詰150  イカロス出版

55 589.2 今スグつくれる!コスプレ造形 ねぎろぎ/著 玄光社

56 589.2 世界一簡単なスーツ選びの法則  （ポプラ新書） MB/著 ポプラ社

- 13 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

57 589.7 趣味の文具箱 vol.46  枻出版社

58 590 頑張りすぎない10人の暮らしの取捨選択 メディアソフト書籍部/編 メディアソフト

59 590 50歳からの暮らしの整え方 後藤由紀子/著 大和書房

60 590 トヨタ式家事シェア 香村薫/著 主婦の友社

61 590.4 ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言 鈴木登紀子/著 主婦と生活社

62 590.4 フランス伯爵夫人に学ぶ 美しく、上質に暮らす45のルール ドメストル美紀/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

63 591 ラクに楽しくお金を貯めている私の「貯金簿」 畠中雅子/著 ぱる出版

64 592 なぜあの人のシャツはパリッとしているのか 読売新聞生活部/著 中央公論新社

65 592.7
簡単!住まいのDIYマニュアル 窓・間仕切り<窓周り・ふすま・アコーディ
オンドア>

 
スタジオタッククリエ
イティブ

66 593.3 かたちがステキな大人の帽子  ブティック社

67 593.3 みんなで楽しむ布ぞうり  日本ヴォーグ社

68 594 基本がいちばんよくわかるソーイングのれんしゅう帳 寺西恵里子/著 主婦の友社

69 594 小さなスタイと赤ちゃん小物 日本文芸社/編 日本文芸社

70 594.2 クロスステッチの童話刺しゅう オノエメグミ/著 アップルミンツ

71 594.2 刺しゅうで描く花のモチーフ・コレクション マリア・ディアス/著 佐々木曜/訳 ブティック社

72 594.2 SNOOPYはじめての刺繡  KADOKAWA

73 594.2 懐かしさに心和む!ワンポイントの和柄刺しゅう350  アップルミンツ

74 594.3 一番わかりやすいかぎ針編みバッグ&小物 徳増理恵/著 講談社

75 594.3 美しい方眼編みレース  日本ヴォーグ社

76 594.3 カンタン!かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア水族館77  アップルミンツ

77 594.3 飛び出せアニマル!かぎ針で編むがま口こもの  アップルミンツ

78 594.4 思いを込めて作る応援ミサンガ  ブティック社

79 594.6 ビューグルビーズアクセサリー 奥美有紀/著 文化学園文化出版局

80 594.7 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!口金&持ち手つけ 中嶌有希/著 日東書院本社

81 594.7 ずっと大切に使いたい和布の袋物  ブティック社

82 594.7 はぎれがかわいいちょっと気になるポーチ50+ グラフィック社編集部/編 グラフィック社

83 594.8 ハーバリウムとボタニカルクラフト  主婦と生活社

84 594.8 わたしだけのハーバリウムBook 福本幸子/著 講談社

85 594.9 ハッピー&ラブリーキルト 松山敦子/著 ブティック社

86 595.4 大人に似合うヘアBOOK 主婦と生活社/編 主婦と生活社

87 595.4 大人の「品」は艶髪でつくられる 田村マナ/著 ワニブックス

88 595.4 「グレイヘア」美マダムへの道 朝倉真弓/著 小学館

89 595.4 人生を変える髪の魔法 牛尾早百合/著 自由国民社

90 595.5 ファーストメイクバイブル@Miwonderful ミワンダフル/著 主婦の友社

91 596 医療介護の現場で役立つ!パッククッキング 佐藤真由美/著 クインテッセンス出版

92 596 奥薗流からだ想いのひとりごはん 奥薗壽子/著 文化学園文化出版局

93 596 ここまでおいしい!超ベジレシピ 成田大治郎/著 成美堂出版

94 596 砂糖、牛乳、卵を使わないおいしい甘酒レシピ 金丸絵里加/著 主婦の友社

95 596 365日の保存びんレシピ202 ダンノマリコ/著 主婦の友社

96 596 白崎裕子の必要最小限レシピ 白崎裕子/著 KADOKAWA

97 596 その手があったか!おつかれ晩ごはん 家ごはん研究会/著 KADOKAWA

98 596 調味料とたれ&ソース568 主婦の友社/編 主婦の友社

99 596 「作らない」作りおき 重信初江/著 主婦の友社

100 596 定年ごはん 山田玲子/著 大和書房

101 596 ナンプラーがあればダシはいらない ワタナベマキ/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

102 596 寝ている間においしくなる 栗原友/著 祥伝社

103 596 のっけレシピベスト190 藤井恵/著 つむぎや/著 主婦と生活社

104 596 BALMUDAトースター使いこなしレシピ 岩崎啓子/著 河出書房新社

105 596 ひとりごはんの愉しみと工夫 有元葉子/著 東京書籍

106 596 柳澤英子のやせるおつまみ3行レシピ 柳澤英子/著 マガジンハウス

107 596 ワンボウルクッキング ヤミー/著 主婦の友社

108 596.0 陛下、お味はいかがでしょう。 工藤極/著 徳間書店

109 596.2 アペロ フランスのふだん着のおつまみ 若山曜子/著 立東舎

110 596.3 イタリア魚介料理レシピ 日高良実/著 世界文化社

111 596.3 いちばんくわしい魚のおろし方と料理 島津修/著 成美堂出版

112 596.3 体にうれしい藤井恵のまいにち納豆 藤井恵/著 家の光協会

113 596.3 着まわしサラダ 原田沙奈子/著 主婦の友社

114 596.3 きれいな野菜のスープ 若山曜子/著 学研プラス

115 596.3 魚のさばき方大事典  ブティック社

116 596.3 サラダ便利帳 主婦と生活社/編 主婦と生活社

117 596.3 ブッダボウルの本 前田まり子/著 百万年書房

118 596.3 「もう1品」が季節で選べる!すぐ決まる!野菜のおかず便利帳800 岩崎啓子/料理 木村緑/料理 学研プラス

119 596.3 焼肉の達人 小関尚紀/著 ダイヤモンド社

120 596.3 野草の力をいただいて 若杉友子/著 五月書房新社

121 596.4 おべんとうの時間 4 阿部了/写真 阿部直美/文 木楽舎

122 596.4 野菜のごちそう弁当 坂本ちなみ/著 KADOKAWA

123 596.6 おいしいヴィーガン/パイ&キッシュ 阿部靜/著 双葉社

124 596.6 ゴーゴー!バーガー 岸田夕子/著 イカロス出版

125 596.6 ドイツ菓子図鑑 森本智子/著 誠文堂新光社

126 596.6 濃厚デザート 隈部美千代/著 枻出版社

127 596.6 パフェ 柴田書店/編 柴田書店

128 596.7 純喫茶とあまいもの 難波里奈/著 誠文堂新光社

129 596.7 抹茶BOOK 主婦の友社/編 主婦の友社

130 597 あえて選んだせまい家 加藤郷子/著 ワニブックス

131 597.5 片づけのレシピ 梶ケ谷陽子/著 主婦の友社

132 597.5 片づけベタでもできるやさしい収納 まどなお/著 大和書房

133 597.5 モノを元に戻す技術 ドミニック・ローホー/著 笹根由恵/
訳

KADOKAWA

134 598.3 小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK 森戸やすみ/著 内外出版社

135 598.3 その症状、すぐ病院に行くべき?行く必要なし? 山中克郎/著 CCCメディアハウス

136 599 おんぶで整うこころとからだ 松園亜矢/著 駒草出版

137 599.0 悩まない子育て 和田明日香/著 ぴあ

138 599.0 ママにはなれないパパ 鈴木おさむ/著 マガジンハウス

139 599.3 1週間ラクラク!おいしい!フリージング離乳食 牧野直子/著 西東社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 稼ぐ!地方創生 山本幸三/著
タウン情報全国ネット
ワーク

2 601.1 地域ブランドとシティプロモーション 牧瀬稔/編著 東京法令出版

3 602.1 テクノロジーがすべてを塗り変える産業地図 泉田良輔/著
クロスメディア・パブ
リッシング

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 602.2 中国創造大国への道 服部健治/編著 湯浅健司/編著 文眞堂

5 611.9 誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉亮/著 東洋経済新報社

6 612.1 「農業を株式会社化する」という無理 内田樹/著 藤山浩/著 家の光協会

7 615.8 病気・害虫の出方と農薬選び 米山伸吾/著 草刈眞一/著 農山漁村文化協会

8 616.2 よくわかるイネの生理と栽培 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

9 618.2 苧 菅家博昭/著 農山漁村文化協会

10 619.2 米屋 小泉光久/著 ブランシャー明日香/英
訳

大月書店

11 626.1 農薬に頼らない病虫害対策 木嶋利男/監修 学研プラス

12 626.1 ハモグリバエ防除ハンドブック 徳丸晋/著 農山漁村文化協会

13 627 庭やコンテナでじょうずに咲かせる花500 主婦の友社/編 主婦の友社

14 627.5 はじめてのスプレーマム 上村遙/著 農山漁村文化協会

15 627.7 日本の多肉植物スタートBOOK  栃の葉書房

16 627.8 異端の盆栽師平尾成志の世界 平尾成志/著 河出書房新社

17 627.8 はじめてでも失敗しない寄せ植えづくりのコツ100 古賀有子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

18 645.6 幸せに暮らす柴犬の飼い方 井上実/監修 ナツメ社

19 645.6 0歳からシニアまでシュナウザーとのしあわせな暮らし方 Wan編集部/編 緑書房

20 645.7 お取り分け猫ごはん 五月女圭紀/著 はりまや佳子/監修 駒草出版

21 645.9 ハリネズミの“日常”と“ホンネ”がわかる本 井本暁/監修 なみはりねずみ/イラス
ト

日本文芸社

22 646.8 中型インコ完全飼育 すずき莉萌/著 島森尚子/一部執筆 誠文堂新光社

23 646.8 BIRDSTORYのインコの飼い方図鑑 BIRDSTORY/著 寄崎まりを/監修 朝日新聞出版

24 651.1 欧米諸国の森林管理政策 柿澤宏昭/著 日本林業調査会

25 651.1 森を守るのは誰か 椙本歩美/著 新泉社

26 651.2 日本の森林管理政策の展開 柿澤宏昭/著 日本林業調査会

27 652.3 木のルネサンス 熊崎実/著 エネルギーフォーラム

28 653.2 最高に美しい身近な樹木ビジュアルカタログ 江見敏宏/写真・文 技術評論社

29 659 これからはじめる狩猟入門 原田祐介/監修 ナツメ社

30 659 これから始める人のためのわな猟の教科書 東雲輝之/著 日和佐憲厳/監修 秀和システム

31 673.3 クレーマーと闘う 藤木健/著 リックテレコム

32 673.3 月商6億円日本No.1営業マンの「最速」仕事術 天田浩平/著 祥伝社

33 673.3 雑談ベタでも次々と売れる「場持ち」トーク術 柿野隆/著 日本実業出版社

34 673.3 実践!インサイトセールス 高橋研/著 プレジデント社

35 673.3 図解でわかる!メール営業 平野友朗/著 秀和システム

36 673.3 セールスの本質 レス・ギブリン/著 御立英史/訳 ダイヤモンド社

37 673.3 販売店契約の実務 小島国際法律事務所/編 中央経済社

38 673.3 儲かる日本語損する日本語 野呂エイシロウ/著 祥伝社

39 673.3 ワンランク上の「接客交渉術」 宮田寿志/著 ぱる出版

40 673.7 大競争時代のID-POSデータ活用術 石原みどり/著
ダイヤモンド・リテイ
ルメディア

41 673.7 とってもやさしい業務カイゼン 木村博/著 商業界

42 673.7 ファッション販売できるスタッフ読本 『ファッション販売』編集部/編 商業界

43 673.8 日本一の「デパ地下」を作った男 巽尚之/著
集英社インターナショ
ナル

44 673.9 サービス産業の革命児たち 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

45 673.9 最新シェアリングエコノミーがよ〜くわかる本 上妻英夫/著 秀和システム

46 673.9 知りたいことが全部わかる!不動産の教科書 池田浩一/著 ソーテック社

47 673.9 男娼 中塩智恵子/著 光文社

48 674.4 広告業界の仕事図鑑 宮嶋和明/編著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 674.6 Facebook広告完全活用ガイド 佐藤雅樹/著 濱田耕平/著 日本実業出版社

50 674.6 リスティング広告のやさしい教科書。 桜井茶人/著
エムディエヌコーポ
レーション

51 675 炎上とクチコミの経済学 山口真一/著 朝日新聞出版

52 675 おもてなし幻想 マシュー・ディクソン/共著 ニッ
ク・トーマン/共著

実業之日本社

53 675 カスタマー・エクスペリエンス戦略 大野隆司/著 有園雄一/著 日本経済新聞出版社

54 675 現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改善の教科書 小川卓/著 マイナビ出版

55 675.0 大前研一 新しい消費者 大前研一/編著 プレジデント社

56 675.1 素材が生きるパッケージデザイン・アイデア グラフィック社/編 グラフィック社

57 675.3 事例でわかる実戦商品開発マーケティング戦略 佐藤義典/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

58 680.7 海上保安能力向上支援における日米協力に関する調査報告書 運輸総合研究所/編 運輸総合研究所

59 681 サイバー攻撃に対する人材育成に関する調査研究報告書 運輸総合研究所/編 運輸総合研究所

60 683.8 船しごと、海しごと。 商船高専キャリア教育研究会/編 海文堂出版

61 686.2 空鉄の世界 吉永陽一/著 日本写真企画

62 686.2 パフィング・ビリイ鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

63 686.5 日本全国駅名めぐり 今尾恵介/著 日本加除出版

64 686.9 昭和を走った仙台市電 仙台市電アーカイブ委員会/編 河北新報出版センター

65 687.2 最新航空業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 吉田力/著 秀和システム

66 687.9 世界のエアポート  イカロス出版

67 689 はじめての国際観光学 山口一美/編著 椎野信雄/編著 創成社

68 689.1 福祉国家の観光開発 藪長千乃/編著 藤本祐司/編著 彩流社

69 689.2 インバウンドの消費促進と地域経済活性化 日本交通公社/編著 ぎょうせい

70 689.5 子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド 2018-2019  講談社

71 689.5 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック 2019 ディズニーファン編集部/編 講談社

72 689.8 日本旅館進化論 山口由美/著 光文社

73 689.8 星野リゾートのおもてなしデザイン  日経BP社

74 694.6 はじめての今さら聞けないスマートフォン入門 高橋慈子/著 八木重和/著 秀和システム

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 縄文美術館 小川忠博/写真 小野正文/監修 平凡社

2 702.1 もういちど訪ねる日本の美 上・下巻 小林忠/監修 五味文彦/監修 山川出版社

3 704 ソーシャルアートラボ 九州大学ソーシャルアートラボ/編
朝廣和夫/[ほか著]

水曜社

4 709 世界遺産100断面図鑑 中川武/監修 宝島社

5 709.1 日本の世界遺産オールガイド カルチャーランド/著 メイツ出版

6 718.1 天部像のすべて  枻出版社

7 718.1 明王像のすべて  枻出版社

8 721.7 俳画のすすめ 豊島宗七/著 秀作社出版

9 723.3 ゴッホのあしあと  （幻冬舎新書） 原田マハ/著 幻冬舎

10 723.3 常玉 常玉/画 二村淳子/編 亜紀書房

11 724 絵封筒の描き方 吉水咲子/著 誠文堂新光社

12 724.1 仏画の描き方 川端貴侊/監修 メイツ出版

13 725 定本基本の人体デッサン ゴットフリード・バメス/著 植村亜
美/訳

パイインターナショナ
ル

14 725.4 すばらしき手描きの世界 1 チョークボーイ/著 主婦の友社

15 725.5 秋草愛の色えんぴつイラストレッスン 秋草愛/著 主婦の友社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 725.5 色鉛筆で描く美しい花 生田貴子/著 池田書店

17 725.5 色えんぴつ画上達のポイント61 平尾倫子/監修 メイツ出版

18 725.6 小さなピースで楽しむゼンタングル さとういずみ/著 自由国民社

19 726.5 クマのプーさん創作スケッチ ジェイムズ・キャンベル/著 小田島
恒志/訳

東京美術

20 726.6 イギリスの絵本 上 吉田新一/著 朝倉書店

21 726.6 ずぶぬれの木曜日 エドワード・ゴーリー/著 柴田元幸/
訳

河出書房新社

22 726.6 ちひろメモリアル  平凡社

23 726.6 二番目の悪者 林木林/作 庄野ナホコ/絵 小さい書房

24 726.9 世界の文様カラフル切り絵 ゆまあひmaki/著 誠文堂新光社

25 727.8 贈って喜ばれる素敵なカリグラフィー 北見都/著 三戸美奈子/監修 メイツ出版

26 727.8 女子文字 INKO KOTORIYAMA/著
エムディエヌコーポ
レーション

27 728.2 書家・歌人岡山高蔭の伝と作品 岡山泰四/著 岡山重夫/編 芸術新聞社

28 728.2 もっと知りたい『臨書』の世界 遠藤昌弘/著 匠出版

29 728.3 硯の中の地球を歩く 青柳貴史/著 左右社

30 736 消しゴムはんこの教科書 田口奈津子/著 ブティック社

31 740.2 時代を写した写真家100人の肖像 上・下巻 鳥原学/著 玄光社

32 742.5 赤城写真機診療所 Mark2 赤城耕一/著 玄光社

33 743 トラベル・フォトレシピブック 野寺治孝/著 玄光社

34 743 なぜ上手い写真が撮れないのか 丹野清志/著 玄光社

35 743 光と影の処方箋 相原正明/著 玄光社

36 744.3 今すぐ使えるかんたんLightroom RAW現像入門 北村智史/著 技術評論社

37 746 ナイトタイムラプス撮影テクニック 竹本宗一郎/著 玄光社

38 748 絵本のなかを旅するようなかわいい世界の村 MdN編集部/編
エムディエヌコーポ
レーション

39 748 新宿 ゴールデン街のひとびと 佐々木美智子/著 佐々木美智子写真
集製作支援委員会/編集

七月堂

40 748 世界で一番美しいペンギンの世界 アレックス・ベルナスコーニ/著 川
口富美子/訳

エクスナレッジ

41 748 滝 森田敏隆/写真 宮本孝廣/写真 光村推古書院

42 748 菩提の樹 関谷巖/著 芸艸堂

43 748 忘れられない祈りの聖地 富井義夫/著 山と溪谷社

44 751 陶芸家の技法で食器を作ろう  阿部出版

45 751.4 本物そっくり!ミニチュアフードの世界  ブティック社

46 751.9 キムラプレミアムのUV&LEDレジン使いこなしBOOK キムラプレミアム/著 主婦の友社

47 754.9 大人かわいい切り紙図案集 1 室岡昭子/著 ブティック社

48 754.9 作りたい使いたいエコクラフトのかごと小物 寺西恵里子/著 西東社

49 754.9 花の立体カード やまもとえみこ/著 日本ヴォーグ社

50 755.5 手縫いで作る革のウォレット  
スタジオタッククリエ
イティブ

51 757.3 やさしい配色の教科書 柘植ヒロポン/著
エムディエヌコーポ
レーション

52 760.7 未来の人材は「音楽」で育てる 菅野恵理子/著
アルテスパブリッシン
グ

53 760.9 衣・食・住・音 角張渉/著 木村俊介/聞き手 リトルモア

54 761.1 想起の音楽 アサダワタル/著 水曜社

55 761.8 サントラ、BGMの作曲法 [2018] 岡素世/編著 自由現代社(発売)

56 761.8 もっと!思いどおりに作曲ができる本 川村ケン/著 リットーミュージック

57 761.8 やさしい現代音楽の作曲法 木石岳/編著 川島素晴/監修 自由現代社(発売)

58 762.3 フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング/著 暮しの手帖社

59 762.3 ヘンデルが駆け抜けた時代 三ケ尻正/著 春秋社

60 763.2 演奏と指導のハンドブック クラウディオ・ソアレス/著 ヤマハM･E･H
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 763.2 はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ講座 [2018]
自由現代社編集部/編著 遠藤尚美/監
修

自由現代社(発売)

62 763.5 初心者のクラシック・ギター基礎教本 [2018] たしまみちを/編著 自由現代社(発売)

63 763.7 フルートが上手くなる方法 [2018] 石井幸枝/編著 自由現代社(発売)

64 763.9 見て楽しむアナログ・シンセ図鑑  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

65 764.7 大野雄二のジャズ放浪記 大野雄二/著 DU BOOKS

66 764.7 キング・クリムゾン  河出書房新社

67 764.7 ROCK DECADE 岩本晃市郎/著 KADOKAWA

68 766.1 裏声歌手のモンテヴェルディ偏愛主義 彌勒忠史/著
アルテスパブリッシン
グ

69 767.0 世界抒情歌全集 [2017]-1 長田暁二/編 ドレミ楽譜出版社

70 767.8 人生、60歳まではリハーサル NORA/著 主婦の友社

71 769.9 世界を踊るトゥシューズ 針山愛美/著 論創社

72 778.0 あの映画みた? 井上荒野/著 江國香織/著 新潮社

73 778.2 空想映画地図<シネマップ> アンドリュー・デグラフ/絵 A.D.
ジェイムソン/文

フィルムアート社

74 778.2 週刊文春「シネマチャート」全記録  （文春新書） 週刊文春/編 文藝春秋

75 778.2 戦争映画の社会学 戦争社会学研究会/編 山本昭宏/[ほ
か著]

みずき書林

76 778.2 ホラー映画アート集 スティーブン・ジョーンズ/編 河村
めぐみ/訳

スペースシャワーネッ
トワーク

77 778.7 美樹本晴彦キャラクターワークス 美樹本晴彦/著
パイインターナショナ
ル

78 779.1 師匠歌丸 桂歌助/著 イースト・プレス

79 779.1 やっぱ志ん生だな! ビートたけし/著 フィルムアート社

80 779.9 ハタからみると、凪日記 光浦靖子/著 毎日新聞出版

81 780.1 運動と疲労の科学 下光輝一/編 八田秀雄/編 大修館書店

82 780.1 スポーツ・インテグリティの探究 勝田隆/著 友添秀則/監修 大修館書店

83 780.6 スポーツ好きは甲子園とオリンピックから始まった 佐塚元章/著 文芸社

84 780.6 東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本 西川千春/著 イカロス出版

85 780.7 瞬発力トレーニングアナトミィ デレク・ハンセン/著 スティーブ・
ケネリー/著

ガイアブックス

86 782.3 山岳王-望月将悟 松田珠子/著 山と溪谷社

87 782.3 テクニックと戦術で勝つ!陸上競技リレー 星野晃志/監修 メイツ出版

88 782.3 トレイルラン 2018SUMMER  山と溪谷社

89 783.1 バスケットボール実戦に役立つ「1対1」シュートテクニック 関谷悠介/技術指導 鈴木良和/監修
ベースボール・マガジ
ン社

90 783.2 バレーボール勝つ!テーピングのコツ目的別完全マニュアル NECレッドロケッツ/監修 メイツ出版

91 783.2 バレーボール技術を磨く筑波大メソッド 秋山央/著
ベースボール・マガジ
ン社

92 783.4 詳しいことはわかりませんが、サッカーの守り方を教えてください 松田浩/著 カンゼン

93 783.4 子どもの「自立」を育てるスポーツコーチング 畑喜美夫/著 All Days Sports/著 池田書店

94 783.4 サッカー崩しの教科書 山口素弘/監修 実業之日本社

95 783.4 サッカー新しい攻撃の教科書 坪井健太郎/著 小澤一郎/構成 カンゼン

96 783.4 何かをやるのに遅いということは決してない。 白石尚久/著 ダイヤモンド社

97 783.4 PERFECT SKILL 西部謙司/著 カンゼン

98 783.4 裸のJリーガー 大泉実成/著 カンゼン

99 783.4 レッドカード ケン・ベンシンガー/著 北田絵里子/
訳

早川書房

100 783.5 マリア・シャラポワ自伝 マリア・シャラポワ/著 金井真弓/訳 文藝春秋

101 783.7 荒木大輔のいた1980年の甲子園 元永知宏/著 集英社

102 783.7 高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明かす!野球技術の極意 大利実/著 カンゼン

103 783.7 甲子園!愛知4強物語 鶴哲聡/著 東京ニュース通信社

104 783.7 大阪で打ち勝つ!超強力打線の作り方 東山宏司/著 竹書房

105 783.7 強豪校の監督術  （講談社現代新書） 松井浩/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 783.7 継投論  （廣済堂新書） 権藤博/著 二宮清純/著 廣済堂出版

107 783.7 高校野球弱者が勝つ方法 田尻賢誉/著 廣済堂出版

108 783.7 高校野球で本当にあった心温まる物話 寺下友徳/編 総合法令出版

109 783.7 甲子園、連れていきます! 渡辺元美/著 徳間書店

110 783.7 甲子園に挑んだ監督たち 八木澤高明/著 辰巳出版

111 783.7 ざっくり甲子園100年100ネタ オグマナオト/著 廣済堂出版

112 783.7 ピッチング練習の科学 川村卓/監修 洋泉社

113 783.7 プロネる野球スピネる野球 渡會公治/著
ベースボール・マガジ
ン社

114 783.7 4千分の1の名将 古内義明/著 大和書房

115 783.8 1分で上手くなるゴルフのキーワード 内藤雄士/著 ベストセラーズ

116 783.8 誰もいわなかったゴルフはアドレスが9割 中井学/著 河出書房新社

117 784.6 浅田真央 また、この場所で 浅田真央/著 川島小鳥/写真 集英社

118 786 極限!サバイバルマニュアル 川口拓/監修 洋泉社

119 786.1 いつか絶対泊まりたい!山小屋ガイドBOOK  枻出版社

120 786.3 楽しむ!極める!キャンプ完全ガイド 木村東吉/監修 西東社

121 786.5 挑戦するフォトグラファー 砂田弓弦/著 未知谷

122 787.1 源流テンカラ釣りの知恵 浦壮一郎/編 つり人社

123 789.3 剣道 質と実戦力を高める稽古法 香田郡秀/著
ベースボール・マガジ
ン社

124 795 一手の背景 劉昌赫/著 金世実/著 東京創元社

125 795 井山裕太七冠再び 井山裕太/著 日本棋院

126 795 最強囲碁AIアルファ碁解体新書 大槻知史/著 三宅陽一郎/監修 翔泳社

127 795 目指せ中級 序盤の基礎力アップ 小山竜吾/著 NHK出版

128 796 堅陣で勝つ!飯島流引き角戦法Final 飯島栄治/著 マイナビ出版

129 796 将棋戦型別名局集 7  日本将棋連盟

130 796 なぜ?で始める将棋の基本 佐藤友康/著 主婦の友社

131 796 藤井聡太全局集 平成28・29年度版 書籍編集部/編集 日本将棋連盟

132 796 変幻自在!現代右玉のすべて 青嶋未来/著 マイナビ出版

133 796.0 師弟 野澤亘伸/著 光文社

134 796.0 瞬間を生きる 羽生善治/著 岡村啓嗣/撮影 PHP研究所

135 798 ボードゲームデザイナーガイドブック トム・ヴェルネック/著 小野卓也/訳 スモール出版

136 798.5 ファミコンに育てられた男 フジタ/著 双葉社

137 798.5 Unityの教科書 北村愛実/著 SBクリエイティブ

138 799.3 競技会で魅せる社交ダンス実力発揮のポイント50 藤本明彦/監修 メイツ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 ビジュアル音声学 川原繁人/著 三省堂

2 801.7 翻訳地獄へようこそ 宮脇孝雄/著 アルク

3 809.2 言葉の温度 馬場典子/著 あさ出版

4 809.6 じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河野哲也/著 河出書房新社

5 810.4 今どきの日本語 遠藤織枝/編 ひつじ書房

6 810.4 大人の言い換えハンドブック 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

7 810.4 日本語を翻訳するということ  （中公新書） 牧野成一/著 中央公論新社

8 811.2 宛字百景 杉本つとむ/著 八坂書房

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 811.2 下村式漢字の教え方 下村昇/著
クリロンワークショッ
プ画空間

10 814.9 女のことば男のことば 小林祥次郎/著 勉誠出版

11 816 150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山典士/著 ポプラ社

12 816.5 最新最強の作文・小論文 20年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

13 816.5 レポート・論文の書き方入門 河野哲也/著 慶應義塾大学出版会

14 820 ニューエクスプレスプラス中国語 喜多山幸子/著 白水社

15 820.4 中国語ひらめき塾 相原茂/著 現代書館

16 829.3 ニューエクスプレスプラス ベトナム語 三上直光/著 白水社

17 829.8 ヒンディー語  JTBパブリッシング

18 830.1 英語学が語るもの 米倉綽/編 中村芳久/編 くろしお出版

19 830.7 初心者のための英語学習ガイド 山下えりか/著 スモール出版

20 831.1 ニューヨーク発最強英語発音メソッド モリヤマハルカ/著
クロスメディア・ラン
ゲージ

21 834.4 ことわざから探る英米人の知恵と考え方 安藤邦男/著 開拓社

22 837.8 最低限の単語力でもてっとりばやく英語が話せる デイビッド・セイン/著 ダイヤモンド社

23 850 ニューエクスプレスプラス フランス語 東郷雄二/著 白水社

24 860 スペイン語の世界 岡本信照/著 慶應義塾大学出版会

25 880 ニューエクスプレスプラス ロシア語 黒田龍之助/著 白水社

26 892 ニューエクスプレスプラス ラテン語 岩崎務/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.0 処女崇拝の系譜 アラン・コルバン/著 山田登世子/訳 藤原書店

2 902 世界名作“ひとこと”劇場 ジョン・アトキンソン/著 川合亮平/
訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3 902.0 ノーベル文学賞を読む 橋本陽介/著 KADOKAWA

4 910.2 江戸「仕事人」案内 岡村直樹/著 天夢人

5 910.2 音でみる心も色も 高林正夫/著 本の泉社

6 910.2 「それでもなお」の文学 川本三郎/著 春秋社

7 910.2 編集者漱石 長谷川郁夫/著 新潮社

8 910.2 村上春樹語辞典 ナカムラクニオ/著 道前宏子/著 誠文堂新光社

9 910.2 渡辺淳一のすべて 渡辺淳一/[ほか]著 『渡辺淳一恋愛
小説セレクション』編集室/編

集英社

10 910.2 K氏の大阪弁ブンガク論 江弘毅/著 ミシマ社

11 910.2 作家と楽しむ古典 島田雅彦/著 いとうせいこう/著 河出書房新社

12 910.2 漱石の地図帳 中島国彦/著 大修館書店

13 911.1 西行わが心の行方 松本徹/著 鳥影社

14 911.1 塚本邦雄の宇宙 1 菱川善夫/著 短歌研究社

15 911.1 塚本邦雄の宇宙 2 菱川善夫/著 短歌研究社

16 911.1 てのひらを燃やす 大森静佳/著 角川文化振興財団

17 911.3 竹下しづの女 坂本宮尾/著 藤原書店

18 911.4 川柳入門 佐藤美文/著 新葉館出版

19 911.5 いのちの花、希望のうた 岩崎健一/画 岩崎航/詩 ナナロク社

20 911.5 行為の意味 宮澤章二/著 ごま書房新社

21 911.5 立原道造 岡村民夫/著 水声社

22 911.5 つい昨日のこと 高橋睦郎/著 思潮社

23 911.6 昭和歌謡出る単1008語 田中稲/著 誠文堂新光社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 912.6 戯曲小鳥女房 千木良悠子/著 ポット出版プラス

25 912.6 夜と言葉と世界の果てへの旅 小池博史/著 水声社

26 912.7 木皿泉  河出書房新社

27 913.3 影と花 川端善明/著 笠間書院

28 913.3 つる花の結び 上・下巻 [紫式部/著] 荻原規子/訳 理論社

29 914.6 綾蝶(あやはびら)の記 石牟礼道子/著 平凡社

30 914.6 大江健三郎 柄谷行人全対話 大江健三郎/著 柄谷行人/著 講談社

31 914.6 孤独の発明 三浦雅士/著 講談社

32 914.6 こないだ 山田稔/著 編集工房ノア

33 914.6 失敗という人生はない 曽野綾子/著 海竜社

34 914.6 しない。 群ようこ/著 集英社

35 914.6 人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 五木寛之/著 PHP研究所

36 914.6 須賀敦子エッセンス 2 須賀敦子/著 湯川豊/編 河出書房新社

37 914.6 どんなことが起こってもこれだけは本当だ、ということ。 加藤典洋/著 岩波書店

38 914.6 人間にとって病いとは何か  （幻冬舎新書） 曽野綾子/著 幻冬舎

39 914.6 MORI Magazine 2 森博嗣/編集長 大和書房

40 914.6 歴史と人生  （幻冬舎新書） 半藤一利/著 幻冬舎

41 915.6 奇跡の四国遍路  （中公新書ラクレ） 黛まどか/著 中央公論新社

42 915.6 線量計と奥の細道 ドリアン助川/著 幻戯書房

43 915.6 日本名城紀行 3 井上ひさし/著 武田八洲満/著 小学館

44 915.6 日本名城紀行 4 長部日出雄/著 五味康祐/著 小学館

45 915.6 森籠もりの日々 森博嗣/著 講談社

46 916 亜由未が教えてくれたこと 坂川裕野/著 NHK出版

47 916 インパール作戦悲劇の構図 久山忍/著 潮書房光人新社

48 916 作家がガンになって試みたこと 高橋三千綱/著 岩波書店

49 916 総務部長はトランスジェンダー 岡部鈴/著 文藝春秋

50 916 なんでもない日はとくべつな日 大谷邦郎/編著 青山竜馬/編著 はる書房

51 918.6 柳美里自選作品集 第2巻 柳美里/著 ベストセラーズ

52 920.2 作家たちの愚かしくも愛すべき中国 高行健/著 余華/著 中央公論新社

53 921.7 曾貴海詩選 曾貴海/著 横路啓子/訳 未知谷

54 921.7 利玉芳詩選 利玉芳/著 池上貞子/訳 未知谷

55 923.7 ゲーテ激情の書 鍾肇政/著 永井江理子/訳 未知谷

56 923.7 冬将軍が来た夏 甘耀明/著 白水紀子/訳 白水社

57 923.7 藍彩霞の春 李喬/著 明田川聡士/訳 未知谷

58 929.1 春の宵 クォンヨソン/著 橋本智保/訳 書肆侃侃房

59 930.2 イーディス・ウォートンを読む 大社淑子/著 水声社

60 930.2 現代クトゥルフ神話の基礎知識 ライブ/編著 カンゼン

61 930.2 数字が明かす小説の秘密 ベン・ブラット/著 坪野圭介/訳 DU BOOKS

62 932.5 <創造>の秘密 野上勝彦/著 彩流社

63 932.5 ハムレットと海賊 小野俊太郎/著 松柏社

64 932.7 犯罪コーポレーションの冒険 エラリー・クイーン/著 飯城勇三/編
訳

論創社

65 933.7 ハオスフラウ ジル・アレグザンダー・エスバウム/
著 芹澤恵/訳

早川書房

66 933.7 レジェンダリー ステファニー・ガーバー/著 西本か
おる/訳

キノブックス

67 933.7 戦時の音楽 レベッカ・マカーイ/著 藤井光/訳 新潮社

68 933.7 七人のイヴ 1 ニール・スティーヴンスン/著 日暮
雅通/訳

早川書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 933.7 十三の物語 スティーヴン・ミルハウザー/著 柴
田元幸/訳

白水社

70 933.7 あなたを愛してから デニス・ルヘイン/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

71 943.7 黒の扉は秘密の印 ケルスティン・ギア/著 遠山明子/訳 東京創元社

72 934.7 女になる方法 キャトリン・モラン/著 北村紗衣/訳 青土社

73 949.6 蜜蜂 マヤ・ルンデ/著 池田真紀子/訳 NHK出版

74 950.2 プルーストの美 真屋和子/著 法政大学出版局

75 953.7 黒い魔術 ポール・モラン/著 吉澤英樹/訳・解
説

未知谷

76 963 狂人の船 クリスティーナ・ペリ=ロッシ/著 南
映子/訳

松籟社

77 991.7 方言でたのしむイソップ物語 イソップ/著 安野光雅/絵・文 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 雲を離れた月 相川英輔/著 書肆侃侃房

2 F ブルーハワイ 青山七恵/著 河出書房新社

3 F 大友の聖将(ヘラクレス) 赤神諒/著 角川春樹事務所

4 F 天子蒙塵 第3巻 浅田次郎/著 講談社

5 F 火花散る あさのあつこ/著 PHP研究所

6 F 地に滾る あさのあつこ/著 祥伝社

7 F TIMELESS 朝吹真理子/著 新潮社

8 F 火のないところに煙は 芦沢央/著 新潮社

9 F おかあちゃんがほしい 梓加依/著 素人社

10 F 夏空のプレアデス 雨露山鳥/著 東京大学謎解き制作集
団「AnotherVision」/監修

小学館

11 F 罪びとの手 天祢涼/著 KADOKAWA

12 F 不在 彩瀬まる/著 KADOKAWA

13 F 解死人次郎左 新井政美/著 河出書房新社

14 F 星夜航行 上・下巻 飯嶋和一/著 新潮社

15 F 本性 伊岡瞬/著 KADOKAWA

16 F 巨悪 伊兼源太郎/著 講談社

17 F スタンドアップ! 五十嵐貴久/著 PHP研究所

18 F 大和の冒険 石井とし子/絵と文 笠間書院

19 F 星空の16進数 逸木裕/著 KADOKAWA

20 F ライトマイファイア 伊東潤/著 毎日新聞出版

21 F 合邦の密室 稲羽白菟/著 原書房

22 F 坂東武者 乾浩/著 郁朋社

23 F ゲーム・メーカー 池上司/著 KADOKAWA

24 F 骨を弔う 宇佐美まこと/著 小学館

25 F この春、とうに死んでるあなたを探して 榎田ユウリ/著 筑摩書房

26 F 消滅世界 下 大石英司/著 中央公論新社

27 F 回転草 大前粟生/著 書肆侃侃房

28 F ミステリなふたり あなたにお茶と音楽を 太田忠司/著 東京創元社

29 F 未来製作所 太田忠司/著 北野勇作/著 幻冬舎

30 F お下げ髪の詩人 小沼丹/著 幻戯書房

31 F 春風コンビお手柄帳 小沼丹/著 幻戯書房

32 F ポストカプセル 折原一/著 光文社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 F 空港時光 温又柔/著 河出書房新社

34 F 赤い風 梶よう子/著 文藝春秋

35 F 消えていく日に 加藤千恵/著 徳間書店

36 F 完全犯罪の死角 香納諒一/著 光文社

37 F 天地に燦たり 川越宗一/著 文藝春秋

38 F 火影に咲く 木内昇/著 集英社

39 F 「はじめまして」を3000回 喜多喜久/著 幻冬舎

40 F 清らかな、世界の果てで 北里紗月/著 講談社

41 F 虚構の太陽 北野慶/著 KADOKAWA

42 F 絵金、闇を塗る 木下昌輝/著 集英社

43 F LABS 機本伸司/著 祥伝社

44 F 鵜頭川村事件 櫛木理宇/著 文藝春秋

45 F うなぎばか 倉田タカシ/著 早川書房

46 F 泥濘 黒川博行/著 文藝春秋

47 F 島のエアライン 上・下巻 黒木亮/著 毎日新聞出版

48 F 別れ際にじゃあのなんて、悲しいこと言うなや 黒瀬陽/著 早川書房

49 F 幸せな結婚 小島慶子/著 新潮社

50 F 罪なき子 小杉健治/著 双葉社

51 F パラレルワールド 小林泰三/著 角川春樹事務所

52 F 無限の玄/風下の朱 古谷田奈月/著 筑摩書房

53 F 家の中で迷子 坂口恭平/著 新潮社

54 F 文字の消息 澤西祐典/著 書肆侃侃房

55 F ISOROKU 柴田哲孝/著 祥伝社

56 F 官邸襲撃 高嶋哲夫/著 PHP研究所

57 F 音叉 高見澤俊彦/著 文藝春秋

58 F ハルクフォードという小さな島 竹中豊晴/著 ルネッサンス・アイ

59 F 鏡のなかのアジア 谷崎由依/著 集英社

60 F ミダスの河 柄刀一/著 祥伝社

61 F 辻章著作集 第4巻 辻章/著 『辻章著作集』刊行会/編 作品社

62 F 神に守られた島 中脇初枝/著 講談社

63 F 師弟の祈り 仁木英之/著 新潮社

64 F 十津川警部海の見える駅 西村京太郎/著 小学館

65 F 能登花嫁列車殺人事件 西村京太郎/著 光文社

66 F 風に恋う 額賀澪/著 文藝春秋

67 F 雨降る森の犬 馳星周/著 集英社

68 F 水槽の中 畑野智美/著 KADOKAWA

69 F うかれ女島 花房観音/著 新潮社

70 F 恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。 林伸次/著 幻冬舎

71 F 堕天使たちの夜会 福田和代/著 朝日新聞出版

72 F 彼女の恐喝 藤田宜永/著 実業之日本社

73 F 失楽園のイヴ 藤本ひとみ/著 講談社

74 F 跡を消す 前川ほまれ/著 ポプラ社

75 F もう「はい」としか言えない 松尾スズキ/著 文藝春秋

76 F 宝島 真藤順丈/著 講談社

77 F 絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本有生/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 F 碆霊(はえだま)の如き祀るもの 三津田信三/著 原書房

79 F わたしだけのアイリス 源孝志/著 河出書房新社

80 F 死にたい、ですか 村上しいこ/著 小学館

81 F 燃える波 村山由佳/著 中央公論新社

82 F 切手の贈り物 目代雄一/著 書肆侃侃房

83 F 森の美術館 目代雄一/著 書肆侃侃房

84 F 火刑列島 森晶麿/著 光文社

85 F さしすせその女たち 椰月美智子/著 KADOKAWA

86 F はるか 宿野かほる/著 新潮社

87 F リイシリ 悠木龍一/著 BookWay

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B156 葉隠 中 菅野覚明/訳・注・校訂 栗原剛/訳・
注・校訂

講談社

2 B180.4 いきなりはじめる仏教入門 内田樹/著 釈徹宗/著 角川学芸出版

3 B188.7 はじめたばかりの浄土真宗 内田樹/著 釈徹宗/著 角川学芸出版

4 B910.2 須賀敦子の旅路 大竹昭子/著 文藝春秋

5 B910.2 太宰よ!45人の追悼文集 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

6 B914.6 開高健ベスト・エッセイ 開高健/著 小玉武/編 筑摩書房

7 B914.6 勝負師 坂口安吾/著 中央公論新社

8 B914.6 すべて忘れて生きていく 北大路公子/著 PHP研究所

9 B915.6 フーテンのマハ 原田マハ/著 集英社

10 B918.6 文豪と酒 長山靖生/編 中央公論新社

11 B923.7 傾城の恋/封鎖 張愛玲/著 藤井省三/訳 光文社

12 B933.7 インターンズ・ハンドブック シェイン・クーン/著 高里ひろ/訳 扶桑社

13 B933.7 欧州開戦 3 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

14 B933.7 欧州開戦 4 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

15 B933.7 死後開封のこと 上・下巻 リアーン・モリアーティ/著 和爾桃
子/訳

東京創元社

16 B933.7 戦慄の魔薬<タイフーン>を掃滅せよ! 上・下巻 クライブ・カッスラー/著 ボイド・
モリソン/著

扶桑社

17 B933.7 空の幻像 アン・クリーヴス/著 玉木亨/訳 東京創元社

18 B933.7 日曜の午後はミステリ作家とお茶を ロバート・ロプレスティ/著 高山真
由美/訳

東京創元社

19 B933.7 八月の光 フォークナー/著 黒原敏行/訳 光文社

20 B933.7 ビューティフル・デイ ジョナサン・エイムズ/著 唐木田み
ゆき/訳

早川書房

21 B933.7 冬の炎 グレン・エリック・ハミルトン/著
山中朝晶/訳

早川書房

22 B933.7 プリティ・ガールズ 上・下巻 カリン・スローター/著 堤朝子/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

23 B933.7 米中開戦 4 トム・クランシー/著 マーク・グ
リーニー/著

新潮社

24 B933.7 要秘匿 カレン・クリーヴランド/著 国弘喜
美代/訳

早川書房

25 B933.7 わたしを探して J.S.モンロー/著 棚橋志行/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

26 B943.7 偽の囚われ息子 クラーク・ダールトン/著 ウィリア
ム・フォルツ/著

早川書房

27 B943.7 弁護士アイゼンベルク アンドレアス・フェーア/著 酒寄進
一/訳

東京創元社

28 B949.7 誹謗 カーアン・ヴァズ・ブルーン/著 ベ
ニ・ブトカ/著

早川書房

29 B963 燃える平原 フアン・ルルフォ/作 杉山晃/訳 岩波書店

30 BF 菜の花食堂のささやかな事件簿 3 碧野圭/著 大和書房

31 BF カカノムモノ 1 浅葉なつ/著 新潮社

B 文庫本 

- 25 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

32 BF 粘膜探偵 飴村行/著 KADOKAWA

33 BF 彷徨捜査 安東能明/著 祥伝社

34 BF 戦国無常首獲り 伊東潤/著 講談社

35 BF 浪人奉行 1ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

36 BF 浪人奉行 2ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

37 BF 浪人奉行 3ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

38 BF 機巧のイヴ 2 乾緑郎/著 新潮社

39 BF 混乱 上田秀人/著 徳間書店

40 BF 日雇い浪人生活録 5 上田秀人/著 角川春樹事務所

41 BF 無節の欅 千野隆司/著 双葉社

42 BF 隠岐伝説殺人事件 上・下巻 内田康夫/著 光文社

43 BF 坊っちゃん殺人事件 内田康夫/著 中央公論新社

44 BF イメコン 遠藤彩見/著 東京創元社

45 BF 起爆都市 柏木伸介/著 宝島社

46 BF 半分、青い。 上 北川悦吏子/著 [前川奈緒/ノベライ
ズ]

文藝春秋

47 BF ただいま家事見習い中 鯨統一郎/著 中央公論新社

48 BF ゆら心霊相談所 3 九条菜月/著 中央公論新社

49 BF ゆら心霊相談所 4 九条菜月/著 中央公論新社

50 BF 遠山金四郎が咆える 小杉健治/著 幻冬舎

51 BF 永訣の波濤 五代ゆう/著 天狼プロダクション/監
修

早川書房

52 BF 敦盛おくり 佐伯泰英/著 新潮社

53 BF 鬼役 24 坂岡真/著 光文社

54 BF 風蜘蛛の棘 佐々木禎子/著 京極夏彦/Founder KADOKAWA

55 BF スカイハイ 沢村鐵/著 中央公論新社

56 BF コンスタンティノープルの陥落 塩野七生/著 新潮社

57 BF 邂逅の紅蓮 芝村凉也/著 講談社

58 BF 縊鬼の囀 愁堂れな/著 京極夏彦/Founder KADOKAWA

59 BF 隠し湯の効 鈴木英治/著 双葉社

60 BF 身過ぎの錐 鈴木英治/著 双葉社

61 BF チョコレート・コンフュージョン 星奏なつめ/著 KADOKAWA

62 BF 楽園の涙 高嶋哲夫/著 集英社

63 BF リアルフェイス 知念実希人/著 実業之日本社

64 BF まぼろしの維新 津本陽/著 集英社

65 BF 眠り姫のロード 土橋章宏/著 中央公論新社

66 BF 時限捜査 堂場瞬一/著 集英社

67 BF 奇剣稲妻落し 鳥羽亮/著 PHP研究所

68 BF 新火盗改鬼与力 鳥羽亮/著 KADOKAWA

69 BF 脱藩 鳥羽亮/著 幻冬舎

70 BF 幽霊舟 鳥羽亮/著 光文社

71 BF 修羅の契り 辻堂魁/著 祥伝社

72 BF すずらん通りベルサイユ書房リターンズ! 七尾与史/著 光文社

73 BF 日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集 7  双葉社

74 BF 赤い猫 仁木悦子/著 日下三蔵/編 筑摩書房

75 BF 寝台急行「天の川」殺人事件 西村京太郎/著 文藝春秋

76 BF 探偵AIのリアル・ディープラーニング 早坂吝/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 BF 野望の埋火 下 早見俊/著 二見書房

78 BF 星ケ丘高校料理部 偏差値68の目玉焼き 樋口直哉/著 講談社

79 BF 青嵐 藤原緋沙子/著 講談社

80 BF 紅椿 藤原緋沙子/著 広済堂出版

81 BF 京都寺町三条のホームズ 1 望月麻衣/著 双葉社

82 BF 京都寺町三条のホームズ 2 望月麻衣/著 双葉社

83 BF ハイエナ 吉川英梨/著 幻冬舎

84 BF お悦さん 和田はつ子/著 幻冬舎

85 BF 毒花伝 和田はつ子/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G751.5
Secret Beauty of Ancient Glass from the Via Annia and Northern
Italy

Fuyuki Kaida/著 [三恵社]

2 GF KOKORO 夏目漱石/著 近藤いね子/訳 国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R291.0 英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典 森口稔/編著 William S.Pfeiffer/英
文校閲

三省堂

2 R317.3 公務員白書 平成30年版 人事院/編 日経印刷

3 R317.7 注解消防関係法規集 2018年版  近代消防社

4 R318.2 都市データパック 2018年版  東洋経済新報社

5 R335.3 中小企業白書 2018年版 中小企業庁/編 日経印刷

6 R365.4 家計調査年報 平成29年 総務省統計局/編集 日本統計協会

7 R366.0 労働統計要覧 平成29年度 厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策担当)/編

蔦友印刷

8 R366.4 賃金事情等総合調査 平成29年 中央労働委員会事務局/編集 労委協会

9 R488.7 フクロウ大図鑑 Marianne Taylor/著 山崎剛史/監訳 緑書房

10 R502.1 科学技術白書 平成30年版 文部科学省科学技術・学術政策局企
画評価課/編集

勝美印刷

11 R519.0 環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 平成30年版 環境省大臣官房環境計画課/編集 日経印刷

12 R652.1 森林・林業白書 平成30年版 林野庁/編 全国林業改良普及協会

13 R692.1 情報通信白書 平成30年版 総務省/編 日経印刷

14 R750.2 日本伝統文化の英語表現事典 亀田尚己/著 三宮優子/著 丸善出版

15 R823 シン式中国語学習シソーラス 関西大学中国語教材研究会/編 東方書店(発売)

16 R910.5 文藝年鑑 2018 日本文藝家協会/編 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016.2 図書館の概要 平成29年度 富山市立図書館/編 富山市立図書館

2 T069 富山県[立山博物館]年報 第27号 2018年 富山県[立山博物館]/編 富山県[立山博物館]

3 T180 北陸の学僧、碩学の近代 高畑崇導/著 北國新聞社出版局

4 T314 富山県議会定例会会議録 平成30年2月 富山県議会/編 富山県議会

5 T318.3 富山市の重点事業 平成31年度 富山市/編 富山市

6 T377.3 English. All day. Everyday. 富山市立富山外国語専門学校/編
富山市立富山外国語専
門学校

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 

- 27 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

7 T380.5 水橋橋まつり150年祭記念誌 水橋橋まつり150年祭実行委員会/制
作

水橋橋まつり協議会

8 T599 富山市子育て支援ガイドブック 平成30年度版 富山市こども家庭部こども支援課/編
富山市子育て支援センター/編

富山市こども家庭部こ
ども支援課

9 T686 城端線120年記念事業連続講座・シンポジウム報告書  
城端線120年記念事業実
行委員会

10 T708 アレナ・マチェイカ 渋谷良治/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

11 T748 万華鏡 299号  ふるさと開発研究所

12 T936 長い道・同級会 柏原兵三/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あつまれ!せんろをはしるなかまたち 元浦年康/作 教育画劇

2 C おてがみをはこぶゆうびんしゃ 元浦年康/作 教育画劇

3 C カワセミのあおとあか キムファン/脚本 おおたぐろまり/絵 童心社

4 C なにかななにかなこれはなにかな? 元浦年康/作 教育画劇

5 C ピーポーピーポー!さあいそげ! 元浦年康/作 教育画劇

6 C ブルブルブルン!そらとぶヘリコプター 元浦年康/作 教育画劇

7 C ぼくら、ちからをあわせてはたらくなかま 元浦年康/作 教育画劇

8 C まちではしる、とおくへはしるぼくだ〜れだ? 元浦年康/作 教育画劇

9 C みんなのごみは、ぼくにまかせて! 元浦年康/作 教育画劇

10 C みんなのぽけっと 津田櫓冬/脚本・絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アザハタ王と海底城 高久至/しゃしん かんちくたかこ/ぶ
ん

アリス館

2 E あのこヘンナコ ワダアスカ/さく・え 文芸社

3 E いたずらひつじとおおかみのけがわ ふじおけんた/作 偕成社

4 E いっしょにするよ 風木一人/さく たかしまてつを/え KADOKAWA

5 E うさぎさんつきからとびだす ジーン・キム/さく いけもとなおみ/
やく

潮出版社

6 E うみまだかな うちむらたかし/作 クレヨンハウス

7 E うみまでいけるかな? 新井洋行/作 小林ゆき子/絵 ひさかたチャイルド

8 E エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ/作 まつむ
らゆりこ/訳

廣済堂あかつき

9 E 王さまとよごれた足 サリー・ポム・クレイトン/文 ライ
アノン・サンダーソン/絵

光村教育図書

10 E おおかみとしちひきのこやぎ グリム/[原作] グリム/[原作] フレーベル館

11 E おかしになりたいピーマン 岩神愛/作・絵 岩崎書店

12 E おたすけじぞう はるくはるる/ぶん 田中六大/え 文芸社

13 E おまつり あずみ虫/著 白泉社

14 E かいていとっきゅうしんかいせん 平田昌広/ぶん 平田景/え 交通新聞社

15 E かいとうあっというま 塚本ユージ/著 フジテレビKIDS

16 E カムチャッカ号へんてここうかい記 中垣ゆたか/作・絵 風濤社

17 E カメレオンカメラ おくはらゆきえ/著 フジテレビKIDS

18 E からっぽマヨネーズ ねじめ正一/作 つちだのぶこ/絵 鈴木出版

19 E かわいいおかし かけひさとこ/さく・え 教育画劇

20 E 漢字はうたう 杉本深由起/詩 吉田尚令/絵 あかね書房

21 E キース・ヘリング ケイ・A.ヘリング/文 ロバート・
ニューベッカー/絵

評論社

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 E きりんきりん 武鹿悦子/詩 高畠純/絵 リーブル

23 E くるっ 森あさ子/作 ポプラ社

24 E このいえもむかしは ジュリー・フォリアーノ/文 レイ
ン・スミス/絵

BL出版

25 E この計画はひみつです ジョナ・ウィンター/文 ジャネッ
ト・ウィンター/絵

鈴木出版

26 E ごろりんたまねぎ いわさゆうこ/さく 童心社

27 E ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン/さく レ
ナード・ワイスガード/え

好学社

28 E 実物大!世界のどうぶつ絵本 ソフィー・ヘン/作 藤田千枝/訳 あすなろ書房

29 E 出発 小泉るみ子/作・絵 新日本出版社

30 E シルクロードのあかい空 イザベル・シムレール/文・絵 石津
ちひろ/訳

岩波書店

31 E シロクマのしゅくだい ティラ・ヒーダー/作 石津ちひろ/訳 絵本塾出版

32 E ずっとずっとかぞく ジョエル・サートレイ/写真 アー
サー・ビナード/文

ハーパーコリンズ・
ジャパン

33 E 巣箱のなかで 鈴木まもる/作・絵 あかね書房

34 E せかいいちのいちご 林木林/作 庄野ナホコ/絵 小さい書房

35 E ソフトクリームのソフトさん 苅田澄子/作 大島妙子/絵 小学館

36 E だんしゃく王とメークイン女王 苅田澄子/文 北村裕花/絵 講談社

37 E ちいさなエリオット おおきなまちで マイク・クラトウ/作 福本友美子/訳 マイクロマガジン社

38 E 小さなピスケのはじめてのおてつだい 二木真希子/著 復刊ドットコム

39 E 月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ/ぶん ルー
シー・ナイズリー/え

評論社

40 E でんでらの 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

41 E としょかんやさん 魚瀬ゆう子/ぶん 水上悦子/え 桂書房

42 E どっせい!ねこまたずもう 石黒亜矢子/作・絵 ポプラ社

43 E なーんにみえる?わくわくパン コローロ/せいさく 赤ちゃんとママ社

44 E ナナコのキッチンガーデン はせがわかこ/作・絵 講談社

45 E ニャンコどこいった? よこただいすけ/さく・え 少年写真新聞社

46 E ねことねずみ いもとようこ/文・絵 金の星社

47 E ノホホンむらのねこたち さとうあや/さく 理論社

48 E はくちょうのみずうみ 立原えりか/文 いわさきちひろ/絵 講談社

49 E はつめいだいすき ピップ・ジョーンズ/ぶん サラ・オ
ギルヴィー/え

BL出版

50 E はなびのひ たしろちさと/作・絵 佼成出版社

51 E ピーマンのにくづめだったもののはなし 若井麻奈美/作 アリス館

52 E ピエールくんは黒がすき! ミシェル・パストゥロー/文 ローラ
ンス・ル・ショー/絵

白水社

53 E ふくろうのオカリナ 蜂飼耳/文 竹上妙/絵 理論社

54 E ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス・カー/作・絵 こだまと
もこ/訳

徳間書店

55 E ほんのにわ みやざきひろかず/作 偕成社

56 E ぼんやきゅう 指田和/文 長谷川義史/絵 ポプラ社

57 E まいごのたまご アレックス・ラティマー/作 聞かせ
屋。けいたろう/訳

KADOKAWA

58 E まほうつかい いしかわこうじ/作・絵 偕成社

59 E マングローブの木の下で 横塚眞己人/写真と文 小学館

60 E みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ/さく 伊藤亜紗/そ
うだん

アリス館

61 E ミカちゃんのひだりて 中川洋典/作・絵 ひかりのくに

62 E みずまき 木葉井悦子/作・絵 講談社

63 E ミミとピギーのベネチアりょこう たしろちさと/作 BL出版

64 E ムラサキダコ 中村宏治/写真・文 奥谷喬司/監修 フレーベル館

65 E モンゴル大草原800年 イチンノロブ・ガンバートル/文
バーサンスレン・ボロルマー/絵

福音館書店

66 E れいぞうこからとーって! 竹与井かこ/著 アリス館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 E 私はどこで生きていけばいいの? ローズマリー・マカーニー/文 西田
佳子/訳

西村書店

68 E わにのだんす 今井雅子/ぶん 島袋千栄/え エンブックス

69 E わらいじぞう 帚木蓬生/作 小泉るみ子/絵 女子パウロ会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 人工知能と友だちになれる? 新井紀子/監修 誠文堂新光社

2 K104 知の古典は誘惑する  （岩波ジュニア新書） 小島毅/編著 岩波書店

3 K147 3分後にゾッとする話 並木伸一郎/著 マニアニ/絵 理論社

4 K159 こども自助論 齋藤孝/監修 日本図書センター

5 K210 わくわく!探検れきはく日本の歴史 2 国立歴史民俗博物館/編 吉川弘文館

6 K280 世界にひかりをともした13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン/作 アレグ
ザンドラ・ボイガー/絵

潮出版社

7 K280 非暴力の人物伝 1  大月書店

8 K285 夢をあきらめなかった13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン/作 アレグ
ザンドラ・ボイガー/絵

潮出版社

9 K331 市場って何だろう  （ちくまプリマー新書） 松井彰彦/著 筑摩書房

10 K361 ゲンバクとよばれた少年 中村由一/著 渡辺考/聞き書き 講談社

11 K366 お仕事ナビ 16 お仕事ナビ編集室/編 理論社

12 K366 ポプラディアプラス仕事・職業 1  ポプラ社

13 K366 ポプラディアプラス仕事・職業 2  ポプラ社

14 K366 ポプラディアプラス仕事・職業 3  ポプラ社

15 K367 あっ!そうなんだ!性と生 浅井春夫/編著 安達倭雅子/編著 エイデル研究所

16 K367 持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは 第1巻  新日本出版社

17 K367 性の多様性ってなんだろう? 渡辺大輔/著 平凡社

18 K367 男女平等はどこまで進んだか  （岩波ジュニア新書） 山下泰子/監修 矢澤澄子/監修 岩波書店

19 K377 先生は教えてくれない就活のトリセツ  （ちくまプリマー新書） 田中研之輔/著 筑摩書房

20 K384 売り声図鑑 1 宮田章司/文 瀬知エリカ/絵 絵本塾出版

21 K386 12ケ月の親子で楽しむ和の行事 広田千悦子/監修 日東書院本社

22 K404 うちゅうとかがくのはっけん!ハンディ図鑑 田中千尋/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

23 K407 親子でできるおいしい料理実験 ジョディ・ウィーラー・トッペン/著
キャロル・テナント/著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

24 K407 実験・観察大図鑑 ロバート・ウィンストン/著 西川由
紀子/訳

新星出版社

25 K407 実験でわかる科学のなぜ? コリン・スチュアート/著 ガリレオ
工房/監修

誠文堂新光社

26 K407 でんじろう先生のわくわく科学実験 米村でんじろう/監修 日東書院本社

27 K407 「びっくり!」から「なぜ?」を学ぶ小学生の理科実験 北原淳/著 池田書店

28 K407 身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

29 K410 数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇 （岩波ジュニア新書） ダニカ・マッケラー/著 菅野仁子/訳 岩波書店

30 K410 数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇 （岩波ジュニア新書） ダニカ・マッケラー/著 菅野仁子/訳 岩波書店

31 K425 理科をたのしく!光と音の実験工作 2  汐文社

32 K443 夏の星座を見つけよう 赤木かん子/作 新樹社

33 K443 冬の星座を見つけよう 赤木かん子/作 新樹社

34 K445 太陽系の惑星 赤木かん子/作 永田修/デザイン 新樹社

35 K445 惑星ってなあに? 赤木かん子/作 新樹社

36 K451 異常気象 武田康男/監修 学研プラス

37 K454 オレはどうくつ探検家 吉田勝次/著 ポプラ社

38 K457 スーパービジュアル恐竜と大昔の生きもの [ジョン・ウッドワード/著] 小林快
次/日本語版監修

講談社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 K457 やりすぎ恐竜図鑑 小林快次/監修 川崎悟司/イラスト 宝島社

40 K459 鉱物キャラクター図鑑 松原聰/監修 いとうみつる/イラスト 日本図書センター

41 K468 えげつないいきもの図鑑 大谷智通/著 ひらのあすみ/イラスト ナツメ社

42 K479 コスモス 赤木かん子/作 藤井英美/写真 新樹社

43 K479 トマト 赤木かん子/作 藤井英美/写真 新樹社

44 K480 のぞいてみよう!いきもののスゴイひみつ まつしまこういちろう/著 いまいず
みただあき/監修

JTBパブリッシング

45 K480 フムフム、がってん!いきものビックリ仰天クイズ 篠原かをり/クイズ作成・解説 田中
チズコ/イラストレーション

文藝春秋

46 K481 小林先生に学ぶ動物行動学 小林朋道/著 少年写真新聞社

47 K481 さがせ!かくれる生き物  学研プラス

48 K486 ミツバチのはなし ヴォイチェフ・グライコフスキ/文
ピョトル・ソハ/絵

徳間書店

49 K486 虫・むし・オンステージ! 森上信夫/写真・文 フレーベル館

50 K489 クルミの森のニホンリス ゆうきえつこ/文 福田幸広/写真 小学館

51 K489 兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 祓川学/作 伏木ありさ/絵 ハート出版

52 K493 感染症キャラクター図鑑 岡田晴恵/監修 いとうみつる/イラス
ト

日本図書センター

53 K498 視能訓練士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

54 K504 ためしてわかる身のまわりのテクノロジー ニック・アーノルド/著 ガリレオ工
房/監修

誠文堂新光社

55 K536 のりもの  学研プラス

56 K536 のりもの2000プラス 小賀野実/監修・写真 ポプラ社

57 K594 はじめての手づくりどれもかんたんおしゃれなこものとアクセサリー いしかわまりこ/作品制作 小学館

58 K596 ひとりでできる子どもキッチン 上田淳子/著 講談社

59 K646 カブトムシ&クワガタムシ飼い方のポイント 小林俊樹/監修 メイツ出版

60 K653 ブナの森を探検しよう! 瀬川強/著 PHP研究所

61 K702 ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか マイケル・バード/著 ケイト・エ
ヴァンズ/絵

エクスナレッジ

62 K720 小学生のための「世界の名画」がわかる本 レブン/著 メイツ出版

63 K754 滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田拓夫/著 いかだ社

64 K754 ダンボールで作る楽しい自販機&ガチャ 大野萌菜美/監修 ブティック社

65 K761 ジュニア楽典 山下薫子/著 音楽之友社

66 K762 音楽のあゆみと音の不思議 1 小村公次/著 大月書店

67 K783 女の子だって、野球はできる! 長谷川晶一/著 ポプラ社

68 K784 小平奈緒 甲斐毅彦/編 汐文社

69 K785 3日で25メートル泳げちゃう本 加藤義範/著 ハナツカシオリ/絵 青月社

70 K813 学研新レインボー写真でわかるはじめてことわざ・四字熟語辞典  学研プラス

71 K911 こどもあそびうた 谷川俊太郎/詩 山田馨/編 童話屋

72 K913 それでも人のつもりかな 有島希音/作 流亜/絵 岩崎書店

73 K913 鳥達のバラード 泉啓子/著 西川真以子/画 講談社

74 K913 地図を広げて 岩瀬成子/著 偕成社

75 K913 わたしといろんなねこ おくはらゆめ/作絵 あかね書房

76 K913 わたしのチョコレートフレンズ 嘉成晴香/作 トミイマサコ/絵 朝日学生新聞社

77 K913 プティ・パティシエール ガラスの心(ハート)のクレーム・ブリュレ 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

78 K913 ガラスの梨 越水利江子/作 牧野千穂/絵 ポプラ社

79 K913 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい/著 偕成社

80 K913 こうえんのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

81 K913 サブキャラたちの日本昔話 斉藤洋/作 広瀬弦/絵 偕成社

82 K913 シンデレラのねずみ 斉藤洋/作 森泉岳土/絵 偕成社

83 K913 えのないえほん 斉藤倫/作 植田真/絵 講談社
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84 K913 兄ちゃんは戦国武将! 佐々木ひとみ/作 浮雲宇一/画 くもん出版

85 K913 シロガラス 5 佐藤多佳子/著 偕成社

86 K913 馬のゴン太の大冒険 島崎保久/著 Lara/画 小学館

87 K913 まごころ 十一谷朋代/著 長野順子/絵 未知谷

88 K913 ヤイレスーホ 菅野雪虫/著 講談社

89 K913 ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー) 宗田理/作 ポプラ社

90 K913 ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋源一郎/著 朝日新聞出版

91 K913 5分後に恋の結末 橘つばさ/著 桃戸ハル/著 学研プラス

92 K913 ヨッちゃんのよわむし 那須正幹/作 石川えりこ/絵 ポプラ社

93 K913 こだぬきコロッケ ななもりさちこ/作 こばようこ/絵 こぐま社

94 K913 ぼくたちのP にしがきようこ/作 小学館

95 K913 セパ! 虹山つるみ/作 あきひこ/絵 ポプラ社

96 K913 百物語 1 日本児童文学者協会/編 文溪堂

97 K913 百物語 2 日本児童文学者協会/編 文溪堂

98 K913 昔話法廷 Season3 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班/編 坂
口理子/原作

金の星社

99 K913 本屋さんのルビねこ 野中柊/作 松本圭以子/絵 理論社

100 K913 かいけつゾロリのドラゴンたいじ 2 原ゆたか/さく・え ポプラ社

101 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 悪魔のささやき PHP研究所/編 PHP研究所

102 K913 ラストで君は「まさか!」と言う たったひとつの噓 PHP研究所/編 PHP研究所

103 K913 十年屋 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

104 K913 しゅくだいクロール 福田岩緒/作・絵 PHP研究所

105 K913 おなべの妖精一家 1 福田隆浩/作 サトウユカ/絵 講談社

106 K913 魔天使マテリアル 25 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/画 ポプラ社

107 K913 ナナフシさん 藤田千津/作 夏目尚吾/絵 文研出版

108 K913 メロンに付いていた手紙 本田有明/文 宮尾和孝/絵 河出書房新社

109 K913 ももとこもも 宮崎祥子/作 細井五月/絵 岩崎書店

110 K913 スマイル・ムーンの夜に 宮下恵茉/著 鈴木し乃/絵 ポプラ社

111 K913 こだわっていこう 村上しいこ/作 陣崎草子/絵 学研プラス

112 K913 七転びダッシュ! 1 村上しいこ/作 木乃ひのき/絵 講談社

113 K913 結び蝶物語 横山充男/作 カタヒラシュンシ/絵 あかね書房

114 K913 若おかみは小学生! スペシャル短編集0 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

115 K929 パンチャタントラ物語 マノーラマー・ジャファー/再話 鈴
木千歳/日本語訳

出帆新社

116 K933 フォックスクラフト 3 インバリ・イセーレス/著 井上里/訳 静山社

117 K933 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 1 クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

118 K933 泥 ルイス・サッカー/作 千葉茂樹/訳 小学館

119 K933 ガムじいさん、あんたサイアクだよ! アンディ・スタントン/作 デビッ
ド・タジィーマン/絵

小峰書店

120 K933 マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン/作 若林千鶴/訳 文研出版

121 K943 友だちは、白い犬! タニヤ・シュテーブナー/作 中村智
子/訳

学研プラス

122 K943 タイコたたきの夢 ライナー・チムニク/作・絵 矢川澄
子/訳

徳間書店

123 K933 子ガモのボタン ヘレン・ピータース/文 エリー・ス
ノードン/絵

さ・え・ら書房

124 K943 魔法のフラワーショップ 2 ジーナ・マイヤー/著 若松宣子/訳 PHP研究所

125 K933 けんこうだいいち マンロー・リーフ/さく わたなべし
げお/やく

復刊ドットコム

126 K949 たかが犬、なんて言わないで リブ・フローデ/作 木村由利子/訳 文研出版

127 K973 よくばり学園 ファブリツィオ・シレイ/著 佐藤ま
どか/訳

講談社

128 K973 少女探偵アガサ 6 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
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