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０００ 総 記
007.6 ｻ 2016 ILLUSTRATOR おいしいネタ事典
sakimitama/著 鈴木メモ/著 翔泳社

002 ﾌﾕ 2016 学問のすすめ 福沢諭吉/著 奥野宣之/訳

007.6 ｽ 2016 はじめての Word & Excel 2016 Studio

致知出版社
007.1 ｱﾉ 2016 はじめての人工知能

ノマド/著 秀和システム

淺井登/著 翔

007.6 ｽｴ 2016 インターネット時代の情報システム入

泳社
007.1 ｲ 2016 世界トップ企業の AI 戦略

門

EY アドバ

イザリー/著 日経 BP 社
007.1 ｲ 2016 文系でもわかる人工知能ビジネス

007.6 ﾆ 2016 イチから学ぶプログラミング

007.6 ﾆｷ 2016 楽しく学べる BASIC プログラミング

007.1 ﾀﾄ 2016 人工超知能が人類を超える

西本澄/著 朝倉書店

台場時生

007.6 ﾊｷ 2016 できる Excel データベース

/著 日本実業出版社

007.6 ﾋﾀ 2016 Windows 10 お悩み解決 BOOK

山下隆義/著 講談社
007.3 ｱﾖ 2016 チームのことだけ、考えた。

広野忠

敏/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

青野慶

007.6 ﾋﾋ 2016 今すぐ使えるかんたん Excel 関数 日

久/著 ダイヤモンド社

花弘子/著 技術評論社

007.3 ﾜﾋ 2016 客先に連れ出されてしまったエンジニ

007.6 ﾌｼ 2016 かんたんだけどしっかりわかる Excel

渡邉秀美/著

マクロ・VBA 入門 古川順平/著 SB クリエイテ

秀和システム

ィブ

007.5 ﾊｿ 2016 はじめての今さら聞けないネット検索

007.6 ﾏｴ 2016 Office 2013 による情報活用

羽石相/著 秀和システム

松山恵

美子/著 黒澤敦子/著 共立出版

007.6 ｱ 2016 今すぐ使えるかんたん Office for Mac

007.6 ﾑｼ 2016 はじめての Office 2016

2016 完全(コンプリート)ガイドブック

村松茂/著

Studio ノマド/著 秀和システム

AYURA/著 技術評論社

010.4 ｵﾏ 2016 司書はゆるりと魔女になる 大島真理/

007.6 ｵ 2016 思い出をデジタル化する本 宝島社

著 郵研社

007.6 ｵｷ 2016 これ一冊で安心!エクセル関数本当の入

013.8 ﾎｷ 2016 デジタル環境と図書館の未来

表恭子/著 秀和システム

細野公

男/共著 長塚隆/共著 日外アソシエーツ

007.6 ｷｶ 2016 はじめての Excel ピボットテーブル

014 ｼﾏ 2016 情報資源組織論

城井田勝仁/著 秀和システム

柴田正美/著 日本図書

館協会

007.6 ｷﾄ 2016 ひと目でわかる Visio 2016 岸井徹/

014 ﾜﾐ 2016 情報資源組織演習

著 日経 BP 社

和中幹雄/共著 山中

秀夫/共著 日本図書館協会

007.6 ｺ 2016 Excel の困った!をさくっと解決するレ
シピ

早坂清志

/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

007.1 ﾔﾀ 2016 イラストで学ぶディープラーニング

アのためのプレゼン力向上講座

日経ソ

フトウエア/編集 日経 BP 社

内村直之/著 植

田一博/著 新曜社

門講座

(ブルーバッ

クス) 立山秀利/著 講談社

EY

アドバイザリー/著 日経 BP 社
007.1 ｳﾅ 2016 はじめての認知科学

杉本英二/著 同文舘出版

007.6 ﾀﾋ 2016 脱入門者の Excel VBA

015 ｱｴ 2016 ささえあう図書館

コスモメディ/執筆 国本温子/執筆 学研

真/監修 勉誠出版

プラス
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青柳英治/編著 岡本

015 ﾖｼ 2016 知って得する図書館の楽しみかた

吉井

123.8 ｶﾃ 2016『論語』と孔子の生涯

潤/著 勉誠出版

影山輝國/著 中

央公論新社

016.2 ﾎｼ 2016 ネット時代の図書館戦略

ジョン・ポ

131.4 ｱ 9 アリストテレス全集 9

/[著] 内山勝利/編集委員 岩波書店

ールフリー/著 雪野あき/訳 原書房
019.2 ﾜﾜ 2016 新・18 歳の読書論

アリストテレス

和田渡/著 晃洋

134.1 ﾍｲ 2 ライプニッツのデカルト批判 下

書房

イヴ

ォン・ベラヴァル/著 岡部英男/訳 法政大学出

019.5 ｻﾋ 2016 絵本に魅せられて

佐藤英和/著 こぐ

版局

ま社

135.3 ﾀﾀ 2016 怪物的思考

020.5 ｼ 7 書物學 7

勉誠出版

141.2 ｶ 2016 感覚-驚異のしくみ

021.2 ｱｼ 2016 デザイナーのための著作権ガイド

赤

ダーク/著 小学館

021.4 ﾀﾐ 2016 デザイナー、プロの現場の創意工夫

(岩波新書) 新赤版 今

141.3 ｲﾑ 2016 学びとは何か

田中美帆/共著 佐々木剛士/共著 エムディエヌコ

井むつみ/著 岩波書店

ーポレーション

141.6 ｶﾉ 2016 コワイの認知科学

023.0 ﾁ 2016 沖積舎の 43 年 沖積舎

川合伸幸/著 内村

直之/ファシリテータ 新曜社

041 ﾄ 2016 高校生のための東大授業ライブ 学問から

141.6 ﾀｼ 2016 恋の名前 高橋順子/文 佐藤秀明/写真

東京大学教養学部/編 東京大学出版会

070.1 ｲﾂ 2016 戦場記者

ニュートンプレス

141.2 ﾀ 2016 みるということ ダイアログ・イン・ザ・

田繁夫/著 上野善弘/著 パイインターナショナル

の挑戦

田口卓臣/著 講談社

小学館

(朝日新書) 石合力/著 朝日

143.6 ｺｼ 2016 人はなぜ格闘に魅せられるのか

新聞出版

ジョ

ナサン・ゴットシャル/著 松田和也/訳 青土社

071 ｱ 16-1 朝日新聞縮刷版 2016-1

朝日新聞社

147 ﾊｻ 2016 100 の神秘から読み解く世界のシンボル

071 ｱ 16-2 朝日新聞縮刷版 2016-2

朝日新聞社

サラ・バートレット/著 B スプラウト/訳 ボーン

071 ｼ 15-2 ジャパンタイムズ社説集 2015 年下半期

デジタル

ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

148.3 ﾊ 2016 赤ちゃんに最高の名前をつける本 2016

071 ﾎ 15-12 北国新聞縮刷版 平成 27 年 12 月号(第 597
号)

〜2017 ハッピーネームファーザーズ/編 エクス

北國新聞社

ナレッジ

071 ﾎ 16-1 北国新聞縮刷版 平成 28 年 3 月号(第 598
号)

156 ﾏﾐ 2016 超訳武士道

北國新聞社

松本道弘/著 プレジデン

ト社

071 ﾖ 15-12 読売新聞縮刷版 2015-12 読売新聞東京

159 ｲﾋ 2016 シンプル思考 井上裕之/著 ぱる出版

本社

159 ｳｱ 2016 心のそうじ 植西聰/著 学研プラス

071 ﾖ 16-1 読売新聞縮刷版 2016-1

読売新聞東京

159 ｶﾋ 2016 一生モノの超・自己啓発 鎌田浩毅/著 朝

本社

日新聞出版

071 ﾖ 16-2 読売新聞縮刷版 2016-2

読売新聞東京

159 ｷﾛ 2016 金持ち父さんの「大金持ちの陰謀」

本社

ロ

バート・キヨサキ/著 井上純子/訳 筑摩書房

080 ﾄ 869 メッカ巡礼記 2

イブン・ジュバイル/[著]

159 ｻﾀ 2016 イライラしない本

家島彦一/訳注 平凡社
081.6 ｵｻ 13 大杉栄全集 別巻

孝/著 幻冬舎
大杉栄/著 大杉栄全

159 ｻﾊ 2016 辛口サイショーの人生案内 最相葉月/

集編集委員会/編 ぱる出版
081.6 ﾖﾀ 12 吉本隆明全集 12

(幻冬舎新書) 齋藤

著 ミシマ社京都オフィス
吉本隆明/著 晶文社

159 ﾌﾀ 2016 結局、
「すぐやる人」がすべてを手に入れ
る

藤由達藏/著 青春出版社

159 ﾔﾀ 2016 信用される人が絶対にやらない 44 のこと

１００ 哲 学

山崎武也/著 日本実業出版社
104 ﾅﾋ 1 存在と時間 哲学探究 1

永井均/著 文藝

159.4 ｻﾂ 2016 働く女性たちへ
WAVE 出版

春秋
120.4 ﾐｱ 2016 易、風水、暦、養生、処世

水野杏紀

159.4 ﾎﾏ 2016 No.2 という働き方

/著 講談社
121.0 ｻﾀ 2016 日本人は何を考えてきたのか

佐々木常夫/著
細島誠彦/著 日

本経済新聞出版社
齋藤孝

159.4 ﾏﾕ 2016 「一流の存在感」がある人の振る舞い

/著 祥伝社

のルール
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丸山ゆ利絵/著 日本実業出版社

159.6 ﾏｼ 2016 60 歳からの上手な生き方 松原惇子/

211 ｱﾀ 2016 いっきに学び直す日本史 教養編

著 海竜社

達朗/著 佐藤優/企画編集解説 東洋経済新報社

159.7 ﾋ 2016 歳をとるのは面白い 『PHP』編集部/

211 ｱﾀ 2016 いっきに学び直す日本史 実用編

編 PHP 研究所

安藤

達朗/著 佐藤優/企画編集解説 東洋経済新報社

160.4 ｺｱ 2016 宗教に関心がなければいけないのか

211 ｺﾀ 2016 使える日本史

(ちくま新書) 小谷野敦/著 筑摩書房
163.1 ｵｱ 2016 山の神さま・仏さま

(ヤマケイ新書)

211 ﾀ 1 大学の日本史 1

山川出版社

211.8 ﾐﾏ 2016 「海国」日本の歴史
C.M.スキナー/著

164.0 ｽﾁ 2016 花の神話伝説事典

宮崎正勝/著 原

書房

垂水雄二/訳 八坂書房
167.2 ｱｶ 2016 ムハンマド

後藤武士/著

KADOKAWA

太田昭彦/著 山と溪谷社

212.7 ﾌｹ 2016 邪馬台国とヤマト王権
カレン・アームストロン

藤田憲司/著

えにし書房

グ/著 徳永里砂/訳 国書刊行会

214 ｹ 17 現代語訳吾妻鏡 別巻

167.3 ﾅｺ 2016 クルアーンを読む 中田考/著 橋爪大

214 ｺｼ 2016 鎌倉幕府と朝廷

三郎/著 太田出版

吉川弘文館
(岩波新書) 新赤版 近

藤成一/著 岩波書店

175.9 ﾖ 2016 神社と古代豪族の謎

歴史 REAL 編集

214.8 ｶﾏ 2016 落日の豊臣政権

部/編 洋泉社

河内将芳/著 吉川弘

文館

188.4 ｲｴ 2016 猿之助、比叡山に千日回峰行者を訪ね
る

安藤

215 ｳﾐ 2016 大江戸死体考 氏家幹人/著 平凡社

市川猿之助/著 光永圓道/著 春秋社

215 ｶｶ 2016 江戸時代の通訳官

188.7 ｵﾁ 2016 人間(ひと)は死んでもまた生き続ける

文館

大谷暢順/著 幻冬舎

215.2 ﾉﾀ 2016 花の忠臣蔵 野口武彦/著 講談社

188.8 ｹｿ 2016 ないがままで生きる

(SB 新書) 玄侑

215.8 ｲｾ 2016 新選組最新夜話

宗久/著 SB クリエイティブ
188.8 ﾌｲ 2016 禅の教室

片桐一男/著 吉川弘

房新社

(中公新書) 藤田一照/著 伊

215.8 ｷﾕ 2016 外国人が記録した幕末テロ事件

藤比呂美/著 中央公論新社

北影

雄幸/著 勉誠出版
(中公新書) 岡田温司/

191.5 ｵｱ 2016 天使とは何か

伊東成郎/著 河出書

215.9 ﾊｲ 2016 官賊と幕臣たち 原田伊織/著 毎日ワ

著 中央公論新社

ンズ

198.2 ﾖﾃ 2016 ビジュアル新生バチカン

デイブ・ヨ

216 ﾏﾘ 1 日本-呪縛の構図 上

ダー/写真 ロバート・ドレイパー/文 日経ナショ

R.ターガート・マー

フィー/著 仲達志/訳 早川書房

ナルジオグラフィック社

216 ﾏﾘ 2 日本-呪縛の構図 下

R.ターガート・マー

フィー/著 仲達志/訳 早川書房
217 ﾊｶ 2016 B 面昭和史

２００ 歴史・地理
209 ｶﾖ 2016 最速で身につく世界史

角田陽一郎/著

アスコム

217 ﾋ 6 ひとびとの精神史 第 6 巻

岩波書店

217 ﾋ 7 ひとびとの精神史 第 7 巻

岩波書店

217.5 ｲﾖ 2016 朝鮮引揚げと日本人 李淵植/著 舘野

209 ｸｼ 2016 ヴィジュアル版海から見た世界史

シリ

晰/訳 明石書店

ル・P.クタンセ/著 樺山紘一/日本語版監修 原書房
209 ﾃﾊ 1 「全世界史」講義 1

出口治明/著 新潮社

209 ﾃﾊ 2 「全世界史」講義 2

出口治明/著 新潮社

209.3 ﾊｸ 1 神々の魔術 上

217.6 ﾔﾀ 3 占領期生活世相誌資料 3

209.3 ﾊｸ 2 神々の魔術 下

219.3 ｼｺ 2016 銀座百話 田鉱造/著 河出書房新社

グラハム・ハンコック/

220 ｲﾖ 2016 古代東アジアの女帝

(岩波新書) 新赤

版 入江曜子/著 岩波書店

グラハム・ハンコック/

222 ｵﾔ 2016 中国人はつらいよ-その悲惨と悦楽

著 大地舜/訳 KADOKAWA

(PHP 新書) 大木康/著 PHP 研究所

チャールズ・C.マン/著 布施由

222.0 ｼｾ 2 史記列伝 2

紀子/訳 紀伊國屋書店
209.7 ｲｱ 2016 第一次世界大戦史

山本武利/監修

新曜社

著 大地舜/訳 KADOKAWA

209.5 ﾏﾁ 2016 1493

半藤一利/著 平凡社

[司馬遷/著] 小川環樹/訳 岩

波書店
(中公新書) 飯倉

222.0 ｼｾ 4 史記列伝 4

章/著 中央公論新社
210.8 ｵﾄ 21 岩波講座日本歴史 第 21 巻

[司馬遷/著] 小川環樹/訳 岩

波書店
大津透/編

222.0 ﾄｲ 2 概説中国史 下 冨谷至/編 森田憲司/編

集委員 桜井英治/編集委員 岩波書店

昭和堂
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222.0 ﾕｸ 2016 テーマで読み解く中国の文化

湯浅邦

289.1 ｻﾉ 2016 真田信之

弘/編著 ミネルヴァ書房
227 ｱﾕ 2016 帝国の基層

289.1 ｻﾏ 2016 真田昌幸 黒田基樹/著 小学館

有松唯/著 東北大学出版会

227.9 ﾀｶ 2016 パレスチナ問題

289.1 ｼｼ 2016 白洲次郎

高橋和夫/著 放送大

河出書房新社

289.1 ｽﾁ 2016 「私」を受け容れて生きる

学教育振興会

末盛千枝

子/著 新潮社

230.7 ﾐﾚ 2016 戦場の性

レギーナ・ミュールホイザ

289.1 ﾀﾏ 2016 幸村公と政宗公ゆかりめぐり旅 プロ

ー/著 姫岡とし子/監訳 岩波書店
235 ｻﾏ 2016 図説フランスの歴史

ジェ・ド・ランディ/著 双葉社

佐々木真/著 河出

289.1 ﾄﾋ 2016 関白秀次の切腹

矢部健太郎/著

KADOKAWA

書房新社
237 ﾍｱ 2016 ヴェネツィア、最初のゲットー

アリ

289.1 ﾅﾔ 2016 日本を壊す政商 森功/著 文藝春秋

ス・ベッケル=ホー/著 木下誠/訳 水声社
253.0 ﾏﾋ 2016 超大国アメリカ 100 年史

289.1 ﾆﾊ 2016 世界一清潔な空港の清掃人
289.1 ﾆﾊ 2016 清掃はやさしさ

280.4 ﾐﾋ 2016 五色の虹

三浦英之/著 集英社

281.0 ｼﾀ 2016 日本史有名人の身体測定

新津春子

/著 朝日新聞出版

松岡完/著

明石書店

新津春子/著 ポプ

ラ社

篠田達明/

289.1 ﾓﾖ 2016 家康に天下を獲らせた男 最上義光

著 KADOKAWA

松尾剛次/著 柏書房

281.0 ﾀｿ 2016 日本を揺るがせた怪物たち

田原総一

289.2 ｱ 2016 アウンサンスーチーのミャンマー

朗/著 KADOKAWA

房

広治/著 木楽舎

281.0 ﾆｼ 2016 少女たちの明治維新

ジャニス・P.

289.3 ｱﾍ 2016 ヘンリ・アダムズとその時代

ニムラ/著 志村昌子/訳 原書房

中野博

文/著 彩流社

281.4 ﾅ 2016 郷土長岡を創った人びと 長岡市編 長

289.3 ｲｺ 2016 チェリー・イングラム

岡市

阿部菜穂子/

著 岩波書店

288.1 ｲ 2016 世界の名前

(岩波新書) 新赤版 岩波

289.3 ｳｳ 2016 VIVIENNE WESTWOOD
BOOKS

黒田基樹/著 洋

泉社

289.3 ｴﾌ 2016 エンゲルス

288.3 ｻﾄ 2016 真田幸村の系譜

ヴィヴィアン・

ウエストウッド/著 イアン・ケリー/著 DU

書店辞典編集部/編 岩波書店
288.3 ｸﾓ 2016「豊臣大名」真田一族

真田徹/著 河出書房

トリストラム・ハント/

著 東郷えりか/訳 筑摩書房

新社

289.3 ｸﾋ 2016 ヒラリー・クリントン本当の彼女

288.3 ﾏｶ 2016 真田四代と信繁

(平凡社新書) 丸島

289.3 ｼｱ 2016 アリス・ジェイムズの日記

288.4 ｼｹ 2016 継体天皇 篠川賢/著 吉川弘文館

アリス・

ジェイムズ/著 舟阪洋子/訳 英宝社

288.4 ﾆ 2016 日本のプリンセス佳子さま 20 年のあゆ

289.3 ﾁｳ 2016 チャーチル名言録

宝島社

チャーチル/[著]

中西輝政/監修・監訳 扶桑社

288.4 ﾖｱ 2016 天皇陛下の私生活

米窪明美/著 新

289.3 ﾁｳ 2016 チャーチル・ファクター

潮社

ボリス・ジ

ョンソン/著 石塚雅彦/訳 プレジデント社

288.9 ｶﾉ 2016 国旗と国章図鑑

苅安望/著 世界文

290.8 ﾅ 2016 秘密の地下世界

化社

ナショナルジオグ

ラフィック/編著 日経ナショナルジオグラフィッ

289.1 ｲﾉ 2016 村に火をつけ、白痴になれ

栗原康/

ク社

著 岩波書店

JCM/

290.9 ｼ 2016 海外赴任ガイド 2016 年度版

289.1 ｲﾏ 2016 不死身の花 生島マリカ/著 新潮社
289.1 ｳﾊ 2016 上杉鷹山と米沢

編集・監修 丸善プラネット

小関悠一郎/著 吉川

290.9 ﾀ 1-3 地球の歩き方 A03 ロンドン

弘文館

『地球の

歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

289.1 ｵｱ 2016 小野梓

大日方純夫/著 冨山房インタ

290.9 ﾀ 1-16 地球の歩き方 A16 ベルリンと北ドイツ

ーナショナル

『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

289.1 ｵｼ 2016 大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』二
人三脚物語

カ

レン・ブルーメンタール/著 杉本詠美/訳 汐文社

和洋/著 平凡社

み

黒田基樹/著 KADOKAWA

290.9 ﾀ 2-11 地球の歩き方 B11 シカゴ

塩澤実信/著 北辰堂出版

289.1 ｺﾘ 2016 茶色のシマウマ、世界を変える

『地球の歩

き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
石川

290.9 ﾀ 2-21 地球の歩き方 B21 ブラジル

拓治/著 ダイヤモンド社

『地球の

歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
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290.9 ﾀ 3-8 地球の歩き方 C08 モルディブ

『地球

291.3 ｺﾀ 2016 東京

の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
290.9 ﾀ 4-1 地球の歩き方 D01 中国

291.3 ｻ 2016 埼玉 16 昭文社

『地球の歩き

291.3 ﾄ 2017 東京 17

方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
290.9 ﾀ 4-10 地球の歩き方 D10 台湾

『地球の歩き

JTB パブリッシング

291.3 ﾙ 2017 るるぶ日光那須 17

編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

JTB パブリッシ

ング

290.9 ﾀ 4-17 地球の歩き方 D17 タイ

『地球の歩き

291.4 ｶ 2017 金沢 能登・加賀温泉郷 17

方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
290.9 ﾀ 4-26 地球の歩き方 D26 バリ島

291.4 ﾌ 2017 福井 恐竜博物館 17
『地球の歩

昭文社
JTB

パブリッシング

290.9 ﾀ 4-30 地球の歩き方 D30 スリランカ

『地球

291.5 ｲ 2016 伊豆 16-'17

の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
290.9 ﾀ 4-36 地球の歩き方 D36 南インド

昭文社

291.4 ﾙ 2017 るるぶ金沢能登加賀温泉郷 17

き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

291.5 ｶ 2016 上高地

『地球の

291.5 ｼ 2017 信州 17

歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

昭文社

昭文社
昭文社

291.5 ﾀﾋ 2016「飛山濃水」-絶景の源流 竹内宏/写

290.9 ﾀ 5-1 地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島

真・文 中日新聞社(発売)

『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・

291.5 ﾋ 2017 飛驒高山 17 昭文社

ビッグ社

291.5 ﾋｱ 2016 信州湿原紀行

290.9 ﾀ 5-3 地球の歩き方 E03 イスタンブールとトル

日野東/写真・文 信濃

毎日新聞社

「地球の歩き方」編集室/編集 ダイヤ

291.5 ﾌｹ 2016 甲信越の名城を歩く 新潟編

モンド・ビッグ社

福原圭

一/編 水澤幸一/編 吉川弘文館

290.9 ﾀ 5-10 地球の歩き方 E10 南アフリカ

『地球

291.5 ﾏﾕ 2016 岐阜を歩く

増田幸弘/著 彩流社

291.5 ﾙ 2016 るるぶ山梨 16〜'17 JTB パブリッシ

の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
291 ｺｾ 2016 世界に伝える日本のこころ

近藤誠一/

ング

著 星槎大学出版会

291.5 ﾙ 2016 るるぶ伊豆高原伊東温泉

291.0 ｾ 2017 全国 SA・PA 道の駅ガイド 16-'17

昭

291.5 ﾙ 2016 るるぶ飛驒高山 16〜'17

291.0 ﾆ 2016 日本の海岸線をゆく

日本写真家協会/

JTB パブリ

ッシング

編 平凡社

291.5 ﾙ 2017 るるぶ清里蓼科 17

291.0 ﾐ 2016 道の駅旅案内全国地図 平成 28 年度版

JTB パブリッシ

ング

ゼンリン
昭文社

291.1 ﾎ 2016 北海道新幹線で行こう

JTB パブリ

ッシング

文社

291.1 ﾊ 2017 函館 17

JTB パブリッシ

ング
291.3 ﾙ 2017 るるぶ東京 17

290.9 ﾀ 4-11 地球の歩き方 D11 台北 『地球の歩き方』

コの大地

昭文社

291.3 ﾙ 2016 るるぶ箱根 16〜'17

方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

の国々

小池壮彦/著 河出書房新社

昭文社

291.5 ﾙ 2017 るるぶ信州 17

JTB パブリッシング

291.5 ﾙ 2017 るるぶ長野 17

JTB パブリッシング

291.5 ﾙ 2017 るるぶ浜松浜名湖三河 17

291.1 ﾙ 2016 るるぶ知床阿寒釧路湿原網走 [2016]

JTB パブ

リッシング

JTB パブリッシング

291.6 ｱ 2016 淡路島 16 昭文社

291.1 ﾙ 2016 るるぶ函館 16〜'17

JTB パブリッシ

291.6 ｷ 2016 京都ベストスポット [2016]

ング

昭文社

291.6 ｷ 2017 京都 17 昭文社

291.1 ﾙ 2016 るるぶ北海道 16〜'17

JTB パブリッ

291.6 ｺ 2017 神戸 17 昭文社

シング

291.6 ｺﾏ 2016 奈良県の山
JTB パブリッシング

291.1 ﾙ 2017 るるぶ札幌 17
291.2 ﾄ 2017 東北 17

昭文社

291.2 ﾌ 2017 福島 17

昭文社

291.2 ﾙ 2017 るるぶ会津磐梯福島 17

小島誠孝/著 山と溪谷社

291.6 ﾐｶ 2016 京都桜めぐり、水辺歩き

水野克比古

/写真・文 小学館
291.6 ﾙ 2016 るるぶ兵庫 16〜'17 JTB パブリッシ
JTB パブリ

ング

ッシング

291.7 ｵ 2016 岡山・倉敷 16 昭文社

291.3 ｲ 2016 茨城 16 昭文社

291.7 ﾋ 2017 広島・宮島 17

昭文社

291.3 ｳｴ 2016 埼玉県の山

291.7 ﾙ 2017 るるぶ鳥取 17

JTB パブリッシング

打田鍈一/著 山と溪谷社

291.3 ｶ 2017 鎌倉 17 昭文社

291.8 ｶ 2017 香川 17 昭文社
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291.8 ｼ 2017 四国 17

昭文社

302.3 ｵﾐ 2016 アイスランド・グリーンランド・北極

291.8 ﾙ 2017 るるぶ香川高松琴平直島小豆島 17

を知るための 65 章

JTB パブリッシング

明石書店

291.9 ｵ 2017 沖縄 17 昭文社

302.3 ｶﾏ 2016 端倪すべからざる国

291.9 ｷ 2017 九州 17 昭文社
昭文社

書) 三井美奈/著 新潮社

本間九介/著 クリストファ

302.4 ﾐｶ 2016 ナミビアを知るための 53 章

ー・W.A.スピルマン/監修・解説 祥伝社
292.2 ﾀ 2016 台北

304 ｲ 2016 私の「戦後民主主義」

実業之日本社

304 ｵﾐ 2016 《被災世代》へのメッセージ

JTB パ

292.3 ﾙ 2016 るるぶシンガポール 16〜'17

304 ｶﾘ 2016 半知性主義でいこう
マイケ

(朝日新書) 香山

リカ/著 朝日新聞出版

ル・ブース/著 寺西のぶ子/訳 KADOKAWA
293.3 ﾙ 2016 るるぶロンドン [2016]

大森美紀

彦/著 新評論

ブリッシング
292.5 ﾌﾏ 2016 英国一家、インドで危機一髪

304 ｻｴ 2016 幼児化する日本は内側から壊れる

JTB パブリ

304 ﾀﾏ 29 読売新聞朝刊一面コラム「編集手帳」 第

293.4 ｳ 2016 ウィーン オーストリア ブダペスト プ

29 集

実業之日本社

(中公新書)ラクレ 竹内政明/著 中央公論

新社

293.5 ﾃﾅ 2016 フランスの美しい村を歩く 寺田直子/

304 ﾊﾉ 2016 福島が日本を超える日

著 東海教育研究所

浜矩子/著 白井

聡/著 かもがわ出版

293.5 ﾌ 2016 フランス [2016-2]

昭文社

304 ﾎﾀ 2016 君はどこにでも行ける

293.5 ﾙ 2016 るるぶオランダ・ベルギー [2016]

308 ｵﾏ 7 岩波講座現代 7

293.7 ｳﾖ 2016 イタリアからイタリアへ

堀江貴文/著 徳

間書店

JTB パブリッシング
内田洋子/

大澤真幸/編集委員 佐藤

卓己/編集委員 岩波書店

著 朝日新聞出版

309.0 ｸｷ 2016 思想史としての現代日本

295.3 ﾙ 2016 るるぶオーランド フロリダ JTB パブ

キャロル・

グラック/編 五十嵐暁郎/編 岩波書店

リッシング

310 ｻﾏ 2016 小学校社会科の教科書で、政治の基礎知

297.1 ﾙ 2016 るるぶケアンズゴールドコースト

識をいっきに身につける

JTB パブリッシング

297.4 ｸ 2017 グアム 2017

佐藤優/著 井戸まさ

え/著 東洋経済新報社

昭文社

297.4 ﾙ 2016 るるぶサイパン [2016]

T.バトラー=

311 ﾊﾄ 2016 世界の政治思想 50 の名著
JTB パブリ

ボードン/[著] 大間知知子/訳 ディスカヴァー・ト

ッシング

ゥエンティワン
312.1 ｺﾋ 2016 社会をちょっと変えてみた

駒崎弘樹

/著 秋山訓子/著 岩波書店

３００ 社会科学

312.1 ｻﾘ 2016 3.11 震災は日本を変えたのか
(PHP 新書) 佐藤智恵/著 PHP 研究所

出版

302.2 ｺﾕ 2016 オリーブの丘へ続くシリアの小道で

312.2 ﾅｱ 2016 入門東南アジア現代政治史

中野亜里

/著 遠藤聡/著 福村出版

小松由佳/著 河出書房新社
302.2 ﾄｻ 2016 日本人が知らない中国人の不思議な生

312.3 ｲﾖ 2016 帝国自滅

富坂聰/著 海竜社

石川陽平/著 日本経済新聞

出版社

302.2 ﾅﾏ 2016 トルコ 中東情勢のカギをにぎる国

312.3 ｻﾁ 2016 プーチンと G8 の終焉

内藤正典/著 集英社
302.2 ﾖﾏ 2016 香港を知るための 60 章

リチ

ャード・J.サミュエルズ/著 プレシ南日子/訳 英治

302.1 ｻﾁ 2016 ハーバードでいちばん人気の国・日本

活

榊原

英資/著 東洋経済新報社

ッシング

[2016]

岩波書店編集部/

編 赤川次郎/[ほか著] 岩波書店

292.2 ﾏﾐ 2016 中国歴史紀行 前園実知雄/著 新泉社

ラハ

水野一

晴/編著 永原陽子/編著 明石書店

JTB パブリッシング

292.1 ﾙ 2017 るるぶ韓国 17

(新潮新

302.3 ﾐﾐ 2016 イスラム化するヨーロッパ

実業之日本社

292.1 ﾎｷ 2016 朝鮮雑記

河村雅隆/著 文

芸社

291.9 ﾌ 2017 福岡 博多・天神 17
292.1 ｿ 2016 ソウル

小澤実/編著 中丸禎子/編著

(岩波新書) 新

赤版 佐藤親賢/著 岩波書店
吉川雅之/

312.8 ﾓ 2016 参議院追悼演説集 元参議院議員有志の

編著 倉田徹/編著 明石書店

会編集 上條勝久 元参議院議員有志の会
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312.9 ﾀﾖ 2016 図解地政学入門 高橋洋一/著 あさ出

324.5 ﾊﾕ 2016 契約書のツボとコツがゼッタイにわか

版

る本

316.1 ｳｶ 2016 一問一答・平成 27 年改正個人情報保護
法

324.5 ﾏｶ 2016 初めての人のための契約書の実務

瓜生和久/編著 商事法務

324.6 ｲﾀ 2016 事実婚・内縁 同性婚 2 人のためのお金

ワールドミリタリー研究会/著 PHP

と法律

研究所
な使い方

324.6 ｽﾕ 2016 図解離婚のための準備と手続き

石橋吾朗/著 双葉社

ィング教科書

324.6 ﾅﾋ 2016 離婚したいと思ったら読む本

淡路富男/著 同友館

318.4 ｻﾉ 2016 地方議員の逆襲

鈴木

幸子/監修 柳沢里美/監修 新星出版社

318 ｱﾄ 2016 コトラーに学ぶ公務員のためのマーケテ

中里妃

沙子/著 自由国民社

(講談社現代新書)

324.7 ﾎﾖ 2016 税理士が見つけた!本当は怖い相続の失

佐々木信夫/著 講談社

敗事例 55 本郷孔洋/監修 辻・本郷税理士法人/

318.6 ｸﾄ 2016 わがまち再生プロジェクト

桑子敏雄

編著 東峰書房

/著 KADOKAWA

324.7 ﾖｾ 2016 これだけは知っておきたい相続の知識

318.6 ｼ 3 series 田園回帰 3

農山漁村文化協会

318.8 ﾀｱ 2016 政策としてのコミュニティ

吉岡誠一/著 小池信行/監修 日本加除出版

高田昭彦

324.8 ｲﾏ 2016 無戸籍の日本人 井戸まさえ/著 集英

/著 風間書房

社

319 ｲｱ 2016 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2016

324.8 ﾐﾌ 2016 そこが知りたかった!民事信託 Q&A100

池上彰/著 毎日新聞出版

宮田房枝/著 中央経済社

319.1 ｲﾀ 2016 激動のアジア外交とともに

池田維/

324.8 ﾔﾀ 2016 全図解わかりやすい賃貸住宅の法律

著 中央公論新社

矢島忠純/ほか共著 生活と法律研究所/編集 自由

319.1 ﾊﾐ 2016 仮面の日米同盟

(文春新書) 春名幹

国民社

男/著 文藝春秋

324.8 ﾖｽ 2016 わかりやすい借家

319.5 ｱｸ 1 決定の本質 1

グレアム・アリソン/著 フ

319.5 ｱｸ 2 決定の本質 2

325.2 ﾐ 2016 新株主総会実務なるほど Q&A 平成 28 年

グレアム・アリソン/著 フ

版

ィリップ・ゼリコウ/著 日経 BP 社
319.8 ｷｱ 2016 核の戦後史

吉田杉明/著 山川

直人/絵 自由国民社

ィリップ・ゼリコウ/著 日経 BP 社

三菱 UFJ 信託銀行法人コンサルティング部

/編 中央経済社

木村朗/著 高橋博子/著

327.1 ｵﾀ 2016 公務員弁護士のすべて

創元社

岡本正/編集

代表 レクシスネクシス・ジャパン

321 ﾀｼ 2016 法学入門

田中成明/著 有斐閣

327.6 ｱ 2016 母さんごめん、もう無理だ

(祥伝社新書)

322.1 ﾔﾋ 2016 江戸「捕物帳」の世界

327.8 ﾀ 2016 少年事件ハンドブック
冨谷至/著 筑摩

329.3 ﾋﾕ 2016 EU 騒乱
高見澤磨/著 鈴木賢

広岡裕児/著 新潮社

330.4 ｺﾀ 2016 エコノミストの昼ごはん タイラー・

/著 有斐閣
323.1 ｼｷ 2016 教養としての憲法入門

第一東京弁護

士会少年法委員会/編 青林書院

書房
322.9 ﾀｵ 2016 現代中国法入門

朝日新聞

社会部/著 幻冬舎

山本博文/監修 祥伝社
322.2 ﾄｲ 2016 中華帝国のジレンマ

コーエン/著 浜野志保/訳 作品社
神野潔/編著

331 ｶｱ 2016 世の中の見え方がガラッと変わる経済学

弘文堂

入門

324.2 ﾀｶ 2016 公道・私道のトラブル解決法 [2016]

川本明/著 矢尾板俊平/著 PHP 研究所

331 ﾖﾖ 2016 学校では教えてくれない経済学の授業
吉本佳生/著 PHP エディターズ・グループ

高井和伸/著 自由国民社

324.2 ﾉﾋ 2016 私道・境界・近隣紛争の法律相談

野

331.2 ｲﾐ 2016 ガルブレイス

辺博/編著 野間自子/[ほか著] 学陽書房

(岩波新書) 新赤版 伊

東光晴/著 岩波書店

324.5 ﾀﾏ 2016 業種別ビジネス契約書作成マニュアル

331.8 ｱｱ 2016 21 世紀の不平等 アンソニー・B.アト

田島正広/代表編著 日本加除出版

キンソン/著 山形浩生/訳 東洋経済新報社

324.5 ﾄ 2016 事業者が知っておくべき「保証」契約
Q&A

今井多恵子/共著 坂和宏展/共著 日本

法令

317.7 ｲｺ 2016 元警察署長が教えるお巡りさんの上手

第3版

牧

野和夫/著 中央経済社

316.4 ﾜ 2016 世界の「テロ組織」と「過激派」がよく
わかる本

萩原勇/著 秀和システム

332.0 ｽｳ 2016 時間かせぎの資本主義

東京弁護士会親和全期会/編 清文社

ヴォルフガン

グ・シュトレーク/[著] 鈴木直/訳 みすず書房
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332.1 ｽｼ 2016 偽装中流

須田慎一郎/著 ベストセラ

336.4 ﾋﾕ 2016 仕事ごはん部下ごはん
著 CCC メディアハウス

ーズ
332.1 ﾍｳ 2016 ジャパナイゼーション

ウィリアム・

336.4 ﾌｻ 2016 女性活躍の教科書

332.1 ﾐﾏ 2016 商都大阪をつくった男五代友厚

宮本

336.5 ｵﾘ 2016 10 倍ラクして成果を上げる完全自動の

又郎/著 NHK 出版

Excel 術

333.6 ﾔﾖ 2016 完全図解海から見た世界経済

山田吉

奥谷隆一/著 インプレス

336.8 ｼﾘ 2016 会社の「見方」

彦/著 ダイヤモンド社

清水涼子/著 同文舘

出版

333.8 ｸﾀ 2016 ストーリーで学ぶ開発経済学

黒崎卓

336.8 ﾐｼ 2016 “ギモン”から逆引き!決算書の読み方

国際協力機構/監修 万

336.9 ｵｱ 2016 税理士の「お仕事」と「正体」がよ〜

/著 栗田匡相/著 有斐閣
333.8 ｺ 2016 持続する情熱

南伸一/著 西東社

葉舎

くわかる本
(ポプラ新

334.4 ﾏﾕ 2016 揺れる移民大国フランス
書) 増田ユリヤ/著 ポプラ社
334.4 ﾐﾀ 2016 移民の詩

麓幸子/編 日経

BP ヒット総合研究所/編 日経 BP 社

ペセック/著 北村京子/訳 作品社

水野龍哉/著 CCC メディ

大野晃/著 秀和システム

338 ｲﾐ 2016 中央銀行が終わる日

岩村充/著 新潮社

338.7 ﾏｹ 2016 マイホームのお金

丸山景右/著 すば

る舎

アハウス

338.9 ﾑｼ 2016 中国が喰いモノにするアフリカを日本

334.5 ｶｴ 2016 グローバル人材とは誰か

加藤恵津子

が救う

/著 久木元真吾/著 青弓社

(講談社＋α新書) ムウェテ・ムルアカ

/[著] 講談社

335 ｲﾀ 2016 起業 1 年目の教科書

今井孝/著 かんき

345.1 ﾋ 2016 国際資産税ガイド

出版

PwC 税理士法人/

編 大蔵財務協会

335.1 ｲｲ 2016 なぜ稲盛和夫の経営哲学は、人を動か
すのか?

345.3 ｿﾋ 2016 法人税法を初歩から学ぶ 染谷英雄/

岩崎一郎/[著] クロスメディア・パブリ

著 中央経済社

ッシング

345.5 ｵﾕ 2016 土地評価を見直せば相続税はビックリ

335.1 ｲｻ 2016 人間尊重七十年

出光佐三/著 春秋社

335.1 ﾅｶ 2016 中小企業の未来を創る女性たち!

するほど安くなる

波

チェス

ター/編 清文社

336 ｸ 2016 図解ビジネスの基礎知識 50

グロービス

345.5 ﾄﾀ 2016 ここが違う!プロが教える土地評価の要

/著 嶋田毅/執筆 ダイヤモンド社

諦

336 ﾑﾐ 2016 図で考えるとすべてまとまる

村井瑞枝

東北篤/著 清文社

349.3 ｵｴ 2016 50 のポイントでわかる自治体職員はじ

/[著] クロスメディア・パブリッシング

めての出納事務 大崎映二/著 学陽書房

336.2 ｵﾋ 2016 現場で使える問題解決・業務改善の基

349.4 ﾖﾋ 2016 自治体予算要求の実務

小倉仁志/著 日本実業出版社

吉田博/著 小

島卓弥/著 学陽書房

336.2 ﾐﾉ 2016 実践システム・シンキング

湊宣明/

361.4 ﾏｲ 2016 ひとたらし 丸岡いずみ/著 主婦と生

著 講談社

活社

336.3 ｺｴ 2016 図解 99%の人がしていないたった 1%の
リーダーのコツ

岡野雄志/著 あさ出版

345.5 ﾁ 2016 相続実務における雑種地評価

形克彦/監修 小林勇治/監修 三恵社

本

平原由紀子/

361.4 ﾔﾋ 2016 インド人の「力」 （講談社現代新書）

河野英太郎/[著] ディスカヴァ

山下博司/著 講談社

ー・トゥエンティワン
336.3 ﾌｼ 2016 スーパーボス

361.4 ﾛﾏ 2016 NVC 人と人との関係にいのちを吹き込
シドニー・フィンケル

む法 マーシャル・B.ローゼンバーグ/著 安納献/

シュタイン/著 門脇弘典/訳 日経 BP 社
336.3 ﾏｽ 2016 TEAM OF TEAMS

監訳 日本経済新聞出版社

スタンリー・マクリ

361.5 ｵﾉ 2016 クジラの文化、竜の文明 大沢昇/著

スタル/著 タントゥム・コリンズ/著 日経 BP 社
336.3 ﾛﾌ 2016 ホラクラシー

集広舎

ブライアン・J.ロバー

361.5 ﾒｱ 2016 文化進化論

トソン/著 瀧下哉代/訳 PHP 研究所
336.4 ｵｼ 2016 労働法で人事に新風を

アレックス・メスーディ

/著 野中香方子/訳 NTT 出版
大内伸哉/著

361.7 ｵﾋ 2016 「田舎暮らし」と豊かさ

商事法務
336.4 ﾋﾄ 2016 研修・ファシリテーションの技術

編著 日本林業調査会
広

361.8 ｸﾓ 2016 華族のアルバム 倉持基/著
KADOKAWA

江朋紀/著 同文舘出版

- 8 -

奥田裕規/

364 ｵﾀ 2016 グローバル・ベーシック・インカム入門

367.9 ｽﾏ 2016 ルポ同性カップルの子どもたち

岡野内正/著・訳 クラウディア・ハーマン/著 明

麻里子/著 岩波書店

石書店

367.9 ﾊﾐ 2016 にじ色の本棚

364.1 ｵﾉ 2016 スウェーデン・モデル

岡澤憲芙/編

著 斉藤弥生/編著 彩流社

367.9 ﾋﾔ 2016 LGBTQ を知っていますか?
368.6 ｸﾏ 2016 フューチャー・クライム

加藤知美/監修 三修社

365 ﾄ 2016 消費者相談マニュアル

東京弁護士会消

369 ﾁ 2016 社会福祉の動向 2016

社会福祉の動向編

集委員会/編集 中央法規出版

北村喜宣/編 米山

369.1 ｸﾋ 2016 ソーシャルワーク論 空閑浩人/著 ミ

秀隆/編 有斐閣

ネルヴァ書房

365.3 ﾆﾊ 2016 Q&A 自治体のための空家対策ハンドブ

369.1 ﾜﾋ 2016 介護福祉士になるには 渡辺裕美/編著

西口元/共著 秋山一弘/共著 ぎょうせい

ぺりかん社

366.2 ｲｷ 2016 人材紹介のプロがつくった発達障害の
人の内定ハンドブック

369.2 ｳｾ 2016 認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ

石井京子/著 池嶋貫二/

右馬埜節子/著 講談社

著 弘文堂

369.2 ｳﾀ 2016 高齢者ホームを選ぶときにまず読む本

366.2 ﾅﾐ 2016 今さら聞けない 30 代以上転職のルール

上原隆夫/共著 中村桃美/共著 秀和システム

中谷充宏/著 秀和システム
366.3 ｵｻ 2016 マタハラ問題

369.2 ｵｻ 2016 親が倒れた!親の入院・介護ですぐやる
(ちくま新書) 小酒部

こと・考えること・お金のこと

さやか/著 筑摩書房

太田差惠子/著

翔泳社

366.3 ｶﾄ 2016 最新労働安全衛生法のしくみ

加藤知

369.2 ｶﾂ 2016 お年寄りとコミュニケーションが深ま

美/監修 三修社

る!楽しく盛り上がるレクリエーション 100

366.6 ﾄ 2016 新・労働組合 Q&A 東京南部法律事務所

加

藤翼/監修 ナツメ社

/編 日本評論社

369.2 ｶﾋ 2016 へろへろ 鹿子裕文/著 ナナロク社

367.3 ｷﾋ 2016 家族という名のクスリ

金美齢/著

369.2 ｺｱ 2016 これならわかる<スッキリ図解>介護事

PHP 研究所

故・トラブル

367.3 ｼﾄ 2016 「専業主夫」になりたい男たち

(ポ

小林彰宏/監著 介護リスクマネジ

メント研究会/著 翔泳社

プラ新書) 白河桃子/著 ポプラ社
367.4 ｸﾐ 2016 後妻白書

マーク・グ

ッドマン/著 松浦俊輔/訳 青土社

費者問題特別委員会/編 商事法務
365.3 ｷﾖ 2016 空き家対策の実務

日高庸晴/

監著 星野慎二/ほか著 少年写真新聞社

版医療保険・介護保険・年金の知識と疑問解決マ

ック

原ミナ汰/編著 土肥い

つき/編著 三一書房

364.4 ｶﾄ 2016 すぐに役立つ図解と Q&A でわかる最新
ニュアル 157

杉山

369.2 ｺﾖ 2016 スヌーズレンを利用しよう!

工藤美代子/著 小学館

河本佳

子/編著 新評論

(NHK 出版新

369.2 ｻﾀ 2016 布とひもの手芸レクリエーション

書) NHK スペシャル「消えた子どもたち」取材班

佐々木隆志/監修 工房 GEN/著 誠文堂新光社

367.6 ﾆ 2016 ルポ消えた子どもたち
/著 NHK 出版

369.2 ﾀｱ 2016「日中おむつゼロ」の排泄ケア 高頭晃

367.6 ﾊﾖ 2016「少子さとり化」
ニッポンの新戦略

原

紀/著 竹内孝仁/監修 メディカ出版

田曜平/著 潮出版社
367.6 ﾌﾀ 2016 貧困世代

369.2 ﾄﾅ 2016 色覚差別と語りづらさの社会学
(講談社現代新書) 藤田孝

直人/著 生活書院

典/著 講談社

369.2 ﾄﾐ 2016 介護施設運営・管理ハンドブック 鳥
(文春新書) 朝日新聞経

367.7 ｱ 2016 ルポ老人地獄

羽稔/著 日本法令

済部/著 文藝春秋

369.2 ﾅｶ 2016 親の「老い」を受け入れる

口範雄/著 朝日新聞出版

369.2 ﾅﾄ 2 必察!認知症ケア 2 永島徹/著 中央法規

367.7 ﾐｱ 2016 親には一人暮らしをさせなさい 三村

出版

麻子/著 永岡書店

369.2 ﾖﾄ 2016 超図解やさしい介護のコツ

367.7 ﾓﾙ 2016 65 歳で人生を変える

長尾和宏

/著 丸尾多重子/著 ブックマン社

367.7 ﾋﾉ 2016 超高齢社会の法律、
何が問題なのか 樋

米山淑子

/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

本岡類/著 サ

ンデー毎日取材班/著 毎日新聞出版
367.7 ﾖﾀ 2016 老人の壁

徳川

369.3 ｳﾋ 2016 福島第一原発メルトダウンまでの 50

養老孟司/著 南伸坊/著 毎

年

日新聞出版

烏賀陽弘道/著 明石書店

369.3 ｵﾁ 2016 災害支援手帖
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荻上チキ/著 木楽舎

369.3 ｵﾏ 2016 東日本大震災復興が日本を変える

岡

377.1 ﾊﾀ 2016 もっと知りたい大学教員の仕事

本全勝/編著 藤沢烈/著 ぎょうせい

貴史/編著 ナカニシヤ出版

369.3 ｵﾘ 2016 3・11 とチェルノブイリ法

尾松亮/

377.2 ﾅｱ 2016 東京大学第二工学部

著 東洋書店新社
加藤吉晴/編

379.7 ｶｶ 2016 考える力を鍛える
「穴あけ」
勉強法

風媒社

河

合薫/著 草思社

369.3 ｷｶ 2016 フクシマ無念

菊池和子/写真 藤島昌

379.9 ｻﾏ 2016 佐々木正美先生の子育てお悩み相談室

治/詩 遊行社

佐々木正美/著 主婦の友社

369.3 ﾀﾌ 2016 東日本大震災直後の被災地で

高橋文

379.9 ｼ 2016 小学生からの知育大百科 2016 完全保存

雄/著 近代消防社

版

369.3 ﾀﾏ 2016 安全と良心

竹田正興/著 晶文社

369.3 ﾔﾀ 2016 スマート防災

プレジデント社

379.9 ﾔﾏ 2016 その「グローバル教育」で大丈夫? ヤ

山村武彦/著 ぎょう

マザキマリ/著 小島慶子/著 朝日新聞出版

せい

382.2 ｳﾏ 2016 貨幣の条件

369.4 ｱﾊ 2016 沖縄戦と孤児院

浅井春夫/著 吉川弘

上田信/著 筑摩書房

383.1 ｵﾅ 2016 フロックコートと羽織袴

文館

小山直子/

著 勁草書房

369.4 ｵｻ 2016 10 代の母というライフスタイル

大

383.1 ｶﾕ 2016 WHAT IS SAPEUR?

川聡子/著 晃洋書房

383.1 ｺﾋ 2016 図説初期アメリカの職業と仕事着 P.F.

永瀬春美

/著 赤ちゃんとママ社

コープランド/著 濱田雅子/訳 悠書館

369.4 ﾊﾏ 2016 利用者支援事業のための実践ガイド

383.1 ﾛﾛ 2016 洋服を着る近代 ロバート・ロス/著 平

橋本真紀/編著 奥山千鶴子/編著 中央法規出版

田雅博/訳 法政大学出版局

371.4 ｱﾀ 2016 親と子の心のパイプは、うまく流れて
いますか?

383.8 ｶﾁ 2016 47 都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀

明橋大二/著 1 万年堂出版

371.4 ｽﾊ 2016 家族幻想

影嶋裕一/著 祥

伝社

369.4 ﾅﾊ 2016 気持ちに応える子育て支援

井千歩子/著 丸善出版

(ちくま新書) 杉山春/著 筑

健二/[著] 祥伝社

372.2 ｻﾊ 2016 ネパールに学校をつくる

酒井治孝/

384.1 ﾅﾖ 2016 バリ島巡礼

著 東海大学出版部

385.6 ｲｱ 2016 知っておきたい身近な人が亡くなった

栗田正行/著 東洋館出版社

後の手続き・届出・相続がわかる本

374.6 ﾀｲ 2016 学校と一緒に安心して子どもを育てる

385.6 ﾀｱ 2016 樹木葬という選択
内野令四郎/著 第一

田中淳夫/著 築地

書館

法規

387 ﾅﾋ 2016 開運だるま大百科

375.1 ﾋﾂ 2016 本物のアクティブ・ラーニングへの布

中村浩訳/編著 日貿

出版社

平山勉/編著 黎明

387.0 ｿﾋ 2016 中国妖怪・鬼神図譜

書房

相田洋/著 集

広舎

375.1 ﾍｼ 2016 学校と図書館でまなぶインターネット

388 ｵﾄ 2016 昔ばなし大学ハンドブック

活用法 ジェームス・E.ヘリング/著 須永和之/訳

小澤俊夫/

著 読書サポート

日本図書館協会
376.1 ｶ 2016 0.1.2 歳児手作りおもちゃ 64

伊藤綾子/

監修 成美堂出版

多賀一郎/著 小学館

石 授業を創る・学校を創る

中岡義介/著 川西尋子/

著 鹿島出版会

374.3 ｸﾏ 2016 できる先生の勉強法できる先生の人脈

374.9 ｳﾚ 2016 防げ!学校事故

(祥伝社新書) 橋本

383.8 ﾊｹ 2016 居酒屋の戦後史

摩書房

本

(祥伝社新書)

中野明/[著] 祥伝社

369.3 ｶﾖ 2016 石巻災害エキスプレス

術

羽田

388.1 ｲｼ 2016 妖怪・憑依・擬人化の文化史
「あそ

伊藤慎

吾/編 笠間書院

びと環境 0.1.2 歳」編集部/編著 リボングラス/編

388.1 ﾏｺ 2016 北陸の民俗伝承 松本孝三/著 三弥井

著 学研教育みらい

書店

376.1 ｺﾊ 2015 保育士実技試験完全攻略 15 年版 近

388.9 ﾆﾖ 2016 親子でうたい継ぐ子守唄のえほん 西

喰晴子/監修 コンデックス情報研究所/編著 成美

舘好子/構成・文 日本子守唄協会/監修 チャイル

堂出版

ド本社

376.1 ﾀﾂ 2016 パネルシアター保育 12 カ月

高橋司/

390.7 ｴﾊ 2016 英語と日本軍

著 ミヤオビパブリッシング

出版
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江利川春雄/著 NHK

391.2 ﾌﾃ 2016 兵士は戦場で何を見たのか デイヴィ

440.8 ﾇｼ 2016 ハッブル宇宙望遠鏡 25 年の軌跡

ッド・フィンケル/著 古屋美登里/訳 亜紀書房
391.6 ｻｱ 2016 私を通りすぎたスパイたち

澤茂美/共著 脇屋奈々代/共著 小学館クリエイテ

佐々淳行

ィブ

/著 文藝春秋

443.9 ｺｴ 2016 宇宙の始まり、そして終わり 小松英

392.3 ｵﾀ 2016 ドイツ軍事史

大木毅/著 作品社

395.3 ｳﾃ 2016 米軍基地がやってきたこと

一郎/著 川端裕人/著 日本経済新聞出版社

デイヴィ

450 ｶﾋ 2016 本当にわかる地球科学

ッド・ヴァイン/著 西村金一/監修 原書房

鎌田浩毅/監

修・著 西本昌司/著 日本実業出版社
450 ﾁ 2016 地球と生命 46 億年のパノラマ

ニュート

ンプレス

４００ 自然科学

451.2 ﾀﾔ 2016 フィールドの天気がわかる本
402.3 ﾋﾌ 2016 アインシュタインとヒトラーの科学者

武田康

男/監修 地球丸
451.7 ﾌﾊ 2016 オーロラ Pål Brekke/文 Fredrik

ブルース・J.ヒルマン/著 ビルギット・エルトル=

Broms/写真 山と溪谷社

ヴァグナー/著 原書房
402.9 ｲ 2016 石川の自然まるかじり

石川県立大学

451.8 ﾌﾏ 2016 地球を「売り物」にする人たち

自然まるかじり編集委員会/編 東海大学出版部

マッ

ケンジー・ファンク/著 柴田裕之/訳 ダイヤモン

404 ﾅｳ 2016 中谷宇吉郎 中谷宇吉郎/著 平凡社

ド社

404 ﾊﾕ 2016 高校教師が教える身の回りの理科 長谷

453 ｻｹ 2016 地殻災害の軽減と学術・教育 佐竹健治
/[ほか著] 日本学術協力財団/編集 日本学術協力

川裕也/著 工学社
404 ﾑｼ 2016 女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力
で勝てたのか?

沼

財団

(講談社現代新書) 村松秀/著 講

453.8 ﾌﾄ 2016 正しく恐れよ!富士山大噴火 藤井敏嗣
/著 徳間書店

談社
407 ｱﾏ 2016 科学の困ったウラ事情

有田正規/著 岩

453.8 ﾔ 2016 日本の火山

波書店

谷社

407 ﾅｴ 2016 たのしい講座を開いた科学者たち

永田

457.8 ｶｻ 2016 すごい古代生物

英治/著 星の環会

川崎悟司/著 キノブ

ックス

407 ﾐｼ 2016 理系のためのレポート・論文完全ナビ

459 ﾏｻ 2016 図説鉱物の博物学

松原聰/著 宮脇律郎

/著 秀和システム

見延庄士郎/著 講談社
410.2 ﾅﾋ 2016 中学生からの数学「超」入門

(ちく

460 ｲ 2016 生き物の不思議な力

ま新書) 永野裕之/著 筑摩書房
410.4 ﾁﾕ 2016 数学教室πの焼き方
410.7 ｳﾌ 2016 数学パズル事典

日経ナショナルジ

オグラフィック社
ユージニア・チ

460.4 ﾓﾐ 2016 自然を楽しむ

ェン/著 上原ゆうこ/訳 原書房

盛口満/著 東京大学出

版会

上野富美夫/編 東京

460.8 ｺｼ 2016 不思議で美しいミクロの世界

堂出版
414.1 ﾏﾔ 2016 曲線の秘密

山と溪谷社/編 山と溪

ジュリ

ー・コカール/著 林良博/監修 世界文化社
(ブルーバックス) 松下

462.1 ﾆ 2016 生態学が語る東日本大震災

泰雄/著 講談社

学会東北地区会/編 文一総合出版

417.1 ｲﾋ 2016 ホイヘンスが教えてくれる確率論

岩

467.2 ﾀｶ 2016 面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内薫/
著 丸山篤史/著 PHP エディターズ・グループ

沢宏和/著 技術評論社
429.6 ｺﾄ 2016 超対称性理論とは何か

日本生態

(ブルーバッ

467.3 ｸｱ 2016 男の弱まり

クス) 小林富雄/著 講談社

(ポプラ新書) 黒岩麻里/

著 ポプラ社

430 ﾋ 2016 ビジュアル化学 ニュートンプレス

468 ｻﾃ 2016 フィールドサイエンティスト 佐藤哲/

431.1 ﾐｶ 2016 元素ビジュアル図鑑 三井和博/監修

著 東京大学出版会

洋泉社

469.2 ｻﾀ 2016 面白くて眠れなくなる人類進化 左巻
健男/著 PHP エディターズ・グループ

440 ｽﾎ 2016 世界で一番美しい深宇宙図鑑 ホヴァ
ート・スヒリング/著 生田ちさと/監修 創元社

469.9 ｶﾖ 2016 日本人はどこから来たのか?

440.2 ﾐﾛ 2016 宇宙画の 150 年史 ロン・ミラー/著

海部陽

介/著 文藝春秋

日暮雅通/訳 河出書房新社

470.7 ｷﾐ 2016 世界一うつくしい植物園

440.4 ﾉﾎ 2016 野尻抱影 野尻抱影/著 平凡社

文 森田高尚/監修 エクスナレッジ
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木谷美咲/

474.8 ﾎﾕ 2016 マイコフィリア

ユージニア・ボーン

493.1 ﾆ 2016 アレルギー医療革命

/著 佐藤幸治/訳 パイインターナショナル

ル取材班/著 文藝春秋

481.7 ｻｶ 2016 野生動物は何を見ているのか 佐藤克

493.2 ﾃﾀ 2016 脂質異常症<コレステロールと中性脂肪

文/共著 青木かがり/共著 丸善プラネット

>

481.7 ﾀﾏ 2016 海・川・湖の奇想天外な生きもの図鑑

坪井正博/監修 日東書院本社

ッジ

493.6 ﾔｼ 2016 ウルトラ図解腰・ひざの痛み 柳本繁/

481.7 ﾖﾕ 2016 世界で一番美しい海のいきもの図鑑

監修 岡田英次朗/監修 法研

吉野雄輔/著 武田正倫/監修 創元社

493.7 ｵﾀ 2016 夫婦という病

483.4 ﾐﾀ 2016 プラナリア実験観察図鑑

宮崎武史/

493.7 ｵﾀ 2016 依存症の科学 岡本卓/著 和田秀樹/著

485.7 ｼｻ 2016 ダニのはなし

島野智之/編 高久元/

化学同人

編 朝倉書店
486.5 ﾉﾏ 2016 カメムシ

岡田尊司/著 河出書房

新社

著 パレード

493.7 ｺｶ 2016 ぜんぶわかる認知症の事典

河野和彦

/監修 成美堂出版

野澤雅美/著 農山漁村文化

協会

493.7 ﾅｶ 2016 大人の ADHD 臨床 中村和彦/編著 中村

487.8 ﾏﾏ 2016 日本のカエル

松井正文/著 関慎太郎

和彦/[ほか著] 金子書房

/写真 誠文堂新光社

493.7 ﾌｵ 2016 精神科医の仕事、カウンセラーの仕事

488 ｳｹ 2016 世界のかっこいい鳥

上田恵介/監修 笠

藤本修/著 関根友実/著 平凡社

原里恵/監修 パイインターナショナル
488.1 ｶﾀ 2016 野鳥と木の実と庭づくり

493.7 ﾜﾖ 2016 あがり症のあなたは<社交不安障害>と
叶内拓哉/

いう病気。でも治せます!

著 文一総合出版
488.1 ﾋﾋ 2016 鳥ってすごい!

渡部芳徳/著 主婦の

友インフォス情報社
(ヤマケイ新書) 樋口

493.9 ﾋﾐ 2016 自閉症・発達障害を疑われたとき・疑

広芳/著 山と溪谷社

ったとき
(ちくま新書)

488.1 ﾐｵ 2016 身近な鳥の生活図鑑
488.2 ｵｺ 2016 日本野鳥歳時記

平岩幹男/著 合同出版

493.9 ﾐﾏ 2016 子どもの ADHD 早く気づいて親子がラク

三上修/著 筑摩書房

になる本
大橋弘一/著 ナツ

宮尾益知/監修 河出書房新社

494.5 ｺﾏ 2016 がん治療の 95%は間違い （幻冬舎新書）

メ社

近藤誠/著 幻冬舎

489.5 ﾘｳ 2016 オオカミ、群れに戻る

李微【イー】

494.5 ﾓﾓ 2016 がんとの賢いつきあい方 （朝日新書）

/著 林嘉純/訳 彩流社

門田守人/著 朝日新聞出版

489.9 ﾆ 2016 地球に生きる神秘的なサル

日本モン

494.9 ｶﾖ 2016 透析・腎移植の安心ごはん

491.3 ｵｼ 2016 体の使い方を変えればこんなに疲れな

学出版部

岡田慎一郎/著 産業編集センター

498 ｼ 2016 死因大全 実業之日本社/編

491.6 ﾏﾖ 2016 国立がんセンターでなぜガンは治らな

498 ﾋﾖ 2016 死に方は自分で選ぶ 平尾良雄/著 講談

(講談社現代

491.7 ﾅﾋ 2016 ウイルスは生きている

社ビーシー

新書) 中屋敷均/著 講談社

498.0 ﾀﾋ 2016 3 分診療時代の長生きできる受診のコ
小林國男/著 講

ツ 45 高橋宏和/著 世界文化社

談社

498.3 ﾊﾖ 2016 親ゆびを刺激すると脳がたちまち若返

492.3 ﾌﾏ 2016 ホメオパシーのくすり箱

藤田円/著

りだす!

フレグランスジャーナル社
ーレシピ

松井和義/著

岡田恒良/監修 コスモ 21

伊藤ミホ/著 清流出版

498.3 ﾔｲ 2016 座ってできる!シニアヨガ

493.1 ｼ 2016 よくわかる糖尿病の人のためのおいしい

山田いず

み/著 講談社

主婦の友社/編 吉田美香/指導・監修 主婦

498.3 ﾜﾕ 2016 80 歳まで健康に生きる 36 の秘訣

の友社
493.1 ｽﾖ 2016 すぐわかる糖尿病の治し方

長谷川嘉哉/著 サンマーク出版

498.3 ﾏｶ 2016 脳を鍛える丹田音読法

493.1 ｲﾐ 2016 家族みんなを元気にするグルテンフリ

食事

実業之日

本社

(文春新書) 前田洋平/著 文藝春秋

492.2 ｺｸ 2016 好きになる救急医学

菅野義彦

/病態監修 榎本眞理/栄養指導・献立 女子栄養大

キーセンター/監修 池田書店

い?

寺本民生/監修 高橋書店

493.3 ﾂﾏ 2016 図解肺がんの最新治療と予防&生活対策

武田正倫/監修 川崎悟司/イラスト エクスナレ

い!

NHK スペシャ

渡

辺雄二/著 青志社
鈴木吉彦

498.5 ｶｻ 2016 魚と放射能汚染

/著 主婦の友社

え社
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片山知史/著 芽ば

498.5 ﾆ 2016 サプリメント健康事典 日本サプリメン

521.8 ｵﾔ 2016 大迫力!写真と絵でわかる日本の城・城

ト協会/著 日本抗加齢協会/監修 集英社

合戦

(幻冬舎新書)

498.5 ﾎｷ 2016 塩分が日本人を滅ぼす

小和田泰経/著 西東社

521.8 ｶﾕ 1 日本の町並み 上巻 苅谷勇雅/編著 西村

本多京子/著 幻冬舎

幸夫/編著 山川出版社

498.5 ﾏﾋ 2016 ドラッグ食(フード) 幕内秀夫/著 春

521.8 ﾆﾌ 2016 図解戦国の城がいちばんよくわかる本

秋社

西股総生/著 ベストセラーズ

498.5 ﾐﾐ 2016 なぜあの人は、夜中にラーメン食べて
も太らないのか?

521.8 ﾐﾏ 2016 城のつくり方図典

道江美貴子/[著] クロスメデ

三浦正幸/著 小

学館

ィア・パブリッシング

521.8 ﾔﾏ 2016 絵解きでわかる世界遺産・西本願寺の

498.5 ﾖｷ 2016 からだにおいしいあたらしい栄養学

魅力

吉田企世子/監修 松田早苗/監修 高橋書店
498.8 ﾏｹ 2016 従業員のメンタルヘルスを整えるスト
レスチェック制度の実践

山田雅夫/著 本願寺出版社

523.1 ｲﾀ 2016 もう二度と見ることができない幻の名
作レトロ建築

松本桂樹/編 中央経

伊藤隆之/著・写真 地球丸

523.1 ｳﾔ 2016 天皇に選ばれた建築家 薬師寺主計

済社

上田恭嗣/著 柏書房

498.9 ｳﾏ 2016 監察医が泣いた死体の再鑑定

上野正

527 ﾕｼ 2016 60 歳で家を建てる

彦/著 東京書籍

湯山重行/著 毎日

新聞出版

499.1 ｱｶ 2016 危険ドラッグ大全

阿部和穂/著 武蔵

527.1 ｼ 2016 暮らしやすい家づくりのヒント

野大学出版会

主婦

の友社/編 主婦の友社
527.1 ﾁ 2015 地域活性化ガイドブック 平成 27 年度

５００ 技 術

地域活性化センター 一般財団法人 地域活性化セ
ンター

501.6 ｲﾏ 2016 最新再生エネビジネスがよ〜くわかる
本

527.1 ﾅﾖ 2016 住宅建築家三人三様の流儀
/著 竹原義二/著 エクスナレッジ

今村雅人/著 秀和システム

501.6 ｶ 2016 環境エネルギー 化学工学会/編 共立出

527.1 ﾑﾀ 2016 住宅デザインが劇的に向上するアイデ

版

ア図鑑 村上太一/著 エクスナレッジ

504 ﾅﾏ 3 失敗百選 続々

中尾政之/著 森北出版

528 ｹ 2016 建築設備の「なぜ」がわかるトラブル解決

507.7 ｲﾏ 2016 IT エンジニアが覚えておきたい英語動
詞 30

中村好文

マニュアル

板垣政樹/著 秀和システム

507.9 ﾀ 1 田宮模型全仕事 1

531.3 ﾅﾏ 2016 次世代ものづくりのための電気・機械

タミヤ/編 文藝春秋

一体モデル 長松昌男/著 萩原一郎/コーディネ

509.6 ｻｺ 2016 トコトンやさしい生産技術の本 坂倉

ーター 共立出版

貢司/著 日刊工業新聞社

537.0 ｲｼ 2016 エピソードで読む自動車を生んだ化学

516.2 ｳｼ 2016 鉄道ダイヤを支える技術

梅原淳/著

の歴史

秀和システム
517 ｵﾀ 2016 水の未来

建築設備技術者協会/編 オーム社

井沢省吾/著 秀和システム

537.0 ｻﾀ 2016 トヨタの強さの秘密
(岩波新書) 新赤版 沖大幹/

著 岩波書店

538.0 ﾔｼ 2016 ものづくり最後の砦

518.8 ｱｼ 2016 都市をたたむ 饗庭伸/著 花伝社
519.1 ｶ 2015 環境自治体白書 2015-2016 年版

山岡淳一郎/著

日本実業出版社
生

538.9 ｵｹ 2016 若田光一 日本人のリーダーシップ
(光文社新書) 小原健右/著 大鐘良一/著 光文社

活社
519.3 ﾊｼ 2016 もっと知りたい PM2.5 の科学

畠山史

540.6 ｲﾏ 2016 東芝不正会計

郎/著 野口恒/著 日刊工業新聞社
520.2 ﾌｻ 2016 世界 5000 年の名建築

今沢真/著 毎日新聞

出版
二階幸恵/文

541.1 ﾓﾏ 2016 交流のしくみ

中川武/監修 エクスナレッジ

(ブルーバックス) 森

本雅之/著 講談社

520.8 ﾋ 56 BCS 賞作品集 第 56 回(2015) 日本建設業

543.5 ﾀﾃ 2016 福島第二原発の奇跡

高嶋哲夫/著

PHP 研究所

連合会
520.9 ｵﾄ 2016 はじめて学ぶ建築法規

大野敏資/著

546.5 ｵｼ 2016 路面電車発展史

本多徹/著 エクスナレッジ
521 ﾔﾓ 2016 日本建築空間史

(講談社現代新

書) 酒井崇男/著 講談社

大賀寿郎/著 戎光祥

出版
安原盛彦/著 鹿島出

547.4 ｱｾ 2016 はじめての今さら聞けない Wi-Fi 入門

版会

荒石正二/著 秀和システム
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547.4 ｲ 2016 できる Office 365 2016 年度版

イン

591 ﾖﾐ 2016 実はそんなに怖くない!ラクラク年金生活

サイトイメージ/著 できるシリーズ編集部/著 イ

入門

ンプレス

ティワン

547.4 ｷﾀ 2016 Web デザイン必携。

北村崇/共著 浅

592.7 ﾃ 2016 DIY で部屋リノベーションする本

野桜/共著 エムディエヌコーポレーション

592.7 ﾃ 2016 DIY 木工上達テクニック

まさあき/共著 赤間公太郎/共著 エムディエヌコ

学研プラス

592.7 ﾜ 2016 わたしにぴったりの棚づくりレシピ 24

ーポレーション

地球丸

547.4 ｻﾕ 2016 Web デザイン基礎トレーニング

境祐

593.3 ｲﾏ 2016 白いシャツを一枚、縫ってみませんか?

司/監修 大野謙介/共著 エムディエヌコーポレー

伊藤まさこ/著 筑摩書房

ション

593.3 ｲﾏ 2016 「やせて見える服」を作ろう

日向凛/著 秀和システム

593.3 ｷ 2016 きちんとシルエットのワンピース

547.4 ﾔｼ 2016 はじめての今さら聞けないツイッター

593.3 ﾂﾖ 2016 大人の女性に似合う服
(文

548.3 ｲﾋ 2016 アンドロイドは人間になれるか

月居良子/著

宝島社

春新書) 石黒浩/著 文藝春秋
549 ﾁﾕ 2016 電子部品ハンドブック

ブ

ティック社

八木重和/著 秀和システム

593.3 ﾊｱ 2016 大きな服を着る、
小さな服を着る。 濱
千野行広/著 工

田明日香/著 文化学園文化出版局

学社

593.8 ｸ 2016 日々きもの

556.9 ｻﾀ 2016 潜水艦のメカニズム完全ガイド

佐野

着物屋くるり/著 池田

書店

正/著 秀和システム

593.8 ｸｾ 2016 ド・ローラ・節子のきもの暮らし

560.9 ｿﾄ 2 日本の鉱山を巡る 下

園部利彦/著 弦

節

子・クロソフスカ・ド・ローラ/著 世界文化社

書房

593.8 ﾌ 2016 フォーマルきもの装いの手引き
キース・ベロニーズ/著 渡辺正

世界

文化社

/訳 化学同人

593.8 ﾓﾓ 2016 きもの 3 枚から始める!着こなし便利帖

568.0 ｲﾉ 2016 日本軍はなぜ満洲大油田を発見できな
かったのか

泉繭子

/著 高橋書店

547.4 ﾋﾘ 2016 はじめての無料ホームページデビュー

565.8 ﾍｷ 2016 レア

学

研プラス

547.4 ｺﾏ 2016 Web デザインの新しい教科書 こもり

入門

横山光昭/[著] ディスカヴァー・トゥエン

もりたもとこ/監修 世界文化社

(文春新書) 岩瀬昇/著 文藝春秋

577 ﾅﾋ 2016 トコトンやさしい染料・顔料の本

594 ｲｱ 2016 シンプルかわいい手づくりピアス&イヤリ

中澄

ング

博行/著 福井寛/著 日刊工業新聞社
588.5 ｲ 2016 北陸日本酒ほろ酔い紀行

594 ﾁ 2016 ちりめんと古布でつくる和のお飾り
イースト・

594 ﾃ 2016 はじめてでも可愛く作れるパールアクセサ

589.2 ｱﾐ 2016 7 つの「骨格タイプ」で、自分に似合

594 ﾊ 2016 ハンドメイドのお財布 BOOK
福田栄

日本ヴォー

グ社

華/監修 朝日新聞出版

594 ﾊ 2016 ハンドメイドの通園通学グッズ
光野桃/著 KADOKAWA

589.7 ｶ 2016 ゲームってなんでおもしろい?

ブティ

ック社

角川ア

594.2 ｶ 2016 カンタン!かわいい北欧調の刺しゅう

スキー総合研究所/編 角川アスキー総合研究所
589.7 ﾆ 2016 文具と雑貨づくりの教科書

500

日経デザ

アップルミンツ

594.2 ﾅﾌ 2016 中山富美子のビーズバッグ

イン/編 日経 BP 社

中山富美

子/著 亥辰舎

590 ｺﾕ 2016 毎日続くお母さん仕事

後藤由紀子/著

594.2 ﾏ 2016 毎日が楽しくなる刺し子のカワイイ!ふ

SB クリエイティブ

きん

590 ｼ 2016 シンプルな暮らしのきほん

主婦の友社/

ーン

590.4 ｵ 2016 女ひとりの楽しい暮らし方

アップルミンツ

594.3 ｲ 2016 1 枚でも使える棒針モチーフベストパタ

編 主婦の友社
オレンジ

アップルミンツ

594.3 ｶ 2016 かぎ針で編む北欧スタイルのはおりもの

ページ

ベストセレクション

591 ｻﾊ 2016 普通の人が、ケチケチしなくても毎年 100
万円貯まる 59 のこと

Dear AKUA/著 KADOKAWA

リー

荒川美保/著 光文社

589.2 ﾌｴ 2016 大人のシンプル着こなし入門
589.2 ﾐﾓ 2016 自由を着る

ブ

ティック社

プレス/編 イースト・プレス
う服がわかる

いわせあさこ/著 学研プラス

アップルミンツ

594.3 ｶ 2016 かぎ針で編むパリのお花屋さんのコサー

佐藤治彦/著 扶桑社

ジュ
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アップルミンツ

594.3 ﾊ 2016 ハンドメイド・クロッシェ

Ha-Na/

596.3 ｲｹ 2016 おうちで、ごちそう!デパ地下サラダ

著 文化学園文化出版局

岩崎啓子/著 新星出版社

594.7 ﾌ 2016 ファスナーの本

日本ヴォーグ社

594.7 ﾏﾒ 2016 デザイナーズ・ハワイアンバッグ

596.3 ｴｺ 2016 糖質制限ダイエットに最適!蒸し大豆で
マ

満足レシピ

エダメグ/著 グラフィック社

出書房新社

594.9 ｳﾄ 2016 しあわせを結ぶ 贈る、飾る、水引こも
の

江部康二/監修 太田静栄/料理 河

596.3 ｷｱ 2016 北陸の漬けもの

内野敏子/著 PHP 研究所

北村綾子/監修 北國

新聞社

594.9 ﾎｶ 2016 手作りキャンドルのプレゼント

堀崎

596.3 ｸ 2016 クックパッドのおいしい厳選!作りおき

カオリ/著 マガジンランド

サラダ

596 ｱ 2016 献立の主力選手!かしこいおかず

朝日新

版社

聞生活グループ/編 朝日新聞出版
596 ｱｶ 2016 365 日のめざましスープ

クックパッド株式会社/監修 新星出

596.3 ﾔﾅ 2016 ぬか漬けの基本
有賀薫/著 SB

山田奈美/著 グラフ

ィック社

クリエイティブ

596.4 ｲｻ 2016 箱詰めもてなしレシピ
/著 誠文堂新光社

596 ｱﾋ 2016 足立流バリエが広がる使いきりレシピ
足立洋子/著 主婦の友社

596.4 ｵｴ 2016 満腹!お楽しみ弁当

596 ｴﾅ 2016 具だくさんでおいしい食べるスープ

いづいさちこ

枝

大庭英子/著 文

化学園文化出版局

元なほみ/著 世界文化社

596.4 ｵｶ 2016 たっきーママの簡単作りおきと時短お

596 ｵﾄ 2016 奥薗流新ごはんの基本!

奥薗壽子/著

かずで朝すぐ!弁当

世界文化社

奥田和美/著 扶桑社

596.4 ｼ 2016 ダッチオーブンクッキング

596 ｶﾏ 2016 僕が食べたい和そうざい

笠原将弘/著

主婦の友社

596.4 ﾀｷ 2016 朝つめるだけ!作りおきのお弁当 380

596 ｺ 2016 子どもがよく食べる給食のレシピ 105

地

舘野鏡子/著 新星出版社

球丸

596.4 ﾀﾏ 2016 フードスタイリストのアイデア満点ほ

596 ｼ 84 四季の味 No.84 春

ニューサイエンス社

596 ｼｱ 2016 忙しい人の家族ごはん

められ弁当

城川朝/著 講

ま 10 分弁当

596 ｼﾊ 2016 昔ながらのおかず

ダンノマリコ/著 主婦と生活社

596.4 ﾅｱ 2016 初代レシピの女王・成澤文子のラクう

談社
重信初江/著 主婦と

成澤文子/著 世界文化社

596.4 ﾅﾖ 2016 ラクかわ園児べんとう 380

中村陽子

/[著] 主婦の友社

生活社
596 ﾀﾋ 2016 ジャムの本

田中博子/著 東京書籍

596.4 ﾔ 2016 のほほん曲げわっぱ弁当

596 ﾀﾖ 2016 スープ日乗

辰巳芳子/著 文藝春秋

ね。yasuyo/著 誠文堂新光社

596 ﾂ 2016 作りおき上手になれる本

枻出版社

596 ﾅｼ 2016 伝えたい味昔ながらのおかず

596.6 ｵｷ 2016 ロシアのパンとお菓子

596.6 ｵｻ 2016 おもちよりおもてなしのシフォンケー
飛田和緒/著 扶桑社

キ

オレンジページ

で焼く天然酵母パン

ワタナベマキ/著 女子栄養大学出版部

梶晶子/著 河出書房新社

596.6 ｼﾔ 2016 キューブスイーツ

C.F.v.ルーモール/著

信太康代/著 日東

書院本社

中山典夫/訳 中央公論美術出版
596.2 ﾉﾋ 2016 いま伝えたい和食

小田川さなえ/[著] アップルミンツ

596.6 ｶｱ 2016 ポリ袋でラクラク!オーブントースター

596 ﾜﾏ 2016 瀬戸内「やまくに」のいりこで毎日おか
596.0 ﾙｶ 2016 料理術の精神

荻野恭子/著

WAVE 出版

浜内千

波/著 成美堂出版
596 ﾕ 2016 ゆる自炊 BOOK

小黒きみ

え/著 小泉祐子/写真・文 学研プラス

/著 KADOKAWA

596 ﾋｶ 2016 私の保存食手帖

こころのた

596.6 ｵｷ 2016 おいしい。まぁるい鍋パン

中村成子

596 ﾊﾁ 2016 ふたりの食卓、いつものおかず

ず

月刊ガル

ヴィ編集部/編 実業之日本社

596.6 ｽﾉ 2016 子どもと食べたい時短おやつ
野口日出子/著 河

な/[著] 辰巳出版

出書房新社

596.6 ﾄ 2016 ドンクが教えるフランスパン世界のパン

596.2 ﾉﾋ 2016 野崎洋光が考える美味しい法則

野崎

本格製パン技術

洋光/著 池田書店
596.2 ﾉﾋ 2016 和食のきほん、完全レシピ

菅野の

ブランジュリー フランセーズ

ドンク/著 旭屋出版
野崎洋光

596.6 ﾊﾁ 2016 ふんわり、しっとりケーキ

/著 世界文化社

/著 主婦と生活社
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浜内千波

596.6 ﾔﾕ 2016 はじめての手づくり和菓子

安田由佳

626.9 ｻﾀ 2016 1 株でもたっぷり収穫!小さな畑の野菜

子/著 学研プラス

づくり

596.6 ﾖﾏ 2016 簡単もちふわドデカパン

吉永麻衣子

626.9 ﾄ 2016 コンテナでつくるはじめての野菜づくり

/著 新潮社

79 種

597 ﾀﾅ 2016 ミニマリストという生き方

辰巳渚/著

東京都立農芸高等学校/監修 新星出版社

626.9 ﾆﾎ 2016 自給自足の自然菜園 12 カ月

宝島社
主婦と生活社

627 ｲﾋ 2016 日本の花卉園芸 光と影

597.5 ｻｷ 2016 ものが多くてもできるコンパクトな暮
さいとうきい/著 すばる舎

子ども空間

627.7 ｶﾀ 2016 はじめてのバラと草花でつくる庭
627.7 ｺﾐ 2016 つるバラ&半つるバラ

597.9 ｲﾕ 2016 部屋は自分の心を映す鏡でした。

伊

627.9 ｸﾐ 2016 風のように作る
堤治

栗城三起子/著 誠文

堂新光社

/監修 赤ちゃんとママ社

629 ｷ 2016 造園の手引き
Emi/著 大

599 ｴ 2016 子どもと一緒にこんなこと。

京都府造園協同組合/著

誠文堂新光社

和書房

629 ﾆ 2016 庭 223

599.3 ｳｼ 2016 うちの食べてくれない困ったちゃんが

建築資料研究社

629.2 ｵｱ 2016 世界の美しい庭園図鑑

上田淳子/著 日本

629.7 ｱﾖ 2016 宿根草と低木で彩る小さなスペースを
上手に生かす庭づくり

６００ 産 業

安藤洋子/監修 池田

書店
629.7 ｴ 2016 日陰をいかす美しい庭

イベント術

二瓶長記/著 夢の友出版

601.1 ﾊｼ 2016 地域×クリエイティブ×仕事

632.1 ﾀ 2016 富岡製糸場と群馬の蚕糸業
服部

高崎経済

大学地域科学研究所/編 日本経済評論社

滋樹/編著 江副直樹/編著 学芸出版社

645.3 ﾐｱ 2016 シカの飼い方・活かし方

611.4 ｺﾘ 2016 農林漁業の産地ブランド戦略

香坂玲

宮崎昭/著

丹治藤治/著 農山漁村文化協会

/編著 ぎょうせい

645.6 ｲ 2016 いぬとわたしの防災ハンドブック

615 ﾉ 8 最新農業技術作物 vol.8

農山漁村文化協会

い

ぬの防災を考える会/著 パルコエンタテインメン

/編 農山漁村文化協会

ト事業部

625.3 ｶﾋ 2016 虫たちと作った世界に一つだけのレモ

645.6 ｴｼ 2016 もか吉、ボランティア犬になる。

河合浩樹/著 朝日新聞出版

江

川紹子/著 集英社インターナショナル

626 ｲﾄ 2016 新・野菜の便利帳 おいしい編

板木利

653.2 ﾆﾀ 2016 樹木と木材の図鑑

隆/監修 高橋書店

西川栄明/著 小泉

章夫/監修 創元社

626 ﾅﾀ 2016 新・野菜の便利帳 健康編

名取貴光/

657.8 ｼ 2016 食べる薬草・山野草早わかり

監修 高橋書店

主婦の

友社/編 主婦の友社

626 ﾔｸ 2016 基礎からわかる!野菜の作型と品種生態

659 ﾀﾔ 2016 猟師食堂

山川邦夫/著 農山漁村文化協会
626.2 ｴ 2016 おいしくできる!トマト

田中康弘/著 枻出版社

664.6 ﾀｲ 2016 天然アユの本
NHK 出版/

高橋勇夫/著 東健作/

著 築地書館

編 NHK 出版

666.7 ｼﾂ 2016 ヒョウモン&フトアゴの飼い方・育て方

626.2 ｴ 2016 おいしくできる!ナス

NHK 出版/編

白輪剛史/監修 東京堂出版

NHK 出版
626.2 ﾀﾋ 2016 希望のイチゴ

NHK 出版/編

月江成人/監修 NHK 出版

601.1 ﾆﾅ 2016 地方創生を演出するまちおこしドラマ

669 ﾊ 2016 日本一の塩屋が選んだ塩 101
田中裕司/著 扶桑社

塩屋/著 小

学館

626.9 ｷﾄ 2016 プロに教わる安心!はじめての野菜づく

670.1 ﾊﾋ 2016 基礎から学ぶ流通の理論と政策

木嶋利男/監修 学研プラス

番場

博之/編著 金度渕/[ほか著] 八千代出版

626.9 ｻ 2016 最新おいしい野菜 100 種のじょうずな育
て方

大野暁彦/監

修 鈴木弘樹/監修 エクスナレッジ

文芸社

り

後藤みどり/

著 誠文堂新光社

藤勇司/著 日本文芸社
598.2 ﾂｵ 2016 知って安心初めての妊娠・出産

河

合伸志/監修 成美堂出版

吉川圭子/監修 金の星社

楽しく食べる子に変わる本

今西英雄/著

福井博一/著 ミネルヴァ書房

597.5 ﾖｹ 2016 片づけが楽しくなる無印良品でつくる

ン

新田穂

高/著 竹内孝功/監修 宝島社

597 ﾜ 96 私のカントリー NO.96
らし

斎藤忠/監修 学研プラス

670.9 ﾏｶ 2016 初めての人のための英文契約書の実務

主婦の友社

牧野和夫/著 中央経済社
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672.1 ｽﾌ 2016 浅草はなぜ日本一の繁華街なのか

住

689.5 ｷ 2016 キッザニア東京全パビリオン完全ガイド

吉史彦/聞き手 晶文社

KADOKAWA

2016-17 年版

673.3 ｼｶ 2016 はじめてでもできる!ハンドメイド作家
のたのしい売り方 BOOK

689.5 ｺ 2016 東京ディズニーランドパーフェクトガイ

白崎カオ/著 インプ

ドブック 2016

レス

ディズニーファン編集部/編 講

談社

673.9 ｲﾅ 2016 民警

猪瀬直樹/著 扶桑社

674 ﾄﾐ 2016 ブームをつくる

694.6 ﾀｼ 2016 はじめての今さら聞けないスマートフ

(集英社新書) 殿村美

ォン入門

樹/著 集英社

高橋慈子/著 八木重和/著 秀和シス

テム

674 ﾆ 2016 広報の仕掛け人たち

日本パブリックリ

699.2 ｲﾕ 2016 テレビが見世物だったころ

レーションズ協会/編 宣伝会議

飯田豊/

著 青弓社

674.1 ｱﾏ 2016 「人を動かす」広告デザインの心理術
33

７００ 芸 術

マルク・アンドルース/著 マテイス・ファ

ン・レイヴェン/著 ビー・エヌ・エヌ新社
MdN 書

674.3 ｴ 2016 デザイナーのラフスケッチ

702.0 ｲﾋ 2016 かわいいルネサンス

籍編集部/編 エムディエヌコーポレーション
674.3 ﾊ 2016 まちアド

PIE BOOKS/編著 パイイ

702.1 ﾀｱ 2016 江戸のバロック

ンターナショナル

702.1 ﾐｱ 2016 日本美のこころ

リンクアップ/編 グラフィック社編集部/編 グラ

702.2 ﾊﾋ 2016 東洋美術史

フィック社

704 ｲﾀ 2016 戦争と芸術

パイインターナショナル

675.0 ﾅﾖ 2016 先を読むマーケティング

中田善啓/

(ちくま新書) 高橋

708.7 ﾂﾉ 20 日本美術全集 20 辻惟雄/編集委員 泉武
交通行政研究会/

夫/編集委員 小学館
709.2 ﾚ 1 歴史探訪韓国の文化遺産 上

685.1 ﾄ 2016 道路管理瑕疵判例ハンドブック

道路

709.2 ﾚ 2 歴史探訪韓国の文化遺産 下

片倉佳史/著 ワニブックス

「歴史探訪

韓国の文化遺産」編集委員会/編 山川出版社

686.2 ｻﾉ 2016 最新鉄道業界の動向とカラクリがよ〜

720.6 ﾉﾖ 2016 女画商の人生奮闘記

佐藤信之/著 秀和システム

野呂洋子/著 求

龍堂

686.2 ﾃ 2016 徹底ガイド!北海道新幹線まるわかり

721.8 ｳｸ 2016 歌川国貞

マイナビ出版

歌川国貞/[画] 太田記念美

術館/監修 東京美術

686.2 ﾌﾋ 2016 東急電鉄各駅停車 藤原浩/著 洋泉社

721.9 ｵｲ 2016 日本名城画集成

686.2 ﾔﾅ 2016 汽車のあった風景 西日本篇 安田就視

721.9 ﾀｾ 2016 田中青坪

686.2 ﾔﾅ 2016 汽車のあった風景 東日本篇 安田就視

723 ﾅﾘ 2016 知識ゼロからの名画入門
洋泉社

723 ﾓﾔ 2016 自画像の告白

687.9 ｲﾖ 2016 空港のはなし

永井龍之介/

監修 幻冬舎

編集部/編 洋泉社
687.0 ﾊ 2016 羽田空港で働く。

田中青坪/[画] アーツ前橋/

企画・監修 水声社

/写真 原口隆行/対談 交通新聞社
686.2 ﾖ 2016 夜行列車&ブルートレイン大全

荻原一青/画 西ケ谷

恭弘/文 小学館

/写真 原口隆行/対談 交通新聞社

イカロス出版

森村泰昌/著 筑摩書房

723.0 ｺｺ 2016 ラヴェンナのモザイク芸術

岩見宣治/共著 渡邉正

越宏一/

著 中央公論美術出版

己/共著 交通研究協会

723.0 ﾀｱ 2016 かわいい印象派

689.2 ｵｼ 2016 ネット活用でここまで変わる!外国人観
光客を呼び込む方法

「歴史探訪

韓国の文化遺産」編集委員会/編 山川出版社

管理瑕疵研究会/編集 ぎょうせい
686.2 ｶﾖ 2016 音鉄

飯田高誉/著 立東舎

明也/著 筑摩書房

編 東京法令出版

高橋明也/監修・著

杉山菜穂子/監修 東京美術

小野秀一郎/著 日本実業

723.3 ｲﾏ 2016 カラヴァッジョ伝記集

出版社

石鍋真澄/編

訳 平凡社

689.2 ﾓﾀ 2016 訪日外国人観光客ビジネスがよ〜くわ
かる本

朴亨國/監修 朴亨國/著

706.9 ﾀｱ 2016 美術館の舞台裏

編著 西村順二/編著 同文舘出版
685.1 ｺ 2016 道路交通法改正 Q&A

BOOK

彬子女王/著 小学館

武蔵野美術大学出版局

674.5 ﾌ 2016 プロに教わる 1 秒で心をつかむ POP のつ

くわかる本

谷川渥/監修 河出書

房新社

674.3 ﾘ 2016 女心をくすぐるデザインコレクション

くり方

池上英洋/著 東

京美術

723.3 ｶﾏ 2016 ピエロ・デッラ・フランチェスカ

森山敬/著 秀和システム

マ

ルコ・カルミナーティ/著 石鍋真澄/訳 西村書店
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723.3 ｶﾏ 2016 ベラスケス

マルコ・カルミナーティ

751 ｷｶ 2016 陶芸をはじめよう 材料・道具篇

/著 佐藤幸宏/訳 西村書店

和矢/監修 阿部出版

724 ｵｾ 2016 絵手紙 7 つの宝のことば集 大森節子/

751.1 ｼ 2016 酒器の逸品

著 日貿出版社
日貿出版社/編 久山一

ー

枝/[ほか]描法指導 日貿出版社

753.7 ﾐ 2016 ミャオ族の刺繡とデザイン

724.4 ｸﾀ 2016 透明水彩で楽しむかわいい和風イラス
ト 黒岩多貴子/著 日貿出版社

753.8 ﾏﾐ 2016 更紗

松本路子/写真 佐藤留実/文 淡

交社

星野木綿/著 日本文芸社

754.9 ｵﾏ 2016 切り紙でつくる花のくす玉

725 ｵﾖ 2016 クロッキーからの人物デッサン攻略 77

大原まゆ

み/著 誠文堂新光社

大友義博/著 日貿出版社

725 ﾔﾏ 2016 スケッチ描き始めの一本

754.9 ｻﾏ 2016 ディズニー切り紙あそび

山田雅夫/著

桜まあち/

著 ブティック社

マール社

754.9 ﾀﾀ 2016 折り花

725.5 ﾀｴ 2016 色えんぴつでかんたん かわいい生きも

田中たか子/著 河出書房新社

754.9 ﾃｴ 2016 水に強い折り紙

のがいっぱい 竹永絵里/著 日本文芸社

寺西恵里子/著 日東

書院本社

725.5 ﾒｹ 2016 色えんぴつでうちの猫を描こう 目羅

754.9 ﾄﾀ 2016 おり紙ヒコーキ大集合 BOOK

健嗣/著 日貿出版社

戸田拓

夫/著 いかだ社

725.6 ﾌｺ 2016 万年筆スケッチ入門

古山浩一/著 枻

754.9 ﾅﾏ 2016 ローズウィンドウ

出版社

中山真季/著 河出

書房新社

726.1 ﾀｹ 2016 少年の名はジルベール 竹宮惠子/著

755.5 ｶ 2 革で作るステーショナリー 2

小学館

スタジオタ

ッククリエイティブ

726.5 ﾀｾ 2016 おちゃめな生活

田村セツコ/著 河出

756.6 ﾂﾋ 2016 知るほど日本刀

書房新社

常石英明/著 金園社

756.8 ｵｱ 2016 大和のたからもの
金澤翔子/書 金澤泰子/文

岡本彰夫/著 桂修

平/写真 淡交社

新日本出版社

760.6 ﾐﾅ 2016 コンサートという文化装置

728.2 ﾄｷ 2016 董其昌臨集王聖教序

宮本直美

/著 岩波書店

董其昌/[書] 蓮

見行廣/編著 芸術新聞社

761.9 ﾔﾉ 2016 学ぼう指揮法 Step by Step

735.0 ﾐｹ 2016 銅版画家南桂子

南桂子/[画] コロ

762.3 ｼｳ 2016 マーラーを語る

736 ﾂﾄ 2016 消しゴム仏はんこ。

山本訓

久/著 アルテスパブリッシング

ナ・ブックス編集部/編 平凡社
津久井智子/著 麻

ヴォルフガング・シ

ャウフラー/編 天崎浩二/訳 音楽之友社

田弘潤/著 誠文堂新光社

762.3 ﾊﾃ 2016 ひとりヴァイオリンをめぐるフーガ

737 ﾀﾋ 2016 合羽版・型染を作ろう

高橋宏光/監修

テディ・パパヴラミ/[著] 山内由紀子/訳 藤原書店

阿部出版

762.4 ﾅﾉ 2016 「アラブの春」と音楽

中町信孝/著

DU BOOKS

藤光秀雄/著 文芸社

740.2 ｵﾖ 2016 レンズとマイク

大石芳野/著 永六輔

763.4 ｽｾ 2016 パワーアップ吹奏楽!コントラバス

/著 藤原書店
743 ｵﾘ 2016 写真の教科書

苗族刺繡

博物館/著 大福書林

724.4 ﾎﾕ 2016 いちばんていねいな、花々の水彩レッ

739.9 ﾌﾋ 2 寛永通寳 続

NanaAkua/著 講談社

科書

牧宥恵/著 技術評論社

728.2 ｶｼ 2016 愛の物語

Hanah/著 KADOKAWA

751.9 ﾅ 2016 ナナアクヤの花(フラワー)プラバンの教

724.1 ﾏﾕ 2016 画僧牧宥恵のなぞって写す仏画入門

のポイント

阿部出版

751.4 ﾊ 2016 樹脂粘土で作る Hanah のお花アクセサリ

724.1 ﾆ 2016 「白」の表現

スン

岸野

鷲見精一/著 ヤマハミュージックメディア
大和田良/[ほか]著 デジ

763.6 ｳｼ 2016 パワーアップ吹奏楽!トランペット

タルカメラマガジン編集部/編 インプレス
743.4 ﾎ 2016 ポートレートの正しい撮り方

上田じん/著 ヤマハミュージックメディア
学研プ

763.6 ｽﾋ 2016 初心者のトロンボーン基礎教本

ラス
748 ﾖ 2016 読売報道写真集 2016

須賀

裕之/編著 自由現代社(発売)
読売新聞東京本社

751 ｲｱ 2016 陶芸窯焚きマスターブック

763.7 ﾏﾏ 2016 絶対!うまくなる鍵盤ハーモニカ 100

岩本篤/著

のコツ

榎本洋二/著 誠文堂新光社

松田昌/著 ヤマハミュージックメデ

ィア

751 ｵ 2016 オーブン陶土で作るブローチとこもの

764.3 ｵ 2016 新編ウィーン・フィル&ベルリン・フィ

ブティック社

ル
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音楽の友/編 音楽之友社

764.7 ｶﾔ 2016 ニッポンの編曲家(アレンジャー)

川

788.3 ﾑﾊ 2016 ボクシング世界図鑑

瀬泰雄/著 吉田格/著 DU BOOKS

/著 ボブ・ミー/著 エクスナレッジ

767 ｴ 2015 NHK こどものうた楽譜集 2015 年度版

789.2 ｾ 2016 はじめての空手道

NHK 出版/編 NHK 出版
769.3 ｺﾖ 2016 フラメンコ

全日本空手道連盟/

監修 誠文堂新光社
小松原庸子/監修 メイツ

789.5 ﾏﾏ 2016 はじめての弓道

出版

松尾牧則/著 誠文堂

新光社

771.6 ｶﾀ 2016 演出家の誕生
773.2 ｵﾕ 2016 乱舞の中世

川島健/著 彩流社

791.6 ｲﾃ 2016 名茶室の工夫

沖本幸子/著 吉川弘文館

774.2 ｶｱ 2016 交差する歌舞伎と新劇

飯島照仁/著 淡交社

795 ｿﾖ 2016 すぐに使える布石の新常識

神山彰/編 森

蘇耀国/著

マイナビ出版

話社

796 ｲｹ 2016 プロ合格の原動力!今泉の勝てる中飛車

775.7 ﾅﾊ 2016 高校演劇のつくりかた

ながしろ ば

今泉健司/著 マイナビ出版
796 ｻﾔ 2016 長考力 (幻冬舎新書)

んり/著 ブイツーソリューション
778.0 ｻﾓ 2016 映画を知るための教科書

斉藤守彦/

798.5 ｶﾏ 2016 ゲームの作り方

778.2 ｸｺ 2016 健さんと文太

加藤幹郎/著 文遊社
(光文社新書) 日下部

８００ 語 学
ジャッキー・チェン/著 朱

墨/著 楓書店

801.7 ｴﾄ 2016 翻訳百景

778.2 ﾔｻ 1976 日本映画時評集成 1976-1989

(角川新書) 越前敏弥/[著]

KADOKAWA

山根貞

男/著 国書刊行会
778.8 ｻ 1 真田丸 前編

加藤政樹/著 SB ク

リエイティブ

五朗/著 光文社
778.2 ｼ 2016 永遠の少年

佐藤康光/著 幻

冬舎

著 洋泉社
778.2 ｶﾐ 2016 映画ジャンル論

809.6 ﾔﾋ 2016 人をつなぐ対話の技術
NHK 出版

780.2 ﾔﾖ 2016 西洋スポーツ事始め

山口裕之/著

日本実業出版社
柳下芳史/著 文

810.2 ﾔﾖ 2016 日本語を作った男

芸社

山口謠司/著 集英

社インターナショナル

780.7 ｲﾅ 2016 体が硬い人のためのやわらかストレッ
チ

ハリー・ムラン

814 ｻﾀ 2016 語彙力こそが教養である
齋藤孝/[著] KADOKAWA

石井直方/監修 主婦の友社

781.5 ｱｴ 2016 鉄骨クラブの偉人

(角川新書)

浅沢英/著

814.7 ｲｼ 2016 今どきコトバ事情

KADOKAWA

良和/編著 ミネルヴァ書房

782.3 ﾊｽ 2016 フツーの会社員だった僕が、青山学院
大学を箱根駅伝優勝に導いた 47 の言葉

816.4 ﾜﾋ 2016 これだけは知っておきたい公用文の書

原晋/

き方・用字用語例集

著 アスコム

渡辺秀喜/著 日本加除出版

816.5 ﾌﾊ 2016 文科系の作文技術

782.4 ﾓﾏ 2016 記録が伸びる!陸上競技跳躍

森長正

許夏玲/著 白帝社

889.8 ｲﾃ 2016 明解ポーランド語文法

樹/監修 メイツ出版
783.4 ｲｼ 2016 エディー・ウォーズ

井上俊/編著 永井

石井哲士朗/

著 白水社
生島淳/著 文藝

春秋

９００ 文 学

783.4 ﾗ 2016 日本ラグビーの歴史を変えた桜の戦士た
ち

ラグビーW 杯 2015 日本代表全 31 名/著 実

901.3 ﾓﾋ 2016 作家の収支

業之日本社

幻冬舎

783.5 ﾏｼ 2016 テニスは「構え」で変わる!

町田真

908.3 ﾅﾅ 2016 人魚

悟/著 東邦出版
784.6 ｽｱ 2016 「等身大」で生きる

長井那智子/編 皓星社

908.8 ｻﾐ 2016 名作うしろ読みプレミアム
(NHK 出版新

784.6 ｽｱ 2016 プロのフィギュア観戦術

910.2 ｱﾏ 2016 肉筆で読む作家の手紙
(PHP 新書)

青木正美/著

本の雑誌社

鈴木明子/著 PHP 研究所
786.1 ｺﾄ 2016 ゆっくりたのしむ山歩き

斎藤美奈

子/著 中央公論新社

書) 鈴木明子/著 NHK 出版

910.2 ｲｼ 2016 池波正太郎を“江戸地図”で歩く
古谷聡紀/

壬

生篤/著 誠文堂新光社

著 永岡書店
788.1 ﾔﾋ 2016 呼出秀男の相撲ばなし

(幻冬舎新書) 森博嗣/著

910.2 ｼﾖ 2016 デビュー小説論
山木秀男/著

清水良典/著 講談社

910.2 ｼﾘ 2016 司馬遼太郎に日本人を学ぶ

現代書館

書) 森史朗/著 文藝春秋
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(文春新

910.2 ﾀ 2016 本格ミステリ・ベスト 10 2016

探偵

914.6 ｲｾ 2016 からだとはなす、ことばとおどる

小説研究会/編著 原書房

田千/著 白水社

910.2 ﾂﾀ 2016 辻井喬=堤清二

菅野昭正/編 粟津則

(集英社新書) 落合恵

914.6 ｵｹ 2016 おとなの始末

雄/著 平凡社

子/著 集英社

911.1 ｸｼ 39 和歌文学大系 39

久保田淳/監修 明治

914.6 ｵﾕ 2016 台湾生まれ日本語育ち

書院

温又柔/著 白

水社

911.1 ｼﾁ 2016 敷田千枝子歌集

敷田千枝子/著

914.6 ｶｻ 2016 東京抒情 川本三郎/著 春秋社

「現代・北陸歌人選集」監修委員会/編 能登印刷

914.6 ｶﾐ 2016 おめかしの引力

出版部

川上未映子/著 朝日

新聞出版

911.1 ﾎﾋ 2016 短歌ください 君の抜け殻篇

穂村弘/

914.6 ｻﾊ 2016 いのちをむすぶ

著 KADOKAWA

914.6 ｻﾖ 2016 北京のこども

911.1 ﾔﾜ 2016 桜前線開架宣言

山田航/編著 左右社

914.6 ｿｱ 2016 老境の美徳

佐藤文香/編 小学館

911.3 ｼﾍ 2016 山水の飄客前田普羅

正津勉/著 アー

坪内祐三/著 扶

桑社

シティリビング編集部/編

ポプラ社編集部/編 ポプラ社

914.6 ﾊﾏ 2016 マリコ、炎上

林真理子/著 文藝春秋

914.6 ﾌﾏ 2016 できすぎた話

藤原正彦/著 新潮社

914.6 ﾏｺ 2016 リフォームの爆発

911.5 ｲﾖ 2016 サンチョ・パンサの帰郷

石原吉郎/

町田康/著 幻冬舎

916 ﾌﾋ 2016 他の誰かになりたかった

著 思潮社

藤家寛子/著

花風社

911.5 ｸｾ 2016 くちづける

窪島誠一郎/著 アーツア

916 ﾏﾃ 2016 96 歳の姉が、93 歳の妹に看取られ大往生

ンドクラフツ

松谷天星丸/著 幻冬舎

911.5 ﾜﾘ 2016 昨日ヨリモ優シクナリタイ

和合亮一

916 ﾓﾄ 2016 娘はまだ 6 歳、妻が乳がんになった

/著 徳間書店

桃

山透/著 プレジデント社

912.6 ﾔﾕ 2016 米百俵 山本有三 米百俵 小林虎三郎

918 ｲﾅ 19 日本文学全集 19

の思想編集委員会編 長岡市米百俵財団

池澤夏樹/個人編集 河

出書房新社

912.7 ﾆ 1 日本名作シナリオ選 上巻 日本シナリオ作

918.6 ﾀｼ 15 谷崎潤一郎全集 第 15 巻 谷崎潤一郎/

家協会「日本名作シナリオ選」出版委員会/編 日

著 中央公論新社

本シナリオ作家協会

918.6 ﾀｼ 24 谷崎潤一郎全集 第 24 巻

912.7 ﾆ 2 日本名作シナリオ選 下巻 日本シナリオ作

谷崎潤一郎/

著 中央公論新社

家協会「日本名作シナリオ選」出版委員会/編 日

929.5 ﾊｵ 2016 黒い本

本シナリオ作家協会

オルハン・パムク/[著] 鈴木

麻矢/訳 藤原書店

913.2 ﾅｺ 2016 白鳥になった皇子

直木孝次郎/[訳]

930.2 ｶﾉ 2016 テロと文学 （集英社新書） 上岡伸雄
/著 集英社

著 吉川弘文館
913.3 ｱﾉ 2016 源氏物語

曽野綾子/著 小学館

914.6 ﾂﾕ 2016 昭和にサヨウナラ

ツアンドクラフツ
911.4 ｻ 3 女子会川柳 3

篠田

桃紅/著 幻冬舎

上野貴子/著 メイツ出版

911.3 ｻｱ 2016 俳句を遊べ!

佐藤初女/著 集英社
佐野洋子/著 小学館

914.6 ｼﾄ 2016 一〇三歳、ひとりで生きる作法

911.3 ｳﾀ 2016 基礎からわかるはじめての俳句上達の
ポイント

石

青井紀子/著 勉誠出版

930.2 ﾌﾋ 2016 ターミナルから荒れ地へ

[紫式部/著] 中野幸

913.3 ﾑ 2 正訳源氏物語 第 2 冊

中央公論新社

一/訳 勉誠出版

933.6 ﾃｱ 2016 誰がネロとパトラッシュを殺すのか
[紫式部/著] 中野幸

913.3 ﾑ 3 正訳源氏物語 第 3 冊

アン・ヴァン・ディーンデレン/編著 ディディエ・

一/訳 勉誠出版

ヴォルカールト/編著 岩波書店

913.5 ｱ 2016 上田秋成研究事典

秋成研究会/編 飯

933.7 ｷｻ 2016 楽しい夜

倉洋一/[ほか]執筆 笠間書院
913.5 ｶ 55 假名草子集成 第 55 巻

岸本佐知子/編訳 講談社

933.7 ｽｼ 2016 モッキンバードの娘たち
東京堂出版

914.4 ｶﾕ 2016 絵巻で見る・読む徒然草

ショーン・

ステュアート/著 鈴木潤/訳 東京創元社

海北友雪/

933.7 ﾊｼ 2016 極北×13+1

絵 島内裕子/監修 朝日新聞出版
914.6 ｲｼ 2016 毎日が一日だ

藤井光/著

ジム・ハリスン/著 友田

葉子/訳 柏艪舎

いしいしんじ/著 毎日

933.7 ﾌｲ 2016 極悪人の肖像

新聞出版

イーデン・フィルポッ

ツ/著 熊木信太郎/訳 論創社
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933.7 ﾌｴ 2016 カクテルパーティー

エリザベス・フ

B933.7 ﾊﾌ 2 デューン砂の惑星 中

ェラーズ/著 友田葉子/訳 論創社
934.7 ｳｶ 2016 これで駄目なら

バート/著 酒井昭伸/訳 早川書房

カート・ヴォネガッ

B933.7 ﾊﾌ 3 デューン砂の惑星 下

ト/著 円城塔/訳 飛鳥新社

フランク・ハー

バート/著 酒井昭伸/訳 早川書房

936 ｲﾋ 2016 7 つの名前を持つ少女

イヒョンソ/著

949.8 ﾃﾖ 2016 夏に凍える舟

D.H.ロレンス/著 小野

B933.7 ﾛﾃ 2016 息子と恋人

デヴィッド・ジョン/著 大和書房

寺健/訳 筑摩書房

ヨハン・テオリン/著

B943.7 ｸｱ 2016 月の夜は暗く

三角和代/訳 早川書房
953.7 ｼｼ 2016 憐憫の孤独

フランク・ハー

アンドレアス・グル

ーバー/著 酒寄進一/訳 東京創元社
ジャン・ジオノ/著 山本

B943.7 ﾌﾍ 2016 暦物語

省/訳 彩流社

ブレヒト/著 丘沢静也/訳

光文社

953.7 ﾈｲ 2016 血の熱

イレーヌ・ネミロフスキー/

B949.8 ﾏﾍ 1 霜の降りる前に 上

著 芝盛行/訳・解説 未知谷

ル/著 柳沢由実子/訳 東京創元社

958.5 ﾐｼ 2 フランス・ルネサンス文学集 2

宮下志

B949.8 ﾏﾍ 2 霜の降りる前に 下

朗/編訳 伊藤進/編訳 白水社
963 ﾊﾌ 2016 物が落ちる音

ヘニング・マンケ

ル/著 柳沢由実子/訳 東京創元社

フアン・ガブリエル・バ

B953.7 ﾌｶ 2016 マプチェの女

スケス/著 柳原孝敦/訳 松籟社
993.6 ｲｴ 2016 水の継承者ノリア

ヘニング・マンケ

カリル・フェレ/著 加

藤かおり/訳 早川書房
エンミ・イタラン

B969.3 ﾒﾊ 2016 死体泥棒

タ/著 末延弘子/訳 西村書店

パトリーシア・メロ/著 猪

股和夫/訳 早川書房
BF ｱ 2016 20 の短編小説

小説トリッパー編集部/編

朝日新聞出版

B 文 庫 本

BF ｱｼ 2016 よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ
B201.2 ﾆﾋ 2016 マルク・ブロックを読む

天野頌子/[著] ポプラ社

二宮宏之/

BF ｱﾅ 5 神様の御用人 5

著 岩波書店
B289.1 ｽﾖ 2016 影の権力者 内閣官房長官菅義偉

KADOKAWA

松

BF ｲｴ 2016 忘憂草(わすれぐさ)

田賢弥/[著] 講談社
B319.2 ｶﾛ 2016 南シナ海が“中国海”になる日
B778.0 ｺﾋ 2 世界といまを考える 2

BF ｲｺ 2016 飯盛り侍 すっぽん天下
BF ｲﾐ 2016 人生胸算用
BF ｳﾋ 2016 使者

佐竹昭広/校注 山田英

BF ｳﾋ 2016 典雅の闇

佐竹昭広/校注 山田英

上田秀人/著 徳間書店
上田秀人/著 光文社

BF ｵﾉ 1 エチュード春一番 第 1 曲

雄/校注 岩波書店
B913.5 ﾐﾖ 2016 きのふはけふの物語

荻原規子/著 講

談社

宮尾與男/訳注

BF ｶｹ 2 からくり探偵・百栗柿三郎 [2]

講談社
B913.7 ﾀﾀ 2016 立川談志まくらコレクション
B933.7 ｱｶ 2016 モデル探偵事件録

BF ｶﾏ 2016 目黒横恋慕殺人事件
BF ｶﾏ 3 隠密味見方同心 3

セルソン/著 池本尚美/訳 早川書房

風野真知雄/[著] 講談社

BF ｶﾏ 5 隠密味見方同心 5 風野真知雄/[著] 講談社

ジェイ

BF ｷﾖ 2016 桐島教授の研究報告書 喜多喜久/著 中央

ムズ・L.キャンビアス/著 中原尚哉/訳 早川書房

公論新社

パトリシア・コーンウェル/[著]

BF ｸﾖ 2016 糾弾 久坂部羊/著 朝日新聞出版

池田真紀子/訳 講談社

BF ｹｹ 2016 青空娘

パトリシア・コーンウェル/[著]

源氏鶏太/著 筑摩書房

BF ｺｹ 2016 火盗殺し 小杉健治/著 祥伝社

池田真紀子/訳 講談社
B933.7 ﾊﾌ 1 デューン砂の惑星 上

風野真知雄/著 文

藝春秋

カリーナ・アク

B933.7 ｷｼ 2016 ラグランジュ・ミッション

伽古屋圭市

/著 実業之日本社

立川

談志/著 和田尚久/構成 竹書房

B933.7 ｺﾊ 2 標的 下

稲葉稔/著 文藝春秋

上田秀人/[著] 講談社

BF ｳﾋ 2016 孤影の太刀

雄/校注 岩波書店
B911.1 ｻｱ 2 原文万葉集 下

井川香四郎/[著]

講談社

是枝裕和/著

PHP 研究所
B911.1 ｻｱ 1 原文万葉集 上

今井絵美子/著 祥

伝社

ロ

バート・D.カプラン/[著] 奥山真司/訳 講談社

B933.7 ｺﾊ 1 標的 上

浅葉なつ/[著]

BF ｺｹ 2016 奸計 小杉/健治/著 双葉社

フランク・ハー

BF ｻｼ 14 鬼役 14

バート/著 酒井昭伸/訳 早川書房
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坂岡真/著 光文社

BF ｻｼ 15 鬼役 15

坂岡真/著 光文社

F ｳﾋ 2016 傀儡に非ず

BF ｻｼ 16 鬼役 16

坂岡真/著 光文社

F ｳﾏ 2016 うめ婆行状記

BF ｻﾃ 2 クラン 2

沢村鐵/著 中央公論新社

BF ｻﾔ 2016 八州探訪
BF ｻﾔ 2016 姉と弟

上田秀人/著 徳間書店
宇江佐真理/著 朝日新聞

出版

佐伯泰英/著 新潮社

F ｳﾏ 2016 擬宝珠のある橋

宇江佐真理/著 文藝春秋

佐伯泰英/著 文藝春秋

F ｵｴ 1 第三次世界大戦 1

大石英司/著 中央公論

BF ｻﾔ 2016 旅立ノ朝

佐伯泰英/著 双葉社

BF ｽｴ 2016 三人田の怪
BF ﾀｶ 2016 石の記憶

新社

鈴木英治/著 双葉社

F ｵｷ 2016 301 号室の聖者

織守きょうや/著 講談社

高橋克彦/著 文藝春秋

F ｵﾀ 2016 天使の棲む部屋

大倉崇裕/著 光文社

BF ﾀﾏ 2016 ディスリスペクトの迎撃

竹内真/著 東

F ｵﾅ 1 マックスとアドルフ 上

京創元社

大鐘稔彦/著 文芸社

F ｵﾅ 2 マックスとアドルフ 下
田牧大和/[著] KADOKAWA

BF ﾀﾔ 2016 まっさら
BF ﾄﾘ 2016 霞隠れの女

F ｵﾋ 2016 海の見える理髪店

鳥羽亮/[著] 講談社

BF ﾅｶ 2016 錦の松

中島要/著 角川春樹事務所

BF ﾅｼ 2016 刑事道

鳴海章/著 実業之日本社

大鐘稔彦/著 文芸社
荻原浩/著 集英社

F ｵﾐ 2016 たまらなくグッドバイ

大津光央/著 宝

島社
F ｶｼ 2 香住春吾探偵小説選 2

香住春吾/著 論創社

BF ﾉﾀ 2016 犬の証言

野口卓/著 文藝春秋

F ｶｼ 2016 杏奈は春待岬に

BF ﾌｸ 2016 贋金作り

藤井邦夫/著 双葉社

F ｶｽ 2016 パピヨンルージュと嵐の星

BF ﾔｼ 2 リンクス 2

矢月秀作/著 中央公論新社

BF ﾔｼ 3 リンクス 3

矢月秀作/著 中央公論新社

BF ﾜﾊ 2016 恋文の樹

茅田砂胡/著

中央公論新社
F ｶﾁ 2016 アンバランス

和田はつ子/著 小学館

F ｶﾋ 2016 軽薄

角田光代/著 文藝春秋

F ｶﾕ 2016 十三匹の犬

F 小 説

F ｷﾅ 2016 バラカ
あさのあつこ/著

加藤千恵/著 文藝春秋

金原ひとみ/著 新潮社

F ｶﾐ 2016 拳の先

F ｱｱ 2016 かんかん橋の向こう側

梶尾真治/著 新潮社

加藤幸子/著 新潮社

桐野夏生/著 集英社

F ｷﾌ 2016 グローバライズ

KADOKAWA

木下古栗/著 河出書房

新社

F ｱｼ 2016 鼠、地獄を巡る

赤川次郎/著

F ｸｻ 10 ミステリ珍本全集 10

KADOKAWA

日下三蔵/編 戎光祥

出版

F ｱｽ 2016 幕末!疾風伝

天野純希/著 中央公論新社

F ｸﾀ 2016 希望の海

熊谷達也/著 集英社

F ｺ 12 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下
F ｱﾀ 3 居酒屋ぼったくり 3

秋川滝美/[著] アルファ

ろしブック vol.12

ポリス
F ｱﾀ 4 居酒屋ぼったくり 4

秋川滝美/[著] アルファ

F ｺｲ 2016 現代詩人探偵

ポリス

紅玉いづき/著 東京創元社

F ｺｹ 2016 ケムール・ミステリー

F ｱﾀ 5 居酒屋ぼったくり 5

秋川滝美/[著] アルファ

F ｺﾉ 2016 極東セレナーデ

ポリス

谺健二/著 原書房

小林信彦/著 フリースタ

イル

F ｱﾏ 2016 眩(くらら)
F ｲｻ 2016 神の値段

『このミステリーがすご

い!』編集部/編 宝島社

朝井まかて/著 新潮社

F ｺﾔ 2016 みんなの怪盗ルパン

一色さゆり/著 宝島社

F ｲｼ 2016 吹けよ風呼べよ嵐
F ｲｾ 2016 我々の恋愛

恵/著 ポプラ社

伊東潤/著 祥伝社

F ｻｻ 2016 コロボックルに出会うまで

五十嵐貴久/著 幻

F ｻﾂ 2016 アンと青春

冬舎
乾石智子/著 筑摩書房

F ｲﾑ 2016 ご機嫌な彼女たち

石井睦美/著

佐藤雅美/著

文藝春秋
伊吹有喜

/著 光文社

F ｼｱ 2016 真実の檻

下村敦史/著 KADOKAWA

F ｼｹ 2016 ヒーロー!

白岩玄/著 河出書房新社

F ｼｼ 2016 ブラック・ヴィーナス
乾ルカ/著 祥伝社

F ｲﾛ 2016 黄金の犬 真田十勇士

沢村鐵/著 徳間書店

F ｻﾏ 2016 美女二万両強奪のからくり

KADOKAWA
F ｲﾕ 2016 今はちょっと、ついてないだけ
F ｲﾙ 2016 花が咲くとき

坂木司/著 光文社

F ｻﾃ 2016 ノヴェリストの季節

F ｲﾄ 2016 炎のタペストリー

佐藤さとる

/[著] 偕成社

いとうせいこう/著 講談社

F ｲﾀ 2016 気仙沼ミラクルガール

小林泰三/著 近藤史

城山真一/著 宝

島社

犬飼六岐/[著] 角川

春樹事務所
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F ｼﾀ 2016 溺れる月

新野剛志/著 小学館

F ｼﾃ 2016 砂丘の蛙

柴田哲孝/著 光文社

F ｼﾐ 2016 田嶋春にはなりたくない

白河三兎/著 新

潮社
F ｼﾕ 2016 狩猟家族

篠原悠希/著 光文社

F ｼﾕ 2016 恭一郎と七人の叔母

F ﾊﾘ 2016 はだれ雪

葉室麟/著 KADOKAWA

F ﾌｼ 2016 武蔵無常

藤沢周/著 河出書房新社

F ﾌﾋ 2016 あるいは修羅の十億年

小路幸也/著 徳間

英社

書店

F ﾎ 1 冒険の森へ 1

F ｼﾕ 2016 ロング・ロング・ホリディ

古川日出男/著 集

小路幸也/著

集英社

F ﾎｴ 2016 レイチェル母さん

PHP 研究所

本馬英治/[著] リトル

モア

F ｽﾏ 2016 一瞬の雲の切れ間に

砂田麻美/著 ポプ

F ﾎﾏ 2016 ミッドナイト・ジャーナル

ラ社

本城雅人/著

講談社
周防柳/著 KADOKAWA

F ｽﾔ 2016 余命二億円
F ﾀｹ 2016 涙香迷宮

F ﾐ 2 みんなの少年探偵団 2

F ﾀｺ 2016 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと

F ﾐｹ 3 帝都鳴動 3

高嶋哲夫/著 河出書房新社

F ﾀﾏ 2016 ホラベンチャー!

三木原慧一/著 中央公論新社

F ﾐﾘ 2016 必殺の三文判

竹内真/著 双葉社

F ﾀﾏ 2016 ショートショート診療所

深山亮/著 双葉社

F ﾑﾕ 2016 ワンダフル・ワールド

田丸雅智/著 キ

F ﾑﾖ 2016 うちのご近所さん

群ようこ/著

KADOKAWA

辻堂ゆめ/著 宝

島社

F ﾓﾚ 2016 風聞き草墓標
出久根達郎/著 筑摩書房

F ﾔｴ 2016 風待心中

F ﾄｼ 2016 酒場の風景

常盤新平/著 幻戯書房

F ﾔﾕ 2016 神様のコドモ

堂場瞬一/著 中央公論

諸田玲子/著 新潮社

山口恵以子/著 PHP 研究所

F ﾃﾀ 2016 謎の女幽蘭

F ﾄｼ 3 バビロンの秘文字 3

村山由佳/著 新

潮社

ノブックス
F ﾂﾕ 2016 コーイチは、高く飛んだ

有栖川有栖/著 歌野晶

午/著 ポプラ社

瀧森古都/著 SB クリエイティブ
F ﾀﾃ 2016 浮遊

万城目学/著 KADOKAWA

F ﾏﾏ 2016 バベル九朔

竹本健治/著 講談社

山田悠介/著 幻冬舎

F ﾔﾕ 2016 誰がために鐘を鳴らす

山本幸久/著

KADOKAWA

新社
F ﾄﾘ 2016 真説真田名刀伝

東郷隆/[著] 角川春樹事

F ﾔﾖ 2016 小説母と暮せば

務所

山田洋次/著 井上麻矢/

著 集英社

F ﾄﾘ 3 北条早雲 [3]

富樫倫太郎/著 中央公論新社

F ﾅｲ 2 武蔵野アンダーワールド・セブン [2]

F ﾖｼ 2016 橋を渡る

長沢

F ﾖﾏ 2016 ロバのサイン会

樹/著 東京創元社

F ﾖﾔ 2016 背律

F ﾅｲ 2016 怪談狩り 四季異聞録

吉田修一/著 文藝春秋

中山市朗/著

F ﾘﾋ 2016 模範郷

吉野万理子/著 光文社

吉田恭教/著 原書房
リービ英雄/著 集英社

KADOKAWA
F ﾅｲ 2016 幻痛は鏡の中を交錯する希望

長沢樹/著

R 参考図書

中央公論新社

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります

F ﾅｼ 2016 恩讐の鎮魂曲(レクイエム)

中山七里/著

講談社
F ﾆｶ 2016 まく子

R027.5 ﾆ 01-1 雑誌名変遷総覧 2001-2015-1
西加奈子/著 福音館書店

F ﾆｶ 2016 公方様のお通り抜け

ソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

西山ガラシャ/著 日

R027.5 ﾆ 01-2 雑誌名変遷総覧 2001-2015-2

本経済新聞出版社

日外ア

ソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

F ﾆｷ 2016 寝台特急に殺意をのせて

西村京太郎/[著]

R028.0 ｻﾘ 2016 進路・将来を考える

徳間書店

佐藤理絵/監修

日外アソシエーツ

F ﾆｷ 2016 一九四四年の大震災

西村京太郎/著 小

R059 ｷ 2016 世界年鑑 2016

学館

共同通信社/編著 共同

通信社

F ﾆｷ 2016 十津川警部北陸新幹線「かがやき」の客た
ち

日外ア

R059 ﾖ 2016 読売年鑑 2016 年版

西村京太郎/著 集英社

R188.8 ｱﾗ 2016 充実茶掛の禅語辞典

F ﾆｷ 2016 十津川警部北陸新幹線殺人事件

西村京太

有馬頼底/監修

淡交社

郎/著 実業之日本社

R215 ﾎﾕ 2016 絵図史料 江戸時代復元図鑑

F ﾆｼ 2016 ラストフロンティア
F ﾊﾏ 2016 暗幕のゲルニカ

読売新聞東京本社

楡周平/著 新潮社

監修 遊子館

原田マハ/[著] 新潮社
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本田豊/

R281.0 ｲﾌ 2016 郷土ゆかりの人々

飯澤文夫/

R627.0 ｺ 2016 四季の花色図鑑

監修 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソ

講談社/編 講談社

R664.4 ｶﾖ 2016 日本漁具・漁法図説

シエーツ

金田禎之/著 成

山堂書店

R290.3 ﾆ 2016 日本・世界地図帳 2016-2017 年版

朝

R703.1 ﾆ 2016 西洋美術作品レファレンス事典 個人美

日新聞出版

術全集・絵画篇 2

R312.1 ﾆ 2016 日本議会政治史事典

日外アソシエー

日外アソシエーツ株式会社/

編集 日外アソシエーツ

ツ編集部/編 日外アソシエーツ

R728.5 ﾀｴ 2016 かな連綿字典

R318.6 ﾀﾏ 2016 地方創生まちづくり大事典

竹本昌

竹田悦堂/監修 佐野

榮輝/編 雄山閣

史/著 国書刊行会

R750.3 ﾉ 2016 生活工芸大百科

R320.9 ﾔﾄ 16-1 六法全書 平成 28 年版 1

山下友信/

農山漁村文化協会/

編 農山漁村文化協会

編集代表 山口厚/編集代表 有斐閣

R756.6 ｲｶ 2016 日本刀工刀銘大鑑

R320.9 ﾔﾄ 16-2 六法全書 平成 28 年版 2

山下友信/

飯田一雄/著 淡

交社

編集代表 山口厚/編集代表 有斐閣

R778.2 ｼｱ 2016 ミュージカル映画事典

R335.0 ﾆ 2016 日本の企業グループ 2016

東洋経済

著 平凡社

新報社

R829.4 ﾆﾕ 2016 新ハワイ語-日本語辞典

R351 ﾆ 2016 統計でみる日本 2016

重木昭信/

日本統計協会/

西沢佑/著

千倉書房

編集 日本統計協会

R843 ﾈﾐ 2016 オノマトペ<擬音語・擬態語>和独小辞典

R361.5 ｶﾉ 2016 日本文化事典

神崎宣武/編 白幡洋

根本道也/編著 スウェン・ホルスト/校閲 同学社

三郎/編 丸善出版

R863.3 ﾂﾀ 2016 プログレッシブスペイン語辞典

R361.9 ｿ 2016 社会生活統計指標 2016

総務省統計

鼓

直/編 橘川慶二/編 小学館

局/編集 日本統計協会
R365.5 ｺ 2014 国民生活基礎調査 平成 26 年

厚生労

T 郷土資料

働省大臣官房統計情報部/編 厚生労働統計協会
R376.7 ｾ 2016 全国専門・各種学校案内 2016-17

専

T018 ﾄ 28 富山県公文書館年報 第 28 号(平成 26 年度)

門・各種学校研究会/編著 一ツ橋書店
R410.3 ｺﾕ 2016 数学英和・和英辞典

富山県公文書館/[編] 富山県公文書館

小松勇作/編 共

T027 ﾄ 30 富山県公文書館文書目録 歴史文書 30 富

立出版

山県公文書館/編 富山県公文書館

R470.3 ｶﾊ 2016 生えている場所でわかる植物の名前図
鑑

T049 ｻｼ 2016 変わりゆく時見るごとに

金田一/著 世界文化社

著 桂書房

R486.8 ﾃﾓ 2016 世界のタテハチョウ図鑑

手代木求/

T050 ﾄ 2016 富山大学人文学部紀要 第 64 号

著 北海道大学出版会

T050 ﾄ 3 富山高等専門学校紀要 第 3 巻 富山高等専

関慎太郎/著 松井正文/監修 緑書房

門学校紀要委員会/[編] 富山高等専門学校

R487.9 ｾｼ 2016 野外観察のための日本産爬虫類図鑑

T209.7 ｷ 2016 あの日の空

関慎太郎/著 疋田努/監修 緑書房
R488.0 ﾅﾔ 2016 日本の野鳥識別図鑑

北日本新聞社編集局/編

著 北日本新聞社
中野泰敬/著

T233.1 ｵ 19 大山の歴史と民俗 第 19 号

叶内拓哉/著 誠文堂新光社

大山歴史民

俗研究会/[編] 大山歴史民俗研究会

R498.1 ｺ 2013 国民医療費 平成 25 年度

厚生労働省

T314 ﾄ 15-11 富山県議会定例会会議録 平成 27 年 11

大臣官房統計情報部/編 厚生労働統計協会
R498.5 ｼ 2016 食生活データ総合統計年報 2016

月
三

月
G.Tyler Miller/[著]

富山市立図書館/編 富山市立図書館

T318.3 ﾄ 2015 富山市民意識調査結果報告書 平成 27

Scott E.Spoolman/[著] 丸善出版
R540.9 ｼ 2015 電気事業便覧 平成 27 年版

富山県議会/[編] 富山県議会

T318.3 ﾄ 2015 富山市刊行物目録 平成 27 年 1 月-12

冬社

年 8 月 富山市企画管理部企画調整課編 富山市
経済産業

企画管理部企画調整課

省資源エネルギー庁電力・ガス事業部/監修 電気

T344 ﾄ 15-11 予算特別委員会会議録 平成 27 年 11 月

事業連合会統計委員会/編 日本電気協会
R626.2 ﾉ 2016 イチゴ大事典

富山大

学人文学部/[編] 富山大学人文学部

R487.8 ｾｼ 2016 野外観察のための日本産両生類図鑑

R519 ﾐｼ 2016 最新環境百科

真田信治/

富山県議会/[編] 富山県議会

農文協/編 農山漁村文

化協会
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T367 ﾄ 2015 男女共同参画の推進の状況及び男女共同

T818.4 ｺｲ 2016 富山県方言の文法

参画推進施策の実施の状況についての報告書 平

小西いずみ/著

ひつじ書房

成 27 年版 富山県生活環境文化部男女参画県民

T936 ｷ 2016 北日本文学賞作品集 宮本輝/選 北日本

協働課/[編] 富山県生活環境文化部男女参画県民

新聞社

協働課

T936 ﾐﾂ 2016 箱館、風祭り

T375 ﾄ 11 研究紀要 第 11 集 富山市小学校長会編 富

みやびつかさ/[著] 北斗

書房

山市小学校教育研究会

T938 ｸﾀ 2016 みみの誕生

T375.6 ﾄ 2015 経営情報学科インターンシップ実施報

窪野隆弘/作 高慶敬子/絵

桂書房

告書 平成 27 年度 富山短期大学経営情報学科

T980 ﾄ 2015「高志の国文学」情景作品コンクール入選

[編] 富山短期大学経営情報学科

作品集 平成 27 年度 富山県教育委員会生涯学習・文

T377.2 ﾄ 10 GEIBUN010 第 10 巻

富山大学芸術文化

化財室/編 富山県教育委員会生涯学習・文化財室

学紀要委員会/編 富山大学出版会
T377.2 ﾄ 7 GEIBUN 7(平成 27 年度)

富山大学芸術文

C かみしばい

化学部/企画 富山大学出版会
T379.9 ﾄ 50 「とやま県民家庭の日」に関する作品コ
ンクール入賞作品集 第 50 回

C かおりちゃんのマフラー

富山県厚生部児

美穂/絵 童心社

童青年家庭課/編 青少年育成富山県民会議/編 富

C さるとうさぎとがまがえる 津田真一/脚本 イスジ

山県厚生部児童青年家庭課

ン/絵 童心社

T384 ｲ 2016 富山県射水市海老江加茂神社秋季祭礼の

C たぬきのにゅうがくしき

曳山行事 大門神社・枇杷首神社秋季祭礼の曳山行
事調査報告書 2014

内田麟太郎/脚本 武田

桂文我/脚本 伊藤秀男/

絵 童心社

射水市教育委員会/編 射水

C だれかさん、だあれ?

市教育委員会

やすいすえこ/脚本 山本祐

司/絵 童心社

T480 ｳ 24 魚津水族博物館年報 第 24 号 2013/2014

C だれのごちそう?

魚津水族博物館/編 魚津水族博物館

ねもとまゆみ/脚本 夏目尚吾/絵

童心社

T498 ﾄ 65 保健統計年報 第 65 号(平成 25 年) 富山県

C とっしんとっしんとっしんた!

厚生部医務課編 富山県厚生部医務課

新沢としひこ/脚本

あべ弘士/絵 童心社

T519.5 ﾄ 2015 環境白書 平成 27 年度 富山県生活環

C なんではしってるの?

境文化部環境政策課/編 富山県生活環境文化部環

得田之久/脚本 長野ヒデ子/

絵 童心社

境政策課

C ゆきぐにからきたラッセルくん 高森千穂/脚本 間

T527 ｲ 16-3 家づくりナビ 03-04 月号

カラフルカ

瀬なおかた/絵 童心社

ンパニー
T527 ｼ 2016 新築の「教科書」富山・石川

GOOD

E 絵 本

ライフ企画富山・石川
T670 ﾎ 2016 北陸三県会社要覧 2016

北陸経済研究

E あーそーぼ

所/編 北陸経済研究所

E あおいカエル

T699 ﾆ 2016 富山の皆さんとともに 80th
1935(S10)-2015(H27) 2016

やぎゅうまちこ/さく 福音館書店

NHK 富山放送局

E あたしときどきおひめさま

80 年記念誌編集委員会/[編] NHK 富山放送局

E あったかいな

紀美術 富山県立近代美術館/[編] 富山県立近代

くすのきしげのり/作 片山健/絵 廣

済堂あかつき

美術館

E いいわけサウルス
デザイン

おおなり修司/文 丸山誠司/絵

絵本館

ウエーブ開催委員会/編 デザインウェーブ開催委

E いけいけ!しょうがくいちねんせい

員会
T780 ﾄ 33 富山県高校スポーツ記録 第 33 号

いしづちひろ/ぶん

あみなかいづる/え BL 出版

T708 ﾄ 2016 時代の共鳴者 辻井喬・瀧口修造と 20 世

T757 ﾃ 2015 富山デザインウエーヴ 2015

長田真作/え 石井裕也/ぶん リトル

モア

中川ひろたか

/ぶん 北村裕花/え 小学館
富山県

E いつだってともだち

高等学校体育連盟/[編] 富山県高等学校体育連盟

内田麟太郎/作 降矢なな/絵

偕成社

T786 ｲｼ 2016 天空にかける橋 石岡ショウエイ/まん

E いのちの星 佐藤 恭子著

が脚本・絵コンテ brz/作画 北日本新聞社

E いろいろおすし
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山岡ひかる/作 くもん出版

E うどん対ラーメン

田中六大/作 講談社

E うまれたよ!ホタル

E コトリちゃん

中瀬潤/写真・文 岩崎書店

E うめじいのたんじょうび

み/え 佼成出版社

かがくいひろし/作 講

E こばとちゃんとあひるちゃん

談社
きむらだいすけ/

書店

さく・え 岩崎書店
E えほん七十二候

E コルと白ぶた

白井明大/作 くぼあやこ/絵 講

E コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ!の本

E 絵本星の王子さま

サン=テグジュペリ/原作 マー

E ざしきわらしのおとちゃん

ベンジー・デイヴィス

ン/え せたていじ/やく 福音館書店

はせがわせつこ/文 さいとうとし

E さんぽだいすき

ゆき/絵 福音館書店
E おしりポケット

岸田衿子/ぶん 長新太/え ひかり

のくに

ゆうきえつこ/文 福田幸広/写真

E しおちゃんとこしょうちゃん ルース・エインズワ

そうえん社

ース/さく こうもとさちこ/やく・え 福音館書店
Goma/作・絵 フレーベル館

E オバケカレー

E じてんしゃギルリギルリ

きむらよしお/著 佼成出版社

E おふろやさんのまねきねこ

とよたかずひこ/さ

E じまんのマフラー

E 数ってどこまでかぞえられる?

E 十二支のはじまり

ロバート・E.ウェ

E しょうぼう車

ルズ/さく せなあいこ/やく 評論社

いもとようこ/文・絵 金の星社

五味零/作 市瀬義雄/写真 岩崎書店

E しろいやさしいぞうのはなし

ケリー・ディプッチオ/文 クリスチャ

かこさとし/作・絵

復刊ドットコム

ン・ロビンソン/絵 講談社

E シロクマくつや ちいさなちいさなうわぐつ

高畠那生/[作] 好学社

E がまぐちがえるのつゆくさじむしょ

おお

でゆかこ/作 偕成社

かげやまま

E しろもちくんとまめもちくん 庄司三智子/作 アリ

き/[作] フレーベル館
E からかさにざえもん

マーシャ・ダイアン・アーノル

ド/文 マシュー・コーデル/絵 あすなろ書房

池貴巳子/文・絵 福音館書店

E カッパのあいさつ

角野栄子/さく しまだ

ともみ/え そうえん社

く・え ひさかたチャイルド

ス館
最上一平/文 国松エリカ/絵

E しんかんせんでいこう

文研出版

間瀬なおかた/作・絵 山崎

友也/監修 ひさかたチャイルド

E きかんしゃホブ・ノブ

ルース・エインズワース/

E しんかんせんでゴーッ

作 上條由美子/訳 福音館書店
E きみはしっている

E すききらい、とんでいけ!もぐもぐマシーン

ムウェニエ・ハディシ/文

絵 西村書店

五味太郎/作 岩崎書店

E すっきゃわん! エド・ボクソール/作・絵 長谷川義

手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版

E クルツのごきげんしゃしんかん

史/訳 世界文化社

加藤晶子/作 講

E すぽーつのほん

談社
E 月宮殿のおつかい

ディック・ブルーナ/ぶんえ まつ

おかきょうこ/やく 福音館書店
久留島武彦/作 アヤ井アキコ/

E ぞうきんレスラー

絵 幻冬舎メディアコンサルティング
E こうじ車りょう

イロ

ーナ・ラメルティンク/文 リュシー・ジョルジェ/

アドリエンヌ・ケナウェイ/絵 西村書店
E くまげらのもり

視覚デザイン研究所/さく

くにすえたくし/え 視覚デザイン研究所

五味太郎/作 岩崎書店

E くいしんぼうシマウマ
E くじらだ!

飯野和好/絵 小学館

E さんびきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウ

/さく 小川仁央/やく 評論社
E おじょらぽん

ユ

ーフラテス/さく 小学館

ク・オズボーン/監督 徳間書店
E おじいちゃんのゆめのしま

E ガストン

ロイド・アリグザンダー/作 エバリ

ン・ネス/絵 復刊ドットコム

談社

E かくれんぼ

デイヴィッド・マー

ティン/ぶん デイヴィッド・ウォーカー/え 岩崎

E うんちコロコロうんちはいのち

E おひいさん

とりごえまり/さく やまぐちめぐ

マサノリ/え そうえん社

五味零/作 市瀬義雄/写真 岩崎

E ぞうさん

書店

まどみちお/詩 にしまきかやこ/絵 こぐ

ま社

E ココとリトル・ブラック・ドレス

アンネマリー・

E そろそろそろーり たんじあきこ/作 ほるぷ出版

ファン・ハーリンゲン/[作] 川原あかね/訳 文化学

E そりゃあもういいひだったよ

園文化出版局
E ここはどうぶつセンターえき

ナカオマサトシ/さく イヌイ

学館
たちばなさきこ/

作・絵 ひかりのくに
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荒井良二/絵 小

E だいすきなマロニエの木 オーサ・メンデル=ハー

E ぼくはいったいなんやねん

トヴィッグ/文 アネ・グスタフソン/絵 光村教育

成出版社

図書
E だっこ

鈴木まもる/作 小峰書店

E たまおくんはたまごにいちゃん あきやまただし/

くすのきしげのり/作 のしさやか/絵

E ママのもちつき

マーガレット・コート/作 ジョ

瀬田貞二/再話 赤羽末吉/画 福
長崎源之助/文 柿本幸造/絵 学研

プラス

ン・コート/作 BL 出版
青木新門/原作 西舘好子/作 新日

本出版社

E まめまきバス

藤本ともひこ/作・絵 鈴木出版

E みんなにげた

岸田衿子/ぶん 長新太/え ひかりの

くに

E 手と手をつないで

マーク・スペアリング/文 ブリ

E ももたろう 松居直/文 赤羽末吉/画 福音館書店

ッタ・テッケントラップ/絵 BL 出版
E とびっきりのおむかえ

E もりでいちばんのクリスマスツリー

ニコラ・チンクエッティ/

E どんないちにち

E もりのケーキ

くすのきしげのり/作 たしろち

E モンスター・ムシューとめんどり

こしだミカ/作・絵 佼成出版社

E 「やだ」っていったら、どうする?

絵 ひさかたチャイルド

リー

童心社

E やだやだベティ
内田麟太郎/文 神田瑞

スティーブ・アントニー/作・絵

平田明子/訳 鈴木出版

季/絵 PHP 研究所
E ぬいぐるみのミュー

E やってみよう!あいうえお
いもとようこ/作 講談社

スギヤマカナヨ/作 く

もん出版

あきびんご/作 くもん出版

E ゆうえんちべんとう

E ねこのピートはじめてのがっこう エリック・リト

木坂涼/文 いりやまさとし/

絵 教育画劇

ウィン/作 ジェームス・ディーン/絵 ひさかたチ

E レッツゴーおべんとう!

ャイルド

E ワンダーガーデン

E ねずみのおよめさん

小野かおる/再話画 福音館

わたなべあや/著 白泉社

クリスティヤーナ・S.ウィリア

ムズ/絵 ジェニー・ブルーム/文 汐文社

書店

E 生きものビックリ食事のじかん

E はがぬけたよ

安江リエ/作 山口マオ/絵 福音館

ジェンキンズ/作

ペイジ/作 評論社

書店

E 妖怪用心火の用心

E はるののはら

モーリーン・

ファーガス/文 チン・レン/絵 ワールドライブラ

とよたかずひこ/さく・え

E なみだはあふれるままに

おぼまこと/作

絵本館

あまんきみこ/作 黒井健/

E なでなでももんちゃん

さはらゆうき/ぶん もりのみさこ/

え マイルスタッフ

さと/絵 廣済堂あかつき
E なかないでなかないで

いりやまさ

とし/著 佼成出版社

作 ウルスラ・ブッヒャー/絵 きじとら出版

E ねこだらけ

E まかしとき!

音館書店

/文・絵 岩波書店

E ドンのくち

森枝卓士/写真・文 フレーベル館

E まのいいりょうし

E ダンゴムシのコロリンコくん カズコ・G.ストーン

E つららのぼうや

E 干したから…
フレーベル館

作・絵 鈴木出版

E ちいさなオレグ

岡田よしたか/著 佼

竹下文子/文 さこももみ/絵 ハッピ

富安陽子/文 山村浩二/絵 理

論社

ーオウル社
E ひとりぼっちのベロニカ ロジャー・デュボアザン/

GE 外国語絵本

作・絵 神宮輝夫/訳 復刊ドットコム
E ひなまつりのちらしずし 宮野聡子/作 講談社

GE I SPY TREASURE HUNT

E ピノキオ [カルロ・コッローディ/原作] 斉藤洋/文

Jean Marzollo/Riddles SCHOLASTIC

講談社

GE I SPY FUN HOUSE

E ひみつのいもうと

アストリッド・リンドグレー

GE I SPY SPOOKY NIGHT

いしづちひろ/さく くわざわゆう

Walter Wick/Photographs

Jean Marzollo/Riddles SCHOLASTIC

こ/え くもん出版
E ふね

Walter Wick/photogeraphs Jean

Marzollo/Riddles SCHOLASTIC

ン/文 ハンス・アーノルド/絵 岩波書店
E ぷっぷっぷ〜

Walter Wick/Photographs

GE miffy at the zoo

五味零/作 郵船クルーズ株式会社/写真 岩崎

dick bruna/ぶん・え simon and

schuster

書店

GE miffy's garden
schuster
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dick bruna/ぶん・え simon and

GE miffy's dream

dick bruna/ぶん・え simon and

K031 ﾓ 2 ものしりチャンピオン 1000 問 夏

schuster
GE miffy dances
GE STONE SOUP

出版
Dick Bruna Egmont UK Limited

K031 ﾓ 3 ものしりチャンピオン 1000 問 秋

Marcia Brown/さいわ え Atheneum

K031 ﾓ 4 ものしりチャンピオン 1000 問 冬

リー・バートン/ぶん え ホンヨンミ/訳 シゴンサ

くもん

出版

GE おばけのバーバパパ アネット=チゾン/さく タ

K104 ｺﾃ 2016 子どもの哲学

ラス=テイラー/さく シゴンサ

河野哲也/著 土屋陽介/

著 毎日新聞出版

GE ぐるんぱのようちえん 西内みなみ/さく 堀内誠

K116 ｲﾋ 1 ウソ?ホント?トリックを見やぶれ 1

一/え ハンリムチュルパンサ

市村

均/文 曽木誠/監修 岩崎書店

GE スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし レ

K116 ｲﾋ 2 ウソ?ホント?トリックを見やぶれ 2

オ・レオニ/[作] イミョンヒ/訳 マルボル

市村

均/文 曽木誠/監修 岩崎書店

GE 旅の絵本 1-6 巻 安野 光雅/[著] ハンリム

K152.1 ｶﾕ 2016 保健室の恋バナ+α

GE どうやってねるのかな やぶうち まさゆき/著

(岩波ジュニア

新書) 金子由美子/著 岩波書店

パクウンドク/訳 ハンリムチュルバンサ

K204 ﾌ 2016 1 年まるごときょうはなんの日? 1 月〜3

GE なにのあしあとかな やぶうちまさゆき/さく・え

月

パクウンドク/訳 ハンリム

「1 年まるごと きょうはなんの日?」編集委

員会/編 文研出版

GE なにのこどもかな やぶうちまさゆき/[著] パク

K204 ﾌ 2016 1 年まるごときょうはなんの日? 7 月〜9

ウンドク/訳 ハンリムチュルバンサ
GE ブレーメンのおんがくたい グリム童話

くもん

出版

GE いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・

月 「1 年まるごと きょうはなんの日?」編集委員
グリム

会/編 文研出版

/原作 グリム/原作 シゴンジュニア

K209 ﾊﾏ 1 輪切りで見える!パノラマ世界史 1

GE マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマン

羽田

正/監修 大月書店

ス/作・画 이손아/訳 シゴンサ
GE

くもん

K209 ﾊﾏ 2 輪切りで見える!パノラマ世界史 2 羽田正
/監修 大月書店

まよなかのだいどころ モーリス・センダック/
さく カンムホン/やく シゴンサ

K210 ﾄﾌ 2016 歴史を味方にしよう

童門冬二/著

PHP 研究所

GE もりのなか マリー・ホール・エッツ/ぶん え パ
クチョルチュ/訳 シゴンジュニア

K211 ｶｸ 17 絵本版おはなし日本の歴史 17

金子邦秀

/監修 岩崎書店

GE いたずらきかんしゃちゅうちゅう (逃跑的小火車
頭) 中国語版 バージニア・リー・バートン/ぶ

K211 ｶｸ 18 絵本版おはなし日本の歴史 18

ん え 趙静/訳 21 世紀出版社

金子邦秀

/監修 岩崎書店

GE オリビア (奥莉薇) 中国語版 イアン・ファルコ

K211 ｶｸ 20 絵本版おはなし日本の歴史 20

金子邦秀

/監修 岩崎書店

ナー/作 郝广才/訳 河北教育出版社
GE かずの絵本 (三頂帽子几个人) 中国語版 五味太

K211 ｶｸ 24 絵本版おはなし日本の歴史 24

金子邦秀

/監修 岩崎書店

郎/作・絵 陳珊珊/訳 明天出版
GE からすのパンやさん (烏鴉面包店) 中国語版 加

K211 ﾊﾏ 2016 橋本麻里の美術でたどる日本の歴史 中

古里子/絵と文 猿渡静子/訳 新星出版社

世

橋本麻里/編著 汐文社

K217 ｼ 2016 写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事
典 人びとのくらし・道具

K 児童図書

昭和館学芸部/監修

金の星社
K002 ﾀﾏ 2 情報活用調べて、考えて、発信する 2

K221 ﾂｹ 3 朝鮮半島がわかる本 3

高

彰文/監修 かもがわ出版

木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書
K002 ﾀﾏ 3 情報活用調べて、考えて、発信する 3

K234 ﾄｲ 2016 私を救ったオットー・ヴァイト

高

イン

ゲ・ドイチュクローン/作 藤村美織/訳 汐文社

木まさき/監修 森山卓郎/監修 光村教育図書

K280 ｲｻ 1 人生を切りひらいた女性たち 1

K031 ｳ 2016 「ものの名まえ」絵じてん 学校

教育画劇

K280 ﾃ 2016 歴史をつくった偉人のことば 366

WILL こども知育研究所/編・著 森山卓郎/監修 金

「天

神」編集部/編 中井俊已/監修 WAVE 出版

の星社
K031 ﾓ 1 ものしりチャンピオン 1000 問 春

津久井惠/文 長田

K288 ｺﾖ 2016 たのしい世界の国旗えほん

くもん

監修 池田書店

出版
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越川頼知/

K288 ｼ 2016 世界の国旗

シャスタインターナショナ

K366 ｾ 11～15 職場体験学習に行ってきました。 11

ル/編 国際政治文化研究会/監修 シャスタインタ

～15 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協

ーナショナル

議会/監修 学研プラス
D.J.

K289 ｱｱ 2016 アインシュタインと相対性理論

K368 ﾔﾁ 2016 パヤタスに降る星

レイン/作 ないとうふみこ/訳 玉川大学出版部
K289 ｲﾀ 2016 伊能忠敬

祥明/絵 中央法規出版

たからしげる/文 石井勉/画

K369 ｳﾄ 2016 天国にとどけ!ホームラン

あかね書房
K289 ｵｷ 2016 荻野吟子

加藤純子/文 高田美穂子/画

K369 ｵﾒ 2016 サバイバル入門 メアリー・ポープ・オ
ズボーン/著 ナタリー・ポープ・ボイス/著
KADOKAWA

榎本秋/文 山本祥子/画 あ

かね書房

K369 ｶｻ 1 みんなで防災アクション! 1

K289 ﾀｼ 2016 田中正造

堀切リエ/文 石井勉/画 あ

K369 ﾆ 1 NHK 学ぼう BOSAI 命を守る防災の知恵 [1]

K289 ﾄｷ 2016 豊田喜一郎

NHK「学ぼう BOSAI」制作班/編 金の星社

山口理/文 黒須高嶺/画

あかね書房

K374 ﾜﾏ 5 どこがあぶないのかな? 5 渡邉正樹/監修

K290 ｲｱ 4 池上彰が注目するこれからの大都市・経済

池田蔵人/イラスト 少年写真新聞社

池上彰/監修 稲葉茂勝/訳・著 講談社

K375 ﾘ 16 理科実験大百科 第 16 集

K291 ｻﾊ 2016 事前学習に役立つみんなの修学旅行 伊
勢志摩

K376 ｳ 2016 保育士の一日

朝日小学

須藤功/編 農山漁村文化協会

K307 ｻﾀ 2016 社会の考える力をつけよう!

齋藤孝/

K383 ｶｹ 2 すしから見る日本 [2] 川澄健/監修 文研

監修 PHP 研究所

出版

K312 ｲｱ 2016 はてな?なぜかしら?政治・経済問題

池

K383 ｶｹ 4 すしから見る日本 [4]

上彰/監修 教育画劇

川澄健/監修 文研

出版

K314 ｲｱ 1 池上彰のみんなで考えよう 18 歳からの選挙

K383 ｷｱ 1 日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料理

池上彰/監修 文溪堂

[1]

K317 ｱ 1 新しい制度マイナンバーがよくわかる! 1

清絢/監修 金の星社

K384 ｾ 33 世界のともだち 33

フレーベル館

偕成社

K384 ｾ 34 世界のともだち 34 偕成社
如月かずさ/作 田中

K404 ｱﾖ 1 近未来科学ファイル 20XX 1

六大/絵 講談社

荒舩良孝/著

田川秀樹/イラスト 岩崎書店

K318 ﾀﾘ 2016 市役所で働く人たち

谷隆一/著 ぺり

K407 ｺｴ 2016 理科の考える力をつけよう!

小森栄治

/監修 PHP 研究所

かん社
K319 ｲｱ 2016 はてな?なぜかしら?中東問題

池上彰/

K407 ﾄ 2016 東工大サイエンステクノの理系脳を育て

監修 教育画劇

る工作教室

K319 ｲｹ 3 世界の人びとに聞いた 100 通りの平和 シリ
ーズ 3

WILL こども知育研究所

K382 ｽｲ 1 道具からみる昔のくらしと子どもたち 1

生新聞/監修 岩崎書店

K317 ｷｶ 2016 交番のヒーロー

少年写真新聞社

/編著 保育社

櫻井治男/監修 小峰書店

K304 ｱ 2016 調べる学習子ども年鑑 2016

1

神谷サニー/

著 評論社

かね書房

大国 4

漆原智良/

文 羽尻利門/絵 小学館

あかね書房
K289 ｻﾘ 2016 坂本龍馬

山口千恵子/文 葉

登/監修 主婦の友社

伊勢崎賢治/監修 かもがわ出版

K319 ﾆ 2016 日本全国姉妹都市図鑑 東日本編

K407 ﾘ 1 大実験・大観察@科学館 1
フレ

『大実験・大観

察@科学館』編集室/編 理論社

ーベル館

K440 ｻｶ 2016 さがせ!宇宙の生命探査大百科

K329 ｲﾏ 1 ニュースに出てくる国際組織じてん 1

池

K451 ﾎﾅ 1 これは異常気象なのか? 1

K330 ﾊﾉ 2016 お金さえあればいい?

佐藤勝

彦/総監修 鳴沢真也/[ほか]監修 偕成社

上彰/監修 彩流社
浜矩子/著 高畠

保坂直紀/著 こ

どもくらぶ/編 岩崎書店

純/絵 クレヨンハウス

K451 ﾓﾏ 2 よくわかる!天気の変化と気象災害 第 2 巻

K361 ｺ 2 コミュニケーションナビ話す・聞く 2

鈴

森田正光/監修 学研プラス

木出版
K366 ｺ 4 現場で働く人たち 4

東工大 Science Techno/著 大竹尚

K451 ﾓﾏ 3 よくわかる!天気の変化と気象災害 第 3 巻
こどもくらぶ/編・著

森田正光/監修 学研プラス

あすなろ書房

K451 ﾓﾏ 4 よくわかる!天気の変化と気象災害 第 4 巻
森田正光/監修 学研プラス
- 29 -

K451 ﾓﾏ 5 よくわかる!天気の変化と気象災害 第 5 巻

K538 ｶﾏ 2016 宇宙探査の歴史

CARSON/[著] 谷口義明/監訳 丸善出版

森田正光/監修 学研プラス
K452 ﾎﾅ 1 海まるごと大研究 1

保坂直紀/著 こども

K550 ﾋｸ 2016 人類の歴史を作った船の本

くらぶ/編集 講談社

ヒサクニ

ヒコ/絵・文 子どもの未来社

K453 ﾀｱ 1 火山ビジュアルガイド 1

高田亮/監修 教

K588 ｶｻ 2016 父さんはドラゴン・パティシエ

育画劇

柏葉

幸子/作 中村景児/絵 講談社

K457 ﾀﾖ 2016 マメンチサウルス

たかしよいち/文

K596 ｱﾔ 2016 ルルとララの手作り Sweets 秋のお菓子

中山けーしょー/絵 理論社

あんびるやすこ/監修 岩崎書店
(岩波ジュニア

K460 ｵﾖ 2016 生命デザイン学入門

K596 ｱﾔ 2016 ルルとララの手作り Sweets 冬のお菓子

新書) 小川(西秋)葉子/編著 太田邦史/編著 岩波

あんびるやすこ/監修 岩崎書店

書店

K596 ｺ 2016 にっこり!キュートなおべんとう

K479 ｶﾄ 2016 サクラの絵本

Goma/作 あかね書房

勝木俊雄/編 森谷明子/

絵 農山漁村文化協会
田中浩/編 む

あかね書房

らいゆうこ/絵 農山漁村文化協会
K479 ﾌｱ 2016 カラスウリ

K596 ﾏﾌ 2016 とうもろこしからそだてるオムレツ

藤丸篤夫/しゃしん 有沢

真木文絵/文 石倉ヒロユキ/写真・絵 偕成社

重雄/ぶん そうえん社

K596 ﾐｳ 2016 野菜だしでいろいろスープ

K480 ｷﾕ 2016 巨大生物摩訶ふしぎ図鑑

北村雄一/

K616 ｳﾘ 2016 田んぼのコレクション
ガブリエラ・シュテー

K616 ﾓﾀ 2016 大研究お米の図鑑

リチャード・ウォーカ

本林隆/監修 国土

社編集部/編集 国土社

ー/著 岩田健太郎/訳 保育社

K619 ｶﾐ 2 すがたをかえる食べもの 2 香西みどり/

K491 ｼｸ 2 脳と目の科学 2 クライブ・ギフォード/

監修 学研プラス

著 ゆまに書房

K619 ｶﾐ 3 すがたをかえる食べもの 3 香西みどり/

K491 ﾃﾛ 2016 脳のしくみ ロバート・デーサル/著 パ

監修 学研プラス

トリシア・J.ウィン/著 西村書店
K491 ﾋｼ 2016 はたらく人体

内山りゅう/

写真・文 フレーベル館

プラー/写真・文 たかはしふみこ/訳 徳間書店
K491 ｳﾘ 2016 きみの体の中

宮沢うら

ら/著 汐文社

絵と文 保育社
K489 ｼｶ 2016 ゾウのこども

Goma/作

K596 ｺ 2016 わくわく!へんしんフード

K479 ﾀﾋ 2016 カエデ<モミジ>の絵本

K619 ｶﾐ 4 すがたをかえる食べもの 4 香西みどり/

ジュディ・ヒンドレイ/

監修 学研プラス

作 コーリン・キング/絵 絵本塾出版

K619 ｶﾐ 5 すがたをかえる食べもの 5

K495 ﾔｽ 2016 ちいさなちいさなベビー服 八束澄子/

K625 ｲﾕ 2016 くだものノート

K500 ｺ 2016 透視絵図鑑なかみのしくみ キッチン

いわさゆうこ/作 文

化学園文化出版局

こどもくらぶ/編さん 六耀社
K502 ｺ 9 企業内職人図鑑 9

香西みどり/

監修 学研プラス

作 新日本出版社

K653.2 ﾕﾖ 3 木と日本人 3
こどもくらぶ/編 同

ゆのきようこ/監修・文

長谷川哲雄/樹木画 理論社

友館

K654.7 ｲｾ 2016 わたしは樹木のお医者さん

K507 ﾐﾏ 2016 ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科

K662 ｻｶ 1 守ろう・育てよう日本の水産業 1

ラ・ミジェリンスカ/絵 徳間書店
K509 ﾌﾃ 2016 こうじょうたんけん たべもの編 2

K662 ｻｶ 2 守ろう・育てよう日本の水産業 2

坂本一

男/監修 岩崎書店
モリナガヨウ/作・

K662 ｻｶ 3 守ろう・育てよう日本の水産業 3

絵 溝渕利明/監修 ポプラ社
K527 ﾄｼ 2016 いえができるまで

坂本一

男/監修 岩崎書店
藤

原徹司/著 WAVE 出版
K510 ﾓﾖ 2016 図解絵本工事現場

石井誠

治/著 くもん出版

マウゴジャタ・ミチェルスカ/文 アレクサンド

坂本一

男/監修 岩崎書店
砺波周平/取材・構

K662 ｻｶ 4 守ろう・育てよう日本の水産業 4

成・写真 ひさかたチャイルド

坂本一

男/監修 岩崎書店

K536 ｼﾄ 2 世界がおどろいた!のりものテクノロジー
[2]

MARY KAY

K662 ｻｶ 5 守ろう・育てよう日本の水産業 5

トム・ジャクソン/文 市川克彦/監修 ほる

坂本一

男/監修 岩崎書店

ぷ出版

K686 ﾓｱ 2016 はしれ!ぐるぐるやまのてせん
あきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店
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もちだ

K726 ﾅﾊ 2016 やなせたかし

中野晴行/文 あかね

K913 ｲﾋ 2016 伊勢物語

書房

崎書店

K727 ｵﾕ 2 NEW マーク・記号の大百科 2 太田幸夫/監

K913 ｲﾐ 2016 水はみどろの宮

修 学研プラス

石牟礼道子/作 山福

朱実/画 福音館書店

K727 ｵﾕ 3 NEW マーク・記号の大百科 3 太田幸夫/監

K913 ｵｾ 2016 少年・空へ飛ぶ

修 学研プラス

おぎぜんた/著 高畠

純/絵 偕成社

K727 ｵﾕ 4 NEW マーク・記号の大百科 4 太田幸夫/監

K913 ｵﾅ 2016 弓を引く少年

修 学研プラス

大塚菜生/著 国土社

K913 ｵﾏ 2016 おりょうり犬ポッピー バナナがびょう

K727 ｵﾕ 5 NEW マーク・記号の大百科 5

太田幸夫/

き!?じけん

監修 学研プラス

丘紫真璃/作 つじむらあゆこ/絵

ポプラ社

K727 ｵﾕ 6 NEW マーク・記号の大百科 6

太田幸夫/

K913 ｶｳ 7 氷の上のプリンセス [7]

風野潮/作

Nardack/絵 講談社

監修 学研プラス
K743 ﾄﾏ 2016 写真のなかの「わたし」

ちくまプリ

K913 ｶｽ 2016 はいくしょうてんがい

マー新書 鳥原学/著 筑摩書房
きり!変身イベントあそび

苅田澄子/作

たごもりのりこ/絵 偕成社

K750 ﾖﾐ 2016 100 円ショップでつくってあそぶ なり

K913 ｷﾌ 2016 ようこそなぞなぞしょうがっこうへ

吉田未希子/著 いか

北ふうこ/作 川端理絵/絵 文研出版

だ社

K913 ｸｼ 2016 やさしいティラノサウルス

K754 ｲﾐ 2016 かざれる!あそべる!春夏秋冬おりがみお
もちゃ

石崎洋司/著 二星天/絵 岩

しげのり/作 日隈みさき/絵 あかね書房

いまいみさ/著 ベストセラーズ

K913 ｺﾐ 3 ルルル・動物病院 3

K754 ﾊｸ 4 紙ひこうきクラフトスクール レベル 4

ク

K913 ｺﾘ 2016 とりかえばや物語

国土社編集

越水利江子/著

十々夜/絵 岩崎書店

部/編 国土社

K913 ｻｻ 2016 てのひら島はどこにある

K778 ﾋﾕ 1 映画は楽しい表現ツール 1

昼間行雄/著

K913 ｻﾋ 2016 どうぶつのおばけずかん

K780 ｼﾄ 3 つくろう!食べよう!勝負ごはん 3

新生暁

K913 ﾀﾐ 2016 ケンガイにっ!

本郷陽二/編 汐文社

K782 ﾀﾕ 2016 <10 秒 00 の壁>を破れ!

斉藤洋/作

宮本えつよし/絵 講談社

子/監修 日本図書センター
K781 ﾎﾖ 2016 白井健三

佐藤さとる/

作 池田仙三郎/絵 理論社

偕成社

高森美由紀/作 加藤休

ミ/絵 フレーベル館

高野祐太/著 講

K913 ﾀﾕ 1 マーサとリーサ 1

談社

たかおかゆみこ/作・

絵 岩崎書店

K783 ﾎﾖ 2016 錦織圭
K786 ﾀｾ 2016 植村直己

本郷陽二/編 汐文社

K913 ﾄ 2016 おしりたんてい やみよにきえるきょじん

滝田誠一郎/文 あかね書房

K801 ｼ 3 辞書・事典のすべてがわかる本 3

トロル/さく・え ポプラ社

あすな

K913 ﾄﾖ 2016 オバケ屋敷にお引っ越し

ろ書房

富安陽子/

作 たしろちさと/絵 ひさかたチャイルド

K834 ｱｶ 2016 国際情勢に強くなる英語キーワード

K913 ﾄﾖ 2016 遊園地の妖怪一家

(岩波ジュニア新書) 明石和康/著 岩波書店
K910 ﾊｶ 2016 はやみねかおる公式ファンブック

は

K913 ﾅｼ 2016 こぶたものがたり

やみねかおる/作 講談社/編 講談社

めやゆき/絵 岩崎書店
南房秀久

/著 小笠原智史/絵 学研プラス
谷悦子/文 黒須高嶺/画

K913 ﾅﾐ 2016 ショクパンのワルツ

あかね書房
K912 ｶﾐ 2016 東海道四谷怪談

中澤晶子/作 ささ

K913 ﾅﾋ 1 魔法医トリシアの冒険カルテ 1

ゆまに書房

K911 ﾀｴ 2016 まど・みちお

富安陽子/作 山村

浩二/絵 理論社

K911 ｵ 2 大人になるまでに読みたい 15 歳の短歌・俳
句・川柳 2

後藤みわこ/作 十々

夜/絵 岩崎書店

リストファー・L.ハーボ/著 鎌田歩/絵 ほるぷ出版
K774 ｺ 2016 大研究歌舞伎と文楽の図鑑

くすのき

ながすみつき/

作 吉田尚令/絵 フレーベル館
金原瑞人/著 佐竹美

K913 ﾆ 2016 おいしい 1 時間

保/絵 岩崎書店
K913 ｱｷ 2016 名前を見てちょうだい・白いぼうし

あ

K913 ﾆ 2016 5 分間だけの彼氏

日本児童文学者協会

/編 タムラフキコ/絵 偕成社

まんきみこ/作 阪口笑子/絵 岩崎書店
K913 ｱﾐ 2016 迷いクジラの子守歌

日本児童文学者協会/

編 中島梨絵/絵 偕成社

安東みきえ/著

K913 ﾆ 2016 3 日で咲く花

PHP 研究所

田中寛崇/絵 偕成社
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日本児童文学者協会/編

K913 ﾈｼ 2016 ぼくらのウソテレビ

ねじめ正一/作

K933 ﾃｹ 2016 ねずみの騎士デスペローの物語

武田美穂/画 くもん出版

ト・ディカミロ/作 ティモシー・バジル・エリン

K913 ﾉﾐ 2016 うたたねネックルとネムのくに

野田

グ/絵 ポプラ社

道子/作 太田朋/絵 文研出版

K933 ﾃﾆ 2016 クジラに救われた村

K913 ﾌﾋ 2016 消えた美少女は知っている

藤本ひと

K913 ﾐｻ 2016 ななこ姉ちゃん

K933 ﾃﾏ 2016 エベレスト・ファイル
宮崎貞夫/作 岡本順/

K933 ﾊｴ 4-1 ウォーリアーズ 4-1

K913 ﾑｶ 2016 おばけのへんしん!?

K933 ﾌﾃ 1 メディチ家の紋章 上
村山早紀/作 巣町ひろみ

K933 ﾌﾃ 2 メディチ家の紋章 下
村山早紀/作 巣町ひろみ

K933 ﾏﾊ 2016 ぼくのなかのほんとう
村山早紀/作 巣町ひろみ

パトリシア・

マクラクラン/作 若林千鶴/訳 リーブル

/絵 童心社

K933 ﾘﾘ 2016 王宮のトラと闘技場のトラ

K913 ﾓﾁ 2016 空にむかってともだち宣言

茂木ちあ

K933 ﾚﾆ 2 マンモスアカデミー 2

森山京/作 木村かほる/絵 風濤社

K933 ﾜﾍ 6 暗号クラブ 6

ペニー・ワーナー/著 番由

美子/訳 KADOKAWA

山本省三/

作 コマツシンヤ/絵 佼成出版社
K913 ﾔｼ 2016 のろいのどくろじま

ニール・レイトン

/作 相良倫子/訳 小峰書店

K913 ﾓﾐ 2016 まだまだちっちゃい かばのこカバオ
K913 ﾔｼ 2016 脱走ペンギンを追いかけて

リン・リ

ード・バンクス/作 杉田七重/訳 さ・え・ら書房

き/作 ゆーちみえこ/絵 国土社

K943 ｱﾏ 3 コーンフィールド先生とふしぎな動物の学
やまもとしょう

校 3

ぞう/作・絵 フレーベル館

マルギット・アウアー/著 中村智子/訳 学

研プラス

K913 ﾖｼ 2016 がっこうのおばけ

吉田純子/作 つじ

K943 ｹﾀ 6 動物病院のマリー 6

タチアナ・ゲスラー

/著 中村智子/訳 学研プラス

むらあゆこ/絵 あかね書房
那須田淳/著 十々夜/絵 岩崎

K943 ｼﾀ 2016 動物と話せる少女リリアーネ 物語の花

書店

束
濱野京子/著 佐竹美保/絵

タニヤ・シュテーブナー/著 中村智子/訳 学

研プラス

岩崎書店
K923 ｺｼ 11 西遊記 11

テリーザ・ブレス

リン/作 金原瑞人/訳 小峰書店

/絵 童心社

K915 ﾊｷ 2016 更級日記

テリーザ・ブレス

リン/作 金原瑞人/訳 小峰書店

/絵 童心社

K914 ﾅｼ 2016 徒然草

エリン・ハンター

/作 小峰書店

むらいかよ/著

ポプラ社

K913 ﾑｻ 3 くるみの冒険 3

マット・ディ

キンソン/作 原田勝/訳 小学館

絵 学研プラス

K913 ﾑｻ 2 くるみの冒険 2

ニコラ・デイビ

ス/文 アナベル・ライト/画 さ・え・ら書房

み/原作 住滝良/文 講談社

K913 ﾑｻ 1 くるみの冒険 1

ケイ

K981 ｴﾋ 2016 イワンとふしぎなこうま
[呉承恩/作] 斉藤洋/文 理

ル・エルショーフ/作 浦雅春/訳 岩波書店

論社

K983 ｼｼ 2016 まるごとごくり!

K923 ﾜｾ 2016 水滸伝早わかりハンドブック

ピョート

渡辺仙

シンシア・ジェイム

ソン/再話 アーノルド・ローベル/え 大日本図書

州/編著 佐竹美保/絵 偕成社
K930 ﾊﾗ 2016 小泉八雲 筑摩書房編集部/著 筑摩書房
K933 ｱｱ 2 サメ王国のグレイ 2

KR 児童参考図書
★ 参考図書は閲覧のみの利用となります

E.J.アルトバッカー

/著 桑原洋子/訳 KADOKAWA
K933 ｷｼ 2 少年キム 下

ラドヤード・キプリング/

KR059 ｱ 2016 朝日ジュニア学習年鑑 2016

作 三辺律子/訳 岩波書店
K933 ｼﾀ 2016 賢女ひきいる魔法の旅は

出版
ダイアナ・

KR290 ﾅｷ 2016 楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑

ウィン・ジョーンズ/作 アーシュラ・ジョーンズ/

KR351 ﾔ 2016 日本のすがた 2016
ジョン・ステ

矢野恒太記念会/

編集 矢野恒太記念会

ィーブンス/著 こだまともこ/訳 あすなろ書房
K933 ｾﾏ 1 エルフとレーブンのふしぎな冒険 1

中山京

子/監修 小学館

作 徳間書店
K933 ｽｼ 2016 ブラック・レコニング

朝日新聞

KR537 ﾓﾄ 2016 はたらくじどう車

マー

かね書房

カス・セジウィック/著 中野聖/訳 学研プラス
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元浦年康/監修 あ

