
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 知の越境法  （光文社新書） 池上彰/著 光文社

2 002.7 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑/著 サンクチュアリ出版

3 007.1 音声言語の自動翻訳 中村哲/編著 Sakriani Sakti/[ほか]
共著

コロナ社

4 007.1 Pythonによる深層強化学習入門 牧野浩二/共著 西崎博光/共著 オーム社

5 007.3 IoTクライシス NHKスペシャル取材班/著 NHK出版

6 007.3 ITエンジニアの英語術最強の教科書 板垣政樹/著 KADOKAWA

7 007.3 ITエンジニアのための体感してわかるデザイン思考 三谷慶一郎/著 植田順/著 日経BP社

8 007.3 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!LINE超入門 井上香緒里/著 技術評論社

9 007.3 人生が変わる「オンラインサロン」超活用術 中里桃子/著 PHP研究所

10 007.3 the four GAFA スコット・ギャロウェイ/著 渡会圭
子/訳

東洋経済新報社

11 007.3 パワー・オブ・ネットワーク クリストファー・G.ブリントン/共著
ムン・チャン/共著

森北出版

12 007.3 ひとり情シス 清水博/著 東洋経済新報社

13 007.3 Microsoft再始動する最強企業 上阪徹/著 ダイヤモンド社

14 007.3 YAHOO!JAPAN市場との対話 浜辺真紀子/著 徳間書店

15 007.5 Googleサービス完全ガイドブック リンクアップ/著 技術評論社

16 007.6 Android SDKポケットリファレンス 重村浩二/著 技術評論社

17 007.6 いちばんやさしい新しいSEOの教本 安川洋/著 江沢真紀/著 インプレス

18 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!パソコン超入門 井上香緒里/著 技術評論社

19 007.6 今すぐ使えるかんたんはじめる&使えるMacBook入門 技術評論社編集部/著 マイカ/著 技術評論社

20 007.6 HTML5&CSS3しっかり入門教室 山崎響/著 翔泳社

21 007.6 HTML5&CSS3完全(コンプリート)大事典 中島真洋/著 技術評論社

22 007.6 Excel VBAの教科書 古川順平/著 SBクリエイティブ

23 007.6 これから学ぶJavaScript 齊藤新三/著 山田祥寛/監修 インプレス

24 007.6 CSSグリッドレイアウトデザインブック エビスコム/著 マイナビ出版

25 007.6 初心者のためのPython活用術 日経ソフトウエア/編 清水美樹/著 日経BP社

26 007.6 人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川結貴/著 花伝社

27 007.6 できる大人の手習い帖iPad知りたいこと100選 エディポック/著 できるシリーズ編
集部/著

インプレス

28 007.6 できる大人の手習い帖アンドロイドタブレット知りたいこと100選
エディポック/著 できるシリーズ編
集部/著

インプレス

29 007.6 ブロックチェーンの描く未来 森川夢佑斗/著 ベストセラーズ

30 007.6 Voice User Interface設計 馬勝淳史/著 幸田敏宏/著 日経BP社

31 007.6 本当は危ないAI・IoT・仮想通貨 日経xTECH/編集 日経BP社

32 007.6 見た目にこだわるJimdo入門 狩野さやか/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 019.9 旅する本の雑誌 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

34 019.9 冒頭を読む世界の名著101 熊木信太郎/編訳 論創社

35 020.4 蒐める人 南陀楼綾繁/著 皓星社

36 021.2 ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸真吾/編 福市航介/編 中央経済社

37 021.3 ベストセラーを書く技術 晴山陽一/著 自由国民社

38 024 夢の猫本屋ができるまで 井上理津子/著 ホーム社

39 024.1 もういちど、本屋へようこそ 田口幹人/編著 PHP研究所

40 024.3 海を渡った日本書籍 ピーター・コーニツキー/著 平凡社

41 031.7 ひらめき脳を鍛えるナゾトキ水平思考クイズ 古川洋平/著 幻冬舎

42 041 恋する人間 鈴木幸人/編著 北海道大学出版会

43 041 人間の解剖はサルの解剖のための鍵である 吉川浩満/著 河出書房新社

44 069.0 るるぶにっぽんの博物館  JTBパブリッシング

45 070.1 「共感報道」の時代 谷俊宏/著 花伝社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 思弁的実在論と現代について 千葉雅也/著 小泉義之/[ほか述] 青土社

2 104 落語-哲学 中村昇/著 亜紀書房

3 116.7 現象学入門 ステファン・コイファー/著 アント
ニー・チェメロ/著

勁草書房

4 121.6 西田幾多郎の実在論 池田善昭/著 明石書店

5 126 インド的思考 前田專學/著 春秋社

6 130.4 もう一度学びたい哲学 小川仁志/著 枻出版社

7 141.3 最強の暗記術 本山勝寛/著 大和書房

8 141.5 構想力の方法論 紺野登/著 野中郁次郎/著 日経BP社

9 141.5 すごいイノベーター70人のアイデア ポール・スローン/著 中川泉/訳 TAC株式会社出版事業部

10 141.5 パズルを解くだけでOKいつも“いいアイデア”が浮かぶ人になれる本 北村良子/著 大和出版

11 141.5 VRは脳をどう変えるか? ジェレミー・ベイレンソン/著 倉田
幸信/訳

文藝春秋

12 145.7 あなたを困らせるナルシシストとのつき合い方 ウェンディ・ビヘイリー/著 伊藤絵
美/監訳

誠信書房

13 146.8 消したくても消せない嫉妬・劣等感を一瞬で消す方法 大嶋信頼/著 すばる舎

14 146.8 自己肯定感がドーンと下がったとき読む本 古宮昇/著 すばる舎

15 146.8 「繊細さん」の本 武田友紀/著 飛鳥新社

16 146.8 大切な人を亡くしたあなたに ジュリア・サミュエル/著 満園真木/
訳

辰巳出版

17 146.8 対話のことば 井庭崇/著 長井雅史/著 丸善出版

18 146.8 よくわかる!短期療法ガイドブック 若島孔文/著 長谷川啓三/著 金剛出版

19 147 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル/著 片山美佳
子/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

20 148.6 いちばんやさしい四柱推命入門 神野さち/著 ナツメ社

21 150 大人の道徳 古川雄嗣/著 東洋経済新報社

22 150.2 不道徳お母さん講座 堀越英美/著 河出書房新社

23 151.3 良心学入門 同志社大学良心学研究センター/編 岩波書店

24 159 3秒決断思考 金川顕教/著 集英社

25 159 人生、このままでいいの? 河田真誠/著 CCCメディアハウス

26 159 超解釈サルトルの教え 堤久美子/著 光文社

27 159 ぼくたちは習慣で、できている。 佐々木典士/著 ワニブックス

28 159 まわりにいい影響をあたえる人がうまくいく ボブ・トビン/著 矢島麻里子/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

29 159.4 あなたは人生をどう歩むか 千本倖生/著 中央公論新社

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 159.4 お金と時間の悩みが消えてなくなる最高の時短 米山彩香/著 KADOKAWA

31 159.4 50歳の衝撃 山本直人/著 日経BP社

32 159.4 仕事2.0 佐藤留美/著 幻冬舎

33 159.4 スモール・スタート 水代優/著 KADOKAWA

34 159.6 BAWSE自分史上最高!わたしが輝く50のルール リリー・シン/著 [ダコスタ吉村花子
/訳]

日本文芸社

35 159.7 金持ち老後、貧乏老後 田口智隆/著 水王舎

36 159.7 弘兼流50歳からの定年準備 弘兼憲史/著 東洋経済新報社

37 159.7 65歳何もしない勇気 樋口裕一/著 幻冬舎

38 159.8 ざんねんな名言集 真山知幸/著 彩図社

39 160.4 しししのはなし 正木晃/著 クリハラタカシ/絵 CCCメディアハウス

40 180.4 なぜ今、仏教なのか ロバート・ライト/著 熊谷淳子/訳 早川書房

41 183 大乗仏典のこころ 花岡大学/著 法藏館

42 183 仏教がわかるお経入門  洋泉社

43 184 運命とうまく付き合うレッスン 小池龍之介/著 清流出版

44 188.5 空海からの問題集 内野一郎/著 佐藤隆彦/監修 扶桑社

45 188.5 高野山の宿坊公式ガイドBOOK  枻出版社

46 188.5 心が晴れる知恵 名取芳彦/著 清流出版

47 188.6 やまと尼寺精進日記 NHK「やまと尼寺精進日記」制作班/
著

NHK出版

48 188.8 禅に学ぶ人生の知恵 澤木興道/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

49 198.2
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を巡る美しき
教会と祈り

松田典子/写真・文 講談社

50 198.2 踏絵を踏んだキリシタン 安高啓明/著 吉川弘文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209.7 実感する世界史現代史 大橋康一/著 ベレ出版

2 209.7 暴力とエロスの現代史 イアン・ブルマ/著 堀田江理/訳 人文書院

3 210.4 影の日本史にせまる 嵐山光三郎/著 磯田道史/著 平凡社

4 211 天皇の日本史 井沢元彦/著 KADOKAWA

5 214.7 戦国時代の表と裏 渡邊大門/著 東京堂出版

6 215.8 江戸無血開城 岩下哲典/著 吉川弘文館

7 215.8 公家たちの幕末維新  （中公新書） 刑部芳則/著 中央公論新社

8 215.8 幕末維新伝 木村幸比古/著 淡交社

9 215.8 幕末維新のリアル 上田純子/編 僧月性顕彰会/編 吉川弘文館

10 217 実証史学への道 秦郁彦/著 笹森春樹/聞き手 中央公論新社

11 217.4 戦地巡歴 井上佳子/著 弦書房

12 217.5 秘蔵写真200枚でたどるアジア・太平洋戦争 井上祐子/編著 みずき書林

13 217.5 本土空襲全記録 NHKスペシャル取材班/著 KADOKAWA

14 217.5 マーシャル、父の戦場 大川史織/編 みずき書林

15 217.6 自主独立とは何か 前･後編 細谷雄一/著 新潮社

16 219.2 斗南藩  （中公新書） 星亮一/著 中央公論新社

17 219.3 新宿・渋谷・原宿 盛り場の歴史散歩地図 赤岩州五/著 草思社

18 219.3 新編鳥島漂着物語 小林郁/著 天夢人

19 222.0 教養の中国史 津田資久/編著 井ノ口哲也/編著 ミネルヴァ書房

20 222.0 「知識青年」の1968年 楊海英/著 岩波書店

21 227 物語アラビアの歴史  （中公新書） 蔀勇造/著 中央公論新社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 230.5 魔女・怪物・天変地異 黒川正剛/著 筑摩書房

23 230.7 ヨーロッパの内戦 エンツォ・トラヴェルソ/著 宇京頼
三/訳

未來社

24 231.5 アイネイアス『攻城論』 高畠純夫/著 東洋大学出版会

25 253.0 パール・ハーバー 上･下巻 クレイグ・ネルソン/著 平賀秀明/訳 白水社

26 280.4 主治医だけが知る権力者 タニア・クラスニアンスキ/著 川口
明百美/訳

原書房

27 281.0 覚えておきたい戦国武将100 本間康司/絵と文 清水書院

28 281.0 昭和の怪物七つの謎  （講談社現代新書） 保阪正康/著 講談社

29 281.0 なでしこ歴史物語 白駒妃登美/著 モラロジー研究所

30 281.0 100年人生の生き方死に方 久恒啓一/著 さくら舎

31 282.1 在日異人伝 高月靖/著 バジリコ

32 288.3 図説戦国北条氏と合戦 黒田基樹/著 戎光祥出版

33 288.3 北条氏五代と小田原城 山口博/著 吉川弘文館

34 288.4 池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上彰/著 PHP研究所

35 288.4 皇室の風 岩井克己/著 講談社

36 289.1 大きな駄々っ子 大宅昌/著 蒼洋社

37 289.1 海軍大将井上成美 工藤美知尋/著 潮書房光人新社

38 289.1 学問の発見  （ブルーバックス） 広中平祐/著 講談社

39 289.1 君、それはおもしろいはやくやりたまえ 龍野勝彦/著 日経BP社

40 289.1 天を相手にする 井上文則/著 国書刊行会

41 289.1 走り続ける力 山中伸弥/著 毎日新聞出版

42 289.1 20歳(はたち)のソウル 中井由梨子/作 小学館

43 289.1 ヘン子の手紙 伊藤のりよ/著 学研プラス

44 289.1 未踏世界の探検者 間宮林蔵 赤羽榮一/著 清水書院

45 289.1 看取りの人生 内山章子/著 藤原書店

46 289.1 吉野作造 太田哲男/著 清水書院

47 289.3 ウォルター・ウェストンと上條嘉門次 上條久枝/著 求龍堂

48 289.3 最高の議会人 グラッドストン 尾鍋輝彦/著 清水書院

49 289.3 チャーチルと第二次世界大戦 山上正太郎/著 清水書院

50 290.8 行ってみたい世界の聖地  自由国民社

51 290.9 おとなの青春旅行  （講談社現代新書） 下川裕治/編著 室橋裕和/編著 講談社

52 290.9 進化する私の旅スタイル 国井律子/著 産業編集センター

53 290.9 “世界の果て”の物語 ドミニク・ラニ/著 キャリン・ドゥ
リング=フロジェ/絵

河出書房新社

54 290.9 ダークツーリズム拡張 井出明/著 美術出版社

55 290.9 地球の歩き方 A02　イギリス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 290.9 地球の歩き方 D02　上海 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

57 291.0 奇跡に出会う日本の新絶景  洋泉社

58 291.0 青春18きっぷパーフェクトガイド 2018-2019 谷崎竜/著 イカロス出版

59 291.0 絶景の城めぐり 2018  JTBパブリッシング

60 291.0 全国2954峠を歩く 中川健一/著 内外出版社

61 291.0 モノの見方が変わる大人の地理力 ワールド・リサーチ・ネット/編 青春出版社

62 291.1 温泉やど北海道 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

63 291.2 温泉やど東北 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

64 291.3 温泉やど関東・甲信越 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

65 291.3 大東京のらりくらりバス遊覧 泉麻人/著 なかむらるみ/絵 東京新聞

66 291.3 地図で楽しむすごい茨城 都道府県研究会/著 洋泉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 291.3 日帰りで登る首都圏近郊の百名山詳細ルートガイド  枻出版社

68 291.3 るるぶ温泉&宿関東 伊豆箱根 信州 新潟 19  JTBパブリッシング

69 291.4 石川県の山 金沢ふるさと愛山会/著 山と溪谷社

70 291.4 るるぶ石川 19  JTBパブリッシング

71 291.5 アルプストレッキングサポートBOOK 2018  ネコ・パブリッシング

72 291.5 イラスト地図で登る長野県の名峰百選 上 中嶋豊/著 信濃毎日新聞社

73 291.5 おとなの旅と宿 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

74 291.5 温泉やど東海・北陸 南信州 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

75 291.5 樹海考 村田らむ/著 晶文社

76 291.5 るるぶ温泉&宿東海 信州 飛驒 北陸 2018  JTBパブリッシング

77 291.6 大阪の教科書 ビジュアル入門編 橋爪紳也/監修 創元社編集部/編 創元社

78 291.6 城崎・天橋立 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

79 291.6 京をあつめて 丹所千佳/著 ミシマ社

80 291.6 詳細地図で歩きたい町京都 2019  JTBパブリッシング

81 291.6 超詳細!京都さんぽ地図 19 （まっぷるマガジン）  昭文社

82 291.7 温泉やど中国・四国 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

83 291.7 るるぶ松江出雲石見銀山 19  JTBパブリッシング

84 291.9 トカラ列島秘境さんぽ 松鳥むう/著 西日本出版社

85 292.2 ソロタビ香港  JTBパブリッシング

86 292.2 香港トラムでぶらり女子旅 池上千恵/著 永田幸子/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

87 292.2 香港路面電車(トラム)の走る街 永田幸子/写真 小柳淳/文 春陽堂書店

88 292.3 癒しのプノンペン・シェムリアップ 西村清志郎/著 東京ニュース通信社

89 293.3 田園のイングランド 宇野毅/編著 市川仁/編著 彩流社

90 293.5 パリ  （ハレ旅）  朝日新聞出版

91 293.6 スペイン 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

92 293.7 イタリア  （ハレ旅）  朝日新聞出版

93 295.3 緑あふれる自由都市ポートランドへ 百木俊乃/著 イカロス出版

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 300 中学校の公民が1冊でしっかりわかる本 蔭山克秀/著 かんき出版

2 302.2 アゼルバイジャンを知るための67章 廣瀬陽子/編著 明石書店

3 309.0 立ち上がる夜 村上良太/著 社会評論社

4 311.2 丸山眞男と戦後日本の国体 池田信夫/著 白水社

5 312.1 平成史への証言 田中秀征/著 吉田貴文/聞き手 朝日新聞出版

6 312.3 アフター・ヨーロッパ イワン・クラステフ/著 庄司克宏/監
訳

岩波書店

7 312.5 何が起きたのか? ヒラリー・ロダム・クリントン/著
高山祥子/訳

光文社

8 312.5 NOでは足りない ナオミ・クライン/著 幾島幸子/訳 岩波書店

9 313.6 象徴天皇を哲学する 田中久文/著 青土社

10 316.8 #黙らない女たち 李信恵/著 上瀧浩子/著 かもがわ出版

11 317.2 面従腹背 前川喜平/著 毎日新聞出版

12 317.7
オリンピック・パラリンピック東京大会の安全安心な開催のための対策を
考える

公共政策調査会/編 公共政策調査会

13 317.7 警察官白書  （新潮新書） 古野まほろ/著 新潮社

14 317.7 消防官のための消防活動の法律知識 関東一/著 近代消防社

15 318.6 シビックテック 稲継裕昭/編著 鈴木まなみ/著 勁草書房

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 319.5 米朝首脳会談と中国、そして日本はどうなるのか 古森義久/著 ビジネス社

17 319.8 核は暴走する 上･下巻 エリック・シュローサー/著 布施由
紀子/訳

河出書房新社

18 319.8 9条を活かす日本 伊藤千尋/著 新日本出版社

19 323.1 右派はなぜ家族に介入したがるのか 中里見博/著 能川元一/著 大月書店

20 323.1 詳説天皇の退位 飯田泰士/著 昭和堂

21 322.1 戦国大名と分国法  （岩波新書 新赤版） 清水克行/著 岩波書店

22 324.2 マンション登記法 五十嵐徹/著 日本加除出版

23 324.2 民法<財産法>基本判例 新美育文/編著 長坂純/編著 有斐閣

24 324.5 契約書作成のプロセスを学ぶ 鈴木学/著 豊永晋輔/著 中央経済社

25 324.6 よくわかる!成年後見のしくみと利用法 しんきん成年後見サポート/監修 ナツメ社

26 324.7 いちばんわかりやすい相続・贈与の本  '18〜'19年版 曽根恵子/著 岸田康雄/監修 成美堂出版

27 324.7 これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて 18-19年版 堀招子/監修 原木規江/監修 ナツメ社

28 324.7 相続の諸手続きと届出がすべてわかる本  '18〜'19年版 河原崎弘/監修 成美堂出版

29 324.7 認知症になった親の財産と生活を守る12のメソッド 外岡潤/著 日本法令

30 324.8 住民課のシゴト 住民窓口研究会/編著 ぎょうせい

31 324.8 詳解民事信託 田中和明/編著 日本加除出版

32 324.8 図解2時間でわかる!はじめての家族信託 宮田浩志/著
クロスメディア・パブ
リッシング

33 324.8 認知症の親の介護に困らない「家族信託」の本 杉谷範子/著 大和出版

34 326.2 サリン事件死刑囚中川智正との対話 アンソニー・トゥー/著 KADOKAWA

35 327.1 こんなにおもしろい司法書士の仕事 山本浩司/著 中央経済社

36 327.6 実務家に必要な刑事訴訟法 入門編 椎橋隆幸/監修 寺本吉男/編著 弘文堂

37 330.4 一流の投資家は「世界史」で儲ける 塚口直史/著 ダイヤモンド社

38 331 幸せのマニフェスト ステファーノ・バルトリーニ/著 中
野佳裕/訳・解説

コモンズ

39 331 マンキューマクロ経済学 2 N.グレゴリー・マンキュー/著 足立
英之/訳

東洋経済新報社

40 332.2 現代中国経済論 梶谷懐/編著 藤井大輔/編著 ミネルヴァ書房

41 332.2 これからヤバイ米中貿易戦争 渡邉哲也/著 徳間書店

42 332.5 アメリカ経済 上･下巻 ロバート・J.ゴードン/著 高遠裕子/
訳

日経BP社

43 333.6 もう一度学びたい世界経済 丹羽由一/監修 枻出版社

44 334.4 ブラセロ・プログラムをめぐる米墨関係 戸田山祐/著 彩流社

45 335 会社は伸びてるときに売りなさい。 島袋直樹/著
クロスメディア・パブ
リッシング

46 335 クールワーカーズ 北村貴明/著 合同フォレスト

47 335 現代企業論入門 上坂卓郎/著 中央経済社

48 335 200年企業を目指して 江成健一/著 ダイヤモンド社

49 335.0 50歳で起業、20年で売上350億円 細渕弘之/著 ダイヤモンド社

50 335.0 出会いは最大のレバレッジ 板東浩二/著 中村修二/[ほか述] ダイヤモンド社

51 335.1 収録を終えて、こんなことを考えた 村上龍/著 日本経済新聞出版社

52 335.1 戦争体験と経営者  （岩波新書 新赤版） 立石泰則/著 岩波書店

53 335.2 鳥取の注目15社 遠藤彰/著 ダイヤモンド社

54 335.2 なぜ倒産 帝国データバンク/協力 東京商工リ
サーチ/協力

日経BP社

55 335.3 社長に“もしものこと”があったときの手続きすべて ひかりアドバイザーグループ/編著 清文社

56 336 計画力の鍛え方 中尾ゆうすけ/著 すばる舎リンケージ

57 336.1 競争戦略論 1･2巻 マイケル・E.ポーター/著 竹内弘高/
監訳

ダイヤモンド社

58 336.1 個人情報保護マネジメントシステム要求事項の解説 新保史生/編著 藤原靜雄/監修 日本規格協会

59 336.1 産業プロデュースで未来を創る 三宅孝之/著 遠山みず穂/著 日経BP社

60 336.1 社会を変えるアイデアの見つけ方 市ケ谷弘司/著
クロスメディア・パブ
リッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 336.1 知財マネジメントの要点 飯田圭/著 清文社(発売)

62 336.2 インバスケット・トレーニング 鳥原隆志/著 同文舘出版

63 336.2 コンサルを超える問題解決と価値創造の全技法 名和高司/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

64 336.3 実務でつかむ!ティール組織 吉原史郎/著 大和出版

65 336.3 人を動かしたいなら、「やれ」と言ってはいけない 小山昇/著 SBクリエイティブ

66 336.3 マネージャーの問題地図 沢渡あまね/著 技術評論社

67 336.4 AI時代に輝く経営の教科書 吉村慎吾/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

68 336.4 嫌われない男のエチケットとマナー 根本千春/著 明日香出版社

69 336.4 時代遅れの人事評価制度を刷新する タムラ・チャンドラー/著 ヒューマ
ンバリュー/訳

ヒューマンバリュー

70 336.4 女性の視点で見直す人材育成 中原淳/著 トーマツイノベーション/
著

ダイヤモンド社

71 336.4 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本  '18〜'19年版 池本修/監修 鹿田淳子/著 成美堂出版

72 336.4 「ネコ型」人間の時代  （平凡社新書） 太田肇/著 平凡社

73 336.4 博報堂で学んだ負けないプレゼン 須藤亮/著 ダイヤモンド社

74 336.8 「原価計算」しているのに、なぜ「儲け」が出ないのか? 林總/著 日本実業出版社

75 336.9 会計と決算書がパズルを解くようにわかる本 戸村涼子/著 日本実業出版社

76 336.9 会計とコーポレート・ガバナンスの英語 田中智子/著 中央経済社

77 336.9 会社の税金元国税調査官のウラ技 大村大次郎/著 技術評論社

78 336.9 監査の現場からの声 監査の品質に関する研究会/編 同文舘出版

79 336.9 寄附金・交際費 TOMA税理士法人/編 中央経済社

80 336.9 財務会計の基礎 上野清貴/著 中央経済社

81 336.9 日本一働きやすい会計事務所 芦田敏之/著
クロスメディア・パブ
リッシング

82 336.9 例解新収益認識基準の会計・税務 山本史枝/著 清文社

83 338 キャッシュレス経済 川野祐司/著 文眞堂

84 338 ザ・キャズム 中川博貴/著 実業之日本社

85 338 ビジネスパーソンなら知っておきたい仮想通貨の本当のところ 尾河眞樹/著 朝日新聞出版

86 338.0 金融経済学入門 清水克俊/著 東京大学出版会

87 338.1 株式トレード基本と原則 マーク・ミネルヴィニ/著 長尾慎太
郎/監修

パンローリング

88 338.1 人生100年時代の資産管理術 モシェ・ミレブスキー/著 鳥海智絵/
監訳

日本経済新聞出版社

89 338.1 世界最強のエコノミストが教えるお金を増やす一番知的なやり方 ジョン・ケイ/著 薮井真澄/訳 ダイヤモンド社

90 338.1 投資の大原則 バートン・マルキール/著 チャール
ズ・エリス/著

日本経済新聞出版社

91 338.2 金融の世界現代史 国際銀行史研究会/編 一色出版

92 338.5 決済インフラ入門 2020年版 宿輪純一/著 東洋経済新報社

93 338.5 後見預金 尾川宏豪/著 金融財政事情研究会

94 338.5 失敗しない銀行員の転職 渡部昭彦/著 日本実業出版社

95 338.7 クレジットカード事件対応の実務 阿部高明/著 民事法研究会

96 338.7 最新クレジット/ローン業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 平木恭一/著 秀和システム

97 338.7 日本貸金業協会10年史 日本貸金業協会/編 日本貸金業協会

98 338.9 為替が動くと、世の中どうなる? 角川総一/著 すばる舎

99 338.9 金融で読み解く次の世界 渡邉哲也/著 徳間書店

100 339.2 保険業界戦後70年史 九條守/著 保険毎日新聞社

101 343.8 会計検査事例100選 平成30年版 公会計研究協会/編 公会計研究協会

102 345.1 課税要件から考える税務当局と見解の相違が生じた場合の実務対応 河野良介/著 中央経済社

103 345.1 租税法入門 増井良啓/著 有斐閣

104 345.3 所得税入門の入門 平成30年度版 藤本清一/著 税務研究会出版局

105 345.5 相続と贈与がわかる本  '18〜'19年版 桑原亜矢子/監修 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 345.5 路線価による土地評価の実務 平成30年8月改訂 名和道紀/共著 長井庸子/共著 清文社

107 345.5 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策  '18〜'19年版 加藤厚/監修 山口里美/監修 成美堂出版

108 345.7 クマオーの基礎からわかる消費税 熊王征秀/著 清文社

109 345.7 消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説 太田達也/著 税務研究会出版局

110 345.7 図解消費税法「超」入門 平成30年度改正 加藤友彦/編著 山田&パートナーズ/
監修

税務経理協会

111 361.4 「あ〜めんどくさい!」と思った時に読むママ友の距離感 西東桂子/著 青春出版社

112 361.4 大人になってからの人間関係 キーラ・アサトリアン/著 日野栄仁/
訳

文響社

113 361.4 独裁者たちの人を動かす技術 真山知幸/著 すばる舎

114 361.4 他人(ひと)も自分も自然に動き出す最高の「共感力」 竹中功/著 日本実業出版社

115 361.4 偏見や差別はなぜ起こる? 北村英哉/編 唐沢穣/編 ちとせプレス

116 361.5 失われゆく日本 エバレット・ケネディ・ブラウン/著 小学館

117 361.6 「右翼」の戦後史  （講談社現代新書） 安田浩一/著 講談社

118 361.7 「都市の正義」が地方を壊す  （PHP新書） 山下祐介/著 PHP研究所

119 361.8 Unseen Faces,Unheard Voices Livingston Armytage/著 Miyako
Armytage/著

IBCパブリッシング

120 361.8 差別はいつ悪質になるのか デボラ・ヘルマン/著 池田喬/訳 法政大学出版局

121 361.8 日常のなかの「フツー」を問いなおす 植上一希/編 伊藤亜希子/編 法律文化社

122 364.0 逃げられない世代  （新潮新書） 宇佐美典也/著 新潮社

123 364.3 社会保険の実務相談 平成30年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

124 364.4 最新介護保険の基本と仕組みがよ〜くわかる本 高室成幸/監修 ケアマネジメント研
究フォーラム/著

秀和システム

125 364.4 最新図解でわかる介護保険のしくみ 服部万里子/著 日本実業出版社

126 364.4 図解介護保険のしくみと使い方がわかる本 牛越博文/監修 講談社

127 364.4 総介護社会  （岩波新書 新赤版） 小竹雅子/著 岩波書店

128 364.4 薬価の経済学 小黒一正/編著 菅原琢磨/編著 日本経済新聞出版社

129 364.5 労災民事賠償マニュアル 岩出誠/編集代表 ロア・ユナイテッ
ド法律事務所/編集

ぎょうせい

130 364.5 労働保険の実務相談 平成30年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

131 364.6 年金のことならこの1冊 原智徳/共著 桶谷浩/共著 自由国民社

132 365.3 中古一戸建て本当にかしこい買い方・選び方 松本智治/著 西尾英樹/著 日本実業出版社

133 365.3 日本懐かし団地大全 照井啓太/著 辰巳出版

134 365.3 ネットではわからない空き家問題の片づけ方 大久保恭子/著 主婦の友社

135 366.0 「優良企業」でなぜ過労死・過労自殺が? 野村正實/著 ミネルヴァ書房

136 366.1 詳解働き方改革法の実務対応 布施直春/著 中央経済社

137 366.1 税金・社会保険・コンプライアンスのキホン 小島浩司/著 税務研究会出版局

138 366.1 「働き方改革法」の実務 川嶋英明/著 日本法令

139 366.1 よくわかる働き方改革 日野勝吾/編著 結城康博/編著 ぎょうせい

140 366.1 労働基準法の実務相談 平成30年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

141 366.2 外国人技能実習生法的支援マニュアル 外国人技能実習生問題弁護士連絡会/
編

明石書店

142 366.2 30代からの「異業種」転職成功の極意 武元康明/著 河出書房新社

143 366.2 10年継続できる士業事務所の経営術 金山驍/著 合同フォレスト

144 366.2 女性と求人情報 渡邉嘉子/著
先端教育機構社会情報
大学院大学出版部

145 366.2 転職必勝バイブル 谷所健一郎/著
シーアンドアール研究
所

146 366.2 マルチプル・ワーカー「複業」の時代 山田英夫/著 三笠書房

147 366.9 キャリアの心理学 渡辺三枝子/編著 大庭さよ/[ほか著] ナカニシヤ出版

148 367.1 <女子力>革命 萱野稔人/編 東京書籍

149 367.2 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ/編 キャロル・ブ
リュジェイユ/編

原書房

150 367.3 夫婦という他人  （講談社+α新書） 下重暁子/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

151 367.7
50歳になったら知っておきたい年金・介護・高齢期の住まい・成年後見制
度・リタイア後のお金入門

音川敏枝/著 ビジネス教育出版社

152 367.7 ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部絢子/著 大和書房

153 367.7 夫婦ではじめる快適老後の生活設計 溝口博敬/監修 自由国民社

154 367.9 オレは絶対にワタシじゃない 遠藤まめた/著 はるか書房

155 367.9 性教育はどうして必要なんだろう? 浅井春夫/編著 艮香織/編著 大月書店

156 368.4 朝鮮戦争で生まれた米軍慰安婦の真実 崔吉城/著 ハート出版

157 368.5 ヤクザの幹部をやめて、うどん店はじめました。 廣末登/著 新潮社

158 368.6 筧千佐子60回の告白 安倍龍太郎/著 朝日新聞出版

159 368.8 つながりから考える薬物依存症 岩室紳也/著 松本俊彦/著 大修館書店

160 369.1 介護のストレスマネジメント 小野寺敦志/著 ナツメ社

161 369.1 コミュニケーション技術 眞辺一範/著 中央法規出版

162 369.1 在宅介護サービス事業成功の法則 荒井信雄/著 税務経理協会

163 369.2 開けられたパンドラの箱 月刊『創』編集部/編 創出版

164 369.2 かんたん!楽しい壁面かざりアイデア集  ブティック社

165 369.2 障害者総合支援法事業者ハンドブック 2018年版指定基準編  中央法規出版

166 369.2 障害のある人たちに向けたLLマンガへの招待 吉村和真/編著 藤澤和子/編著 樹村房

167 369.2 転倒予防のすべてがわかる本 松本健史/著 講談社

168 369.2 訪問看護実務相談Q&A 全国訪問看護事業協会/編集 中央法規出版

169 369.2 看る力  （文春新書） 阿川佐和子/著 大塚宣夫/著 文藝春秋

170 369.2 目で見てわかる介護記録の書き方 北田信一/著 成美堂出版

171 369.3 危機対策必携マニュアル 矢野義昭/著 勉誠出版

172 369.3 原発事故後の子ども保養支援 疋田香澄/著 人文書院

173 369.3 捜す人 廣瀬正樹/著 文藝春秋

174 369.4 「ファミサポ」の安全を考える 平沼博将/編著 岩本朗/編著 クリエイツかもがわ

175 369.7 ゼロからスタート英語ボランティア 観光ガイド編 川本佐奈恵/著 Jリサーチ出版

176 370.4 見守る勇気 柳沢幸雄/著 洋泉社

177 371.3 地域教育再生プロジェクト 岡崎友典/著 左右社

178 371.4 AIに負けない「教育」 渡部信一/著 大修館書店

179 371.4 いじめの解決 教室に広場を 村瀬学/著 言視舎

180 371.4 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社/編 ポプラ社

181 371.4 子どものこころ、大人のこころ 原田眞理/著 ナカニシヤ出版

182 371.4 やさしくわかる!愛着障害 米澤好史/著 ほんの森出版

183 371.4 Learn Better アーリック・ボーザー/著 月谷真紀/
訳

英治出版

184 374 学校の法務 名川・岡村法律事務所/編著 時事通信出版局

185 374 スクールリーダーが知っておきたい60の心得 田中博史/著 土居英一/著 東洋館出版社

186 374.1 ゲームはやっぱり定番が面白い!ジャンケンもう一工夫BEST55+α 中村健一/著 黎明書房

187 374.3 教師の作法 修養 西村徹/著 さくら社

188 374.9 ここがポイント!学校救急処置 草川功/監修 全養サ書籍編集委員会/
著

農山漁村文化協会

189 375.1 学びの共同体の挑戦 佐藤学/著 小学館

190 375.2 ブラック校則 荻上チキ/編著 内田良/編著 東洋館出版社

191 375.3 歴史学者と読む高校世界史 長谷川修一/編著 小澤実/編著 勁草書房

192 375.8 イン・ザ・ミドル ナンシー・アトウェル/著 小坂敦子/
編訳

三省堂

193 375.8 読めばなっとく日本語文法 児童言語研究会/編 子どもの未来社

194 375.9 美意識のありか 樹下龍児/著 弦書房

195 376.1 遊びの復権 奥田援史/著 炭谷将史/著 おうみ学術出版会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

196 376.1 あの日のオルガン 久保つぎこ/著 朝日新聞出版

197 376.1 子どもに伝える行事食 食べもの文化編集部/編 芽ばえ社

198 376.1 鈴木翼&福田翔のいないいないわお! 鈴木翼/著 福田翔/著 鈴木出版

199 376.1 よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル 新谷まさこ/著 福井聖子/医学監修 ひかりのくに

200 376.4 NLAナキワラ! 第40回(2017) ニューライフ・アドベンチャー運動
実行委員会/編

ニューライフ・アドベン
チャー運動実行委員会

201 376.8 怒らずにわが子のやる気を引き出す中学受験合格法 齋藤達也/著 あさ出版

202 376.8 最強の中学受験 安浪京子/著 大和書房

203 378 障害がある子どもの文・文章の理解の基礎学習 宮城武久/著 宇川和子/著 学研プラス

204 378 「特別支援教育」重要用語の基礎知識 小野隆行/編 学芸みらい社

205 378 よくわかる!大学における障害学生支援 竹田一則/編著 青木真純/[ほか著] ジアース教育新社

206 378 読み聴かせの奇跡 森川ひろ子/著 文芸社

207 379.7 オックスフォード大学MBAが教える人生を変える勉強法 西垣和紀/著 二見書房

208 379.9 あと伸びする子はこんな家で育つ 高濱正伸/著 相澤樹/著 大和書房

209 379.9 HSCの子育てハッピーアドバイス 明橋大二/著 太田知子/イラスト 1万年堂出版

210 379.9 「おカネの天才」の育て方 ベス・コブリナー/著 関美和/訳 日経BP社

211 379.9 落ち着かない・話を聞けない・マイペースな小学生男子の育て方 松永暢史/著 すばる舎

212 379.9 親子のコミュニケーションが変われば、世界が変わる 山口紀生/著
エデューレコミュニ
ケーションズ

213 379.9 5歳までにやっておきたい英語が得意な脳の育て方 茂木健一郎/著 日本実業出版社

214 379.9 子どもの運命は14歳で決まる! 櫻井秀勲/著 きずな出版

215 379.9 子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば 石田勝紀/著 集英社

216 379.9 子どもの脳を発達させるペアレンティング・トレーニング 成田奈緒子/著 上岡勇二/著 合同出版

217 379.9 3万人を教えてわかった頭のいい子は「習慣」で育つ 河端真一/著 ダイヤモンド社

218 379.9 思春期の女の子が親に求めていること 中野日出美/著 大和出版

219 379.9 思春期の男の子が親に求めていること 中野日出美/著 大和出版

220 379.9 0歳から6歳までは生まれながらの「気質タイプ別育て方」でラクになる! 竹内エリカ/著 KADOKAWA

221 379.9 モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方 伊藤美佳/著 かんき出版

222 382.1 CGで甦る江戸庶民の暮らし  小学館

223 382.5 植物と叡智の守り人 ロビン・ウォール・キマラー/著 三
木直子/訳

築地書館

224 383.8 おきりこみと焼き饅頭 横田雅博/著 農山漁村文化協会

225 383.8 キャンディと砂糖菓子の歴史物語 ローラ・メイソン/著 龍和子/訳 原書房

226 383.8 そばうどん知恵袋111題 そばうどん編集部/編 柴田書店

227 383.8 パクチーとアジア飯 阿古真理/著 中央公論新社

228 383.9 消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳昭雄/編著 市川尚紀/共著 鹿島出版会

229 384.3 森林官が見た山の彼方の棲息者たち 加藤博二/著 河出書房新社

230 384.9 遊廓に泊まる 関根虎洸/著 新潮社

231 385.6 こんな樹木葬で眠りたい 上田裕文/著 旬報社

232 385.6 すごい葬式  （朝日新書） 小向敦子/著 朝日新聞出版

233 385.6 もう悩まない!葬儀・仏事・お墓ズバリ!解決アンサー 大野屋テレホンセンター/著 二見書房

234 388 何かが後をついてくる 伊藤龍平/著 青弓社

235 388.0 東の妖怪・西のモンスター 徳田和夫/編 勉誠出版

236 388.3 ヒトラーとUFO  （平凡社新書） 篠田航一/著 平凡社

237 388.8 アフリカのことわざ アフリカのことわざ研究会/編 東邦出版

238 390.9 日本軍装図鑑 下 笹間良彦/文・画 雄山閣

239 391.2 戦慄の記録インパール NHKスペシャル取材班/著 岩波書店

240 392.5 アメリカ太平洋軍の研究 土屋大洋/編著 大塚海夫/[ほか著] 千倉書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

241 393.7 軍事機密費 渡辺延志/著 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 もう一度学びたい科学 「もう一度学びたい科学」編集部/編 枻出版社

2 404 超・図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 明日香出版社

3 407 13歳からの研究倫理 大橋淳史/著 化学同人

4 407 なぜ科学はストーリーを必要としているのか ランディ・オルソン/著 坪子理美/訳 慶應義塾大学出版会

5 407 理工系のための超頑張らないプレゼン入門 安田陽/著 オーム社

6 410 ジュニア数学オリンピック 2014-2018 数学オリンピック財団/編 亀書房

7 410.2 小数と対数の発見 山本義隆/著 日本評論社

8 410.2 数学の歴史物語 ジョニー・ボール/著 水谷淳/訳 SBクリエイティブ

9 410.4 予測不可能性、あるいは計算の魔 イーヴァル・エクランド/著 南條郁
子/訳

みすず書房

10 410.7 数学の研究をはじめよう 5 飯高茂/著 現代数学社

11 411.1 算数少女ミカ 割合なんて,こわくない! 石原清貴/著 日本評論社

12 414.1 「面積」とは何か 小山拓輝/著 技術評論社

13 417.0 歴史と統計学 竹内啓/著 日本経済新聞出版社

14 421.3 なっとくする量子力学 都筑卓司/著 講談社

15 421.5 なっとくする物理数学 都筑卓司/著 講談社

16 421.5 物理数学 三井敏之/著 山崎了/著 日本評論社

17 426.5 熱の理論 太田浩一/著 共立出版

18 431.1 ビジュアル大百科元素と周期表 トム・ジャクソン/著 ジャック・
チャロナー/監修

化学同人

19 440 宇宙の「果て」になにがあるのか  （ブルーバックス） 戸谷友則/著 講談社

20 440 天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇宙科学の最先端までわかったはなし 津村耕司/著 大和書房

21 443.8 美しすぎる星たち 見る、知る、撮るの星座の教科書 渡部潤一/監修 宝島社

22 443.9 ホーキング、最後に語る スティーヴン・W.ホーキング/著 ト
マス・ハートッホ/著

早川書房

23 445 系外惑星探査 河原創/著 東京大学出版会

24 445.3 火星ガイドブック 鳫宏道/著 恒星社厚生閣

25 445.3 火星の科学 藤井旭/著 荒舩良孝/著 誠文堂新光社

26 446.4 月の地形観察ガイド 白尾元理/著 誠文堂新光社

27 451 気象と気候のとらえ方 Mark Denny/著 保坂直紀/訳 丸善出版

28 451.5 台風についてわかっていることいないこと 筆保弘徳/編著 山田広幸/著 ベレ出版

29 451.6 積乱雲 小林文明/著 成山堂書店

30 453.8 世界一変な火山 山本睦徳/著 サンライズ出版

31 457 リアルサイズ古生物図鑑 古生代編 土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監
修

技術評論社

32 457.8 羽毛恐竜と巨大昆虫 マリー・ステルブ/著 ジャン=セバス
ティアン・ステイエ/著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

33 457.8 大人のための恐竜教室 真鍋真/著 山田五郎/著 ウェッジ

34 457.8 海洋生命5億年史 土屋健/著 田中源吾/監修 文藝春秋

35 457.8 フタバスズキリュウもうひとつの物語 佐藤たまき/著 ブックマン社

36 457.8 歩行するクジラ J.G.M.シューウィセン/著 松本忠夫/
訳

東海大学出版部

37 459 世界でいちばん素敵な鉱物の教室 宮脇律郎/監修 三才ブックス

38 464.1 時をあやつる遺伝子 松本顕/著 岩波書店

39 465 トコトンやさしい微生物の本 中島春紫/著 日刊工業新聞社

40 467.2 生命の再設計は可能か John Parrington/著 野島博/訳 化学同人

41 468.6 Jewels in the night sea 峯水亮/写真・著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 468.8 逗子サンゴものがたり 長島敏春/著 じゃこめてい出版

43 469.2 NHKスペシャル人類誕生 NHKスペシャル「人類誕生」制作班/
編 馬場悠男/監修

学研プラス

44 469.2 交雑する人類 デイヴィッド・ライク/著 日向やよ
い/訳

NHK出版

45 469.2 サピエンス物語 ルイーズ・ハンフリー/著 クリス・
ストリンガー/著

エクスナレッジ

46 470.7 世界植物探検の歴史 キャロリン・フライ/著 甲斐理恵子/
訳

原書房

47 473.7 珪藻観察図鑑 南雲保/共著 鈴木秀和/共著 誠文堂新光社

48 480.4 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーカー/著 丸山貴史/監
訳

ダイヤモンド社

49 481.1 シマウマのしまはサカナのほね 小宮輝之/文・写真 メディアパル

50 481.7 おとなのための動物行動学入門 今福道夫/著 昭和堂

51 481.7 動物たちの内なる生活 ペーター・ヴォールレーベン/著 本
田雅也/訳

早川書房

52 482 写真に残された絶滅動物たち最後の記録 エロル・フラー/著 鴨志田恵/訳 エクスナレッジ

53 482.4 キリンの一撃 レオ・グラッセ/著 鈴木光太郎/訳 化学同人

54 483.3 ときめくクラゲ図鑑 峯水亮/写真・文 山と溪谷社

55 486.1 きらいになれない害虫図鑑 有吉立/著 幻冬舎

56 486.7 スズメバチの真実 中村雅雄/著 八坂書房

57 487.5 海について、あるいは巨大サメを追った一年 モルテン・ストロークスネス/著 岩
崎晋也/訳

化学同人

58 487.5 回転寿司になれる魚図鑑 松浦啓一/監修 水野ぷりん/画 主婦の友社

59 487.5 はじめての魚類学 宮崎佑介/著 福井歩/写真 オーム社

60 487.9 日本の爬虫類・両生類生態図鑑 川添宣広/著 誠文堂新光社

61 489.4 かぴばら 岩合光昭/著 クレヴィス

62 489.5 オオカミと野生のイヌ 近藤雄生/本文 菊水健史/監修 エクスナレッジ

63 489.9 オランウータン 久世濃子/著 東京大学出版会

64 490.1 医療現場の行動経済学 大竹文雄/編著 平井啓/編著 東洋経済新報社

65 490.4 佳く生きる 天野篤/著 セブン&アイ出版

66 491.1 からだの動くしくみ 有川譲二/著・イラスト 高橋書店

67 491.1 筋肉のしくみ・はたらきゆるっと事典 坂井建雄/監修 徳永明子/イラスト 永岡書店

68 491.3 人とどうぶつの血液型 近江俊徳/編著 緑書房

69 491.3 よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ 伊藤和憲/著 秀和システム

70 491.3 人体の冒険者たち ギャヴィン・フランシス/著 鎌田彷
月/訳

みすず書房

71 491.3 人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 4 NHKスペシャル「人体」取材班/編 東京書籍

72 491.3 東京都健康長寿医療センター方式おいしく食べたい食べさせたい 井藤英喜/監修 金丸晶子/編著 インターメディカ

73 491.3 脳をだませばやせられる ステファン・J.ギエネ/著 野中香方
子/訳

ダイヤモンド社

74 492 慢性痛は治ります! 北原雅樹/著 さくら舎

75 492.9 11人の看護師が伝える、おだやかに逝くヒント 村松静子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

76 493.1 図解老人の取扱説明書 平松類/著 SBクリエイティブ

77 493.2 血圧を下げる最強の方法 渡辺尚彦/著 アスコム

78 493.4 女性の自律神経の乱れは腸で整える 小林暁子/著 PHP研究所

79 493.4 大丈夫!何とかなります肝機能は改善できる 泉並木/監修 主婦の友社

80 493.6 人生100年、自分の足で歩く かじやますみこ/著 プレジデント社

81 493.7 忙しいビジネスパーソンのための自律神経整え方BOOK 原田賢/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

82 493.7 「うつ」の舞台 内海健/編 神庭重信/編 弘文堂

83 493.7 詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活 高木誠/監修 四津良平/監修 主婦と生活社

84 493.7 自己愛性パーソナリティ障害 市橋秀夫/監修 大和出版

85 493.7 自分が高齢になるということ 和田秀樹/著 新講社

86 493.7 シュリンクス ジェフリー・A.リーバーマン/著 オ
ギ・オーガス/著

金剛出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

87 493.7 女性はなぜ生きづらいのか 比嘉千賀/著 久保田幹子/著 白揚社

88 493.7 ストレス社会の幸福論 渡辺久雄/著 里文出版

89 493.7 認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイドブックQ&A 新里和弘/監修 Dカフェnet/著 メディカ出版

90 493.7 私たちは生きづらさを抱えている 姫野桂/著 五十嵐良雄/監修 イースト・プレス

91 493.9 「ウチの子、発達障害かも?」と思ったら最初に読む本 広瀬宏之/著 永岡書店

92 493.9 子どもの便秘は今すぐなおせ 松生恒夫/著 主婦の友社

93 493.9 自然に沿った子どもの暮らし・体・心のこと大全 本間真二郎/著 大和書房

94 494.5 日本一まっとうながん検診の受け方、使い方 近藤慎太郎/絵と文 日経BP社

95 494.7 「ひざ関節鏡手術」がよくわかる本 陳永振/著 陳昌鍇/著 現代書林

96 494.7 美容整形というコミュニケーション 谷本奈穂/著 花伝社

97 494.8 日本人はなぜ臭いと言われるのか  （光文社新書） 桐村里紗/著 光文社

98 494.8 ハンセン病療養所退所者実態調査報告書 2018年3月 ふれあい福祉協会/編 ふれあい福祉協会

99 494.8 皮膚の病気 清佳浩/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

100 495 天然ホルモン実用ガイド ジョン・R.リー/著 石原 佳代子/
訳

中央アート出版社

101 495.4 遺伝するがん・しないがん 仲田洋美/著 法研

102 495.6 選べなかった命 河合香織/著 文藝春秋

103 496.3 ウルトラ図解白内障・緑内障 ビッセン宮島弘子/監修 法研

104 496.3 緑内障の最新治療 平松類/著 植田俊彦/監修 時事通信出版局

105 496.6 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川郁/監修 講談社

106 498 在日外国人の健康支援と医療通訳 李節子/編著 杏林書院

107 498.1 外国人看護・介護人材とサスティナビリティ 宮崎里司/編著 西郡仁朗/編著 くろしお出版

108 498.1 世界一やさしい「医療事務」の超入門講座 水口錠二/著 ぱる出版

109 498.3 一生歩ける体になる黒田式ケア・ウォーキング 黒田恵美子/著 合同出版

110 498.3 男のヨガ 竹下雄真/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

111 498.3 50歳からの病気にならない食べ方・生き方 石原結實/著 海竜社

112 498.3 CPY METHOD 本橋恵美/著
ベースボール・マガジ
ン社

113 498.3 デスクで1分!筋膜フォーカスリリース 木津直昭/著 冬樹舎

114 498.3 20秒で疲れ・こりが消えるヨガトレッチ koyumi/著 KADOKAWA

115 498.3 ボケない人がやっている脳のシミを消す生活習慣 本間良子/著 本間龍介/著 青春出版社

116 498.5 そろそろ、やせることにしました 田中啓之/著 KADOKAWA

117 498.5 「食べる水」が体を変える ダナ・コーエン/著 ジーナ・ブリア/
著

講談社

118 498.5 作りおき野菜スープで老けない習慣 平野敦之/著 森由香子/著 青春出版社

119 498.9 殺人に至る「病」  （ベスト新書） 岩波明/著 ベストセラーズ

120 498.9 精神鑑定はなぜ間違えるのか?  （光文社新書） 岩波明/著 光文社

121 498.9 虫から死亡推定時刻はわかるのか? 三枝聖/著 築地書館

122 499.0 Q&A医薬品・医療機器・健康食品等に関する法律と実務 赤羽根秀宜/著 日本加除出版

123 499.0 薬事ハンドブック 2018  じほう

124 499.1 ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 日本ジェネリック製薬協会/編 南山堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507 エンジニアの知的生産術 西尾泰和/著 技術評論社

2 507.2 あなたのアイデアで特許をとろう! 八木彬夫/著 産業能率大学出版部

3 507.7 科学英語の書き方とプレゼンテーション [正] 日本機械学会/編 石田幸男/編著 コロナ社

4 507.9 Arduinoで楽しむ鉄道模型 内藤春雄/著 技術評論社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 507.9 切る、貼る、削る。知らないと損をする工具選び 2018 森慎二/著 大日本絵画

6 509.6 学びたい知っておきたい統計的方法 竹士伊知郎/著 日科技連出版社

7 510 東京の巨大地下網101の謎 森岡知範/ほか著 宝島社

8 517.7 トコトンやさしいダムの本 溝渕利明/著 日刊工業新聞社

9 518.5 新カドタ式生ごみでカンタン土づくり 門田幸代/著 学研プラス

10 518.8 空間解析入門 貞広幸雄/編集 山田育穂/編集 朝倉書店

11 518.8 クマラボ イン トウホク 隈研吾/編 東京大学建築学専攻隈研
究室/編

東京大学建築学専攻隈
研究室

12 518.8 大阪万博が日本の都市を変えた 吉村元男/著 ミネルヴァ書房

13 519.1 18歳からはじめる環境法 大塚直/編 法律文化社

14 519.7 最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本 尾上雅典/著 秀和システム

15 519.8 ラムサール条約の国内実施と地域政策 佐藤寛/著 林健一/著 成文堂

16 520.4 藤森照信の建築探偵放浪記 藤森照信/著 経済調査会

17 520.9 リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 ユーディーアイ確認検査/著 エクスナレッジ

18 521 建物が語る日本の歴史 海野聡/著 吉川弘文館

19 521.8 石垣の名城完全ガイド 千田嘉博/編著 講談社

20 523.0 ル・コルビュジエがめざしたもの 五十嵐太郎/著 青土社

21 523.1 白井晟一の原爆堂 四つの対話 岡崎乾二郎/著 五十嵐太郎/著 晶文社

22 523.3 アジール・フロッタンの奇蹟 遠藤秀平/編著 西尾圭悟/編著 建築資料研究社

23 524.2 図説建築材料 武田雄二/著 西脇進/著 学芸出版社

24 524.2 木材デザイン究極ガイド  エクスナレッジ

25 524.6 鋼構造物の塗装Q&A 日本鋼構造協会/編 技報堂出版

26 524.8 Q&A雨仕舞のはなし 石川廣三/著 彰国社

27 524.8 失敗しない外壁デザイン 日経アーキテクチュア/著 西川忠/著 日経BP社

28 525.1 生命に学ぶ建築 日本建築学会/編 建築資料研究社

29 526.0 世界の美しい博物館 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

30 527 ぼくらの家。 光嶋裕介/著 世界文化社

31 527 本音のエコハウス 鎌田紀彦/著 エクスナレッジ

32 527 和風住宅 23  
新建新聞社住生活メ
ディア事業部

33 527.0 すみごこち Vol.8(2018) 第一プログレス/編 第一プログレス

34 531.9 機械のトラブルシューティング解説55事例 経の巻 金友正文/著 秀和システム

35 532.0 ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所 山本昌作/著 ダイヤモンド社

36 536 JR鉄道車両パーフェクト  交通新聞社

37 536.4 国鉄救援車図鑑 上 和田洋/著 ネコ・パブリッシング

38 537.0 トヨタ現場の「オヤジ」たち  （新潮新書） 野地秩嘉/著 新潮社

39 537.9 ソロツーリング成功BOOK  枻出版社

40 537.9 フォルクスワーゲンビートル 武田隆/著 三樹書房

41 537.9 国産ジープタイプの誕生 GP企画センター/編 グランプリ出版

42 538.7 ツウになる!F-35完全教本 青木謙知/著 秀和システム

43 540 トコトンやさしい電気の本 山崎耕造/著 日刊工業新聞社

44 540.9 電気設備の技術基準<省令及び解釈>の解説 平成30年版 経済産業省産業保安グループ/編 日本電気協会

45 543.3 水力発電が日本を救う ふくしまチャレンジ編 竹村公太郎/監修 福島水力発電促進
会議/編

東洋経済新報社

46 547.3
エンジニア直伝!クリエイターのためのミックス&マスタリング最新テク
ニック

 リットーミュージック

47 547.3 バックロードホーン・スピーカーをつくる! Stereo/編 音楽之友社

48 548.2 ラズパイ&無料ソフトでAIスピーカーを作る ラズパイマガジン/編 日経BP社

49 548.3 絵ときでわかる機械制御 宇津木諭/著 オーム社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

50 548.3 シーケンス制御読本 入門編 大浜庄司/著 オーム社

51 549 ハンダづけをはじめよう Marc de Vinck/著 テクノ手芸部/監
訳

オライリー・ジャパン

52 559.0 ビジュアル合戦雑学入門 東郷隆/共著 上田信/共著 大日本絵画

53 579.9 バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜/著 ぺりかん社

54 585 知っておきたい紙パの実際 2018  紙業タイムス社

55 589.2 トーキョーリアルヴィンテージ  枻出版社

56 590 主婦力ゼロからのやってみた家事 マルサイ/著 大和書房

57 590 日本で、ヒュッゲに暮らす イェンス・イェンセン/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

58 590 毎日すっきり暮らすためのわたしの家事時間 みしぇる/著 エクスナレッジ

59 590.4 これからの住まい方、暮らし方 主婦の友社/編 主婦の友社

60 593.3 甘い服 濱田明日香/著 文化学園文化出版局

61 593.3 1枚仕立てのはおりもの  日本ヴォーグ社

62 593.3 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!はじめての子ども服 朝井牧子/著 日東書院本社

63 593.3 お出かけ服も普段着も…暮らしを楽しむ手作り服  ブティック社

64 593.3 心地良い暮らし着  ブティック社

65 593.3 手作りで楽しむ毎日着たい服、毎日使いたいこもの  ブティック社

66 593.3 繕う愉しみ ミスミノリコ/著 主婦と生活社

67 594 アクセサリーstyle book vol.2  ブティック社

68 594 はぎれのかわいい小物たち  ブティック社

69 594 フェルトのスイーツ百科  ブティック社

70 594.2 いちばんよくわかる刺しゅうのきほん 日本アートクラフト協会/監修 西村
眞理/監修

池田書店

71 594.2 連続模様で楽しむかんたん刺しゅう 池田みのり/著 日本文芸社

72 594.3 1週間で完成!手編みのスマイルベビーニット  アップルミンツ

73 594.3 人気の手編みざぶとん 橋本真由子/著 朝日新聞出版

74 594.3 レース編みのドイリー&こもの  ブティック社

75 594.6 つゆつきの365日のつまみ細工 土田由紀子/著 日本ヴォーグ社

76 594.6 縫わずにできるすてきなロゼット コクボマイカ/著 河出書房新社

77 594.7 家庭用ミシンで作る帆布のバッグ 赤峰清香/著 日本ヴォーグ社

78 594.7 短時間で作れる麻ひもバッグと小物 日本文芸社/編 日本文芸社

79 594.8 ドライフラワーでつくる花束飾り華やかなスワッグ Kristen/著 日東書院本社

80 594.9 キャンドル教本 マエダサチコ/著 誠文堂新光社

81 595.5 35歳からの美顔トレ 木村祐介/監修 枻出版社

82 595.6 ゼロトレ 石村友見/著 サンマーク出版

83 595.6 腹は腹圧のかけかたで凹む! 澤田美砂子/著 主婦の友社

84 596 しあわせホルモンセロトニンで心がかるーくなるごはん 有田秀穂/医学監修 主婦の友社/編 主婦の友社

85 596 知識ゼロからの甘酒入門 石澤清美/著 江田証/医学監修 幻冬舎

86 596 腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん たなかれいこ/著 朝日新聞出版

87 596 長期保存OK!毎日役立つ!冷凍レシピBEST200  枻出版社

88 596 超節約ボリュームおかず600  主婦の友社

89 596 L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック ケイト・マクドナルド/著 L.M.モン
ゴメリ/著

原書房

90 596 レモンサワーと酒場のつまみ 大野尚人/著 柴田書店

91 596 60代からの暮らしはコンパクトがいい 本多京子/著 三笠書房

92 596.0 勝間式食事ハック 勝間和代/著 宝島社

93 596.0 やっぱり食いしん坊な歳時記 辰巳琢郎/著 集英社

94 596.2 おかわり最愛台湾ごはん 池澤春菜/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 596.2 フランス料理の新しいソース 柴田書店/編 荒井昇/[ほか著] 柴田書店

96 596.2 ベトナム行ったらこれ食べよう! トミザワユキ/著 西澤智子/著 誠文堂新光社

97 596.3 97歳梅干し名人 人生のいい塩梅 藤巻あつこ/著 PHP研究所

98 596.3 砂糖不使用!野菜と果物だけで作るベジフル発酵ジュースとレシピ 岩田麻奈未/著 日東書院本社

99 596.3 旬野菜私のおすすめレシピ  宝島社

100 596.3 ビーツ、私のふだん料理 荻野恭子/著 地球丸

101 596.3 麵・丼・おかずの爆速バズレシピ101 リュウジ/著 扶桑社

102 596.4 お父さんのためのバーベキューBOOK 下城民夫/監修 ネコ・パブリッシング

103 596.4 ダッチオーヴン・クッキング ジェイ・ウェイン・フィアーズ/著
カズヨ・フリードランダー/訳

エイアンドエフ

104 596.4 秒速!山ごはん 萩原浩司/著 げんさん/著 山と溪谷社

105 596.6 子どもが喜ぶ自然派おやつ 脇雅世/著 主婦の友社

106 596.6 バーの主人がこっそり教えるおつまみサンド 間口一就/著 柴田書店

107 596.6 フルーツ香る生菓子 菅又亮輔/著 柴田書店

108 596.7 日本茶レシピ 本間節子/著 世界文化社

109 596.7 私の紅茶時間 武井由佳/著 信濃毎日新聞社

110 596.9 食を支えるキッチングッズ 肥後温子/著 建帛社

111 597 スタイルで選ぶマンション・インテリアの教科書 町田ひろ子/監修 ナツメ社

112 597.5 狭い部屋でスッキリ心地よく暮らす すばる舎編集部/編 すばる舎

113 597.9 ラクして続く、家事テク 牛尾理恵/著 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

114 599.0 なりたい母ちゃんにゃなれないが 須藤暁子/著 集英社

115 599.0 子育て経営学 宮本恵理子/著 日経BP社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 610.1 現代に生きる大蔵永常 三好信浩/著 農山漁村文化協会

2 610.5 食料・農業・農村白書の概要 平成29年版 農林水産省/編 農林水産省

3 612.2 居酒屋おやじがタイで平和を考える 松尾康範/著 コモンズ

4 613.4 最新農業技術土壌施肥 vol.10 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

5 616.6 トウモロコシの歴史 マイケル・オーウェン・ジョーンズ/
著 元村まゆ/訳

原書房

6 618 萱 柳沢直/著 柏春菜/著 農山漁村文化協会

7 619.6 大豆の科学 五日市哲雄/著 久保田博南/著 日刊工業新聞社

8 623 すぐわかる病害虫ポケット図鑑 大阪府植物防疫協会/編 農山漁村文化協会

9 625.8 奇跡のバナナ 田中節三/著 学研プラス

10 625.8 バナナのグローバル・ヒストリー ピーター・チャップマン/著 小澤卓
也/訳

ミネルヴァ書房

11 626 農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協/編 農山漁村文化協会

12 626.9 野菜作り「コツ」の科学 佐倉朗夫/著 講談社

13 627 最新農業技術花卉 vol.10 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

14 627.1 水揚げ&花のケア 薄木健友/著 誠文堂新光社

15 629.2 庭園バイリンガルガイド 田中昭三/著 蓬生雄司/画 小学館

16 629.3 世界の美しい公園 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

17 629.7 ウッドデッキ&テラス百科  ブティック社

18 632.1 日本蚕糸業の衰退と文化伝承 高崎経済大学地域科学研究所/編 日本経済評論社

19 645.3 牛たちの知られざる生活 ロザムンド・ヤング/著 石崎比呂美/
訳

アダチプレス

20 645.4 ヒージャー天国 平川宗隆/著 ボーダーインク

21 645.6 大きな犬と暮らす Vol.2  誠文堂新光社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 645.7 いえねこ一年生 神坂由紀子/監修 安藤あゆみ/絵 リベラル社

23 645.7 猫の心と通じ合う技術 サリー・モーガン/著 得重達朗/訳 エクスナレッジ

24 653.2 子どもと木であそぶ 岩谷美苗/著 東京書籍

25 653.4 環境を守る森をしらべる 原田洋/著 鈴木伸一/著 海青社

26 659 晴れた日は鴨を撃ちに 北尾トロ/著 日高トモキチ/イラスト 信濃毎日新聞社

27 660.1 海をまるごとサイエンス 海に魅せられた北大の研究者たち/著 海文堂出版

28 664.7 シジミ学入門 中村幹雄/著 日本シジミ研究所/編集 日本シジミ研究所

29 666.9 きんぎょ飼育図鑑 杉野裕志/著 エムピージェー

30 670.9 人を動かす英文ビジネスEメールの書き方 定森幸生/著 ダイヤモンド社

31 671.3 製造も広告担当も知っておきたい景品表示法対応ガイドブック 植村幸也/著 第一法規

32 673.3 amazon 成毛眞/著 ダイヤモンド社

33 673.3 売れる販売員の新しい習慣 柴田昌孝/著 同文舘出版

34 673.3 士業で成功する交流会活用営業術! 杉井貴幸/著 ごま書房新社

35 673.7 MUJIが生まれる「思考」と「言葉」 良品計画/著 KADOKAWA

36 673.8 ショッピングセンター用語辞典 日本ショッピングセンター協会SC用
語等標準化研究小委員会/著

学文社

37 673.9 「定食酒場食堂」の奇跡 小野寺茂/著 牧野出版

38 673.9 喫茶店の椅子とテーブル 村田龍一/著 実業之日本社

39 673.9 警備・ビルメンテナンス業の労務管理ハンドブック 森田秀俊/共著 吉川和子/共著 日本法令

40 673.9 警備ビジネスで読み解く日本  （光文社新書） 田中智仁/著 光文社

41 673.9 これならわかる<スッキリ図解>介護ビジネス 辻川泰史/編著 小濱道博/著 翔泳社

42 673.9 最新ブライダル業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 粂美奈子/著 秀和システム

43 673.9 住むのが楽しいシェアハウスのつくりかた 細山勝紀/著 自由国民社

44 673.9 フランス女子の東京銭湯めぐり ステファニー・コロイン/著 G.B.

45 674 広報・PR・販促担当者のための<伝わる>コンテンツ制作ガイド  ビー・エヌ・エヌ新社

46 674.2 広告白書 2018年度版 日経広告研究所/編 日経広告研究所

47 674.3 けっきょく、よはく。 ingectar-e/著 ソシム

48 675 WEBマーケティング123の技 山田竜也/著 技術評論社

49 675 売上の8割を占める優良顧客を逃さない方法 大坂祐希枝/著 ダイヤモンド社

50 675 <買わせる>の心理学 中村和正/著
エムディエヌコーポ
レーション

51 675 コトラー競争力を高めるマーケティング フィリップ・コトラー/著 ヘルマワ
ン・カルタジャヤ/著

丸善出版

52 675 2万回のA/Bテストからわかった支持されるWebデザイン事例集 鬼石真裕/著 KAIZEN TEAM/著 技術評論社

53 675 人がうごくコンテンツのつくり方 高瀬敦也/著
クロスメディア・パブ
リッシング

54 675 100人の村で84人に新商品を売る方法 森本尚樹/著 雷鳥社

55 675 マーケティングの基本 安原智樹/著 日本実業出版社

56 675.5 築地市場 福地享子/著 築地魚市場銀鱗会/著 朝日新聞出版

57 676.4 大坂堂島米市場  （講談社現代新書） 高槻泰郎/著 講談社

58 681.3 すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル 木島康雄/監修 三修社

59 681.8 大阪メトロ誕生 伊原薫/著 かや書房

60 683.0 長距離フェリー50年の航跡 SHKライン/編著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

61 683.2 SHIPPING NOW 2018-2019 日本海事広報協会/編 日本海事広報協会

62 683.2 北前船と日本海海運 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館

63 686.2 JR普通列車年鑑 2018-2019  イカロス出版

64 686.2 JTBの鉄道旅地図帳  JTBパブリッシング

65 686.2 エル特急大図鑑 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

66 686.2 写真で振り返るJRダイヤ改正史 結解学/著 渡部史絵/著 飛鳥出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 686.2 全国鉄道路線大全 2018-2019  イカロス出版

68 686.2 小さな鉄道の小さな旅 長屋良行/著 水崎薫/著 ゆいぽおと

69 686.2 東海鉄道散歩 伊藤博康/著 中日新聞社

70 686.2 名古屋発ゆかりの名列車  （交通新聞社新書） 徳田耕一/著 交通新聞社

71 686.2 ニッポン終着駅の旅  （平凡社新書） 谷川一巳/著 平凡社

72 686.2 広島県の鉄道 牧野和人/著
アルファベータブック
ス

73 686.5 ヨーロッパ鉄道時刻表 2018年夏ダイヤ号 『地球の歩き方』編集室/日本語解説
版著作編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

74 686.6 本部委員会報告書 平成29年度 鉄道貨物協会業務部/編 鉄道貨物協会

75 686.7 気象・地震と鉄道防災 島村誠/著 成山堂書店

76 687.0 こんなに違うJALとANA  （交通新聞社新書） 杉浦一機/著 交通新聞社

77 687.7 日航123便墜落 遺物は真相を語る 青山透子/著 河出書房新社

78 689.2 外国人観光客を呼ぶ日本の勝ちパターン 石井至/著 日経BP社

79 689.5 東京ディズニーリゾートレストランガイドブック 2019 ディズニーファン編集部/編 講談社

80 689.8 これ1冊でわかる住宅宿泊事業法 横田真一朗/著 佐伯優仁/著 第一法規

81 689.8
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる住宅宿泊事業法のしくみと民泊の法律問題
解決マニュアル

服部真和/監修 三修社

82 693.8 世界一高価な切手の物語 ジェームズ・バロン/著 高山祥子/訳 東京創元社

83 693.8 テーマ別日本切手カタログ Vol.4  日本郵趣協会

84 693.8 テーマ別風景印大百科 Vol.2  日本郵趣出版

85 689.8 よくわかる民泊事業Q&A 住宅宿泊事業法研究会/編集 ぎょうせい

86 699.6 「徹子の部屋」の花しごと 石橋恵三子/著 産業編集センター

87 699.6 テレ東のつくり方 大久保直和/著 日本経済新聞出版社

88 699.6 漂流キャスター日誌 金平茂紀/著 七つ森書館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 時のかたち ジョージ・クブラー/著 中谷礼仁/訳 鹿島出版会

2 701.5 うつくしい美術解剖図 小田隆/著 玄光社

3 702 デズモンド・モリスの猫の美術史 デズモンド・モリス/著 柏倉美穂/訳 エクスナレッジ

4 704 神聖なる怪物 四方田犬彦/著 七月堂

5 706.9 直島誕生 秋元雄史/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

6 712.5 イサム・ノグチエッセイ イサム・ノグチ/著 北代美和子/訳 みすず書房

7 718.0 仏像と日本人  （中公新書） 碧海寿広/著 中央公論新社

8 718.3 やすらぎの仏像彫刻 上級編 岩松拾文/著 日貿出版社

9 718.7 阿修羅像のひみつ 興福寺/監修 多川俊映/著 朝日新聞出版

10 720.1 視覚心理学が明かす名画の秘密 三浦佳世/著 岩波書店

11 721.0 幽霊画と冥界 安村敏信/監修 平凡社

12 721.8 知られざる北斎 神山典士/著 幻冬舎

13 723 美貌のひと  （PHP新書） 中野京子/著 PHP研究所

14 723.1 アホになる修行 横尾忠則/著 イースト・プレス

15 723.1 岸田劉生 岸田劉生/画 ふくやま美術館/企画・
編集

水声社

16 723.1 藤田嗣治作品集 藤田嗣治/画 清水敏男/著 東京美術

17 723.1 藤田嗣治戦時下に書く 藤田嗣治/著 林洋子/編 ミネルヴァ書房

18 723.3 「芸術」をつくった男 イングリッド・ローランド/著 ノ
ア・チャーニー/著

柏書房

19 723.3 グスタフ・クリムトの世界 グスタフ・クリムト/画 海野弘/解説
★監修

パイインターナショナ
ル

20 723.3 クロード・モネ ロス・キング/著 長井那智子/訳 亜紀書房

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 726.5 iPadではじめよう!CLIP STUDIO PAINT レミック/編著 玄光社

22 726.5 生頼範義戦記画集 生頼範義/著 オーライタロー/監修 玄光社

23 726.9 思いを伝える和紙のちぎり絵春夏秋冬 森住ゆき/著 日貿出版社

24 727 卓越したグラフィックデザイナーになる ドリュー・デ・ソト/著 大野千鶴/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

25 727 デザインの基本ノート 尾沢早飛/著 SBクリエイティブ

26 727.0 T&K TOKA蛍光インキ掛け合わせ印刷見本帳 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

27 727.0 デザインのひきだし 34 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

28 727.0 ビーマイベイビー 信藤三雄/著 平凡社

29 727.0 モダン絵封筒の世界 三好一/編著 紫紅社

30 732 世界版画全史 黒崎彰/著 阿部出版

31 733.0 棟方志功の福光時代 棟方志功/作 石井頼子/編著 青幻舎プロモーション

32 743 写真は「構図」でよくなる! 山田芳文/著
エムディエヌコーポ
レーション

33 743.5 夜の絶景写真 星空風景編  インプレス

34 744.4 超銀塩的写真レタッチ 横木安良夫/著 玄光社

35 748 きょうもバテてます 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

36 748 世界文化遺産軍艦島 小林伸一郎/著 金の星社

37 748 屋久島 神々からの伝言 堀江重郎/著 南方新社

38 748 夜の工場百景 小林哲朗/写真 一迅社

39 749 カラー図解印刷技術入門 「印刷雑誌」編集部/編 印刷学会出版部

40 750.2 二十一世紀民藝 赤木明登/著 美術出版社

41 750.2 柳宗悦と京都 杉山享司/著 土田眞紀/著 光村推古書院

42 751.1 京焼 伝統と革新 中ノ堂一信/著 淡交社

43 751.1 光悦考 十五代樂吉左衞門/著 淡交社

44 751.2 急須でお茶を 坂井基樹/[ほか]編集 LIXIL出版

45 751.4 ちょび子のミニチュアフードBook ちょび子/著 ブティック社

46 754.9 頭で考え、手を動かして脳を活性化エコクラフトで楽しく脳活性  ブティック社

47 754.9 おりがみで作る入れ子の箱 布施知子/著 誠文堂新光社

48 754.9 家族がよろこぶダンボール工作 pika/著 日本ヴォーグ社

49 754.9 紙バンドで作る四つだたみ&花結びのかごとバッグ ゆめひもフレンドシップ/編 アップルミンツ

50 754.9 曲線折り紙デザイン 三谷純/著 日本評論社

51 754.9 シックでかわいいエコクラフトのかごバッグ&小物 西尾ななえ/著 ブティック社

52 754.9 はり絵折り紙12か月 朝日勇/著 日貿出版社

53 755.5 一流の革職人に学ぶ極上の革財布 松澤邦幸/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

54 755.5 手軽で簡単ハギレで作る革小物  
スタジオタッククリエ
イティブ

55 756.6 十手 谷口柳造/著 目の眼

56 757 デザインとコミュニティ 上原幸子/編 上原幸子/著 武蔵野美術大学出版局

57 758.0 海を渡ったニッポンの家具  LIXIL出版

58 759 ミニチュア探偵物語  亥辰舎

59 760.9 音職人・行方洋一の仕事 行方洋一/著 DU BOOKS

60 760.9 音大生のキャリア戦略 ドーン・ベネット/編著 久保田慶一/
編訳

春秋社

61 760.9 破壊者 松浦勝人/著 幻冬舎

62 761 ちゃんとした音楽理論書を読む前に読んでおく本 侘美秀俊/著 リットーミュージック

63 761.5 歌って・書いて・弾いて学ぶ和音唱 市川景之/著 音楽之友社

64 762.3 くよくよしない力 フジコ・ヘミング/著 秀和システム

65 762.3 バッハ  （平凡社新書） 加藤浩子/著 平凡社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 763 楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館/監修 河出書房新社

67 763.2 バッハ演奏ハンドブック クラウディオ・ソアレス/著
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントHD

68 763.5 初心者のウクレレ基礎教本 2018 自由現代社編集部/編著 Lele de
Bossa/監修

自由現代社(発売)

69 763.5 常に「最高のギターの音」が出せる方法 山口和也/著 リットーミュージック

70 763.7 初心者のハーモニカ基礎教本 2018 田中光栄/編著 自由現代社(発売)

71 763.8 初心者のためのドラム講座 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

72 763.9 初心者のためのキーボード講座 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

73 764.6 一球入魂!一音入魂! オザワ部長/著 学研プラス

74 764.7 ビートルズはここで生まれた 藤本国彦/著 CCCメディアハウス

75 764.7 星野源 音楽の話をしよう 星野源/著 朝日新聞出版

76 766.1 コシ・ファン・トゥッテ モーツァルト/[作曲] 小瀬村幸子/訳 音楽之友社

77 767.5 幸せへの近道 バイマーヤンジン/著 時事通信出版局

78 767.7 唱歌の社会史 永澄憲史/著 中西光雄/著 メディアイランド

79 767.8 歌を作ろう! ミマス/著 音楽之友社

80 767.8 K-POP  （岩波新書 新赤版） 金成玟/著 岩波書店

81 767.8 それってキセキ 小松成美/著 KADOKAWA

82 767.8 美空ひばりと島倉千代子 小菅宏/著
アルファベータブック
ス

83 769.9 ターンアウトできてますか? 佐藤愛/著 東洋出版

84 770.4 街に出る劇場 石黒広昭/編 新曜社

85 772.1 大正昭和美人図鑑 小針侑起/著 河出書房新社

86 778.0 シネマの神は細部に宿る 押井守/著 東京ニュース通信社

87 778.0 ホラー映画で殺されない方法 セス・グレアム=スミス/著 入間眞/
訳

竹書房

88 778.2 有川貞昌 ゴジラの息子と円谷英二 有川貞昌/著 田端恵/編 洋泉社

89 778.2 映画監督坂本浩一全仕事 坂本浩一/著 カンゼン

90 778.2 そんなことはもう忘れたよ 本多晃子/写真 八幡薫/文
スペースシャワーネッ
トワーク

91 778.2 ナトセンおすすめYA映画館 名取弘文/著 子どもの未来社

92 778.2 人間黒澤明の真実 都築政昭/著 山川出版社

93 778.2 三船敏郎全映画 石熊勝己/編 映画秘宝編集部/編 洋泉社

94 778.7 細田守ミライをひらく創作のひみつ 松嶋雅人/著 細田守/談話 美術出版社

95 778.7 未来のミライオフィシャルガイド ニュータイプ/編 KADOKAWA

96 778.8 半分、青い。 Part2 北川悦吏子/作 NHK出版/編 NHK出版

97 779.1 火星人の殺し方 松本人志/監修 文藝春秋

98 779.1 神田松之丞講談入門 神田松之丞/著 河出書房新社

99 779.1 立川談志  河出書房新社

100 779.1 寄席の底ぢから 中村伸/著 三賢社

101 779.1 落語家のことば 大友浩/編著 芸術新聞社

102 779.9 ビートたけしのオールナイトニッポン2018 ビートたけし/著 高田文夫/著 文藝春秋

103 780 教養としてのアダプテッド体育・スポーツ学 齊藤まゆみ/編著 大修館書店

104 780 使える!スポーツ手話ハンドブック 『スポーツ関連用語集』編集委員会/
編集

全日本ろうあ連盟

105 780.1 女性アスリートの教科書 須永美歌子/著 主婦の友社

106 780.1 スポーツ栄養学 鈴木志保子/著 日本文芸社

107 780.1 スポーツ哲学入門 島田哲夫/著 論創社

108 780.3 スポーツ観戦手帳 東京書籍書籍編集部/編 東京書籍

109 780.6 日本オリンピック委員会公式写真集 2018 日本オリンピック委員会/企画・監修 アフロ

110 780.7 世界一使える筋トレ完全ガイド 荒川裕志/著 日本文芸社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

111 780.7 40代からのシックスパック 岡田隆/著 飛鳥新社

112 781.4 カタい体が若返る!やわらかストレッチ 小林邦之/著 新星出版社

113 781.4 チームで魅せる!新体操団体上達のポイント50 石崎朔子/監修 メイツ出版

114 782.3 金栗四三の生涯  洋泉社

115 782.3 子どもの走り方トレーニング 木村匡宏/編著 東洋館出版社

116 783.4 戦術リストランテ 5 西部謙司/著 ソル・メディア

117 783.4 センターバック専門講座 秋田豊/著 田中滋/構成 東邦出版

118 783.4 DVDでマスター!サッカー鉄壁ディフェンス 岩政大樹/著 学研プラス

119 783.4 DVDでマスター!ミニゲームでサッカーがどんどんうまくなる! 菊原志郎/著 学研プラス

120 783.4 ドイツ式GK技術革新 川原元樹/著 清水英斗/著 カンゼン

121 783.4 ボランチ専門講座 福西崇史/著 北健一郎/構成 東邦出版

122 783.5 Date of DATE 伊達公子/著 金子達仁/著 文藝春秋

123 783.7 あの夏 上･下巻 朝日新聞スポーツ部/編 朝日新聞出版

124 783.7 お前たちなら必ずできる 中原英孝/著 洋泉社

125 783.7 清原和博告白 清原和博/著 文藝春秋

126 783.7 高校球児に伝えたい!ラテンアメリカ式メジャー直結練習法 阪長友仁/著 東邦出版

127 783.7 甲子園!名将・馬淵語録 馬淵史郎/著 寺下友徳/編著 東京ニュース通信社

128 783.7 甲子園夏の記憶 森岡浩/監修 洋泉社

129 783.7 甲辞園 ベースボール・マガジン社/編
ベースボール・マガジ
ン社

130 783.7 高校野球名将の言葉 中村計/著 講談社

131 783.7 夏の甲子園100回故郷のヒーロー 週刊朝日編集部/編 朝日新聞出版

132 783.7 阪神園芸甲子園の神整備 金沢健児/著 毎日新聞出版

133 783.7 名将たちが語る「これから」の高校野球 大利実/著 インプレス

134 783.7 燃えよ左腕 江夏豊/著 日本経済新聞出版社

135 783.7 ランディ・メッセンジャー ランディ・メッセンジャー/著 洋泉社

136 783.7 私の高校野球 西谷浩一/[ほか著] 報知新聞社

137 785.2 スイミング・サイエンス G.ジョン・マレン/編 黒輪篤嗣/訳 河出書房新社

138 785.3 バーバリアンデイズ ウィリアム・フィネガン/著 児島修/
訳

エイアンドエフ

139 785.5 勝つ!ボート競技スカル・スウィープ上達のコツ50 日本ボート協会/監修 メイツ出版

140 786 生き物としての力を取り戻す50の自然体験 カシオ計算機株式会社/監修 Surface
& Architecture/編

オライリー・ジャパン

141 786.1 トレッキング実践学 高橋庄太郎/著 枻出版社

142 786.1 バックパッキング登山紀行 四角大輔/著 枻出版社

143 786.1 ランニング登山  （絶版新書） 下嶋溪/著 松本大/執筆協力 ソーシャルキャピタル

144 786.5 ロードバイクパワー&スキルアップ教本  枻出版社

145 787.1 ゼロから始める海釣り入門 堤防・海釣り公園編  コスミック出版

146 787.1 タチウオ釣り全部わかるBOOK つり人社書籍編集部/編 つり人社

147 787.1 バス釣り超思考法 北大祐/著 つり人社

148 787.1 攻めの「ライトゲーム」変幻自在 河野大輔/著 つり人社

149 788.2 真説・佐山サトル 田崎健太/著
集英社インターナショ
ナル

150 788.2 長州力最後の告白 長州力/著 水道橋博士/聞き手 宝島社

151 789.2 木村政彦外伝 増田俊也/著 イースト・プレス

152 789.2 木村政彦柔道の技 木村政彦/著 イースト・プレス

153 790 <写真集>永久不滅のレトロスペース ムトー清次/写真 北野麦酒/文 彩流社

154 791.5 仕覆作りは茶道の楽しみ、暮らしの彩り 田中真紀子/著 誠文堂新光社

155 791.7 実用覚えておきたい客の所作 2 淡交社編集局/編 飯島宗照/指導・文 淡交社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

156 793 フラワーアレンジメントの基本メソッド 蛭田謙一郎/著 誠文堂新光社

157 795 アルファ碁Teach完全ガイド 大橋拓文/著 マイナビ出版

158 795 布石の基本完全ガイド 小林覚/著 マイナビ出版

159 796 さばく!振り飛車教室 久保利明/著 浅川書房

160 796 将棋・序盤完全ガイド 相居飛車編 上野裕和/著 マイナビ出版

161 796 奨励会  （マイナビ新書） 橋本長道/著 マイナビ出版

162 796 「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野照市/著 創元社

163 796.0 うつ病九段 先崎学/著 文藝春秋

164 797.5 はじめてでもよくわかる麻雀入門 井出洋介/著 主婦の友社

165 798.5 ゲームシナリオの教科書 川上大典/著 北野不凡/著 秀和システム

166 798.5 冒険で学ぶはじめてのプログラミング 鈴木遼/著 技術評論社

167 798.5 まるごとわかる3Dドットモデリング入門 今井健太/著 技術評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 実験音声科学 本多清志/著 コロナ社

2 801.6 見たまま書くだけ!宣伝・貼り紙・注意書き6カ国語文例集 看板・掲示板研究会/編 新星出版社

3 801.9 わかる!できる!新・おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会/編 東邦出版

4 809.2 脱!あがり症 渡邉由規/著 同文舘出版

5 809.4 決定版!あがり症克服の教科書 鴨頭嘉人/著 かも出版

6 810 もう一度学びたい日本語 吉田裕子/著 枻出版社

7 810.1 日本語は哲学する言語である 小浜逸郎/著 徳間書店

8 810.1 日本語語用論入門 山岡政紀/著 牧原功/著 明治書院

9 810.4 できる人が使っている大人の語彙力&モノの言い方 山口拓朗/著 PHP研究所

10 810.8 真田信治著作選集シリーズ日本語の動態 2 真田信治/著 ひつじ書房

11 814 くらべてわかるオノマトペ 小野正弘/著 東洋館出版社

12 814 身近な漢語をめぐる 木村秀次/著 大修館書店

13 816 心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術  （ブルーバックス） 海保博之/著 講談社

14 816.5 小論文これだけ! 受験生の疑問にズバリ回答!Q&A編 樋口裕一/著 東洋経済新報社

15 821.1 音が見える!中国語発音がしっかり身につく本 劉雅新/著 コスモピア

16 829.1 韓国語形容詞強化ハンドブック 今井久美雄/著 白水社

17 829.1 韓国語似ている名詞使い分けブック 河村光雅/著 金京子/著 ベレ出版

18 829.5 ニューエクスプレスプラス トルコ語 大川博/著 白水社

19 829.8 ニューエクスプレスプラス ベンガル語 丹羽京子/著 白水社

20 830.7 英語の多動力 堀江貴文/著 DHC

21 831.1 はじめての英語音読 安河内哲也/著 ジャパンタイムズ

22 831.1 外国人に「What?」と言わせない発音メソッド カン・アンドリュー・ハシモト/著 池田書店

23 832 knowの「k」はなぜ発音しないのか? 原島広至/著 KADOKAWA

24 835 ハートで感じる英文法 大西泰斗/著 ポール・マクベイ/著 NHK出版

25 835.5 動詞の「時制」がよくわかる英文法談義 宗宮喜代子/著 糸川健/著 大修館書店

26 835.6 目で見る英文法前置詞ダイヤル 晴山陽一/著 ジャパンタイムズ

27 837.8 英語で語るニッポン コスモピア編集部/編 コスモピア

28 837.8 やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 藤田玲子/著 加藤好崇/著 研究社

29 837.8 英会話ウケる例文練習帳 デイビッド・セイン/著 近藤祐次/著 アスコム

30 837.8 英語の気配り マヤ・バーダマン/著 ジェームス・
M.バーダマン/監修

朝日新聞出版

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 840 ニューエクスプレスプラス ドイツ語 太田達也/著 白水社

32 849 ルクセンブルク語分類単語集 田原憲和/著 大学書林

33 849.6 ニューエクスプレスプラス ノルウェー語 青木順子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 真文学の夜明け 丸山健二/著 柏艪舎

2 902.3 心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー 高山実佐/編 東直子/編 三省堂

3 909.0 「ふつうのおんなの子」のちから 中村桂子/著 集英社クリエイティブ

4 910.2 「小説家」の二〇年「小説」の一〇〇〇年 古川日出男/著 佐々木敦/著 Pヴァイン

5 910.2 井上靖の浜松時代と作品の世界 和久田雅之/著 羽衣出版

6 910.2 軍服を脱いだ鷗外 美留町義雄/著 大修館書店

7 910.2 漱石と朝日新聞  （朝日新書） 山口謠司/著 朝日新聞出版

8 910.2 原民喜  （岩波新書 新赤版） 梯久美子/著 岩波書店

9 910.2 水の匂いがするようだ 野崎歓/著 集英社

10 910.2 山の上の家 庄野潤三/著 夏葉社

11 911.1 新古今和歌集 上･下巻 久保田淳/校注 新潮社

12 911.1 ねむらない樹 vol.1(2018summer)  書肆侃侃房

13 911.3 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井いつき/著 PHP研究所

14 911.3 虚子は戦後俳句をどう読んだか 筑紫磐井/編著 深夜叢書社

15 911.3 生きる 小林凛/著 小学館

16 911.6 ネコの手も貸したい 及川眠子/著 リットーミュージック

17 912.6 ザ・空気 永井愛/著 而立書房

18 912.7 年鑑代表シナリオ集 17 日本シナリオ作家協会「'17年鑑代表
シナリオ集」出版委員会/編

日本シナリオ作家協会

19 913.3 伊勢物語 流転と変転 山本登朗/著 平凡社

20 914.6 時の余白に 続 芥川喜好/著 みすず書房

21 914.6 行ったり来たり寝ころんだり あおきひろえ/絵と文 新日本出版社

22 914.6 ほんのきもち 朝吹真理子/著 彩瀬まる/著 扶桑社

23 914.6 大人の女といわれる生き方 家田荘子/著 さくら舎

24 914.6 七〇歳年下の君たちへ 五木寛之/著 新潮社

25 914.6 こころ傷んでたえがたき日に 上原隆/著 幻冬舎

26 914.6 須賀敦子さんへ贈る花束 北原千代/著 思潮社

27 914.6 樂天道 佐藤愛子/著 海竜社

28 914.6 たしなみについて 白洲正子/著 河出書房新社

29 914.6 あぁ、くたびれた。 高峰秀子/著 河出書房新社

30 914.6 遺言 鶴見和子/著 藤原書店

31 914.6 酒から教わった大切なこと 東理夫/著 天夢人

32 914.6 三谷幸喜のありふれた生活 15 三谷幸喜/著 朝日新聞出版

33 914.6 これからの私をつくる29の美しいこと 光野桃/著 講談社

34 914.6 咳をしても一人と一匹 群ようこ/著 KADOKAWA

35 914.6 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本ばなな/著 Soupy Tang/絵 幻冬舎

36 914.6 目もと隠して、オトナのはなし LiLy/著 宝島社

37 915.3 土佐日記 貫之集 [紀貫之/著] 木村正中/校注 新潮社

38 915.3 正訳紫式部日記 紫式部/著 中野幸一/訳 勉誠出版

39 915.6 日本名城紀行 5 今官一/著 黒岩重吾/著 小学館

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 915.6 日本名城紀行 6 遠藤周作/著 井上友一郎/著 小学館

41 915.6 やや黄色い熱をおびた旅人 原田宗典/著 岩波書店

42 916 朝、目覚めると、戦争が始まっていました 方丈社編集部/編 方丈社

43 916 工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 今野浩/著 青土社

44 916 声めぐり 齋藤陽道/著 晶文社

45 916 戦中・戦後の暮しの記録  暮しの手帖社

46 916 人殺しの息子と呼ばれて 張江泰之/著 KADOKAWA

47 918.6 新編・日本幻想文学集成 9  国書刊行会

48 918.6 ガール・イン・ザ・ダーク 高原英理/編著 講談社

49 923.7 ネット狂詩曲 劉震雲/著 水野衛子/訳 彩流社

50 929.1 羞恥 チョンスチャン/著 斎藤真理子/訳 みすず書房

51 929.1 別れの谷 イムチョル/著 朴垠貞/共訳 三一書房

52 929.1 そっと静かに ハンガン/著 古川綾子/訳 クオン

53 930.2 カズオ・イシグロの視線 荘中孝之/編 三村尚央/編 作品社

54 930.2 イギリス文学を旅する60章 石原孝哉/編著 市川仁/編著 明石書店

55 930.2 英米文学つれづれ草 岡本正明/著 朝日出版社

56 930.2 E・M・フォースターとアングリカニズムの精神 松山献/著 彩流社

57 931.7 戦争と平和の岐路で デイヴィッド・クリーガー/著 結城
文/訳

コールサック社

58 931.7 トールキンのシグルズとグズルーンの伝説 J.R.R.トールキン/著 クリスト
ファー・トールキン/編

原書房

59 933.7 さらば、シェヘラザード ドナルド・E.ウェストレイク/著 矢
口誠/訳

国書刊行会

60 933.7 はらぺこ犬の秘密 フランク・グルーバー/著 森沢くみ
子/訳

論創社

61 933.7 こうしてイギリスから熊がいなくなりました ミック・ジャクソン/著 田内志文/訳 東京創元社

62 933.7 七人のイヴ 2 ニール・スティーヴンスン/著 日暮
雅通/訳

早川書房

63 933.7 リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ/著 上岡伸
雄/訳

河出書房新社

64 933.7 クリック?クラック! エドウィージ・ダンティカ/著 山本
伸/訳

五月書房新社

65 933.7 デュー・ブレーカー エドウィージ・ダンティカ/著 山本
伸/訳

五月書房新社

66 933.7 疑惑の銃声 イザベル・B.マイヤーズ/著 木村浩
美/訳

論創社

67 933.7 赤毛のアン ルーシイ=モード=モンゴメリ/作 岸
田衿子/訳

朝日出版社

68 936 マンモスを再生せよ ベン・メズリック/著 上野元美/訳 文藝春秋

69 936 ある葬儀屋の告白 キャレブ・ワイルド/著 鈴木晶/訳 飛鳥新社

70 940.2 ハイム小伝 貫橋宣夫/著訳 文芸社

71 943.7 セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ/著 遠山明子/訳 集英社

72 946 ぼくの兄の場合 ウーヴェ・ティム/著 松永美穂/訳 白水社

73 949.6 真夜中の太陽 ジョー・ネスボ/著 鈴木恵/訳 早川書房

74 953.6 世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 デイヴィッド・ベロス/著 立石光子/
訳

白水社

75 953.7 ゲリラ ローラン・オベルトーヌ/著 臼井美
子/訳

東京創元社

76 953.7 通過者 ジャン=クリストフ・グランジェ/著
吉田恒雄/訳

TAC株式会社出版事業部

77 963 共謀綺談 フアン・ホセ・アレオラ/著 安藤哲
行/訳

松籟社

78 969.3 ガルヴェイアスの犬 ジョゼ・ルイス・ペイショット/著
木下眞穂/訳

新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 悪玉伝 朝井まかて/著 KADOKAWA

2 F 鯖 赤松利市/著 徳間書店

3 F 『生れ出づる悩み』を読む 有島武郎・木田金次郎プロジェクト/
編

北海道新聞社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 F ぞぞのむこ 井上宮/著 光文社

5 F 日傘を差す女 伊集院静/著 文藝春秋

6 F 下町ロケット 3 池井戸潤/著 小学館

7 F 呪いに首はありますか 岩城裕明/著 実業之日本社

8 F 政宗の遺言 岩井三四二/著 エイチアンドアイ

9 F 未来職安 柞刈湯葉/著 双葉社

10 F 破蕾 冲方丁/著 講談社

11 F 文字渦 円城塔/著 新潮社

12 F 赤い靴 大山淳子/著 ポプラ社

13 F ある日失わずにすむもの 乙川優三郎/著 徳間書店

14 F 加納一朗探偵小説選 加納一朗/著 論創社

15 F 天使たちの課外活動 6 茅田砂胡/著 中央公論新社

16 F 秘録島原の乱 加藤廣/著 新潮社

17 F 四十歳、未婚出産 垣谷美雨/著 幻冬舎

18 F ドッグレース 木内一裕/著 講談社

19 F 名もなき王国 倉数茂/著 ポプラ社

20 F 銀幕のメッセージ 鯨統一郎/著 光文社

21 F マトリョーシカ・ブラッド 呉勝浩/著 徳間書店

22 F 生き残り 古処誠二/著 KADOKAWA

23 F 君に言えなかったこと こざわたまこ/著 祥伝社

24 F 任俠浴場 今野敏/著 中央公論新社

25 F 誘拐の免罪符 小島正樹/著 南雲堂

26 F 女優万里子 佐藤愛子/著 小学館

27 F ふたりぐらし 桜木紫乃/著 新潮社

28 F 奇妙な小話 佐藤春夫/著 長山靖生/編 彩流社

29 F 西條八十集 西條八十/著 芦辺拓/編 戎光祥出版

30 F 引火点 笹本稜平/著 幻冬舎

31 F 一億円のさようなら 白石一文/著 徳間書店

32 F 鏡の背面 篠田節子/著 集英社

33 F 歪んだ波紋 塩田武士/著 講談社

34 F 公園へ行かないか?火曜日に 柴崎友香/著 新潮社

35 F 秒速11.2キロの熱情 直原冬明/著 講談社

36 F 夏空白花 須賀しのぶ/著 ポプラ社

37 F 南の国のカンヤダ 鈴木敏夫/著 小学館

38 F 正義の申し子 染井為人/著 KADOKAWA

39 F この血の流れ着くところ 滝田愛美/著 新潮社

40 F あのとき僕が泣いたのは、悲しかったからじゃない 瀧森古都/著 誠文堂新光社

41 F 私が誰かわかりますか 谷川直子/著 朝日新聞出版

42 F オブジェクタム 高山羽根子/著 朝日新聞出版

43 F 送り火 高橋弘希/著 文藝春秋

44 F ペットシッターちいさなあしあと 高森美由紀/著 産業編集センター

45 F 新・水滸後伝 上･下巻 田中芳樹/著 講談社

46 F 東遊記 武内涼/著 KADOKAWA

47 F 大人は泣かないと思っていた 寺地はるな/著 集英社

48 F 焦土の刑事 堂場瞬一/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 F 沖縄オバァの小さな偽証 友井羊/著 光文社

50 F 大奥づとめ 永井紗耶子/著 新潮社

51 F 能面検事 中山七里/著 光文社

52 F 埋もれた波濤 滑志田隆/著 論創社

53 F 十津川警部哀愁のミステリー・トレイン 西村京太郎/著 徳間書店

54 F 襲来 上･下巻 帚木蓬生/著 講談社

55 F むすびつき (「しゃばけ」シリーズ) 畠中恵/著 新潮社

56 F 蝶のゆくへ 葉室麟/著 集英社

57 F 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ/著 文藝春秋

58 F インジョーカー 深町秋生/著 幻冬舎

59 F ドリームキャッチャー 福井孝典/著 作品社

60 F ショコラティエ 藤野恵美/著 光文社

61 F この世界で君に逢いたい 藤岡陽子/著 光文社

62 F ハレルヤ 保坂和志/著 新潮社

63 F 日記 蛍ヒカル/著 郁朋社

64 F 友を待つ 本城雅人/著 東京創元社

65 F ギケイキ 2 町田康/著 河出書房新社

66 F シンドローム　（「ハゲタカ」 シリーズ） 上･下巻 真山仁/著 講談社

67 F ツキマトウ 真梨幸子/著 KADOKAWA

68 F しき 町屋良平/著 河出書房新社

69 F そいねドリーマー 宮澤伊織/著 早川書房

70 F 猫町くんと猫と黒猫 樒屋京介/著 小学館

71 F 怪異十三 三津田信三/編 原書房

72 F スケルトン・キー 道尾秀介/著 KADOKAWA

73 F 君の話 三秋縋/著 早川書房

74 F 蹴爪(ボラン) 水原涼/著 講談社

75 F 星をつなぐ手 村山早紀/著 PHP研究所

76 F 瑠璃色の一室 明利英司/著 書肆侃侃房

77 F 矢上教授の「十二支考」 森谷明子/著 祥伝社

78 F 大ぼら吹きの城 矢野隆/著 KADOKAWA

79 F プラスチックの恋人 山本弘/著 早川書房

80 F 小説曲直瀬道三 山崎光夫/著 東洋経済新報社

81 F ストロング・スタイル 行成薫/著 文藝春秋

82 F 新・餓狼伝 巻ノ4 夢枕獏/著 双葉社

83 F 十三階の神(メシア) 吉川英梨/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 世界でただ一つの読書 三宮麻由子/著 集英社

2 B232.8 古代ローマ旅行ガイド フィリップ・マティザック/著 安原
和見/訳

筑摩書房

3 B686.9 岡山路面電車各駅街歩き 倉敷ぶんか倶楽部/編 日本文教出版

4 B712.1 木喰上人 柳宗悦/著 講談社

5 B914.6 鬼平梅安江戸暮らし 池波正太郎/著 高丘卓/編 集英社

6 B914.6 ちんちん電車 獅子文六/著 河出書房新社

7 B933.7 ホワイトコテージの殺人 マージェリー・アリンガム/著 猪俣
美江子/訳

東京創元社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 B933.7 IQ ジョー・イデ/著 熊谷千寿/訳 早川書房

9 B933.7 偽りの銃弾 ハーラン・コーベン/著 田口俊樹/訳 小学館

10 B933.7 燃える部屋 上･下巻 マイクル・コナリー/著 古沢嘉通/訳 講談社

11 B933.7 遭難信号 キャサリン・ライアン・ハワード/著
法村里絵/訳

東京創元社

12 B933.7 ニック・メイソンの脱出への道 スティーヴ・ハミルトン/著 越前敏
弥/訳

KADOKAWA

13 B933.7 モーリス フォースター/著 加賀山卓朗/訳 光文社

14 B933.7 ガイコツは眠らず捜査する レイ・ペリー/著 木下淳子/訳 東京創元社

15 B933.7 牧神の影 ヘレン・マクロイ/著 渕上瘦平/訳 筑摩書房

16 B933.7 モーセの災い 上･下巻 ジェームズ・ロリンズ/著 桑田健/訳 竹書房

17 B943.7 第七の十字架 上 アンナ・ゼーガース/作 山下肇/訳 岩波書店

18 B963 奪われた家/天国の扉 コルタサル/著 寺尾隆吉/訳 光文社

19 B969.3 ザ・スパイ パウロ・コエーリョ/著 木下眞穂/訳 KADOKAWA

20 BF スパイクス あさのあつこ/著 幻冬舎

21 BF 猫河原家の人びと 青柳碧人/著 新潮社

22 BF おっとり聖四郎事件控 3 井川香四郎/著 光文社

23 BF 騒動 上田秀人/著 講談社

24 BF 旅発(たびだち) 上田秀人/著 光文社

25 BF 夢幻の天守閣 上田秀人/著 光文社

26 BF イノセント・ゲリラの祝祭 上･下巻 海堂尊/著 宝島社

27 BF ゆら心霊相談所 5 九条菜月/著 中央公論新社

28 BF 隠密同心 1 小杉健治/著 KADOKAWA

29 BF 異郷のぞみし 佐伯泰英/著 双葉社

30 BF 比叡山の鬼 佐々木裕一/著 講談社

31 BF 終焉の百鬼行 芝村凉也/著 講談社

32 BF 追憶の翰 芝村凉也/著 講談社

33 BF 群青色の波 鈴木英治/著 双葉社

34 BF 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。 1 竹村優希/著 KADOKAWA

35 BF 秋しぐれ 辻堂魁/著 祥伝社

36 BF 花ふぶき 辻堂魁/著 祥伝社

37 BF 幽霊になった女 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

38 BF 時代小説ザ・ベスト 2018 日本文藝家協会/編 中嶋隆/[ほか著] 集英社

39 BF 決戦!大坂城 葉室麟/著 木下昌輝/著 講談社

40 BF 片えくぼ 藤井邦夫/著 双葉社

41 BF 最後の晩ごはん 10 椹野道流/著 KADOKAWA

42 BF おもてなし時空ホテル 堀川アサコ/著 新潮社

43 BF dele 2 本多孝好/著 KADOKAWA

44 BF ダイブ!! 上･下巻 森絵都/著 KADOKAWA

45 BF 血か、死か、無か? 森博嗣/著 講談社

46 BF 天空の矢はどこへ? 森博嗣/著 講談社

47 BF 京都寺町三条のホームズ 3～10巻 望月麻衣/著 双葉社

48 BF 京都寺町三条のホームズ 6.5 望月麻衣/著 双葉社

49 BF 損料屋喜八郎始末控え 山本一力/著 文芸春秋

50 BF 鳩の血 矢月秀作/著 双葉社

51 BF 安岡章太郎戦争小説集成 安岡章太郎/著 中央公論新社

52 BF フレンチ女子マドレーヌさんの下町ふしぎ物語 由似文/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 BF 偽弾の墓 吉川英梨/著 KADOKAWA

54 BF 髪結の亭主 3～10巻 和久田正明/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R010.5 図書館年鑑 2018 日本図書館協会図書館年鑑編集委員
会/編集

日本図書館協会

2 R253 アメリカ文化年表 亀井俊介/監修 杉山直子/著 南雲堂

3 R281.0 現代物故者事典 2015〜2017 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

4 R281.0 明治を生きた人々 1･2巻 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

5 R282.2 近代中国人名辞典 近代中国人名辞典修訂版編集委員会/
編

霞山会

6 R290.3 地理・地誌レファレンスブック 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

7 R291.0 世界の中の日本地図 ジェイソン・C.ハバード/著 日暮雅
通/訳

柏書房

8 R291.4 小松市・能美市住宅明細図 平成30年版 刊広社/編 刊広社

9 R317.7 警察白書 平成30年版 警察庁/編著 日経印刷

10 R319.1 外交青書 第61号(平成30年版) 外務省/編集 日経印刷

11 R335.0 東商信用録 平成29年版  
東京商工リサーチ富山
支店

12 R335.5 海外進出企業総覧 2018国別編  東洋経済新報社

13 R365.5 国民生活基礎調査 平成28年第1～4巻 厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策担当)/編

厚生労働統計協会

14 R365.7 レジャー白書 2018 日本生産性本部/編集 日本生産性本部

15 R369.3 防災白書 平成30年版 内閣府/編集 日経印刷

16 R369.4 子ども白書 2018 日本子どもを守る会/編 本の泉社

17 R373.1 文部科学白書 平成29年度 文部科学省/編集 日経印刷

18 R382.1 郷土に伝わる民俗と信仰 飯澤文夫/監修 日外アソシエーツ

19 R390.5 防衛年鑑 2018年版 防衛年鑑刊行会/編著 防衛メディアセンター

20 R392.1 防衛ハンドブック 平成30年版 朝雲新聞社出版業務部/編著 朝雲新聞社

21 R451.9 気象年鑑 2018年版 気象業務支援センター/編集 気象庁/
監修

気象業務支援センター

22 R499.0 薬事衛生六法 2018  薬事日報社

23 R529.0 日本のインテリアデザイン全史 大川三雄/著 大橋智子/著 柏書房

24 R670.5 我が国の商業 2018 経済産業統計協会/編集 経済産業統計協会

25 R702.1 日本美術年鑑 平成28年版 国立文化財機構東京文化財研究所文
化財情報資料部/編集

中央公論美術出版

26 R720.3 絵画・版画の賞事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

27 R796.0 将棋年鑑 平成30年版  日本将棋連盟

28 R818.6 関西弁事典 真田信治/監修 ひつじ書房

29 R833.2 大きな字の和英辞典 学研辞典編集部/編 学研プラス

30 R833.3 大きな字の英和辞典 赤瀬川史朗/監修 学研プラス

31 R833.4 詳説英語イディオム由来辞典 佐藤尚孝/編 三省堂

32 R835.0 オックスフォード実例現代英語用法辞典 マイケル・スワン/著 吉田正治/訳 研究社

33 R909 赤い鳥事典 赤い鳥事典編集委員会/編 柏書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016 富山県立図書館年報 平成29年度 富山県立図書館/編 富山県立図書館

2 T016.3 みんなに本を地域に図書館を 平成30年度 富山市立図書館/編 富山市立図書館

3 T202 埋蔵文化財年報 平成29年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
課/編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査課

4 T232.8 境野新「集荷場」の歩み 境野新蔬菜出荷組合/編 境野新蔬菜出荷組合

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

5 T317.6 富山県総合計画 元気とやま創造計画 富山県総合政策局企画調整室/編
富山県総合政策局企画
調整室

6 T318.3 富山市行政苦情オンブズマン活動状況報告書 平成29年度
富山市行政苦情オンブズマン事務局/
編

富山市行政苦情オンブ
ズマン事務局

7 T369 富山市の社会福祉 2018 富山市福祉保健部/編 富山市こども
家庭部/編

富山市福祉保健部

8 T375.1 個の学びと教育 富山市立堀川小学校/著 明治図書出版

9 T499.3 和漢医薬学総合研究所年報 第44巻 2017年 富山大学和漢医薬学総合研究所/編
富山大学和漢医薬学総
合研究所

10 T515 黒部川愛本橋物語 黒部の古文書を読む会/編 黒部の古文書を読む会

11 T537 富山県軽自動車協会50周年記念誌 富山県軽自動車協会/編 グループ
フィリア∥制作

富山県軽自動車協会

12 T610.5 農林水産業の動き 平成30年 富山市農林水産部/編 富山市農林水産部

13 T786 太刀の嶺高く 創立70周年記念誌編集委員会/編 富山県山岳連盟

14 T906 へるん倶楽部 第16号 富山八雲会/編 富山八雲会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あおいちきゅうのいちにち エラ・ベイリー/さく せなあいこ/や
く

評論社

2 E いいまちがいちゃん のぶみ/さく WAVE出版

3 E 伊賀のキャベ丸 川端誠/作 BL出版

4 E 行ったり来たり大通り 五味太郎/作 絵本館

5 E 絵本・名人伝 中島敦/原作 小林豊/文と絵 あすなろ書房

6 E おうさまがかえってくる100びょうまえ! 柏原佳世子/作 えほんの杜

7 E おしりのあなうみへいく 工藤光子/さく 横山拓彦/え 岩崎書店

8 E おすわりどうぞ しもかわらゆみ/作 講談社

9 E おつきさまのおさんぽ カワチレン/作・絵 学研プラス

10 E おばけのかくれんぼべんとう 木坂涼/文 いりやまさとし/絵 教育画劇

11 E おむつのなか、みせてみせて! ヒド・ファン・ヘネヒテン/文・絵
松永りえ/訳

パイインターナショナ
ル

12 E おやすみなさいトマトちゃん エリーザ・マッツォーリ/文 クリス
ティーナ・ペティ/絵

きじとら出版

13 E カタカタカタ リンシャオペイ/さく 宝迫典子/やく ほるぷ出版

14 E かにのしょうばい 新美南吉/文 竹中豊秋/絵 安城市図書情報館

15 E きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高もとこ/作 鎌田歩/絵 岩崎書店

16 E ぎゅぎゅぎゅー 駒形克己/作・絵 KADOKAWA

17 E 恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

18 E きりみ 長嶋祐成/え・ぶん 河出書房新社

19 E こちらムシムシ新聞社 三輪一雄/作・絵 偕成社

20 E さんぼんぼうってなんだろな 高橋秀雄/作 えがしらみちこ/絵 鈴木出版

21 E シカクさん マック・バーネット/文 ジョン・ク
ラッセン/絵

クレヨンハウス

22 E すいかのプール アンニョン・タル/作 斎藤真理子/訳 岩波書店

23 E すなのたね シビル・ドラクロワ/作 石津ちひろ/
訳

講談社

24 E セボンちゃん ケロポンズ/作 たんじあきこ/絵 金の星社

25 E せんたくばさみのサミー ひらぎみつえ/作・絵 鈴木出版

26 E ソフィーとちいさなおともだち パット・ジトロー・ミラー/文 ア
ン・ウィルスドルフ/絵

光村教育図書

27 E ソフィーのくだものばたけ ゲルダ・ミューラー/作 ふしみみさ
を/訳

BL出版

28 E だいすきライオンさん ジム・ヘルモア/文 リチャード・
ジョーンズ/絵

フレーベル館

29 E だんごたべたいおつきさま すとうあさえ/ぶん 中谷靖彦/え ほるぷ出版

30 E とおくまで 曹文軒/文 ボーデ・ポールセン/絵 樹立社

31 E ともくんのおうち おおはしえみこ/作 ささきみお/画 国土社

32 E ともだちドロボウ のぶみ/さく 講談社

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 E なぞなぞあいうえお アフタフ・バーバン/文 濱美由紀/絵 イースト・プレス

34 E なにはこんでるの? スズキサトル/さく ほるぷ出版

35 E 難民になったねこクンクーシュ マイン・ヴェンチューラ/文 ベ
ディ・グオ/絵

かもがわ出版

36 E NEWウォーリーのふしぎなたび マーティン ハンドフォード/作・絵 フレーベル館

37 E ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン/作・絵 い
ちだいづみ/訳

徳間書店

38 E バッタロボットのぼうけん まつおかたつひで/作 ポプラ社

39 E ハンカチさがし 森山京/さく 岡田千晶/え 文溪堂

40 E ヒョウのハチ 門田隆将/ぶん 松成真理子/え 小学館

41 E ふねのとしょかん いしいつとむ/作 文研出版

42 E ふるふるフルーツ ひがしなおこ/文 はらぺこめがね/絵 学研教育みらい

43 E プロペラちどり U-suke/さく・え フレーベル館

44 E ぼくがいちばん!すごいでしょ サトシン/作 山村浩二/絵 PHP研究所

45 E ぼくとたいようのふね nakaban/作 BL出版

46 E ぼくにまかせて! デイヴィッド・ウィーズナー/作 江
國香織/タイトル訳

BL出版

47 E ぼくの島にようこそ! 市川里美/作 BL出版

48 E まねきねこだいさくせん! 澤野秋文/作 講談社

49 E マルコはとなりへおつかいに なかであきこ/作 あさくらまや/絵 くもん出版

50 E 虫にんじゃ 大塚健太/作 マスリラ/絵
パイインターナショナ
ル

51 E もうどう犬べぇべ セアまり/文 平澤朋子/絵 ほるぷ出版

52 E LOVE マット・デ・ラ・ペーニャ/文 ロー
レン・ロング/絵

評論社

53 E わたしの森に アーサー・ビナード/文 田島征三/絵 くもん出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 学ぶということ  （ちくまプリマー新書） 内田樹/著 岩井克人/著 筑摩書房

2 K007 暗号の大研究 伊藤正史/監修 PHP研究所

3 K031 たのしくことばが身につく!なぞなぞ1000 高橋啓恵/著 深谷圭助/監修 池田書店

4 K123 こどものための易経 竹村亞希子/著 都築佳つ良/著 致知出版社

5 K159 大勢の中のあなたへ 2 ひきたよしあき/著 杉浦範茂/絵 朝日学生新聞社

6 K198 あなただけの人生をどう生きるか  （ちくまプリマー新書） 渡辺和子/著 筑摩書房

7 K202 みんなが知りたい!「世界のふしぎ」がわかる本 カルチャーランド/著 メイツ出版

8 K210 10代に語る平成史  （岩波ジュニア新書） 後藤謙次/著 岩波書店

9 K210 おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだあきこ/著 スソアキコ/著 小学館

10 K289 アンネ・フランクに会いに行く  （岩波ジュニア新書） 谷口長世/著 岩波書店

11 K289 織田信長 楠木誠一郎/文 藤科遙市/さし絵 講談社

12 K319 ヒロシマをのこす 佐藤真澄/著 汐文社

13 K319 核兵器はなくせる  （岩波ジュニア新書） 川崎哲/著 岩波書店

14 K335 こども論語と算盤 守屋淳/監訳 祥伝社

15 K361 絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック 藤野博/著 綿貫愛子/著 合同出版

16 K383 ビジュアル日本の服装の歴史 3 増田美子/監修 ゆまに書房

17 K384 わたしのくらし世界のくらし マット・ラマス/作・絵 おおつかの
りこ/訳

汐文社

18 K404 5分間のサバイバル 2年生 韓賢東/マンガ チーム・ガリレオ/文 朝日新聞出版

19 K410 クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ コリン・スチュアート/著 ガリレオ
工房/監修

誠文堂新光社

20 K440 星空を届けたい 高橋真理子/文 早川世詩男/絵 ほるぷ出版

21 K452 目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ/編 東京書籍

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 K457 ぼくは恐竜探険家! 小林快次/著 講談社

23 K459 こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦/著 井上ミノル/著 創元社

24 K480 カワハタ先生の動物の不思議 川幡智佳/著 実務教育出版

25 K480 気がつけば動物学者三代 今泉忠明/著 講談社

26 K480 みんないきもの 阿部健一/監修 ミロコマチコ/画 朝日新聞出版

27 K481 どうぶつのかおならべてみた! 高岡昌江/文 かしわらあきお/絵 ポプラ社

28 K482 わけあって絶滅しました。 丸山貴史/著 今泉忠明/監修 ダイヤモンド社

29 K487 怪魚・珍魚大百科 本村浩之/監修 学研プラス

30 K488 世界一おもしろいペンギンのひみつ 上田一生/監修 ペンギン飛行機製作
所/製作

サンマーク出版

31 K489 シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋うらら/文 土居利光/監修 フレーベル館

32 K498 おとなの病気は、ぼくらが予防!未来の健康防衛隊 吉澤穣治/監修 都あきこ/イラスト 保育社

33 K498 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣晃司/著 彩流社

34 K504 工作でわかるモノのしくみ ニック・アーノルド/著 ガリレオ工
房/監修

誠文堂新光社

35 K519 わたしたちの地球環境と天然資源 3･4巻 本間愼/監修 こどもくらぶ/編 新日本出版社

36 K538 こども実験教室 宇宙を飛ぶスゴイ技術! 川口淳一郎/著 ビジネス社

37 K557 よくわかる海上保安庁 海上保安協会/監修 PHP研究所

38 K589 デニムさん 今関信子/文 羽尻利門/本文挿絵 佼成出版社

39 K754 5回で折れる季節と行事のおりがみ 1 いしかわまりこ/作 汐文社

40 K754 つくろう!あそぼう!かたちともよう むらかみひとみ/作 玉川大学出版部

41 K779 頭のいい子が育つ東大式キッズ手品 東京大学奇術愛好会/監修 主婦の友社

42 K780 おもしろい!スポーツの物理 望月修/著 講談社

43 K780 たのしいうんどう 平尾剛/監修 たけなみゆうこ/画 朝日新聞出版

44 K782 みんなちがって、それでいい 宮崎恵理/著 重本沙絵/監修 ポプラ社

45 K784 高木菜那・美帆 林直史/著 汐文社

46 K798 IQパズル 雅孝司/著 どいまき/イラスト 汐文社

47 K798 あやとりだいすき! 福田けい/監修 池田書店

48 K798 超オモシロあるなしクイズ 土門トキオ/作 サナダシン/絵 ポプラ社

49 K814 こども故事成語 齋藤孝/著 丸山誠司/絵 草思社

50 K834 英語もののなまえ絵じてん 三省堂編修所/編 三省堂

51 K901 こども小説教室 田丸雅智/著 キノブックス

52 K908 5分後に意外な結末ex 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

53 K913 おれからもうひとりのぼくへ 相川郁恵/作 佐藤真紀子/絵 岩崎書店

54 K913 ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

55 K913 わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花/著 偕成社

56 K913 オレは、センセーなんかじゃない! おかざきさとこ/著 くじょう/絵 学研プラス

57 K913 ようかいとりものちょう 1～2巻 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

58 K913 おりょうり犬ポッピー ハンバーグへんしんじけん 丘紫真璃/作 つじむらあゆこ/絵 ポプラ社

59 K913 ほねほねザウルス 19 カバヤ食品株式会社/原案・監修 ぐ
るーぷ・アンモナイツ/作・絵

岩崎書店

60 K913 おばけのソッチぞびぞびオーディション 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

61 K913 ふたりはとっても本がすき! 如月かずさ/作 いちかわなつこ/絵 小峰書店

62 K913 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 影 北原白秋/ほか著 澁澤龍彦/ほか著 汐文社

63 K913 スパイガールGOKKO 薫くみこ/作 高橋由季/絵 ポプラ社

64 K913 奏のフォルテ 黒川裕子/著 講談社

65 K913 あゆみ 坂井ひろ子/著 解放出版社

66 K913 古事記 斉藤洋/文 高畠純/絵 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 K913 ローズさん 澤井美穂/作 中島梨絵/絵 フレーベル館

68 K913 あいことばは名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

69 K913 妖怪いじわるスマートフォン 土屋富士夫/作・絵 PHP研究所

70 K913 秘密基地のつくりかた教えます 那須正幹/作 黒須高嶺/絵 ポプラ社

71 K913 打順未定、ポジションは駄菓子屋前 はやみねかおる/作 ひのた/絵 講談社

72 K913 雨ふる本屋と雨もりの森 日向理恵子/作 吉田尚令/絵 童心社

73 K913 チビまじょチャミーとほしのティアラ 藤真知子/作 琴月綾/絵 岩崎書店

74 K913 凸凹あいうえおの手紙 別司芳子/著 ながおかえつこ/絵 くもん出版

75 K913 未来のミライ 細田守/作 染谷みのる/挿絵 KADOKAWA

76 K913 龍にたずねよ みなと菫/著 講談社

77 K913 へんなともだちマンホーくん 村上しいこ/作 たかいよしかず/絵 講談社

78 K913 ナイスキャッチ! 3 横沢彰/作 スカイエマ/絵 新日本出版社

79 K913 南西の風やや強く 吉野万理子/著 あすなろ書房

80 K933 伝説の巨大ハリケーン メアリー・ポープ・オズボーン/著
食野雅子/訳

KADOKAWA

81 K933 ゆうえんちのわたあめちゃん ルーマー・ゴッデン/作 プルーデン
ス・ソワード/さし絵

徳間書店

82 K933 名探偵ホームズ踊る人形 アーサー・コナン・ドイル/作 千葉
茂樹/訳

理論社

83 K933 サバイバーズ 6 エリン・ハンター/作 井上里/訳 小峰書店

84 K933 テレビ怪奇事件 ドリー・ヒルスタッド・バトラー/作
もりうちすみこ/訳

国土社

85 K933 王女さまのお手紙つき サマー姫とロザリンド姫とイザベラ姫の物語
ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E
☆/企画・構成

学研プラス

86 K933 王女さまのお手紙つき クララベル姫とフレイア姫とユリア姫の物語
ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E
☆/企画・構成

学研プラス

87 K933 ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー/著 西田佳子/
訳

学研プラス

88 K933 あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー/作 代田亜香子/
訳

鈴木出版

89 K933 薬屋の魔女ティファニー 1 アビー・ロングスタッフ/作 中野聖/
訳

学研プラス

90 K933 ふたご探偵 1 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

91 K933 暗号クラブ 13 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

92 K949 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン/作
イングリッド・ヴァン・ニイマン/絵

岩波書店
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