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014.3 ﾐｱ 2016 目録法キイノート

宮沢厚雄/著 樹

村房

０００ 総 記

015 ｵﾉ 2016 図書館「超」活用術
002 ﾆ 2016 学問のしくみ事典

日新聞出版

日本実業出版社/

015 ｿ 2016 マイノリティ、知的自由、図書館

編 茂木健一郎/監修 日本実業出版社

都図書館情報学研究会

志村一隆/著 宣伝会議

016.2 ｶﾖ 2016 東松島市図書館 3.11 からの復興

007.6 ｱｻ 2016 神速 Photoshop グラフィックデザイ
ン編

加藤孔敬/著 日本図書館協会

浅野桜/著 村上良日/著 KADOKAWA

007.6 ｼ 2016 写真が変わる劇的 RAW 現像

017 ｻﾔ 2016 学習指導と学校図書館

学研プ

齋藤泰則/編

集 江竜珠緒/[分担執筆] 樹村房

ラス
007.6 ﾀﾏ 2016 たのしい Ruby

017.7 ｶｼ 2016 東京帝国大学図書館

高橋征義/著 後藤

007.6 ﾊｶ 2016 Windows 10 上級リファレンス

019.1 ｲｱ 2016 遅読家のための読書術

橋

印南敦史/

著 ダイヤモンド社

本和則/著 翔泳社

019.1 ﾃｵ 2016 死ぬ前に後悔しない読書術

007.6 ﾋ 2016 世界一わかりやすい Photoshop プロ技
デザインの参考書

河村俊太郎/

著 東京大学出版会

裕蔵/著 SB クリエイティブ

019.1 ﾐｺ 2016 戦略読書

三谷宏治/著 ダイヤモ

ンド社

007.6 ﾎﾖ 2016 世界一わかりやすい Illustrator プ
ロ技デザインの参考書

適菜収

/著 ベストセラーズ

ピクセルハウス/著 技術評

論社

019.5 ｵﾋ 2016 小さな本の大きな世界

保坂庸介/著 技術評

長田弘/著

酒井駒子/絵 クレヨンハウス

論社
007.6 ﾏｱ 2016 スターティング Go 言語

019.5 ｻﾕ 2016 生きてごらん、大丈夫

松尾愛賀/

019.9 ﾄ 2009 東大教師が新入生にすすめる本

007.6 ﾜ 2016 Word & Excel で困ったときに開く本

2009-2015

朝日新聞出版

010.2 ｵｺ 2016 図書館をめぐる日中の近代

020.2 ｳﾋ 2016 世界の美しい本

010.8 ﾔｼ 10 講座・図書館情報学 10

海野弘/解説・監

修 パイインターナショナル

山本順一/

021.2 ﾘ 2016 著作権がよ〜 くわかる本

監修 ミネルヴァ書房

リバー

シティ法律事務所/監修 横溝昇/[ほか]著 秀和シ

永田治樹/編著

ステム

日本図書館協会
011.2 ｺﾄ 2016 図書館の法令と政策

東京大学出版会『UP』編集部/編 東

京大学出版会

小黒浩

司/著 青弓社

011 ﾅﾊ 2016 図書館制度・経営論

佐々波幸子

/著 かもがわ出版

著 翔泳社
2016

相

関図書館学方法論研究会/編 小林卓/[ほか著] 京

007.3 ｼｶ 2016 就活、転職の役に立つデジタル・IT
業界がよくわかる本

奥野宣之/著 朝

021.4 ｻﾀ 2016「伝わる」
印刷物の基本ルール

後藤敏行/著

木剛士/著 島崎肇則/著 誠文堂新光社

樹村房
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佐々

022.8 ﾐ 2016 美篶堂とつくるはじめての手製本

146.8 ｱｴ 2016 ひといちばい敏感な子

エレイン・

N.アーロン/著 明橋大二/訳 1 万年堂出版

美篶堂/著 河出書房新社
023.1 ﾀｶ 2016 オビから読むブックガイド

竹内勝

146.8 ｸﾉ 2016 交流分析にもとづくカウンセリング

巳/著 勉誠出版

倉成宣佳/著 ミネルヴァ書房

041 ﾄ 2016 高校生と考える世界とつながる生き方

146.8 ﾁﾃ 2016 フォーカシングワークブック

桐光学園中学校・高等学校/編 桐光学園中学校・

輝行/編 日笠 摩子/編 日本・精神技術研究所

高等学校/編 左右社
049 ｵ 5 おかんメール 5

近田

159 ｶｹ 2016 お金持ちはなぜ、
「教養」を必死に学ぶ
『おかんメール』制作委

のか?

員会/編 扶桑社

加谷珪一/著 朝日新聞出版

159 ﾓﾋ 2016 ファーストクラスに乗る人が大切にす

069 ﾅﾋ 2016 観光資源としての博物館

中村浩/編

る 51 の習慣

著 青木豊/編著 芙蓉書房出版

毛利仁美/著 プレジデント社

159 ﾛﾄ 2016 シンプルだから、贅沢

070.4 ﾏｶ 2016 新聞の正しい読み方

松林薫/著

ドミニック・

ローホー/著 原秋子/訳 講談社

NTT 出版

159.4 ｾﾏ 2016 伸びる女の社内政治力

071 ｱ 16-3 朝日新聞縮刷版 2016-3

朝日新聞社

071 ﾆ 16-1 日本経済新聞縮刷版 2016-1

関下昌代/

著 さくら舎

日本経済

159.4 ﾅﾋ 2016 好きなことが天職になる心理学

中

越裕史/著 PHP 研究所

新聞社
071 ﾆ 16-2 日本経済新聞縮刷版 2016-2

日本経済

159.7 ﾋ 2016 60 代からもっと人生を楽しむ人、ム

新聞社

ダに生きる人

071 ﾆ 16-3 日本経済新聞縮刷版 2016-3

日本経済

『PHP』編集部/編 PHP 研究所

162 ｼﾋ 2016 殺戮の宗教史

新聞社

島田裕巳/著 東京堂

出版

071 ﾖ 16-3 読売新聞縮刷版 2016-3

読売新聞東京

167 ｺﾔ 2016 イスラームを読む

本社

小杉泰/著 大修館

書店

080 ﾄ 870 エリュトラー海案内記 1

蔀勇造/訳註

167 ﾅｺ 2016 私はなぜイスラーム教徒になったのか

平凡社

中田考/著 太田出版
167.0 ｼｶ 2016 変革期イスラーム社会の宗教と紛争
塩尻和子/編著 板垣雄三/[ほか著] 明石書店

１００ 哲 学

182.8 ﾎ 2016 日本の名僧 100 人この一字
114.2 ｻｼ 2016 老いへの「ケジメ」

聞社出版局/編集 北國新聞社

斎藤茂太/著 新

182.8 ﾓﾏ 2016 高僧たちの奇蹟の物語

講社
116 ﾍｹ 2016 おもしろパラドックス

184 ｸﾘ 2016 反応しない練習

井筒俊彦/著

188.7 ｽﾌ 2016 親鸞
188.8 ｾ 20 禅の語録 20

193 ﾌﾉ 2016 物語と挿絵で楽しむ聖書

大前研一/

古川順弘/

著 宇野亞喜良/画 ナツメ社

143.7 ｴﾋ 2016 中高年がキレる理由(わけ)

193.9 ﾊｺ 2 マカベア戦記 下

(平凡

秦剛平/著 京都大学

学術出版会

社新書) 榎本博明/著 平凡社

198.2 ﾄｻ 2016 砂漠に引きこもった人々

岸見一郎/著 古賀史

戸田聡/

編訳 教文館

健/著 ダイヤモンド社
146.1 ｷｲ 2016 幸せになる勇気

竹下節子/著 中央公

論新社

著 小学館

146.1 ｷｲ 2016 嫌われる勇気

筑摩書房

190 ﾀｾ 2016 キリスト教の謎

(ワニの NEW

新書) 岸見 一郎/著 ベストセラーズ
141.5 ｵｹ 2016 「0 から 1」の発想術

末木文美士/著 ミネルヴァ

書房

アリストテレ

ス/[著] 内山勝利/編集委員 岩波書店
140.2 ｷｲ 2016 アドラー心理学入門

草薙龍瞬/著

KADOKAWA

慶應義塾大学出版会
131.4 ｱ 16 アリストテレス全集 16

森雅秀/著

朱鷺書房

ゲイリー・ヘ

イデン/著 マイケル・ピカード/著 創元社
120.8 ｲﾄ 12 井筒俊彦全集 第 12 巻

北國新

198.3 ｺﾐ 2016 あなたは見えないところで愛されて

岸見一郎/著 古賀

いる

史健/著 ダイヤモンド社
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郡美矢/著 KADOKAWA

221.0 ｻﾅ 2016 北朝鮮「終りの始まり」
/著 論創社

２００ 歴史・地理

227.3 ｺﾀ 2016 都市の起源
紙

ダニエル・スミス/著 小野智子/訳 日

マリー・ムーティエ/著 森内薫/訳 河出書

房新社

経ナショナルジオグラフィック社
208 ｵﾋ 7 岡田英弘著作集 7

小泉龍人/著 講談社

234.0 ﾑﾏ 2016 ドイツ国防軍兵士たちの 100 通の手

204 ｽﾀ 2016 絶対に明かされない世界の未解決ファ
イル 99

斎藤直樹

236.9 ｲｱ 2016 ポルトガル震災と独裁、そして近代

岡田英弘/著 藤原

へ

書店
210.2 ｺﾏ 2016 実力判定古文書解読力

市之瀬敦/著 現代書館

283.0 ﾇﾏ 2016 才女の歴史

小林正博/

マルヨ・T.ヌルミネン

/著 日暮雅通/訳 東洋書林

編著 柏書房
210.8 ｵﾄ 22 岩波講座日本歴史 第 22 巻

288.4 ｱ 2016 美智子さま和の着こなし

大津透/

編集部/編 高橋泰三/監修 朝日新聞出版

編集委員 桜井英治/編集委員 岩波書店
211 ｷｼ 2016 大学でまなぶ日本の歴史

週刊朝日

288.4 ｲﾏ 2016 昭和天皇は何と戦っていたのか

木村茂光/

上亮/著 小学館

編 小山俊樹/編 吉川弘文館
211 ﾀ 2 大学の日本史 2

山川出版社

288.4 ｼ 5 昭和天皇実録 第 5

東京書籍

211 ﾀ 3 大学の日本史 3

山川出版社

288.4 ｼ 6 昭和天皇実録 第 6

東京書籍

211 ﾀ 4 大学の日本史 4

山川出版社

288.4 ｼ 7 昭和天皇実録 第 7

東京書籍

211.8 ｵｶ 2016 日本人の朝鮮観

288.4 ﾜﾐ 2016 とっておきの美智子さま

小倉和夫/著 日本

渡邉みど

り/監修 マガジンハウス/編 マガジンハウス

経済新聞出版社
212 ｵﾅ 2016 縄文人の世界観

289.1 ｺｶ 2016 洛陽堂河本亀之助小伝

大島直行/著 国書刊

田中英夫/

著 燃焼社

行会
215 ﾀｻ 2016 大坂落城異聞

289.1 ｺﾏ 2016 後藤又兵衛

高橋敏/著 岩波書店

289.1 ｽｴ 2016 武士の娘

文/著 朝日新聞出版
216 ﾏｹ 1 黒船の思想 上

289.1 ﾊﾔ 2016 花森安治

ェイ
産経

笠井亮

平/著 白水社
289.3 ﾊｵ 2016 ハプスブルク帝国、最後の皇太子

217 ﾀｼ 2016 「日本を解体する」戦争プロパガンダ

エーリッヒ・ファイグル/著 関口宏道/監訳 朝日

高橋史朗/著 宝島社

新聞出版

217.5 ﾄｲ 1 太平洋の試練 ガダルカナルからサイパ

289.3 ﾏｱ 2016 帝国の参謀

イアン・トール/著 村上和久/

アンドリュー・クレピ

ネヴィッチ/著 バリー・ワッツ/著 日経 BP 社

訳 文藝春秋

290.1 ﾐｶ 2016 人間の営みがわかる地理学入門

217.5 ﾄｲ 2 太平洋の試練 ガダルカナルからサイパ
ン陥落まで 下

河出書房新社

289.2 ﾁﾊ 2016 インド独立の志士「朝子」

新聞取材班/著 産経新聞出版

ン陥落まで 上

杉本鉞子/著 小坂恵理/

訳 PHP エディターズ・グループ

前田啓一/著 ブックウ

217 ｻ 2016 国会議員に読ませたい敗戦秘話

(中公新書) 福田千鶴/

著 中央公論新社

(朝日新書) 山本博

215 ﾔﾋ 2016 大江戸御家相続

の現在

井

野一晴/著 ベレ出版

イアン・トール/著 村上和久/

290.9 ﾀ 1-11 地球の歩き方 A11 ミラノ、ヴェネツ

訳 文藝春秋
217.6 ﾊｹ 2016 はじまりの戦後日本

ィアと湖水地方

橋本健二/著

219.6 ｺｹ 2016 泉州南王子村の村落空間形成

290.9 ﾀ 1-20 地球の歩き方 A20 スペイン

高阪

『地球

の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

謙次/著 風媒社

290.9 ﾀ 1-8 地球の歩き方 A08 南仏プロヴァンスコ

市村高男/編

ート・ダジュール＆モナコ

大石一久/編 アルファベータブックス
219.9 ｸｻ 2016 琉球王国と戦国大名

『地球の歩き方』編集室 ダイ

ヤモンド・ビッグ社

河出書房新社

219.9 ｲﾀ 2016 石が語る西海の歴史

水

編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

黒嶋敏/著 吉

290.9 ﾀ 2-18 地球の歩き方 B18 カナダ東部

川弘文館
220 ｺﾁ 2016 古代東アジアとガラスの考古学

『地球の歩き方』
『地

球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

小寺

智津子/著 同成社
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291.0 ｷﾔ 2016 日本神話のふるさと写真紀行

清永

291.7 ﾏ 2017 松江・出雲 石見銀山 17

安雄/撮影 産業編集センター

292.1 ｶ 2017 韓国 17

291.0 ｼ 2016 ほんとうに気持ちいいキャンプ場 100
2016/2017 年版

291.0 ﾆ 2016 ニッポン絶景ロード 100
291.0 ﾊ 4 廃城をゆく 4

昭文社

293.0 ﾅﾏ 2016 欧州・トルコ思索紀行

BE-PAL 編集部/著 小学館

昭文社
内藤正典/

著 人文書院

枻出版社

293.5 ｽﾔ 2016 山猫先生オランダへゆく

鈴木康子

/著 幻冬舎メディアコンサルティング

イカロス出版

291.1 ｻ 2017 札幌 富良野・小樽・旭山動物園 17

295.3 ﾋｼ 2016〈民・魂・音〉から見たアメリカ

昭文社

樋

口 章信/著 英宝社

291.2 ﾀﾀ 2016 自転車で見た三陸大津波

武内孝夫

297.1 ﾐﾀ 2016 タスマニアを旅する 60 章

/著 平凡社

宮本忠/

著 明石書店

291.2 ﾔ 2017 山形 17

昭文社
JTB パブ

291.2 ﾙ 2017 るるぶ仙台松島宮城 17

３００ 社会科学

リッシング
JTB パブリッシ

291.2 ﾙ 2017 るるぶ東北 17

302.2 ｳｱ 2016 パレスチナを知るための 60 章

ング
291.3 ｴ 2016 駅から登山詳細ルートガイド

枻出

302.2 ｾｱ 2016 開発なき成長の限界

版社

アマルティ

ア・セン/著 ジャン・ドレーズ/著 明石書店

291.3 ﾆ 2017 日光・那須 17

昭文社

291.3 ﾆｼ 2016 尾瀬・日光・谷川岳

302.2 ﾓﾄ 2016 現代中国試論

西田省三/著 実

森本俊彦/著 ガリバ

ープロダクツ

業之日本社

302.2 ﾔﾔ 2016 実録・北の三叉路

291.4 ｶ 2016 金沢おさんぽマップ
291.4 ﾆ 2017 新潟佐渡 17

実業之日本社

291.5 ｶ 2017 軽井沢 17

マニュエル・トッド/著 堀茂樹/訳 文藝春秋
302.5 ｲｱ 2016 池上彰の世界の見方 アメリカ

昭文社

304 ｱ 2015 天声人語 2015 年 7 月-12 月
昭文社

304 ｸｷ 2016 こうして、2016 年、
「日本の時代」が

西田省三/著 実業

本格的に始まった!

之日本社

日下公人/著 ワック
(講談社現

304 ﾋｵ 2016 下り坂をそろそろと下る

291.5 ﾔ 2016 東海女子の山歩き

山女子編集部/

代新書) 平田オリザ/著 講談社

著 メイツ出版
291.5 ﾔ 2017 山梨 17

朝日新聞

論説委員室/著 朝日新聞出版

長沢洋/著 山と溪谷社

291.5 ﾆｼ 2016 北アルプス北部

池

上彰/著 小学館

昭文社

291.5 ｷ 2017 清里・八ケ岳 蓼科 17
291.5 ﾅﾋ 2016 山梨県の山

(文春新書) エ

302.3 ﾄｴ 2016 シャルリとは誰か?

交通新聞社西日本支社
291.5 ｲ 2017 伊勢志摩 17

安宿緑/著 双

葉社

昭文社

291.4 ﾎ 2016 北陸新幹線で行く西日本発信越・北陸

308 ｵﾏ 3 岩波講座現代 3
昭文社

大澤真幸/編集委員 佐

藤卓己/編集委員 岩波書店
JTB パブリッ

291.5 ﾙ 2017 るるぶ伊勢志摩 17

309.0 ﾒｻ 2016 資本の専制、奴隷の叛逆

シング

Sandro

Mezzadra/[ほか著] 廣瀬純/編著 航思社

291.5 ﾙ 2017 るるぶ軽井沢 17

JTB パブリッシ

311.2 ﾂﾐ 2016 ハンナ・アーレント

ング

対馬美千子/

著 法政大学出版局

291.6 ｵﾄ 2016 大阪府の山

岡田敏昭/著 岡田知子

312.1 ｺｼ 2016 小泉純一郎独白

/著 山と溪谷社

小泉純一郎/[述]

常井健一/著 文藝春秋

291.6 ｼ 2017 滋賀・びわ湖 17

昭文社

291.6 ｾﾐ 2016 古代飛鳥を歩く

(中公新書) 千田

312.2 ｶﾀ 2016 習近平暗殺計画

312.5 ﾄﾛ 2016 民主主義は可能か?

291.6 ﾀﾔ 2016 「琵琶湖」の絶景を望む近江の山歩

ロナルド・ド

ゥオーキン/著 水谷英夫/訳 信山社出版

竹内康之/著 淡交社

291.6 ﾙ 2017 るるぶ京都ベスト 17

加藤隆則/著 文藝

春秋

稔/著 中央公論新社
き 16 選

臼

杵陽/編著 鈴木啓之/編著 明石書店

312.9 ｲｱ 2016 入門国境学
JTB パブリ

著 中央公論新社

ッシング
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(中公新書) 岩下明裕/

312.9 ｾﾋ 2016 地政学で読む世界覇権 2030

ピー

327.9 ｶﾀ 2016 なぜ私は韓国に勝てたか
/著 産経新聞出版

ター・ゼイハン/著 木村高子/訳 東洋経済新報社
(中公新書ラクレ) 山

312.9 ﾔﾏ 2016 新・地政学

329.9 ｼ 2016 自治体担当者のための外国人住民基本

内昌之/著 佐藤優/著 中央公論新社
315.1 ﾔｶ 2016 公明党

台帳事務 Q&A 集

(中公新書) 薬師寺克行/著

329.9 ﾀ 2016 外国人の法律相談 Q&A
木下顕伸/著 PJP

317.2 ｻﾏ 2016 外務省犯罪黒書

せい
330 ﾐﾃ 2016 世の中のしくみがわかる経済ニュース

317.6 ﾅﾄ 2016 個人情報(プライバシー)丸裸のマイ
ナンバーはいらない!

の教科書

永山利和/編著 今西清/

宮崎哲也/著 ナツメ社

331 ｵﾋ 2016 ミクロ経済学の基礎

編著 大月書店

小川光/著 家森

信善/著 中央経済社

317.6 ﾐﾏ 2016 やさしいマイナンバー法入門

水町

331.1 ｼﾁ 2016 市場分析のための統計学入門

雅子/著 商事法務
(小学館

331.6 ﾊﾃ 2016 <資本論>第 2 巻・第 3 巻入門

新書) 円城寺雄介/著 小学館
堤直規/著

NTT 出版

332.1 ｾ 8 世界のなかの日本経済 8

学陽書房

332.1 ﾀﾍ 2016 バブル後 25 年の検証

318.3 ﾅﾏ 2016 自治体職員の働く権利 Q&A

中尾誠

332.5 ｽｼ 2016 スティグリッツ教授のこれから始ま

318.5 ﾏｽ 2016 自治体職員のための情報公開事務ハ

る「新しい世界経済」の教科書

松村享/著 第一法規

ジョセフ・E.

スティグリッツ/著 桐谷知未/訳 徳間書店

農山漁村文化協会

319.1 ﾋﾑ 2016 「反日」と「嫌韓」の同時代史

333.6 ｸﾎ 2016 2020 年世界経済の勝者と敗者

玄

334.4 ﾀ 2016 満蒙開拓青少年義勇軍の旅路

319.1 ﾏﾋ 2016 日本外交史ハンドブック

ポ

ール・クルーグマン/著 浜田宏一/著 講談社

武岩/著 勉誠出版
増田弘/

旅の

文化研究所/編 森話社

編著 佐藤晋/編著 有信堂高文社

335 ｳﾐ 2016 絶対に後悔しない!45 歳からの起業の

319.5 ﾊｹ 2016 米中激突で中国は敗退する

長谷川

心得

慶太郎/著 小原凡司/著 東洋経済新報社

日比恆明/著

秀和システム

細川幸一/著 慶應義塾大学出版会

320.9 ｼ 2015 重要判例解説 平成 27 年度

上野光夫/著 明日香出版社

335 ﾋﾂ 2016 くたばれベンチャー!

320 ﾎｺ 2016 大学生が知っておきたい生活のなかの

335.0 ｲｶ 4 稲盛和夫経営講演選集 第 4 巻
有斐閣

335.0 ｲｶ 5 稲盛和夫経営講演選集 第 5 巻

永田祐/編著 堀善昭/編著 ミネルヴァ書房
321 ﾏﾋ 2016 サイバー社会への法的アクセス

稲盛和

夫/著 京セラ株式会社/編 ダイヤモンド社

321 ﾅﾕ 2016 よくわかる権利擁護と成年後見制度

稲盛和

夫/著 京セラ株式会社/編 ダイヤモンド社
松本

335.0 ｲｶ 6 稲盛和夫経営講演選集 第 6 巻

博/編 法律文化社

稲盛和

夫/著 京セラ株式会社/編 ダイヤモンド社

323.1 ﾊﾉ 2016 新・どうなっている!?日本国憲法

335.0 ｼｶ 2016 起業百話

播磨信義/編著 上脇博之/編著 法律文化社

ロダクション協会

323.1 ﾐｷ 2016 占領憲法の正体

竹中平蔵/

編著 高橋洋一/[ほか]執筆 東京書籍

/編集代表 渥美雅康/編集代表 日本評論社

318.6 ｼ 4 series 田園回帰 4

デヴ

ィッド・ハーヴェイ/著 森田成也/訳 作品社

318.3 ﾂﾅ 2016 公務員 1 年目の教科書

ンドブック

清水

千弘/著 朝倉書店

318.3 ｴﾕ 2016 県庁そろそろクビですか?

南出 喜久治/著

崔英靖/

編著 大西正志/編著 晃洋書房
飯塚予

335.2 ｱﾀ 2016 社長解任

始子/著 中村重樹/著 自由国民社

有森隆/著 さくら舎

335.2 ﾆ 2016 ニッポン経営名鑑

日経トップリー

ダー/編 日経 BP 社

325.2 ｵｶ 2016 会社法のツボとコツがゼッタイにわ
大越一毅/著 秀和システム

327.6 ｼﾀ 2016 よくわかる刑事訴訟法

塩原勝美/著 全国編集プ

335.1 ｻﾋ 2016 ここから始める経営入門

国書刊行会
324.8 ｲﾖ 2016 民事信託のことがわかる本

かる本

第一東京弁

護士会人権擁護委員会国際人権部会/編 ぎょう

佐藤優/著 講談社

エディトリアル

法律

市町村自治研究会/編著 日本

加除出版

中央公論新社
316.8 ｷｱ 2016 ISIS と戦う

加藤達也

335.2 ﾊﾅ 2016 企業家活動でたどるサステイナブル
椎橋隆幸/

経営史

編著 ミネルヴァ書房
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長谷川直哉/編著 文眞堂

335.3 ｲｼ 2016 アメリカで「小さいのに偉大だ!」と
いわれる企業の、シンプルで強い戦略

338 ﾋｱ 2016 金融・ファイナンス
/著 朝日新聞出版

石塚し

のぶ/著 PHP 研究所

338.1 ｸﾂ 2016 株の学校

335.3 ｼ 2016 中小企業の経済学

商工組合中央金

338.1 ﾌﾌ 2016 一番やさしい資産運用の教科書

335.3 ﾆ 2016 中小企業のための事業承継ハンドブッ

338.1 ﾔｵ 2016 株の超入門書
宣

永井孝尚/著

338.8 ﾊ 2016 初めてのスイスプライベートバンク入
門

336.1 ﾌﾄ 2016 企画書のツボとコツがよ〜くわかる

日経 BP 社

338.9 ﾅｹ 2016 インドビジネス 40 年戦記

中島敬

二/著 日経 BP 社

藤木俊明/著 秀和システム

336.1 ﾐｺ 2016 CxO のための情報セキュリティ

三

339.4 ｻｺ 2016 10 年後に後悔しない保険の選び方・

宅功/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

使い方

336.2 ｼﾋ 2016 誰も教えてくれない考えるスキル

西藤広一郎/著 長崎亮/著 幻冬舎

341 ｱﾀ 2016 入門財政学

芝本秀徳/著 日経 BP 社

浅羽隆史/著 同友館

345 ｱﾔ 2016 図解わかる税金 2016-2017 年版

336.2 ﾏｼ 2016 即決できる人のフレームワーク

松

芥

川靖彦/著 篠崎雄二/著 新星出版社

島準矢/著 ナツメ社

345 ﾀﾄ 2016 個人事業主のための節税のしくみがわ

336.3 ｺﾖ 2016 職場を幸せにするメガネ

小林嘉男

かる本

/著 まる出版

高橋智則/著 同文舘出版

345.1 ﾌｲ 1 租税法入門 上巻

336.3 ﾊﾃ 2016 世界基準のリーダー養成講座

テイ

福浦幾巳/編著 中央

経済社

シー・バイアム/著 リチャード・ウェリンズ/著

345.1 ﾔﾓ 2016 税制改正まるわかり! 平成 28 年度版

朝日新聞出版

山本守之/著 税務経理協会

336.4 ｲﾉ 2016 配転・出向・降格の法律実務

石嵜

345.5 ﾚ 2016 ひと目でわかる!図解「実家」の相続

河野

345.7 ﾆ 2016 Q&A すぐわかる軽減税率

信憲/編著 加島幸法/[ほか著] 中央経済社
336.4 ｺｼ 2016 給与計算をするならこの 1 冊

レガシィ/著 青春出版社

順一/著 自由国民社

日本経済

新聞社/編 日本経済新聞出版社

336.4 ｾﾀ 2016 超一流の謝り方

千田琢哉/著 総合

350.1 ｶﾋ 2016 1 歩前からはじめる「統計」の読み

法令出版

方・考え方

336.4 ﾆﾏ 2016 職場にいる不機嫌な人たち

西多昌

神林博史/著 ミネルヴァ書房

358.1 ｺ 2016 我が国の人口動態 平成 28 年

規/著 KADOKAWA

厚

生労働省大臣官房統計情報部/編 厚生労働統計

336.4 ﾊｷ 2016 絶対に間違えなくなる!給与計算の最

協会

濱田京子/著 アニモ出版

336.4 ﾎｸ 2016 ビジネスマナーの解剖図鑑

361.4 ｲｼ 2016 京都ぎらい

北條久

361.5 ｲｷ 2016 <花>の構造
三宅直/著

石川九楊/著 ミネルヴ

ァ書房

産労総合研究所出版部経営書院

361.5 ﾄﾏ 2016 日本文化に何をみる?

336.4 ﾛ 2016 女性活躍推進-法対応と課題解決 Q&A

東谷護/著

マイク・モラスキー/著 共和国

労務行政研究所/編 労務行政

361.8 ﾀﾄ 2016 21 世紀日本の格差

336.9 ｲｾ 2016 2 時間で丸わかり会計の基本を学ぶ

橘木俊詔/著 岩

波書店

岩谷誠治/著 かんき出版
336.9 ｶﾄ 2016 新・会計図解事典

(朝日新書) 井上章一/

著 朝日新聞出版

美子/著 エクスナレッジ
336.4 ﾐﾀ 2016 退職金規程と積立制度

364.0 ｻﾉ 2016 福祉国家の制度と組織

佐々木伯朗

/著 有斐閣

金子智朗/著 日

経 BP 社

364.3 ｸﾃ 2016 社労士の「お仕事」と「正体」がよ

336.9 ｺﾀ 2016 簿記試験合格者のためのはじめての
経理実務

竹

川美奈子/著 プレジデント社

KADOKAWA

強チェックリスト

安恒理/著 高橋書店

338.8 ﾀﾐ 2016 臆病な人でもうまくいく投資法

伝会議『販促会議』編集部/編集 宣伝会議
336.1 ﾅﾀ 2016 そうだ、星を売ろう

藤

川太/監修 西東社

日本公認会計士協会東京会/編 清文社

336.1 ｾ 2016 実際に提案された秘蔵の企画書

本

窪田剛/著 柴田博人/監

修 高橋書店

庫/編 岡室博之/監修 千倉書房
ク

平野敦士カール

〜くわかる本

小島孝子/著 税務経理協会
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久保輝雄/著 秀和システム

364.6 ﾅﾕ 2016 図解わかる年金 2016-2017 年版

369.2 ﾅｻ 2016 Q&A で理解する就労支援 IPS
さとみ/編著 飯野雄治/編著 EDITEX

中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社
365.3 ｸﾘ 2016 マンションの設備・管理が一番わか
る

369.2 ﾉｼ 2016 Q&A 障害者差別解消法

日下部理絵/著 技術評論社
DECO/

369.2 ﾒ 2016 高齢者とつくる壁面かざり 12 か月

編 技術評論社

目白大学/監修 小林修二/監修 日本文芸社

366 ｽﾗ 2016 働くことの哲学

ラース・スヴェンセ

369.2 ﾖﾋ 2016 われらは愛と正義を否定する

ン/[著] 小須田健/訳 紀伊國屋書店

369.3 ｴ 2016 TSUNAMI

荘司芳樹/著 新星出版社

ット

55 プラスライ

369.3 ｼﾉ 2016 津波避難学

フデザイン室/著 KADOKAWA
366.2 ﾃ 2016 ローカル仕事図鑑

清水宣明/著 すぴか

書房
DECO/編 技術

369.3 ｾﾐ 5 東日本大震災と地域産業復興 5

評論社

関満

博/著 新評論

366.2 ﾆ 2016 働きかた Next 選ぶのはあなた

日本

369.3 ﾄﾉ 2016 福島原発事故 漂流する自主避難者た

経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

ち

367.1 ｶﾀ 2016 教養としてのジェンダーと平和

風

369.3 ﾏｷ 2016 災害と行政

ランディ・バ

松岡京美/編 村山徹/

編 晃洋書房

ンクロフト/著 ジャク・パトリッシ/著 明石書店
367.2 ｻｱ 2016 貧困女子のリアル

原田隆司/著 世界

思想社

367.1 ﾊﾗ 2016 別れる?それともやり直す?カップル
関係に悩む女性のためのガイド

戸田典樹/編著 明石書店

369.3 ﾊﾀ 2016 震災を生きぬく

間孝/編著 加治宏基/編著 法律文化社

369.3 ﾏｷ 2016 社会防災の基礎を学ぶ

(小学館新書)

前林清和/

著 昭和堂

沢木文/著 小学館

369.3 ﾔｶ 2016 現場(フィールド)でつくる減災学

367.3 ﾄﾌ 2016 わが子の声なき声を聴きなさい

富

矢守克也/編 宮本匠/編 新曜社

田富士也/著 ハート出版

369.3 ﾔﾕ 2016 巨大地震による複合災害

367.3 ﾏｳ 2016 パークアヴェニューの妻たち

吉田千亜/著 岩波書店

安川雅史/著 ぎょうせい

369.3 ﾖﾅ 2016 絶望と希望
ル

和田隆昌/著 潮

出版社

田淵俊彦/著

369.4 ｵﾘ 2016 子どもの生活を支える児童家庭福祉

NNN ドキュメント取材班/著 河出書房新社
369 ﾐﾄ 2016 地域包括ケアシステムのすすめ

吉原直樹/著 作品社

369.3 ﾜﾀ 2016 まさか我が家が!?

ース・キャンベル/監修 黒川由紀子/監修 木楽舎
368.6 ﾀﾄ 2016 ストーカー加害者

(岩波新書) 新赤版

369.3 ﾖﾁ 2016 ルポ母子避難

367.6 ﾔﾏ 2016 子どものスマホ・トラブル対応ガイ
367.7 ｷﾙ 2016 いちばん未来のアイデアブック

八木勇治

/編著 大澤義明/編著 筑波大学出版会

ウェ

ンズデー・マーティン/著 佐竹史子/訳 講談社

大塚良一/編著 小野澤昇/編著 ミネルヴァ書房

宮崎

369.4 ｻｹ 2016 児童・家庭福祉の基礎とソーシャル

山野学苑/編集 中央法

369.4 ﾔﾄ 2016 「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす

徳子/監修 豊島泰子/編著 ミネルヴァ書房
369 ﾔ 2016 美容福祉概論

沿岸技術研究センター

「TSUNAMI」 改訂編集委員会/編 丸善プラネ

366.2 ｺ 2016 55 歳からの生き方を見つける!年金じ
ゃ足りない収入を得る仕事 100

横田

弘/著 立岩真也/著 生活書院

366.1 ｼﾖ 2016 図解わかる労働基準法 2016-2017 年

ド

野村茂樹/

編 池原毅和/編 生活書院

365.3 ﾃ 2016 アナザー拠点のつくりかた

版

中原

ワーク

櫻井慶一/著 学文社

(光文社新書) 矢満田篤二/著

規出版
369.2 ｼｸ 2016 字幕とメディアの新展開

柴田邦臣

萬屋育子/著

光文社

/編著 吉田仁美/編著 青弓社

370.4 ｱﾗ 2016 逆転の教育

ラッセル・L.エイコフ

369.2 ﾀﾘ 2016 障がい者が学び続けるということ

/著 ダニエル・グリーンバーグ/著 緑風出版

田中良三/編著 藤井克徳/編著 新日本出版社

370.4 ｲｷ 2016 人間力を高める脳の育て方・鍛え方

369.2 ﾁ 2016 障害者差別解消法事業者のための対応
指針<ガイドライン>

井口潔/著 育鵬社

中央法規出版編集部/編

371.4 ﾌﾋ 2016 使える脳の鍛え方

ピーター・ブラ

ウン/著 ヘンリー・ローディガー/著 NTT 出版

集 中央法規出版
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374.3 ﾀﾉ 2016 教員のためのリフレクション・ワー
クブック

377.9 ｲﾋ 2016 キャリア・プランニング
/編著 中島由佳/編著 ナカニシヤ出版

武田信子/編著 金井香里/編著 学事

出版

377.9 ﾅﾐ 2016 集団面接・集団討論完全対策マニュ

374.3 ﾌﾉ 2016 教職入門

藤本典裕/編著 図書文

アル

化社

中谷充宏/著 秀和システム

378 ｷﾖ 2016 発達障害の可能性がある子どもの保護

374.6 ﾆ 2016 PTA90 事例

日本 PTA 全国協議会/

者支援

著 ジアース教育新社

木曽陽子/著 晃洋書房

378 ﾀｻ 2016 自閉症スペクトラムのある子を理解し

374.6 ﾌﾏ 2016 モンスターマザー

福田ますみ/著

て育てる本

新潮社

田中哲/監修 藤原里美/監修 学研

プラス

374.8 ｼｱ 2016 北欧スウェーデン発 森の教室

A.

378 ﾔﾋ 2016 発達障害の子の脳を育てる運動遊び

シェパンスキー/編著 L.O.ダールグレン/編著

柳澤弘樹/監修 講談社

北大路書房

379.9 ｺﾔ 2016 図解ウチの男子とパパの「??」がス

375 ﾃｷ 2016 観光教育への招待

寺本潔/編著 澤達

ッキリする本

大/編著 ミネルヴァ書房

小崎恭弘/著 学研プラス

379.9 ﾅｼ 2016 男の子のお母さんがやってはいけな

375.1 ﾊﾓ 2016 無理なくできる学校の ICT 活用

長

い 10 の習慣

谷川元洋/監修・著 松阪市立三雲中学校/編著 学

永井伸一/著 青春出版社

379.9 ﾔﾏ 2016 不器用っ子が増えている

事出版

谷田貝公

昭/編著 一藝社

376.1 ｱﾉ 2016 乳幼児に対する母親のタッチに関す
る研究

382.4 ﾀｹ 2016 アフリカの老人

麻生典子/著 風間書房

田川玄/編 慶田勝

彦/編 九州大学出版会

376.1 ｲｱ 2 かわいくたのしいペープサート 2

井

383.1 ｳﾘ 2016 ヨーロッパ服飾物語

上明美/編著 イシグロフミカ/イラスト 自由現

内村理奈/著

北樹出版

代社(発売)

383.1 ﾄﾖ 2016 フランス・モード史への招待

376.1 ｳﾔ 2016 現場の視点で学ぶ保育原理

上野恭

383.5 ﾌｱ 2016 ネフェルティティもパックしていた

376.1 ｵﾄ 2016 保育所・施設実習ハンドブック

小

アンヘラ・ブラボ/著 今木照美/訳 原書房

原敏郎/編著 直島正樹/編著 ミネルヴァ書房

383.8 ﾅﾕ 2016 シベリア先住民の食卓

376.1 ｶｷ 2016 子どもは描きながら世界をつくる

/編 長崎郁/編 東海大学出版部

片岡杏子/著 ミネルヴァ書房

384.3 ｵｹ 2016 山棲みの生き方

376.1 ﾄｷ 2016 0・1・2 歳児の心と体を育む手作り
376.1 ﾅﾘ 2016 ママ、もっと自信をもって

岡惠介/著 大河

386.8 ﾌﾊ 2016 世界無形文化遺産データ・ブック

中川李

2016 年版

枝子/著 日経 BP 社

古田陽久/著 古田真美/著 シンクタ

ンクせとうち総合研究機構

376.1 ﾎﾏ 2016 わかる!安心!自信がもてる!保育・教

387 ｼ 2016 縁起物

寳川雅子/著 中央

『現代用語の基礎知識』編集

部/編 自由国民社

法規出版

388.1 ｳﾕ 2016 日中韓の昔話

376.1 ﾜﾀ 2016 事例で見る園の防災・危機管理

脇

388.3 ｶｼ 5 フランス民話集 5

376.4 ﾊｼ 2016 「超」進学校開成・灘の卒業生

鵜野祐介/編著 みや

び出版

貴志/著 フレーベル館
(ち

金光仁三郎/訳 渡

邉浩司/訳 中央大学出版部

くま新書) 濱中淳子/著 筑摩書房
376.8 ｵﾄ 2016 ルポ塾歴社会

永山ゆかり

書房

東間掬子/著 木曜会/著 世界文化社

育実習完全サポートブック

徳井

淑子/著 朝倉三枝/著 悠書館

裕/編 大橋喜美子/編 教育出版

遊具

石上浩美

391.6 ﾗﾃ 2016 スノーデン・ショック

(幻冬舎新書) おお

デイヴィッ

ド・ライアン/[著] 田島泰彦/訳 岩波書店

たとしまさ/著 幻冬舎
377.1 ﾅﾀ 2016 ファシリテーションで大学が変わる
中野民夫/編著 三田地真実/編著

４００ 自然科学

ナカニシヤ

出版
377.7 ｵﾏ 2016 学振申請書の書き方とコツ

402.9 ﾅ 2016 南極読本
大上雅

編 成山堂書店

史/著 講談社
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南極 OB 会編集委員会/

404 ｳｳ 2016 人間 VS テクノロジー

ウェンデル・

482 ﾑｹ 2016 東山絶滅動物園

ウォラック/著 大槻敦子/訳 原書房
407 ｸﾄ 2016 研究不正

木シュウジ/文 三恵社

(中公新書) 黒木登志夫/著

488.1 ｲﾄ 2016 見る聞くわかる野鳥界 識別編

中央公論新社
安藤

489.9 ｻｺ 2016 チンパンジーは 365 日ベッドを作る
(ポプラ新書) 座馬耕一郎/著 ポプラ社

哲哉/著 数学書房
410 ﾊﾋ 2016 国際バカロレアの数学

馬場博史/著

490.1 ｵﾀ 2016 今日が人生最後の日だと思って生き

松柏社

なさい
ダニエル・フライシュ/[著] ロ

490.1 ﾀﾖ 2016 医療者と宗教者のためのスピリチュ

(ブルーバックス) 小林道正/著 講談社
418.1 ｻﾃ 2016 直接構造化コーディング

アルケア
齋藤鐵男

谷山洋三/著 中外医学社
(平凡社新書)

490.1 ﾇｼ 2016 これからの死に方

/著 丸善プラネット

橳島次郎/著 平凡社

418.6 ﾖｱ 2016 パブロフくんと学ぶ電卓使いこなし

490.4 ﾄｽ 2016 どちらであっても

よせだあつこ/著 中央経済社

徳永進/著 岩波

書店

419.2 ｿﾖ 2016 古代中国数学「九章算術」を楽しむ

491.1 ｸﾖ 2016 解体新書

[クルムス/著] [杉田玄白

/譯] 西村書店

孫栄健/編・著 言視舎

421 ﾗﾘ 2016 ダークマターと恐竜絶滅

リサ・ラン

491.8 ｿｹ 2016 「免疫ビタミン」のすごい力

ドール/著 向山信治/監訳 NHK 出版
440.1 ﾏﾏ 2016 爆発を好む宇宙

(ワ

ニブックス|PLUS|新書) 杣源一郎/著 ワニ・プ

松岡勝/著 丸善プ

ラス

ラネット

492.7 ﾖﾋ 2016 「かかと」整体で絶不調がスッキリ

442.7 ﾀﾀ 2016 星と月の撮り方入門

田中達也/著

消える!

インプレス

米澤浩/著 さくら舎

492.9 ﾌﾔ 2016 在宅看取りマニュアル

449.3 ﾄﾀ 2016 春夏秋冬土用で暮らす。

冨田貴史

藤原泰子/

著 真興交易(株)医書出版部

/著 植松良枝/著 主婦と生活社
450 ﾏﾎ 2016 自然地理のなぜ!?48

493.0 ﾏｼ 2016「病は気から」を科学する
松本穂高/著 二

ジョー・

マーチャント/著 服部由美/訳 講談社

宮書店
451 ｵﾖ 2016 一般気象学

立花隆/著 文藝

春秋

417.1 ｺﾐ 2016 世の中の真実がわかる「確率」入門

本

小澤竹俊/著 アスコム

490.1 ﾀﾀ 2016 死はこわくない

ーラ・キナマン/[著] 岩波書店

BOOK

石

塚徹/著 山岸哲/監修 信濃毎日新聞社

410 ｱﾃ 2016 中学生からの数学オリンピック

413.6 ﾌﾀ 2016 波動

武藤健二/写真 佐々

493.1 ｵﾀ 2016 食べながら血糖値を下げる!朝昼晩ご
小倉義光/著 東京大学出

ちそうレシピ

大柳珠美/監修 みなくちなほこ

/料理 徳間書店

版会
454.6 ｼﾏ 2016 砂漠と気候

篠田雅人/著 成山堂

493.1 ﾀｶ 2016 高齢者終末医療最良の選択

書店

高林克

日己/著 ゲイン

457 ﾂｶ 2016 ときめく化石図鑑

土屋香/文 土屋健

493.1 ﾀｼ 2016 放射線必須データ 32

/監修 山と溪谷社

田中司朗/編

角山雄一/編 創元社

467.3 ｷﾈ 2016 ジャンク DNA

ネッサ・キャリー/

493.1 ﾐﾃ 2016 患者さんも知りたいアレルギーの知

著 中山潤一/訳 丸善出版

識

470.4 ﾏﾄ 2016 牧野富太郎

牧野富太郎/著 平凡社

479.7 ｺﾌ 2016 桜の樹木学

近田文弘/著 技術評

493.2 ｼ 2016 すぐわかるコレステロール・中性脂肪
田井基文/著 講

を自力でぐんぐん下げる本

談社
480.9 ｳｱ 2016 日本の動物政策

主婦の友社/編 主

婦の友社
打越綾子/著 ナカ

493.4 ｲｺ 2016 ウルトラ図解甲状腺の病気

ニシヤ出版
481.7 ﾌﾄ 2016 干潟生物観察図鑑

(幻冬舎新書) 山

田悟/著 幻冬舎

論社
480.4 ﾀﾓ 2016 どうぶつのくに

宮本昭正/編 医薬ジャーナル社

493.1 ﾔｻ 2016 糖質制限の真実

伊藤公

一/監修 法研
風呂田利夫/著

493.4 ｲｼ 2016 図解決定版すい臓の病気と最新治療&

多留聖典/著 誠文堂新光社

予防法
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伊佐地秀司/監修 日東書院本社

493.6 ｹ 2016 腰痛解消!「神の手」を持つ 16 人 2016
最新版

498.3 ﾓﾉ 2016 100 歳夫婦力!

現代書林特別取材班/著 現代書林

493.6 ﾐﾋ 2016 痛くないストレッチ

本岡典子/著 中央

公論新社

三木英之/監

498.5 ｺﾀ 2016 江戸の健康食

修 KADOKAWA

小泉武夫/著 河出書

房新社

493.7 ｱﾀ 2016 ボケない暮らし 30 カ条

朝田隆/

498.5 ｼ 2016 早わかり目でみる食品&食材成分事典

著 法研

主婦の友社/編 主婦の友社

493.7 ｱﾖ 2016 認知症は早期発見で予防できる

青

498.5 ﾅﾖ 2016 栄養の教科書

柳由則/著 文藝春秋
493.7 ｵﾉ 2016 脳からみた自閉症

(ブルーバック

498.5 ﾈﾕ 2016 台所漢方

ス) 大隅典子/著 講談社
493.7 ｶﾅ 2016 一流の狂気

中嶋洋子/監修 新星

出版社
根本幸夫/著 池田書店

498.5 ﾌﾀ 2016 健康管理する人が必ず知っておきた
ナシア・ガミー/著 山

い栄養学の○と×

岸洋/訳 日本評論社

古畑公/著 木村康一/著 誠

文堂新光社

493.7 ｻﾏ 2016 図解よくわかるパーキンソン病の最
新治療とリハビリのすべて

498.5 ﾑﾏ 2016 食品の保存テク便利帳

作田学/監修 日東

監修 学研プラス

書院本社

498.9 ﾀｱ 2016 指紋と近代

493.7 ﾙﾊ 2016 教えてルモアンヌ先生、精神科医は
いったい何の役に立つのですか?

高野麻子/[著] みすず

書房

パトリッ

499.0 ｱﾋ 2016 最新医薬品業界の動向とカラクリが

ク・ルモアンヌ/著 渡邊拓也/訳 新泉社
493.8 ﾎﾏ 2016 帯状疱疹の痛みをとる本

村田容常/

よ〜くわかる本

本田まり

荒川博之/著 秀和システム

499.8 ｼﾕ 2016 漢方薬事典

こ/監修 講談社

嶋田豊/監修 「きょう

の健康」番組制作班/編 主婦と生活社

493.9 ｴﾀ 2016 子どものアトピー性皮膚炎正しい治
療法

江藤隆史/監修 講談社

５００ 技 術

493.9 ｴﾓ 2016 食物アレルギーのつきあい方と安心
レシピ

海老澤元宏/監修 林典子/栄養監修 ナ

501.3 ｺﾀ 2016 図解ゼロからわかる材料力学

ツメ社
493.9 ｸｻ 2016 新生児の疾患・治療・ケア

楠田聡

501.6 ｲﾋ 2016 エネルギーのはなし

/監修 メディカ出版
一宮茂子/著 岩波書店

494.8 ｲｻ 2016 薄毛の科学

板見智/監修 乾重樹

504 ｼ 2016 システムのレジリエンス

ズ・レジリエンスプロジェクト/著 近代科学社

494.8 ｳﾐ 2016 図解アトピーを治して妊娠する本

504 ﾌ 2016 未来の科学者のためのナノテクガイドブ

植松 光子/著 植松 未来/著 農山漁村文化協会

ック

494.9 ﾄﾔ 2016 腎臓病の人のためのひと目でよくわ

507.2 ﾄﾋ 2016 企業実務家のための実践特許法

494.9 ﾜｼ 2016 腎臓機能を保つおいしい低たんぱく
渡邊昌/監修 昇みき枝/献立作成 主

507.9 ﾀ 2 田宮模型全仕事 2

タミヤ/編 文藝春秋

510.9 ｽﾋ 2016 やさしい建設業簿記と経理実務
清水一郎/著 西村書店

495.4 ｼ 2016 i-wish…ママになりたい

外

川英明/著 中央経済社

婦の友社

鈴

木啓之/著 日本法令

不妊治療

511.7 ﾌｱ 2016 メディアとしてのコンクリート

情報センター/編集 シオン
497 ｳﾀ 2016 ブラキシズム

物質・材料研究機構/著 エヌ・ティー・

エス

富野康日己/監修 学研プラス

495 ｼｲ 2016 老いない美人

情報・シス

テム研究機構新領域融合研究センターシステム

/[ほか]著 日刊工業新聞社

かる食品成分表

稲場秀明/著

技報堂出版

494.6 ｲｼ 2016 移植と家族

食レシピ

小峯

龍男/著 技術評論社

エ

イドリアン・フォーティー/著 坂牛卓/訳 鹿島出
牛島隆/著 栃原秀紀/

版会

著 医歯薬出版
498.0 ﾉｶ 2016 患者は知らない医者の真実

514.9 ﾖ 2016 世界の魅惑のトンネル
野田一

洋泉社編集

部/編 洋泉社

成/[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

515.8 ﾆ 2016 橋の改修・改良図鑑

498.1 ｷﾉ 2016 医療費のしくみ 2016-2017 年度版

ラクション/編 日経 BP 社

木村憲洋/著 川越満/著 日本実業出版社
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日経コンスト

518.8 ｼﾋ 5 水都学 5

陣内秀信/編 高村雅彦/編 法

549 ｺﾃ 2016 電子工作は失敗から学べ!

政大学出版局

著 技術評論社

518.8 ﾔﾀ 2016 住環境保全の公共政策

山岸達矢/

559.2 ﾆﾛ 2016 ナパーム空爆史

著 法政大学出版局
519.3 ﾄ 2016 黄砂

鳥取大学乾燥地研究センター/

565.8 ｻｶ 2016 すごい!希少金属

向殿政男/著

578.4 ｱｺ 2016 射出成形大全

東洋経済新報社

有方広洋/著 日刊工

業新聞社
(講談社現代新書)

520.4 ｾﾐ 2016 人が集まる建築

578.4 ｷ 2016 基礎からわかる FRP

仙田満/著 講談社
黒沢隆/著 黒

579.9 ﾊﾔ 2016 背信

沢隆研究会/編 鹿島出版会
苅谷勇雅/編著 西

しむ

村幸夫/編著 山川出版社

飲食店日本酒提供者協会/監修 技術評

論社

525.1 ﾆ 2016 実例に学ぶ設計ミスを防ぐ建築実務の

588.5 ｲﾅ 2016 ぷしゅ よなよなエールがお世話にな

日経アーキテクチュア/編 日経 BP 社

527 ｻﾐ 2016 かわいい隠れ家

林原靖/著 ワック

588.5 ｲ 2016 うまい日本酒を知る、選ぶ、もっと楽

521.8 ｶﾕ 2 日本の町並み 下巻

ります

ミミ・ザイガー/著

井手直行/著 東洋経済新報社

588.5 ｷｶ 2016 和食とうま味のミステリー

黒崎 敏/訳 二見書房

北本勝

ひこ/著 河出書房新社

527 ﾂ 2016 ツリーハウスを作りたい

ツリーハウ

588.5 ﾆﾏ 2016 酒類流通システムのダイナミズム

ス倶楽部/編 二見書房

二宮麻里/著 有斐閣

527.1 ｺ 2016 子どもと楽しむ暮らしの教科書

枻

589.2 ﾓﾉ 2016 一生使える服選び

出版社

森本のり子/著

宝島社

528.2 ｵﾄ 2016 空調設備が一番わかる

大高敏男/

589.2 ﾜﾅ 2016 日本の制服 150 年

著 佐々木美弥/著 技術評論社

589.7 ﾂﾀ 2016 仕事文具

澤武一/著 日刊工業新聞社

589.7 ﾋｹ 2016 ゲームクリエイターの仕事

いのうえこーいち/著 世界文化社
徳大寺

590 ｴ 2016 OURHOME

有恒/著 草思社

Emi/著 ワニブックス

590 ｶ 2016 家事上手になれる本

537.9 ｻﾘ 2016 なぜ、一流になる男は軽自動車を買
540.9 ｷｼ 2016 電力自由化がわかる本

holon/著 大和書房

木舟辰平/

590 ﾏ 2016 エコな生活

著 柳沼倫彦/著 洋泉社

マキ/著 KADOKAWA

590 ﾔｾ 2016 少ない物ですっきり暮らす

547.4 ｱﾁ 2016 一歩先にいく WordPress のカスタマ

やまぐち

せいこ/著 ワニブックス

相原知栄子/著 大曲仁/著 翔

590.4 ｵﾕ 2016 3 人子持ち働く母のモノを減らして

泳社

家事や家計をラクにする方法

尾崎友吏子/著

KADOKAWA

547.4 ｷﾏ 2016 この一冊で全部わかるサーバーの基
きはしまさひろ/著 SB クリエイティブ

590.4 ﾖ 2016 大橋鎭子さんが教えてくれた「ていね

電気学会第 2

いな暮らし」

次 M2M 技術調査専門委員会/編 森北出版

洋泉社編集部/編 洋泉社

591 ｵﾋ 2016 隠れ貧困

547.4 ﾃ 2016 小さなお店、小さな会社のためのウェ
ブサイト&ネットショップ制作

枻出版社

590 ﾎ 2016 シンプルライフ 100 のアイデア

里中李生/著 ベストセラーズ

547.4 ﾃ 2016 M2M/IoT システム入門

蛭田健

司/著 翔泳社

537.8 ﾄｱ 2016 徳大寺有恒のクルマ運転術

イズがわかる本

土橋正/著 東洋経済新

報社

536.1 ｲｺ 2016 国鉄蒸気機関車 156 機関区全図鑑

わないのか

渡辺直樹/著 青

幻舎

532.6 ｻﾀ 2016 目で見てわかるドリルの選び方・使

(朝日新書) 荻原博子/著 朝

日新聞出版

デジタルステ

591 ﾊﾏ 2016 図解ゼロからわかる!最新お金の教科書

ージ/監修 ビー・エヌ・エヌ新社

畠中雅子/監修 学研プラス

547.4 ﾌﾕ 2016 この一冊で全部わかるネットワーク
の基本

強化プラスチ

ック協会/編 コロナ社

521 ｸﾀ 2016 CONCEPTUAL 日本建築

本

齋藤勝裕/著 日

本実業出版社

519.9 ﾑﾏ 2016 入門テキスト安全学

い方

ロバート・M.ニ

ーア/著 田口俊樹/訳 太田出版

監修 黒崎泰典/編 丸善出版

勘所

後閑哲也/

592.7 ﾃ 2016 DIY で作るナチュラルな子ども家具

福永勇二/著 SB クリエイティブ

主婦と生活社
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593.1 ﾜ 2016 切らずにできる着物の作り帯

和ら

596 ｲﾌ 2016 男の“ええ加減”料理はフライパンひ

593.3 ｱﾏ 2016 ハンドメイドベビー服 enanna の 80

596 ｷｶ 2016 サルベージ・パーティから生まれた「使

く会/著 河出書房新社

とつ

〜90 センチサイズのかわいいお洋服

朝井 牧

い切る」ための 4 つのアイデアと 50 のレシピ

子/著 日東書院本社

キムラカズヒロ/著 フードサルベージ/監修 誠

593.3 ｲﾐ 2016 大人のワンピースとチュニック

伊

文堂新光社

藤みちよ/[著] 日本ヴォーグ社

596 ｼ 2016 街食本 2016

593.3 ｵ 2016 おばあちゃまのチュニック&ワンピー
ス

596 ﾀ 3 体脂肪計タニタの社員食堂 続々

593.3 ｶﾏ 2016 きれいにみえる服

茅木真知子/著

タニタ/

著 大和書房

文化学園文化出版局

596 ﾃ 2016 手みやげをひとつ 洋の巻

593.3 ﾌｼ 2016 muni のロックミシンで作るこども服

マガジンハ

ウス

福永志津/[著] 日本ヴォーグ社

596 ﾅﾀ 2016 暦の手仕事

593.3 ﾐ 16-2 ミセスのスタイルブック 2016 初夏号

中川たま/著 日本文芸社

596 ﾋﾚ 2016 わたしの和だし

文化学園文化出版局

平野レミ/著 ナツ

メ社

593.3 ﾜﾏ 2016 エプロンとエプロンみたいなワンピ

596 ﾏ 2016 &Cooking わたしたちと、手料理。

藁谷真生/著 文化学園文化出版局

ない着物と着物まわり

596 ﾐｶ 2016 おうちカフェの BREAKFAST
miku_colors/著 河出書房新社

きくちいま/著 実業之

日本社

596 ﾜﾏ 2016 毎日おいしい自家製びん詰め

594.3 ｶ 2016 かぎ針編みで編むカンタン!カワイイ!
レーシーソックス

596.0 ﾄ 2016 私の思い出。あの日あの味

594.3 ｸ 2016 マニラヘンプヤーンで編む洗える帽子

596.2 ｵﾀ 2016 季節のおうち寿司

596.2 ｼｷ 2016 さっくり軽いキッシュ
アップ

596.2 ﾉﾋ 2016 包丁の教科書
福清/[著] ブ

野崎洋光/監修 新星

出版社

ティック社

596.2 ﾊｱ 2016 ジャパめし。

594.6 ﾏｻ 2016 ころまるビーズモチーフ

嶋崎聖子/

著 嶋崎裕巳/著 家の光協会

ルミンツ

松岡朗子

白央篤司/著 集英社

596.2 ﾊﾄ 2016 日本人が絶対好きになるタイごはん

/著 ブティック社

番場智子/著 主婦の友インフォス情報社

594.6 ﾏﾏ 2016 ビーズ、スパンコール、刺しゅう糸
で作るフレンチスタイルのアクセサリー

596.3 ｱ 2016 フランス内臓料理

マリ

アバ料理研究会/

編著 旭屋出版

ー・マグラキ/著 日東書院本社

596.3 ｱﾄ 2016 やきとり大全

594.6 ﾘ 2016 リリアンで作るビーズのアクセサリー

阿部友彦/著 池川義

輝/著 ナツメ社

アップルミンツ

596.3 ｲﾖ 2016 やきとりテクニック

594.7 ﾚ 2016 リバティプリントで作るまいにちのバ
ッグ、ポーチ、布こもの

Love*Lemoned* Rei。
。

596.3 ｶｴ 2016 カラダよろこぶオイルおにぎり

/著 日本ヴォーグ社

神

田依理子/[著] 辰巳出版
596.3 ｶﾖ 2016 草と暮らす

須佐沙知子/著 朝日新聞出版

594.9 ﾌﾉ 2016 鉱物キャンドルのつくりかた

かわしまようこ/著 誠

文堂新光社

福間

596.3 ｸ 2016 燻製ライフ

乃梨子/著 日東書院本社
595.4 ｼ 2016 ショートネイル Fun

池川義輝/著

永沼巧/著 誠文堂新光社

594.9 ｽｻ 2016 フェルト羊毛で作るやっぱりかわい
いうちのペット

岡田大介/著

PHP 研究所

中田早苗

/編 誠文堂新光社

594.6 ﾌ 2016 はじめてのつまみ細工

月刊『望

星』編集部/編 東海教育研究所

クリーシー/編 成美堂出版

594.3 ﾎ 2016 ボタニカルなおしゃれ雑貨

ワタナ

ベマキ/著 成美堂出版

アップルミンツ

594.3 ﾅｻ 2016 ラトビアの手編みミトン

マ

ガジンハウス/編 マガジンハウス

593.8 ｷｲ 2016 きくちいまが伝えたい!買ってはいけ

とバッグ

シー・エー・ピー/[編] シ

ー・エー・ピー

ブティック社

ース

石蔵文信/著 講談社

扶桑社

596.3 ｼｲ 2016 やせぐせがつく野菜の常備菜
辰巳出版

いずみ/著 世界文化社
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庄司

596.3 ｽｴ 2016 ずっとつくれる野菜ごはん

スズキ

599 ﾆ 2016 NHK E テレ「すくすく子育て」愛情が伝

エミ/著 主婦の友社

わる!叱り方ほめ方

596.3 ﾀﾔ 2016 最新鶏料理

高良康之/[ほか著] 柴

NHK「すくすく子育て」

制作班/編 新星出版社

田書店/編 柴田書店

599.3 ｶﾕ 2016 1 週間分作りおき!フリージング幼児

596.3 ﾀﾖ 2016 愛しの油揚げ

高橋良枝/著 文藝

食

春秋

川口由美子/監修 ほりえさちこ/料理 大泉

書店

596.3 ﾁﾃ 2016 ナムル 100

チョンテキョン/著 講

談社

６００ 産 業

596.3 ﾆｷ 2016 野菜ががっつり食べられる具だくさ
んドレッシング

西山京子/著 産業編集セン

611.1 ﾊｼ 2016 アメリカ 2014 年農業法

ター

著 農林統計協会

596.4 ｵ 2016 お弁当上手になれる本

枻出版社

611.2 ｸﾖ 2016 農地を守るとはどういうことか

596.4 ﾊﾕ 2016 ほめられレシピとおもてなしのレッ
スン

服部信司/

澤能生/著 農山漁村文化協会

浜裕子/先生 いとうあさこ/生徒

(中公新書) 佐藤洋一

612.2 ｻﾖ 2016 食の人類史

KADOKAWA

郎/著 中央公論新社

596.6 ｲｼ 2016 ガトーマジック

飯田順子/著 学研

625 ｺﾐ 2016 果樹の上手な育て方大事典

プラス

小林幹夫

/監修 成美堂出版

596.6 ｲﾖ 2016 ノンシュガー&ノンオイルで作るアイ
スクリーム、シャーベット

626.1 ｷﾄ 2016 野菜の植えつけと種まきの裏ワザ

今井洋子/著 主婦

木嶋利男/著 家の光協会

の友インフォス情報社

626.9 ｴ 2016 栄養たっぷり野菜の育て方

596.6 ｷｻ 2016 焼き型ひとつでできる焼き菓子&冷た
いお菓子

楜

ック社

木村幸子/著 講談社

626.9 ｶﾘ 2016 川瀬良子のプランター野菜

596.6 ｸﾕ 2016 はじめてのシュークリーム

熊谷裕

川瀬良

子/著 深町貴子/監修 主婦と生活社

子/著 旭屋出版

626.9 ﾊﾕ 2016 1000 円以下でできるプランター菜園

596.6 ﾊｱ 2016 朝食ビスケットとコーンブレッド

原由紀子/著 ブティック社

原亜樹子/著 グラフィック社

627.7 ﾄ 2016 アレンジが広がる多肉植物ずかん

596.6 ﾌｻ 2016 シンプルでおいしいこねないパン

季色/監修 メイツ出版

藤野幸子/著 ナツメ社

627.8 ﾖｹ 2016 暮らしの寄せ植え

596.6 ﾌｼ 2016 パンのきほん、完全レシピ

藤森二

吉谷桂子/著 主

婦の友社

郎/著 世界文化社

629.7 ｵﾉ 2016 リーフハンドブック

596.6 ﾎﾏ 2016 誰も教えてくれなかったプロに近づ
くためのパンの教科書

荻原範雄/監

修 エフジー武蔵

堀田誠/著 河出書房

629.7 ｽｼ 2016 はじめての小さな庭

新社

杉井志織/監

修 学研プラス

597.5 ｶﾄ 2016 子どもがどんどん整理整頓したくな
る!お片づけ帖

ブティ

629.7 ﾀｶ 2016 一年中美しい家庭で楽しむ芝生づく

カール友波/著 永岡書店

598.2 ｻﾕ 2016 初めての妊娠・出産

り 12 か月

笹森幸文/監

645.2 ｸｶ 2016 日本人と馬の文化史

修 たまごクラブ/編 ベネッセコーポレーション
598.2 ﾊﾘ 2016 フランスのパパはあわてない

武井和久/著 家の光協会

文眞堂

リオ

645.6 ｿｹ 2016 あの世のイヌたちが教えてくれたこ

ネル・パイエス/著 ブノワ・ル・ゴエデック/著

と

CCC メディアハウス

ングス/訳 ハート出版

599 ｶﾀ 2016 初めての育児

川上義/監修 ひよこク

ケイト・ソリスティ/著 三早江・K.ジェニ

645.7 ｶﾏ 2016 彼の彼女と私の 538 日

ラブ/編 ベネッセコーポレーション

川上麻衣子

/著 竹書房

599 ｸｶ 2016 0 歳からみるみる賢くなる 55 の心得

645.7 ﾀﾔ 2016 猫の教科書

久保田カヨ子/著 ダイヤモンド社
599 ｸｷ 2016 赤ちゃんの脳を育む本

久慈勝男/著

高野八重子/著 高野賢

治/著 緑書房
久保田競/共

645.9 ｾ 2016 ハムスター暮らしの本

著 久保田カヨ子/共著 主婦の友社

好き編集部/編 誠文堂新光社
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ハムスター

646 ｲﾉ 2016 はじめてのフクロウとの暮らし方

伊

675.5 ﾌｷ 2016 築地市場

澤伸元/著 日東書院本社

銀鱗会/著 朝日新聞出版

648.3 ﾜｹ 2016 食卵の科学と機能

渡邊乾二/編著

原淳/著 平凡社

上野敏彦/著 農山漁村

686.2 ﾅﾉ 2016 新幹線開発百年史

文化協会
のための法律知識

686.2 ﾅﾉ 2016 東海道新幹線運転室の安全管理

服部真和/監修 三修社

686.2 ﾐﾏ 2016 いま乗っておきたいローカル線!

フランチャイズ研究会/編著 同友館

南正時/著 自由国民社

673.7 ﾈｶ 2016 まちづくりのための中心市街地活性

686.5 ﾀ 16-1 ヨーロッパ鉄道時刻表 2016 年冬号

根田克彦/編著 古今書院

『地球の歩き方』編集室/日本語解説版著作編集

673.7 ﾊﾀ 2016 小売&サービス業のフォーマットデザ

ダイヤモンド・ビッグ社

原田保/編著 三浦俊彦/編著 同文舘出版

687.0 ｵﾄ 2016 日本一小さな航空会社の大きな奇跡

673.9 ｶ 2016 最新介護ビジネスの動向とカラクリが
よ〜くわかる本

の物語

川原経営総合センター/著 秀

和システム

し

パラダイス山元/著 ダイヤモンド・ビッ

グ社

川畑重盛/著 KADOKAWA

687.0 ﾔﾋ 2016 安全な翼を求めて

673.9 ﾀ 2016 不動産の価格がわかる本

大和不動

山口宏弥/著 新

日本出版社

産鑑定株式会社/編著 日経 BP 社
673.9 ﾀｶ 2016 コーヒーの人

奥島透/著 ダイヤモンド・ビッグ社

687.0 ﾊﾔ 2016 パラダイス山元の飛行機のある暮ら

673.9 ｶｼ 2016 ゼロから始める!「民泊ビジネス」の
教科書

中

村信雄/著 成山堂書店

673.3 ﾌ 2016 フランチャイズマニュアル作成ガイド

イン

中村信雄/著 成

山堂書店

670 ﾊﾏ 2016 最新ネットビジネス・通販サイト運営

化

(平凡社新書) 梅

686.2 ｳｼ 2016 最新新幹線事情

アイ・ケイコーポレーション
662.1 ｳﾄ 2016 海と人と魚

福地享子/著 築地魚市場

687.9 ｷ 2016 基礎からわかる空港大百科

大坊勝次/著 田中勝

幸/著 フィルムアート社

689 ﾖ 3 よくわかる観光学 3

674 ﾀﾋ 2016 お買い物の本能で広告をつくる。

イカロ

ス出版

高

朝倉書店

689.2 ﾑｹ 2016 インバウンドビジネス入門講座

橋宏之/著 宣伝会議

村

山慶輔/著 翔泳社

674 ﾖﾃ 2016 イチから知る!IR 実務

米山徹幸/著

689.8 ﾅｶ 2016 進化系ビジネスホテルが予約がとれ

日刊工業新聞社

ないほど人気なワケ

674.2 ｵﾖ 2016 日本の企画者たち

岡田芳郎/著 宣

永宮和美/著 洋泉社

694.5 ﾃ 2016 発信者情報開示請求の手引

伝会議

電子商

取引問題研究会/編 民事法研究会

674.3 ﾆ 2016 年鑑日本の広告写真 2016

日本広告

694.6 ｲﾋ 2016 統計・防災・位置情報がひと目でわ

写真家協会/監修 玄光社
674.3 ﾘ 2016 ロゴと展開

かるビーコンアプリの作り方
リンクアップ/編 グラ

フィック社編集部/編 グラフィック社

699.6 ﾆ 2016 本当の幸せってなんなのかなぁ?
NHK「はに丸ジャーナル」制作班/著

674.6 ｻｿ 2016 手紙を書いてマスコミに PR する方法

KADOKAWA

坂本宗之祐/著 自由国民社
674.6 ﾊ 2016 広告ビジネスに関わる人のメディアガ
イド 2016

市川博康/著 竹

田寛郁/著 技術評論社

699.6 ﾖﾋ 2016 スポーツ実況の舞台裏

博報堂 DY メディアパートナーズ/

四家秀治/

著 彩流社

編 宣伝会議
675 ｸｽ 2016 クール

スティーヴン・クウォーツ/

７００ 芸 術

著 アネット・アスプ/著 日本経済新聞出版社
675 ｽﾘ 2016 SEO 対策のための Web ライティング実
践講座

702.3 ｶﾖ 2016 僕はダ・ヴィンチ

鈴木良治/著 技術評論社

ザー/文 クリスティナ・クリストフォロウ/絵 パ

675.4 ｸﾋ 2016 ロジスティクスの歴史物語

苦瀬博

イインターナショナル

仁/著 白桃書房
675.4 ｽｸ 2016 すぐわかる物流不動産

ヨースト・カイ

702.3 ｼﾚ 2016 ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学す
鈴木邦成/

る

著 大谷巌一/著 白桃書房

レナード・シュレイン/著 日向やよい/訳

ブックマン社
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704 ﾀﾍ 2016 アートと社会

竹中平蔵/編著 南條史

726.1 ﾊ 2016 超入門これなら描ける!服のシワの描

生/編著 東京書籍

き方の教科書

709 ﾌﾊ 2016 世界遺産ガイド 自然遺産編 2016 改訂
版

古田陽久/著 古田真美/著 シンクタンクせ

726.6 ｺｴ 2016 エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

古田陽久/著 古田真美/著 シンクタンクせ

エドワード・ゴーリー/[画] カレン・ウィルキン/

とうち総合研究機構

著 河出書房新社

709 ﾌﾊ 2016 世界遺産ガイド 文化遺産編 2016 改訂

726.6 ﾁ 2016 長新太

古田陽久/著 古田真美/著 シンクタンクせ
小和田哲

727.8 ﾌｹ 2016 タイポさんぽ改

男/監修 幻冬舎

藤本健太郎/著 誠

文堂新光社

709.1 ﾄ 2016 TOKYO1/4 が提案する東京文化資源区

728.2 ｳﾏ 2016 井上有一

東京文化資源会議/編 勉誠出版

芸術新聞社/編 芸

術新聞社

本田洋一/著 水曜社
715 ｽﾀ 2016 銅像歴史散歩

海上雅臣/監修 平凡社

728.5 ｹ 2016 100 人で百人一首

709.1 ﾎﾖ 2016 アートの力と地域イノベーション

728.9 ﾜﾏ 2016 クセ字が美文字に変わる 3 分間上達
(ちくま新書) 墨威宏/

法

著 筑摩書房

和氣正沙/著 青春出版社

736 ﾔｻ 2016 親子で楽しむ手形アート

718.3 ｲｼ 2 やすらぎの仏像彫刻 続

岩松拾文/著

743 ｿﾏ 2016 染谷學の組写真教室
岩松

748 ｲ 2016 ですよねー
藤井匡/著

染谷學/著 日本

写真企画

拾文/著 日貿出版社
719 ﾌﾀ 2016 公共空間の美術

やまざきさ

ちえ/著 日本文芸社

日貿出版社
718.3 ｲｼ 2016 やすらぎの仏像彫刻 坐像編

阿部

いくしゅん/写真 青幻舎

ボブ・ウィルコックス/著 [尾

748 ｳﾎ 2016 DOORS

出版

原美保/訳] グラフィック社

721.0 ｶﾉ 2016 日本おとぼけ絵画史

金子信久/著

748 ｷｲ 2016 木村伊兵衛 パリ残像

講談社

木村伊兵衛/

著 田沼武能/監修 クレヴィス

721.4 ｱ 2016 若冲への招待

朝日新聞出版/編 朝

748 ﾌｽ 2016 動物たちの惑星

日新聞出版

スティーヴ・ブルー

ム/写真 パイインターナショナル

721.4 ｶﾋ 2016 若冲その尽きせぬ魅力。

狩野博幸

749 ｵｹ 2016 印刷・加工 DIY ブック

/監修 ペン編集部/編 CCC メディアハウス
721.4 ﾂﾉ 2016 若冲ワンダフルワールド

大原健一郎/

著 野口尚子/著 グラフィック社

辻惟雄/

750.2 ｷ 2016 匠の技の科学 材料編

著 小林忠/著 新潮社

京都工芸繊維

大学伝統みらい教育研究センター/編 日刊工業

721.9 ﾅｾ 2016 虹の橋を渡りたい

中田整一/著 幻

新聞社

戯書房

750.2 ｸｹ 2016 日本の手仕事をつなぐ旅 うつわ 1

723.1 ｱ 2016 安野光雅の本

平凡社

724.4 ﾅｱ 2016 水彩で描く花色手帖

久野恵一/著 グラフィック社
中村愛/著 グ

751.9 ﾌ 2016 プラ板&レジンの今すぐ作りたいアク

ラフィック社

セサリー110

724.4 ﾔﾏ 2016 水彩スケッチがもっと魅力的になる

主婦と生活社

753.7 ｲﾘ 2016 ハンガリーの刺繡

山田雅夫/著 廣済堂出版

726.1 ｱﾁ 2016 アダムス・ファミリー全集

井沢りみ/著 誠

文堂新光社
チャー

754.9 ｵｶ 2016 剪紙

ルズ・アダムス/著 H.ケヴィン・ミゼロッキ/編

王海霞/主編 周佳/編著 科学

出版社東京

河出書房新社

754.9 ｶﾄ 2016 実用おりがみ

726.1 ｻﾑ 2016 ○×式で解説誰でもかんたん!!パー
スがわかる本

永

原康史/著 誠文堂新光社

709.1 ｵﾃ 2016 知識ゼロからの国宝入門

プロのワザ

平凡社

727.0 ﾅﾔ 2016 インフォグラフィックスの潮流

とうち総合研究機構

の歩き方

頼兼和

男/著 玄光社

709 ﾌﾊ 2016 世界遺産ガイド 複合遺産編 2016 改訂

版

平凡社

726.5 ﾖｶ 2016 筋肉の描き方基本レッスン

とうち総合研究機構
版

春輝/監修 成美堂出版

726.5 ﾅ 2016 中原淳一のそれいゆ

金杉登喜子/著 成美

堂出版

斉藤むねお/監修 誠文堂新光社

754.9 ｸ 2016 連鶴史料集
崎書店
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桑名市博物館/編纂 岩

754.9 ﾔｴ 2016 かわいい鳥の立体切り紙

やまもと

770.4 ﾓﾀ 2016 森卓也のコラム・クロニクル

えみこ/著 誠文堂新光社

也/著 和田尚久/編 トランスビュー

754.9 ﾖﾘ 2016 昆虫の模様切り紙

吉浦亮子/著 誠

771.7 ｱﾚ 2016 スタニスラフスキーへの道

文堂新光社

レオニ

ード・アニシモフ/著 遠坂創三/訳 未知谷

756.7 ｲｼ 2016 図説・戦国甲冑集

伊澤昭二/監修・

771.7 ｷﾏ 2016 現代俳優教育論

文 学研プラス
香川檀/編 踊共二

772.3 ﾅﾕ 2016 パブリック圏としてのイギリス演劇

/[ほか]執筆 水声社
761 ｻﾋ 2016 数と音楽

北村麻菜/著 日本

地域社会研究所

759.0 ｶﾏ 2016 人形の文化史

中村友紀/著 春風社
坂口博樹/著 桜井進/数学

773.4 ｺ 2016 能面を科学する

監修 大月書店
立花隆/

774.2 ﾊﾋ 2016 天才と名人 中村勘三郎と坂東三津五

著 文藝春秋

郎

762.3 ｳｸ 2016 モーツァルト最後の四年

クリスト

(文春新書) 長谷部浩/著 文藝春秋

778.2 ｲﾀ 2016 原節子の真実

フ・ヴォルフ/著 礒山雅/訳 春秋社

778.2 ｼﾘ 2016 スピルバーグ

763.2 ﾓﾋ 2016 今日から弾けるいきいきピアノ

元

778.2 ﾄ 2016 エンニオ・モリコーネ映画大全

763.7 ｶﾄ 2016 パワーアップ吹奏楽!ファゴット

東

京エンニオ・モリコーネ研究所/編・著 洋泉社

鹿野智子/著 ヤマハミュージックメディア

778.2 ﾅﾔ 2016 『男はつらいよ』の幸福論

名越康

文/著 日経 BP 社

河原塚

ユウジ/編著 自由現代社(発売)

778.2 ﾋｼ 2016 火野正平

763.7 ﾐｶ 2016 パワーアップ吹奏楽!オーボエ

リチャード・シッケ

ル/著 大久保清朗/訳 西村書店

吉ひろみ/著 ヤマハミュージックメディア

763.7 ｶﾕ 2016 初心者のサックス基礎教本

小林茂/

著 岩波書店

堀朋平/著 法政大学出版局

宮

火野正平/著 講談社

778.2 ﾖｲ 2016 映画女優若尾文子

村和宏/著 ヤマハミュージックメディア
763.7 ﾔﾅ 2016 はじめよう!オカリナ

石井妙子/著 新潮社

778.2 ｺｼ 2016 雪国の幻灯会へようこそ

762.3 ﾎﾄ 2016 <フランツ・シューベルト>の誕生

四方田犬彦/編

著 斉藤綾子/編著 みすず書房

山崎菜穂子/

778.7 ｽﾄ 5 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ 5

著 ヤマハミュージックメディア

鈴木敏

夫/著 復刊ドットコム

764.3 ﾊﾌ 2016 この一瞬に価値がある

フランツ・

778.8 ﾆﾏ 1 とと姉ちゃん Part1

西田征史/作

NHK 出版/編 NHK 出版

バルトロメイ/著 坂本謙太郎/監訳 音楽之友社
764.7 ｳﾎ 2016 ブライアン・ウィルソン&ザ・ビーチ・

780.3 ﾀ 2016 観るまえに読む大修館スポーツルール

ポール・ウィリアムズ/著 五十嵐正/

2016

訳 シンコーミュージック・エンタテイメント

大修館書店編集部/編集 大修館書店

781.4 ｽﾄ 2016 エアロビクス指導教本

764.7 ｵﾄ 2016 「ビートルズと日本」熱狂の記録

鈴木智子/

著 明和出版

大村亨/著 シンコーミュージック・エンタテイメ

781.4 ﾄﾖ 2016 ラジオ体操は 65 歳以上には向かない

ント

戸田佳孝/著 太田出版

764.7 ﾛﾏ 2016 Eric Clapton 全活動記録 1983-2016

781.9 ﾊｶ 2016 アスレティックトレーナーが教える

マーク・ロバーティ/著 前むつみ/訳 シンコーミ

ケガに強くなる!運動遊び

ュージック・エンタテイメント

恵介/著 いかだ社

767.8 ﾎ 2016 ボブ・ディランとギタリスト

シン

768.1 ｲｷ 2016 しの笛の吹き方

花輪和志/著 大崎

782 ｼｹ 2016 あきらめないランニング

コーミュージック・エンタテイメント

白方健一/

著 ナイスク/著 技術評論社

石高琴風/編著 ケ

782 ﾘ 2016 陸上競技ルールブック 2016 年度版

イ・エム・ピー

日本陸上競技連盟

768.1 ｲｷ 2016 民謡尺八の吹き方

石高琴風/編著

782.3 ｵｿ 2016 トレイルランニング

ケイ・エム・ピー
768.1 ｳｻ 2016 日本琴學史

神戸女子大学古典

芸能研究センター/編 勉誠出版

762.1 ﾀﾀ 2016 武満徹・音楽創造への旅

ボーイズ

森卓

小川壮太/著

江崎善晴/画 山と溪谷社
上原作和/編著 正道寺

782.3 ﾉﾄ 2016 かけっこが速くなる親子で楽しく 1

康子/編著 勉誠出版

週間おうちレッスン+なわとび・さかあがり
村朋子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社
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野

783.1 ｽﾖ 2016 バスケットボールコーディネーショ
ン・トレーニングブック

791.5 ﾀ 6 実用茶道具のあつかい 6

淡交社編集局

/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

鈴木良和/監修 ベー

スボール・マガジン社

791.5 ﾊｾ 2016 名碗は語る

783.4 ｼｽ 2016 スティーヴン・ジェラード自伝

林屋晴三/著 世界文

化社

スティーヴン・ジェラード/著 小林玲子/訳 東邦

793 ｲｵ 2016 花道の思想

出版

795 ｺﾋ 2016 初段の常識 石の強弱で打つ場所を決め
(ブルーバッ

783.4 ﾑﾅ 2016 サッカー上達の科学

ろ

クス) 村松尚登/著 講談社

井上治/著 思文閣出版

小松英樹/著 NHK 出版

795 ﾖﾉ 2016 依田式基本死活の考え方

783.7 ｱｴ 2016 失われた甲子園

赤坂英一/著

講

依田紀基/

著 マイナビ出版

談社
783.7 ｸﾃ 2016 野球守備の教科書

久慈照嘉/著 ベ

８００ 語 学

ースボール・マガジン社
783.7 ﾅｵ 2016 永谷脩の仕事

永谷脩/著 石田雄太

801.1 ｺｹ 2016 音声ノート

/監修 文藝春秋

版社

783.7 ﾉｶ 2016 師弟

野村克也/著 宮本慎也/著 講

804 ｻｴ 2016 翻訳できない世界のことば

談社
(詩想社

訳 創元社

新書) 野村克也/著 詩想社

809.2 ﾜﾕ 2016 好かれる人が絶対しないモノの言い

783.7 ﾌﾕ 2016 アメリカ大リーグにおけるイノベー
ションの系譜

方

福井幸男/著 関西学院大学出

渡辺由佳/著 日本実業出版社

809.4 ﾄｱ 2016 1 分のスピーチでも、30 分のプレゼ

版会

ンでも、人前であがらずに話せる方法

784.6 ﾉﾖ 2016 羽生結弦王者のメソッド

野口美惠

810 ﾉﾊ 2016 グループワークで日本語表現力アップ

785.3 ｳ 2016 海のボードスポーツ ABC
786 ﾊﾏ 2016 子どもと楽しむ外遊び

地球丸

野田春美/著 岡村裕美/著 ひつじ書房

長谷部雅一/

810.4 ｾｹ 2016 上質な大人のための日本語

監修 地球丸
徳間書店

811.2 ﾀﾄ 2016 漢字と日本語

786.5 ｽｼ 2016 ロードバイクパワートレーニングの

(講談社現代新書)

高島俊男/著 講談社

須田晋太郎/著 洋泉社

816 ｻﾀ 2016 大人のための書く全技術

787.1 ﾁ 2016 超図説はじめての海釣り

学研プ

齋藤孝/著

KADOKAWA

ラス

816 ﾅﾋ 2016 理系のための論理が伝わる文章術

789.2 ｷﾏ 2016 よくわかる柔道受け身のすべて

木

(ブルーバックス) 成清弘和/著 講談社

村昌彦/著 ベースボール・マガジン社

816 ﾔﾀ 2016 何を書けばいいかわからない人のため

789.2 ｼ 2016 連続写真で究める少林寺拳法 柔法編

の「うまく」
「はやく」書ける文章術

SHORINJI KEMPO UNITY/監修 少林寺

山口拓朗

/著 日本実業出版社

拳法連盟/編 ベースボール・マガジン社

816.5 ｲﾏ 2016 日本語表現力

三木信高/著 ブイツーソ

石塚正英/編著 黒木

朋興/編著 朝倉書店

リューション

816.5 ﾆﾋ 2016 社会で活躍するためのロジカル・ラ

789.6 ｳｼ 2016 イラストでわかる障害馬術の基本
JANE WALLACE/著 PERRY WOOD/著

イティング

緑

西谷尚徳/著 弘文堂

816.8 ｸﾄ 2016 赤崎水曜日郵便局

書房
791 ｳﾖ 2016 数寄語り

関根健

一/著 PHP エディターズ・グループ

786.1 ﾎ 2016 ボルダリングを始めよう!

789.5 ﾐﾉ 2016 矢の知識

鳥谷朝

代/著 大和書房

/著 文藝春秋

3

エラ・フ

ランシス・サンダース/著イラスト 前田まゆみ/

783.7 ﾉｶ 2016 言葉一つで、人は変わる

教科書

小島慶一/著 朝日出

楠本智郎/編著

KADOKAWA
潮田洋一郎/著

818 ｲﾌ 2016 はじめて学ぶ方言学

KADOKAWA
791.2 ﾖﾄ 2016 女性と茶の湯のものがたり

井上史雄/編著

木部暢子/編著 ミネルヴァ書房
依田徹

829.1 ｲｺ 2016 一冊目の韓国語

/著 淡交社

洋書店新社
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五十嵐孔一/著 東

829.1 ｵｷ 2016 スラスラ話せる韓国語入門

小倉紀

911.1 ｸｶ 2016 蓮喰ひ人の日記

小笠原健

911.1 ﾊｱ 2015 朝日歌壇 2015

蔵/監修 office joe/編著 主婦の友社

研究社

829.4 ｵｹ 2016 一冊目のインドネシア語

二/著 V.R.クマラニングルム/著 東洋書店新社
829.5 ｷｱ 2016 しっかり学ぶトルコ語

アブドゥル

911.3 ｱｼ 2016 哀しみを撃て

浅井愼平/著 東京四

季出版

830.7 ﾅｽ 2016 6 万人のビジネスマンを教えてわか
った時間がない人ほど上達する英語勉強法

911.3 ｲﾃ 2015 朝日俳壇 2015

中

稲畑汀子/選 金子

兜太/選 朝日新聞出版(発売)

村澄子/著 ダイヤモンド社

911.3 ｶｺ 2016 芭蕉解体新書

849.6 ｱｼ 2016 ノルウェー語のしくみ

馬場あき子/選 佐

佐木幸綱/選 朝日新聞出版(発売)

ラッハマン ギュルベヤズ/著 ベレ出版

青木順子/

川本 皓嗣/[ほか]編

雄山閣出版

著 白水社

911.3 ｻｻ 2016 はじめての連句

880 ﾅﾋ 2016 一冊目のロシア語

中澤英彦/著 東洋

坂本砂南/著 鈴木

半酔/著 木魂社

書店新社

911.5 ｳｹ 2016 おばけ図鑑を描きたかった少年

894.2 ﾏﾜ 2016 ヒエログリフ文字手帳 人びとの暮ら
し・生活編

黒瀬珂瀾/著 短歌

山憲一/著 港の人

松本弥/文・写真 弥呂久

894.7 ﾀｹ 2016 スワヒリ語のしくみ

内

911.5 ｵﾋ 2016 若き日の野口雨情

竹村景子/著

大嶽浩良/著 中

野英男/著 下野新聞社

白水社

911.5 ｶﾅ 2016 用意された食卓

カニエ・ナハ/著

青土社
911.5 ｷｶ 2016 萩原朔太郎

９００ 文 学

木村和夫/著 沖積舎

911.5 ﾉｷ 2016 よろこべ午後も脳だ
901.2 ｲｶ 2016 「感情」から書く脚本術
イグレシアス/著 島内哲朗/訳

著 水声社

カール・

911.5 ﾖｺ 2016 我が詩的自伝

フィルムアー

(講談社現代新書)

吉増剛造/著 講談社

ト社
904 ｵｱ 2016 不屈に生きるための名作文学講義

912.6 ｹｻ 2016 グッドバイ

(ベスト新書) 大岡玲/著 ベストセラーズ

ヴィッチ/著 白水社

910.2 ｵﾀ 2016 ここが私の東京

岡崎武志/著

ケラリーノ・サンドロ

912.6 ﾆ 2016 優秀新人戯曲集 2016

扶

日本劇作家協

会/編集 ブロンズ新社

桑社
910.2 ｷﾀ 2016 病の言語表象

912.6 ﾊﾋ 2016 戯曲を読む術

木村功/著 和泉書院

910.2 ｷﾓ 2016 旅する木下杢太郎/太田正雄

914.6 ｲｼ 2016 男の粋な生き方

菅原

林廣親/著 笠間書院
石原慎太郎/著 幻

冬舎

潤/著 晃洋書房
910.2 ｺﾔ 1 オペラ戦後文化論 1

914.6 ｲﾌ 2016 あせらず、
おこらず、
あきらめず

小林康夫/著 未

石

井ふく子/著 KADOKAWA

來社

914.6 ｳﾄ 2016 偶然を生きる

910.2 ｾｼ 2016 あなたの人生を照らす瀬戸内寂聴希
望のことば 77

野村喜和夫/

/[著] KADOKAWA

中央公論新社

910.2 ﾀｼ 2016 谷崎潤一郎と芥川龍之介

914.6 ｵｹ 2016 質問老いることはいやですか?

田鎖数馬

910.2 ﾄｼ 2016 徳田秋聲の昭和

914.6 ｵｹ 2016 われらが胸の底

大木志門/著 立教

落合恵子/著 澤地

久枝/著 かもがわ出版

大学出版会
910.2 ﾑﾊ 2016 村上春樹と仏教

平野純/著 楽工社

910.4 ﾊｼ 2016 日本古典の花園を歩く

林四郎/著

914.6 ｸｿ 2016 昭和からの遺言

倉本聰/著 双葉社

914.6 ｼﾓ 2016 生半可な学者

柴田 元幸/著 白

水社

くろしお出版
911.1 ｲﾁ 2016 セーラー服の歌人 鳥居

914.6 ｾｼ 2016 これからを生きるあなたに伝えたい

岩岡千景/

こと

著 KADOKAWA
大口玲子/著

瀬戸内寂聴/著 美輪明宏/著 マガジンハ

ウス

すいれ

914.6 ﾈｷ 2016 根本きこの島ぐらし島りょうり

ん舎
911.1 ｷｶ 2016 うた合わせ

落

合恵子/著 朝日新聞出版

/著 翰林書房

911.1 ｵﾘ 2016 神のパズル

(角川新書) 冲方丁

本きこ/著 祥伝社

北村薫/著 新潮社
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根

914.6 ﾊﾏ 2016 女の七つの大罪

林真理子/著 小島

933.7 ｼﾐ 2016 10 の奇妙な話

三浦朱門/著 曽野

933.7 ﾌﾌ 2016 楽園のこちら側

慶子/著 KADOKAWA

ン/著 田内志文/訳 東京創元社

914.6 ﾐｼ 2016 我が家の内輪話
綾子/著 世界文化社

933.7 ﾎｳ 2016 <グレン・キャリグ号>のボート

椎名誠/著 KADOKAWA
916 ｲｱ 2016 ビアン婚。

ウ

ィリアム・ホープ・ホジスン/著 野村芳夫/訳 ア
一ノ瀬文香/著 双葉社

トリエサード

916 ｻﾕ 2016 あなたは、わが子の死を願ったことが

933.7 ﾏｸ 2016 アリスはどこへ行った?

佐々百合子/著 現代書館
花田深/著 ハート出版

916 ﾊﾌ 2 妻に棲む別人 2

花田深/著 ハート出版

916 ﾌﾄ 2016 戦艦「大和」副砲長が語る真実

ズ・ジャパン
933.7 ﾘｹ 1 蒲公英(ダンデライオン)王朝記 巻ノ 1

深井

ケン・リュウ/著 古沢嘉通/訳 早川書房

俊之助/著 宝島社

933.7 ﾚﾃ 2016 過ぎ去りし世界

916 ﾏﾐ 2016 学習障害三代おそろい

デニス・ルヘイン

/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

松本三枝子/

著 エスコアール

934.6 ﾗﾁ 3 完訳・エリア随筆 3

918 ﾆ 16 日本文学全集 16

池澤夏樹/個人編集 河

チャールズ・ラ

ム/[著] 南條竹則/訳 国書刊行会

出書房新社

951.5 ﾗｼ 2016 ラ・フォンテーヌ寓話

918.6 ｺｻ 8 小松左京全集完全版 8

小松左京/著

ラ・フォン

テーヌ/作 ブーテ・ド・モンヴェル/絵 洋洋社

城西国際大学出版会

953.6 ﾊｵ 2 バルザック愛の葛藤・夢魔小説選集 2

918.6 ﾀｼ 21 谷崎潤一郎全集 第 21 巻

谷崎潤一郎

バルザック/[著] 水声社

/著 中央公論新社

955.7 ﾙｼ 2016 ラガ
賈平凹/著 吉田富夫/訳 中央

ル・クレジオ/[著] 管啓次郎/

訳 岩波書店

公論新社

960.2 ﾊﾏ 2016 水を得た魚

929.5 ﾊｵ 1 僕の違和感 上

オルハン・パムク/著

マリオ・バルガス・ジ

ョサ/著 寺尾隆吉/訳 水声社

宮下遼/訳 早川書房

989.5 ﾆﾖ 2016 小説の思考

929.5 ﾊｵ 2 僕の違和感 下

オルハン・パムク/著

西永良成/著 平凡社

991 ｸｴ 2016 ギリシア・ローマの智恵

宮下遼/訳 早川書房

國方栄二/

著 未知谷

930.2 ｼﾓ 2016 アメリカン・ナルシス

柴田 元幸/

著 東京大学出版会

B 文 庫 本

930.2 ｽｼ 2016 ジョナサン・スウィフトの生涯

塩

谷清人/著 彩流社

B312.1 ﾅﾕ 2016 角栄の「遺言」
「田中軍団」最後の

930.2 ﾛﾃ 2016 一人の詩人と二人の画家

クヌド・

秘書朝賀昭

メリル/著 木村公一/訳 春風社
933.7 ｴｽ 2016 ゼロヴィル

グレゴリ

ー・マグワイア/著 富永和子/訳 ハーパーコリン

916 ﾊﾌ 1 妻に棲む別人 1

923.7 ﾁﾋ 2016 老生

スコット・フィッ

ツジェラルド/著 朝比奈武/訳 花泉社

915.6 ｼﾏ 2016 あやしい探検隊台湾ニワトリ島乱入

ありますか?

ミック・ジャクソ

B914.6 ﾔﾏ 2016 買い物とわたし

スティーヴ・エリクソ

B933.6 ﾃﾁ 1 二都物語 上
ジュリー・オオツ

B933.6 ﾃﾁ 2 二都物語 下
キャロル・ガイト

B933.6 ﾄｱ 2016 失われた世界

ルーファス・キング

B933.7 ｵｷ 2016 ウィンター家の少女
スザンヌ・ジョイ

キャロル・

オコンネル/著 務台夏子/訳 東京創元社

ンソン/著 中村久里子/訳 西村書店
933.7 ｼﾄ 2016 ブレイクの隣人

アーサー・コナン・

ドイル/著 伏見威蕃/訳 光文社

/著 熊井ひろ美/訳 論創社
933.7 ｼｽ 2016 カシュガルの道

ディケンズ/著 池央耿/

訳 光文社

ナー/著 藤崎順子/訳 早川書房
933.7 ｷﾙ 2016 緯度殺人事件

ディケンズ/著 池央耿/

訳 光文社

カ/著 岩本正恵/訳 新潮社
933.7 ｶｷ 2016 さよなら、ママ

山内マリコ/著

文藝春秋

ン/著 柴田元幸/訳 白水社
933.7 ｵｼ 2016 屋根裏の仏さま

中澤雄大/[著] 講談社

B933.7 ｸｱ 2016 春にして君を離れ

トレイシー・シュ

アガサ・クリ

スティー/著 中村 妙子/訳 早川書房

ヴァリエ/著 野沢佳織/訳 柏書房

B933.7 ｸﾏ 1 米朝開戦 1
田村源二/訳 新潮社

- 19 -

マーク・グリーニー/著

B933.7 ｸﾏ 2 米朝開戦 2

マーク・グリーニー/著

BF ｻﾏ 2016 物書同心居眠り紋蔵

マイクル・コナリー/[著]

BF ｻﾔ 2016 始末

田村源二/訳 新潮社

講談社

B933.7 ｺﾏ 1 証言拒否 上
古沢嘉通/訳 講談社

マイクル・コナリー/[著]

BF ｻﾕ 2016 佐之介ぶらり道中

B933.7 ｼｱ 2016 作者不明にはご用心

アン・ジョ

BF ｻﾖ 2016 あっちの豚こっちの豚/やせた子豚の一

ジェームズ・ロリン

日

ズ/著 レベッカ・キャントレル/著 オークラ出版
B933.7 ﾛｼ 2 血の福音書 下

ジェームズ・ロリン

ズ/著 レベッカ・キャントレル/著 オークラ出版
B933.7 ﾜｺ 2016 愚者たちの棺

BF ｽｴ 2016 傀儡子の糸

鈴木英治/著 双葉社

BF ｽｴ 2016 腕試しの辻

鈴木 英治/著 双葉社

BF ﾀｶ 2016 李欧
ヘニング・マン

芦川 淳一/著 双葉社
東 直己/著 光

BF ﾄｼ 2016 愚者の連鎖

堂場瞬一/著 文藝春秋

BF ﾄﾘ 2016 雨中の死闘

鳥羽亮/著 文藝春秋

BF ﾄﾘ 2016 金尽剣法
BF ﾅﾘ 2016 ON

あべ美佳/著 PHP 研究所

BF ｲｼ 2016 城を嚙ませた男

BF ﾉｱ 2016 岬にて

内田康夫/著 徳間

書店
押川 国秋/[著] 講談社

BF ｵﾉ 5 真夜中のパン屋さん [5]

大沼紀子/[著]

神林 長平/著 早川書房

BF ｶﾋ 2016 鴨川食堂いつもの

喜安 幸夫/著 徳間書店

BF ｷﾖ 4 化学探偵 Mr.キュリー 4

BF ﾊﾀ 2016 風刃の舞

長谷川 卓/著 角川春樹事

BF ﾌｸ 2016 辻斬り

藤井 邦夫/著 双葉社

BF ﾌｸ 2016 投げ文

藤井 邦夫/著 双葉社

BF ﾐﾃ 2016 忍ぶ川

藤木稟/[著]

三浦しをん/著 光文社
三浦哲郎/著 新潮社

BF ﾐﾏ 2016 天空の陣風(はやて)

宮本昌孝/著 祥

伝社

喜多喜久/著 中

BF ﾓﾋ 2016 魔法の色を知っているか?

央公論新社

森博嗣/著

講談社

BF ｺﾋ 2016 はぐれ忍び烈

高妻 秀樹/[著] 学研パ

BF ﾔｱ 2016 最後の手紙

ブリッシング
BF ｻｼ 11 鬼役 11

秦 建日子/著 河出書房新社

BF ﾐｼ 2016 舟を編む

北原 亜以子/[著] 講談社

BF ｷﾕ 2016 花嫁新仏

BF ﾊﾀ 2016 推理小説

KADOKAWA

柏井壽/著 小学館

喜安 幸夫/[著] 学研

乃南アサ/著 新潮社

BF ﾌﾘ 13 バチカン奇跡調査官 [13]

BF ｷｱ 2016 贋作天保六花撰(うそばっかりえどのは
BF ｷﾕ 2016 隣の悪党

似鳥

務所

ポプラ社
BF ｶﾁ 2016 ルナティカン

内藤了/[著] KADOKAWA

航一/[著] KADOKAWA

上田秀人/[著] KADOKAWA

BF ｵｸ 2016 中山道の雨

鳥羽 亮/著 双葉社

BF ﾆｺ 5 お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 5

伊東潤/著 光文社

BF ｳﾔ 2016 美濃路殺人事件

千野隆司/[著]

KADOKAWA

ヘニング・マン

文社
BF ｱﾐ 2016 いしゃ先生

高橋 三千綱/著 双葉社

BF ﾁﾀ 3 入り婿侍商い帖 3

ケル/著 柳沢 由実子/訳 東京創元社
BF ｱﾅ 2016 探偵くるみ嬢の事件簿

高村 薫/[著] 講談社

BF ﾀﾐ 2016 お江戸は爽快

ケル/著 柳沢 由実子/訳 東京創元社
B949.8 ﾏﾍ 2 タンゴステップ 下

高田郁/著 角川

春樹事務所

著 直良和美/訳 東京創元社

BF ｱｼ 2016 黒猫の仇討ち

佐野洋子/著 小学館

BF ﾀｶ 1 あきない世傳金と銀 [1]

コリン・ワトスン/

B949.8 ﾏﾍ 1 タンゴステップ 上

佐々木 裕一/著 広

済堂あかつき株式会社出版事業部

ージ/著 寺尾まち子/訳 原書房
B933.7 ﾛｼ 1 血の福音書 上

佐伯 泰英/著 角

川春樹事務所

古沢嘉通/訳 講談社

なし)

佐伯泰英/著 光文社

BF ｻﾔ 2016 異風者(いひゅもん)

B933.7 ｺﾏ 2 証言拒否 下

BF ｳﾋ 2016 研鑽

佐藤 雅美/[著]

BF ﾔｼ 2016 日日平安
坂岡真/著 光文社

BF ｻｼ 2016 鬼役外伝

山本 周五郎/著 角川春樹事

務所

坂岡真/著 光文社

BF ｻｼ 2016 愚か者の盟約
BF ｻｼ 2016 女殺し坂

矢口敦子/著 集英社

佐々木 譲/著 早川書房

F 小 説

坂岡 真/著 徳間書店

BF ｻｼ 2016 のうらく侍

坂岡 真/著 祥伝社

F ｱｶ 2016 死者の盟約

BF ｻﾅ 2016 御師弥五郎

西條奈加/著 祥伝社

F ｱｶ 2016 たそがれどきに見つけたもの
み/著 講談社
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麻見和史/著 新潮社
朝倉かす

F ｱﾀ 2 飛鳥高探偵小説選 2

飛鳥高/著 論創社

F ｱﾏ 2016 桜の下で待っている

F ﾀﾀ 6 神の時空(とき) [6]

彩瀬まる/著 実業

F ﾀﾌ 2016 生き抜け、その日のために

之日本社

高山文彦/

著 解放出版社

F ｱﾕ 2016 ノッキンオン・ロックドドア

青崎有吾

中村彰彦/著 PHP

F ﾅｱ 2016 疾風に折れぬ花あり

/著 徳間書店

研究所

F ｱﾕ 2016 不惑のスクラム

安藤祐介/著

F ﾅｷ 2016 彼女に関する十二章

安東能明/著 祥伝社

F ﾅｷ 2016 リボルバー・リリー

KADOKAWA

中島京子/著 中央

公論新社

F ｱﾖ 2016 ソウル行最終便

F ｱﾘ 2016 ままならないから私とあなた

朝井リョ

F ﾆ 2016 文学 2016

ウ/著 文藝春秋
伊坂幸太郎/著 講談社

F ｲﾖ 2016 純情必死剣からたけ割り

池永陽/著 双

折原一/著 文藝春秋

F ｵｺ 2016 誰にも探せない
F ｵﾋ 2016 向田理髪店

大崎梢/著 文藝春秋
大崎梢/著 幻冬舎

F ﾊﾘ 2016 辛夷の花

畠中恵/著 講談社
平野啓一郎/著 毎日

新聞出版
片山恭一/

F ﾋﾅ 2016 カエルの楽園

百田尚樹/著 新潮社

F ﾌｶ 2016 緑衣のメトセラ
加藤元/著 講談社

F ｶﾑ 2016 銀杏アパート

F ﾌﾁ 2 あさが来た 下

福田和代/著 集英社

古川智映子/原案 大森美香

/脚本 NHK 出版

片島麦子/著 ポプラ社
海道龍一朗/著 PHP

F ｶﾘ 2 我、六道を懼れず [2]

F ﾌﾏ 2016 新任巡査

研究所

古野まほろ/著 新潮社

F ﾌﾒ 2016 ふたりの文化祭

F ｷﾏ 2016 天下一の軽口男
F ｸｹ 2016 国士舘物語

F ﾌﾖ 2016 テミスの休息

窪美澄/著 河出書房新社
近衛龍春/著 毎日新聞出版
今野敏/著 文藝春秋

F ｺﾌ 2016 モップの精は旅に出る

坂井希久子/著

藤岡陽子/著 祥伝社

F ﾌﾚ 2016 倒叙の四季

深水黎一郎/著 講談社

F ﾎ 15 冒険の森へ 15

集英社

F ﾏｳ 2 小説外務省 2

近藤史恵/著 実

業之日本社
F ｻｷ 2016 ハーレーじじいの背中

藤野恵美/著

KADOKAWA

木下昌輝/著 幻冬舎

栗山圭介/著 講談社

F ｺﾀ 2016 伊達の企て

孫崎享/著 現代書館

F ﾏｼ 2016 海は見えるか

真山仁/著 幻冬舎

F ﾐｱ 2016 ニセモノの妻

三崎亜記/著 新潮社

F ﾐｹ 2016 神様に一番近い動物

双葉社

水野敬也/[著] 文

響社

F ｻｾ 2016 市立ノアの方舟
F ｻﾅ 2016 大川契り

林真理子/著 幻

葉室麟/著 徳間書店

F ﾋｹ 2016 マチネの終わりに

著 小学館

F ｺﾋ 2016 防諜捜査

長谷川千波/著 祥伝社

F ﾊﾒ 2016 若様とロマン

恩田陸/著 河北新報出

F ｶｷ 2016 なにもないことが多すぎる

F ｸﾐ 2016 アカガミ

秦建日子/著 河出書房新社

冬舎

版センター

F ｶｹ 2016 蛇の道行

野中ともそ/著 KADOKAWA

F ﾊﾀ 2016 KUHANA!

F ﾊﾏ 2016 ビューティーキャンプ

奥田英朗/著 光文社

F ｵﾘ 2016 タマゴマジック

F ﾉﾄ 2016 虹の巣

F ﾊﾁ 2016 営業の悪魔

小川糸/著 幻冬舎

F ｵｺ 2016 スクープのたまご

西村京太郎/著 文藝春

秋

葉社
F ｵｲ 2016 ツバキ文具店

長浦京/著 講談社

日本文藝家協会/編 講談社

F ﾆｷ 2016 飛鳥Ⅱの身代金

F ｲｺ 2016 サブマリン

F ｵｲ 2016 死仮面

高田崇史/著 講談社

佐藤青南/著 祥伝社

F ﾐｾ 2 神さまのいる書店 [2]

F ｻﾐ 2016 大きくなる日

佐川光晴/著 集英社

F ｻﾖ 2016 ドラッグカラーの空

佐久本庸介/[著]

ディスカヴァー・トゥエンティワン
F ｼﾀ 2016 戦うハニー
F ｼﾕ 2016 アマルフィ

皆川博子/著 講談社

F ﾐﾋ 2 クロコダイル路地 2

皆川博子/著 講談社

真保 裕一/著 扶桑社

F ﾐﾕ 2016 彼女がエスパーだったころ

小路幸也/著

宮内悠介/

著 講談社
F ﾒｴ 2016 幽歴探偵アカイバラ

F ｼﾘ 2016 三軒茶屋星座館

皆川博子/著 日

下三蔵/編 出版芸術社

KADOKAWA
F ｾｺ 14 人間の運命 14

F ﾐﾋ 1 クロコダイル路地 1

F ﾐﾋ 9 皆川博子コレクション 9

新野剛志/著 KADOKAWA

F ｼﾕ 3 札幌アンダーソング [3]

三萩せんや/著

KADOKAWA

西條奈加/著 新潮社

柴崎竜人/著 講談社

明利英司/著 講

談社

芹沢光治良/著 勉誠出版

F ﾓｱ 2016 怪物率
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森晶麿/著 光文社

F ﾔｱ 2016 私のサイクロプス

山白朝子/著

R365 ｶﾐ 2016 消費者六法 2016 年版

KADOKAWA
F ﾔｵ 2016 本懐に候

甲斐道太郎/

編集代表 松本恒雄/編集代表 民事法研究会
山本音也/著 小学館

F ﾔﾀ 2016 筆跡はお見とおし

R366.0 ｺ 67 労働統計年報 第 67 回(平成 26 年)

山下貴光/著 河出書

生労働省大臣官房統計情報部/編 労務行政

房新社

R366.1 ｲﾏ 2016 労働六法 2016

F ﾕﾐ 2016 いまひとたびと、なく鵺に

結城光流/

R369.3 ﾆ 2016 災害情報学事典
横関大/著 講談社

F ﾖﾉ 2016 青いノート・少年

吉屋信子/著 文遊社

石田眞/[ほか]編集

委員 旬報社

著 KADOKAWA
F ﾖﾀ 2016 炎上チャンピオン

厚

日本災害情報学会

/編 朝倉書店
R371.4 ﾆ 2016 児童学事典

日本家政学会/編 丸善

出版
R464.9 ﾆ 2016 光と生命の事典

R 参考図書
★ 参考図書は閲覧のみの利用となります

日本光生物学協会

光と生命の事典編集委員会/編集 朝倉書店
David Moore/

R474.7 ﾑﾃ 2016 現代菌類学大鑑
R007.3 ﾃ 2016 情報メディア白書 2016

著 Geoffrey D.Robson/著 共立出版

電通総研/

R486.0 ｲﾊ 2016 日本の昆虫生態図鑑

編 ダイヤモンド社
R025.1 ﾆ 2016-1 BOOK PAGE 2016-1

著 メイツ出版

日外アソシエ

R486.7 ﾃﾏ 1 日本産有剣ハチ類図鑑 [1]

ーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ
R025.1 ﾆ 2016-2 BOOK PAGE 2016-2

日外アソシエ

R486.7 ﾃﾏ 2 日本産有剣ハチ類図鑑 [2]
R489.0 ｺﾃ 2016 くらべてわかる哺乳類

話会/編 戎光祥出版
西来

/編 グランプリ出版

日外アソシ

R645.6 ﾄ 2016 ビジュアル犬種百科図鑑
書房

日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエ

R645.7 ﾄ 2016 ビジュアル猫種百科図鑑

ーツ

緑書房
R653.2 ﾑｼ 2016 APG 原色樹木大図鑑

竹内啓一/総編集

R703.5 ﾋ 2016 美術大鑑 2016

竹内啓一/総編集

ビジョン企画出

版社

熊谷圭知/編集幹事 朝倉書店
R296.2 ﾀｷ 2016 ブラジル雑学事典

R770.5 ﾆ 2016 演劇年鑑 2016

田所清克/著

日本演劇協会/監修

日本演劇協会

春風社
R325.2 ﾅﾅ 2016 株主総会ハンドブック

R770.5 ﾆ 2016 演劇年鑑 2016 別冊

中村直人/

日本演劇協会

/監修 日本演劇協会

編著 商事法務

R811.2 ｴｼ 2016 漢字の使い分けときあかし辞典

総務省統計局/

円満字二郎/著 研究社

編集 日本統計協会
R351 ｿ 2016 日本の統計 2016

邑田仁/監修

米倉浩司/監修 北隆館

熊谷圭知/編集幹事 朝倉書店

R350.9 ｿ 2016 世界の統計 2016

ドーリン

グ・キンダースリー社編集部/編 小島正記/監修

竹内啓一/総編集

熊谷圭知/編集幹事 朝倉書店

R290.3 ﾀｹ 6 世界地名大事典 6

ドーリン

グ・キンダースリー社編集部/編 神里洋/監修 緑

R281.0 ﾆ 2016 日本人物レファレンス事典 武将篇

R290.3 ﾀｹ 5 世界地名大事典 5

GP 企画センター

R537.0 ｼ 2016 自動車用語辞典

エーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

R290.3 ﾀｹ 4 世界地名大事典 4

小宮輝之/

著 薮内正幸/絵 山と溪谷社

路秀彦/編 日外アソシエーツ
R280.3 ﾆ 2016 現代外国人名録 2016

寺山守/

編著 須田博久/編著 東海大学出版部

中井均/監修 城郭談

R217.5 ｻﾋ 2016 シベリア抑留関係基本書誌

寺山守/

編著 須田博久/編著 東海大学出版部

ーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ
R216 ﾅﾋ 3 図解近畿の城郭 3

今井初太郎/

R813.6 ﾂﾋ 2 古語大鑑 第 2 巻

総務省統計局/編集

代表 東京大学出版会

日本統計協会
R358 ｺ 2016 人口の動向日本と世界 2016

築島裕/編集委員会

R816.0 ｷ 2016 記者ハンドブック

国立社

共同通信社/編

著 共同通信社

会保障・人口問題研究所/編集 厚生労働統計協会

R909.0 ﾆ 2011 児童文学書全情報 2011-2015

R361.9 ｿ 2016 統計でみる都道府県のすがた 2016

日外

アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

総務省統計局/編集 日本統計協会
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R910.2 ﾆ 2016 文学賞受賞作品総覧 小説篇

日外

E うまれたよ!クマノミ

アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

大方洋二/写真・文 岩崎

書店
E うまれたよ!クモ

新開孝/写真・文 岩崎書店

E うまれたよ!クワガタムシ

T 郷土資料

山口進/写真・文 岩

崎書店
T049 ｷ 4 虹 4

E うまれたよ!タガメ

北日本新聞社営業局/編著 北日本

松沢陽士/写真・文 岩崎

書店

新聞社
T290.3 ﾄ 16-1 富山県富山市[神通川以東] 1

E うまれたよ!ボウフラ

ゼ

中瀬潤/写真・文 岩崎

書店

ンリン
T290.3 ﾄ 16-2 富山県富山市[神通川以西] 2

E うまれたよ!ヤドカリ

ゼ

武田晋一/写真 ボコヤマ

クリタ/構成・文 岩崎書店

ンリン

E うらしまたろう

T290.3 ﾄ 16-3 富山県富山市[大沢野 大山 細入] 3

おざわとしお/再話 かないだ

えつこ/絵 くもん出版

ゼンリン

E うりひめとあまんじゃく

T290.3 ｶ 2016 富山市北住宅明細図 平成 28 年度

稲田和子/再話 小西

英子/画 福音館書店

刊広社/編 刊広社
T290.3 ｶ 2016 富山市北住宅明細図 地籍版 28

E えぞふくろうふぶきをのりこえる

刊

手島圭三郎/

絵・文 絵本塾出版

広社/編 刊広社

E おかんとおとん

T290.3 ｶ 2016 富山市南住宅明細図 平成 28 年度

平田昌広/ぶん 平田景/え 大日

本図書

刊広社/編 刊広社
T290.3 ｶ 2016 富山市南住宅明細図 地籍版 28

刊

E おじいちゃんのコート

北

E おはなをあげる

ジム・エイルズワース/

文 バーバラ・マクリントック/絵 ほるぷ出版

広社/編 刊広社
T602.1 ﾎ 2016 北陸主要 10 業種の現状と展望

ジョナルノ・ローソン/作 シド

ニー・スミス/絵 ポプラ社

陸経済研究所
T751 ｲｼ 2016 feeling in glass

E おひさまのおうさま

伊東 順二/[ほか]

たはらともみ/作 教育

画劇

執筆 富山市ガラス美術館
T783.4 ｱｱ 2016 監督たちの高校サッカー

E おんちょろちょろ

青柳愛/

瀬田貞二/再話 梶山俊夫/画

福音館書店

著 笠井さやか/著 東洋館出版社

E 海底電車

松本猛/構成・文 松森清昭/絵 童心社

E かぐ、あじわう

E 絵 本

岸田衿子/文 司修/絵 復刊ドッ

トコム
E あかいかばんのひみつ

E かばのさら・ばらのかさ

エマ・アレン/文 フレ

ヤ・ブラックウッド/絵 国土社
E あひる

E きつねとかわうそ

石川えりこ/作 くもん出版

E あるひこねこね

E きみはうみ

デイビッド・マクフェイ

E Q はせかいいち

平田 昌広/ぶん 平

E ぎょうれつのできるレストラン

瀬田貞二/再話 関野凖一

ふくざわゆみ

こ/さく 教育画劇

郎/画 福音館書店
E うまれたよ!オトシブミ

E こいのぼりぐんぐんこどもの日!

安田守/写真・文 岩崎

ますだゆうこ/

作 たちもとみちこ/絵 文溪堂

書店
E うまれたよ!カメ

舟崎克彦/文 東逸子/絵 復刊ド

ットコム

田 景/え 大日本図書
E うしかたとやまうば

西加奈子/絵と文 スイッチ・パブリ

ッシング

ル/作・絵 三原泉/訳 徳間書店
E ありがとう!きゅうしょく

梶山俊夫/再話・画 福音館

書店

高畠那生/[作] 好学社

E あらいぐまのヨッチー

石津ちひろ/ことば 高

畠純/え ポプラ社

E こうまくん

関慎太郎/写真・文 岩崎書店

E うまれたよ!カメムシ

きくちちき/[作] 大日本図書

E ことりのおそうしき

新開孝/写真・文 岩崎

マーガレット・ワイズ・ブ

ラウン/文 クリスチャン・ロビンソン/絵 あすな

書店

ろ書房

- 23 -

E このあとどうしちゃおう

ヨシタケシンスケ/作

E ねこどけい

ブロンズ新社

こ/え 福音館書店

E さいごのひみつ
E さるとびっき

きしだえりこ/さく やまわきゆり

いとうひろし/作 小学館

E ねむりむし じらぁ

武田正/再話 梶山俊夫/画 福音館

版画 福音館書店

書店

E ノックノック

E しましまかしてください

林なつこ/作 教育

ダニエル・ビーティー/文 ブライ

アン・コリアー/絵 光村教育図書

画劇

E ばけねこのおよめさん

E シルヴィーどうぶつえんへいく

ジョン・バー

E バス

出版

E バンブルアーディ

E しろくろつけてよシマウマくん

ながいいくこ/

モーリス・センダック/作 さ

E ヒックゴロゴロはっくしょんひめ

きくち ちき/[作] 学研教育

E ピヨピヨおばあちゃんのうち

E すいみんぶそく

長谷川集平/作絵 童心社

E 杉原千畝と命のビザ 自由への道

グデュル/文

マルジョラン・ポティ/絵 らんか社

出版

工藤ノリコ/著

佼成出版社

ケン・モチヅ

E ひろったらっぱ

キ/作 ドム・リー/絵 汐文社

新美南吉/作 鈴木靖将/絵 新

樹社

キムファン/文 イスンウォン/絵 ほるぷ

E フルーツパンケーキ

出版

さか井美ゆき/絵 ひかり

のくに

E たこやきのたこさぶろう

長谷川義史/作 小

E ベロニカとバースデープレゼント

学館

ロジャー・デ

ュボアザン/作・絵 神宮輝夫/訳 復刊ドットコム

E たぬきえもん

藤巻愛子/再話 田澤茂/絵 福音館

E ぽかぽかふとんおやこ

書店

コダイラヒロミ/作・絵

教育画劇

E だれのこえ?

まつおかたつひで/作・絵 ポプ

E ほっとほっとホットケーキ

ラ社

きむらゆういち/作

西内としお/絵 世界文化社

E ちいさなきしゃ

五味太郎/作 岩崎書店

E ちかてつのぎんちゃん

E まだかなまだかな

鎌田歩/さく 小学館

E チュンとカァのじゃんけんぽん!
E チョコたろう

竹下文子/作 えがしらみち

こ/絵 ポプラ社

大森裕子/[作]

E まりひめ

PHP 研究所

岩崎京子/作 市居みか/絵 鈴木出版

E まんなかのはらのおべんとうや そらのこのおは
森絵都/ぶん 青山友美/え 童心社

E ちょんまげとんだ

なし

中尾昌稔/文 広瀬克也/絵 く

E マルヒゲーニョさんのウルトラ・マシーン

大木トオル/文 大木チロリ/文 トゥーヴ

イラ

リア・グアルドゥッチ/さく たかはしたかこ/や

ァージンズ
E つちはんみょう

やすいすえこ/作 重森千佳/絵 フレ

ーベル館

もん出版
E チロリ

五味零/作 市瀬義雄/写真 岩崎書店

くまゆみこ/訳 偕成社

作 くすはら順子/絵 そうえん社
E しろねこくろねこ

大海赫/作・画 復刊ドッ

トコム

ニンガム/さく たにかわしゅんたろう/やく BL

E すばこ

川平朝申/再話 儀間比呂志/

く ほるぷ出版
舘野鴻/作絵 偕成社

E 天のかみさま金んつなください

E みつけてくれる?

津谷タズ子/再

E むかし日本狼がいた

話 梶山俊夫/画 福音館書店
E 父さんたちが生きた日々

岑龍/作 中由美子/訳

E めとめがあったら

おくむらけんいち/ぶん マ

ッティ・ピックヤムサ/え ブロンズ新社
しのだこうへい/作・絵 ひさ

E モカと幸せのコーヒー

かたチャイルド
E ともだちのつくりかた

E ゆき
たかいよしかず/さく

広瀬克也/作 絵本館

E よるのさかなやさん
おおなり修司/なぞなぞ文

刀根里衣/著 NHK 出版

きくちちき/作 ほるぷ出版

E 妖怪バス旅行

大日本図書
E なぞなぞはじまるよ

菊池日出夫/文・絵 福音館

書店

童心社
E どうぶつれっしゃ

松田奈那子/作 あかね書房

穂高順也/文 山口マオ/絵

文溪堂

高畠純/絵 絵本館

E 路線バスしゅっぱつ!
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鎌田歩/作 福音館書店

E ろってちゃん

ディック・ブルーナ/ぶんえ まつ

K211 ﾆ 3-5 NHK 歴史秘話ヒストリア 第 3 章 5
NHK「歴史秘話ヒストリア」 制作班/編 金の

おかきょうこ/やく 福音館書店
E わかるわかるじかんのえほん

こくぼみゆき/さ

星社

く しもだいらあきのり/え あかね書房
E わんぱくだんのてるてるぼうず

K281 ｵﾃ 1 完全図解!歴史人物データファイル 1

ゆきのゆみこ/

小和田哲男/監修 ポプラ社

作 上野与志/作 ひさかたチャイルド

K289 ｼｼ 2016 シュヴァル

岡谷公二/文 山根秀信/

絵 福音館書店
K291 ｲ 2016 イラストマップとデータでわかる日本

K 児童図書

の地理

K297 ｻﾏ 2016 南極のスコット大佐とシャクルトン

K007 ｱｶ 2016 小学生でもわかるスマホ&パソコンそ
もそも事典

佐々木マキ/作 福音館書店

秋田勘助/著 シーアンドアール研

K314 ｲｱ 2 池上彰のみんなで考えよう 18 歳からの選

究所
K010 ﾀﾀ 2016 図書館のひみつ

挙 2

高田高史/監修

K016 ﾏﾄ 2016 手をつなごうよ
K031 ｲｼ 2016 なぞなぞ学

挙 3

松居友/著 彩流社

池上彰/監修 文溪堂

K314 ｲｱ 4 池上彰のみんなで考えよう 18 歳からの選

稲葉茂勝/著 ウノカマ

挙 4

キリ/絵 今人舎

池上彰/監修 文溪堂

K319 ｲｹ 4 世界の人びとに聞いた 100 通りの平和 シ

K031 ｳ 2016 「ものの名まえ」絵じてん 家

リーズ 4

WILL こども知育研究所/編・著 森山卓郎/監修

伊勢崎賢治/監修 かもがわ出版

K319 ﾃ 2016 日本と世界の領土

金の星社

帝国書院編集部/

編集 帝国書院

K031 ｳ 2016 「ものの名まえ」絵じてん お店

K319 ﾆ 2016 日本全国姉妹都市図鑑 西日本編

WILL こども知育研究所/編・著 森山卓郎/監修

フ

レーベル館

金の星社

K329 ｲｱ 2 ニュースに出てくる国際組織じてん 2

K204 ﾌ 2016 1 年まるごときょうはなんの日? 10 月

池上彰/監修 彩流社

「1 年まるごと きょうはなんの日?」

K329 ｲｱ 3 ニュースに出てくる国際組織じてん 3

編集委員会/編 文研出版

池上彰/監修 彩流社

K204 ﾌ 2016 1 年まるごときょうはなんの日? 国民
の祝日

池上彰/監修 文溪堂

K314 ｲｱ 3 池上彰のみんなで考えよう 18 歳からの選

PHP 研究所

〜12 月

朝日新聞出版

K338 ｺﾄ 2016 銀行で働く人たち

「1 年まるごと きょうはなんの日?」

りかん社

編集委員会/編 文研出版
K209 ﾊﾏ 3 輪切りで見える!パノラマ世界史 3

K361 ｲｼ 3 みんなで考えよう!つかう・つかわない?

羽

どうつかう? 3

田正/監修 大月書店

K361 ｺ 3 コミュニケーションナビ話す・聞く 3

橋本麻里/編著 汐文社

K366 ｵ 10 お仕事ナビ 10

宮部精一/監修 金の星社

K367 ｴｹ 4 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本 4

金の

江頭恵子/文 小島喜孝/編 大月書店

星社

K367 ﾋﾔ 3 もっと知りたい!話したい!セクシュアル

K211 ﾆ 3-2 NHK 歴史秘話ヒストリア 第 3 章 2
NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/編

お仕事ナビ編集室/[編]

理論社

K211 ﾆ 3-1 NHK 歴史秘話ヒストリア 第 3 章 1
NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/編

鈴

木出版

K210 ﾐｾ 2016 写真でみる太平洋戦争とくらし・道具
事典 戦争の記録

稲葉茂勝/著 秋田喜代美/監修

フレーベル館

K210 ﾊﾏ 2016 橋本麻里の美術でたどる日本の歴史
近世・近代

小堂敏郎/著 ぺ

マイノリティ 3

金の

日高庸晴/著 サカイノビー/イ

ラスト 汐文社

星社

K369 ｶｻ 2 みんなで防災アクション! 2

K211 ﾆ 3-3 NHK 歴史秘話ヒストリア 第 3 章 3

神谷サニ

ー/著 評論社

NHK「歴史秘話ヒストリア」 制作班/編 金の

K369 ｶｻ 3 みんなで防災アクション! 3

星社

ー/著 評論社
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神谷サニ

K369 ｻﾏ 2016 いのちをつなぐ犬夢之丞物語

佐藤

K460.8 ﾐｼ 4 ミクロワールド大図鑑 [4]

真澄/著 静山社

七郎/監修 医学生物学電子顕微鏡技術学会/編

K370 ﾖﾀ 2016 奇跡の犬、ウィル

吉田太郎/著 セ

小峰書店

ブン&アイ出版
K372 ﾑﾘ 2016 マレットファン

K468 ｵｲ 2016 小さなプランクトンの大きな世界
村中李衣/作 新日

小田部家邦/文 高岸昇/絵 福音館書店

本出版社

K468 ﾜｲ 2016 共生する生き物たち

須藤功/編 農山漁村文化協会

リマー新書) 稲垣栄洋/著 筑摩書房

須藤功/編 農山漁村文化協会

K479 ｱｶ 2016 イネ

K383 ｶｹ 5 すしから見る日本 [5]

川澄健/監修 文

赤木かん子/作 藤井英美/写真

新樹社

研出版

K479 ｱｶ 2016 ウメ・モモ・サクラ

K383 ｷｱ 2 日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料

K479 ｱｶ 2016 チューリップ

K383 ｷｱ 3 日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料

K480 ﾛｻ 2016 ライオンはなぜ、汗をかかないのか?
斎藤たま/文 なか

サイモン・ロジャース/著 ニコラス・ブレックマ

のひろたか/絵 福音館書店

ン/イラストレーション 主婦と生活社

K383 ﾌﾌ 1 自然の材料と昔の道具 1

深光富士男/

K481 ﾅｹ 3 みてビックリ!動物のウンコ図鑑 3

著 さ・え・ら書房
偕成社

K384 ｾ 36 世界のともだち 36

偕成社

K388 ﾁﾐ 2016 おもしろ妖怪学 100 夜

K487 ｳﾘ 2016 ウナギのいる川いない川

千葉幹夫/

K488 ｺﾏ 2016 ツバメ観察記

孝森まさひで/文・写

真 福音館書店

K404 ｱﾖ 2 近未来科学ファイル 20XX 2

荒舩良孝/

K489 ｼｶ 2016 ライオンのこども

著 田川秀樹/イラスト 岩崎書店
荒舩良孝/

書店

著 田川秀樹/イラスト 岩崎書店
K407 ﾘ 2 大実験・大観察@科学館 2

K489 ﾆﾕ 2016 ふうちゃんのぼうけん
『大実験・大

西村豊/著

アリス館

観察@科学館』編集室/編 理論社

K491 ﾛｻ 2016 脳の指令は新幹線よりも速い!

K440 ﾛｻ 2016 人類は宇宙の果てを見られるか?

サ

サイ

モン・ロジャース/著 ピーター・グランディ/イ

イモン・ロジャース/著 ジェニファー・ダニエル

ラストレーション 主婦と生活社

/イラストレーション 主婦と生活社
K451 ﾎﾅ 3 これは異常気象なのか? 3

ガブリエラ・シ

ュテープラー/写真・文 たかはしふみこ/訳 徳間

K404 ｱﾖ 3 近未来科学ファイル 20XX 3

K493 ｳﾙ 2016 いつも不安で心配なの
保坂直紀/

ルーシー・

ウィレッツ/著 ポリー・ウェイト/著 大月書店

著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

K493 ﾌﾓ 2016 ぶきっちょとはちがうんだ
保坂直紀/著 こど

モーリ

ーン・ブーン/著 木村順/監修 大月書店

もくらぶ/編集 講談社

K494 ｼﾐ 2016 義足でかがやく
保坂直紀/著 こど

城島充/著 講談社

K502 ﾜ 6 子どもに伝えたい和の技術 6

もくらぶ/編集 講談社

和の技術

を知る会/著 文溪堂
保坂直紀/著 こど

K513 ﾚ 2016 建設機械レンタル会社図鑑

レンタル

のニッケン/監修 いわた慎二郎/絵 日経 BP コン

もくらぶ/編集 講談社
K452 ﾎﾅ 5 海まるごと大研究 5

内山りゅ

う/著 揖善継/監修 ポプラ社

著 石井勉/画 子どもの未来社

K452 ﾎﾅ 4 海まるごと大研究 4

中

居惠子/文 山本麻由/監修 ミネルヴァ書房

K384 ｾ 35 世界のともだち 35

K452 ﾎﾅ 3 海まるごと大研究 3

赤木かん子/作 藤井

英美/写真 新樹社

清絢/監修 金の星社

K452 ﾎﾅ 2 海まるごと大研究 2

赤木かん子/

作 藤井英美/写真 新樹社

清絢/監修 金の星社

K383 ｻﾀ 2016 おしりをふく話

(ちくまプ

K471 ｲﾋ 2016 植物はなぜ動かないのか

K382 ｽｲ 3 道具からみる昔のくらしと子どもたち 3

理 [3]

鷲谷いづみ/

監修 PHP 研究所

K382 ｽｲ 2 道具からみる昔のくらしと子どもたち 2

理 [2]

宮澤

保坂直紀/著 こど

サルティング

もくらぶ/編集 講談社
K460 ﾐｼ 3 ミクロワールド大図鑑 [3]

K518 ﾜﾄ 2016 新津春子。世界一のおそうじマイスタ
宮澤七郎

ー!

/監修 医学生物学電子顕微鏡技術学会/編 小峰
書店
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若月としこ/著 岩崎書店

K536 ｼﾄ 3 世界がおどろいた!のりものテクノロジー
[3]

K754 ｼ 2016 おりがみ大全集

トム・ジャクソン/文 市川克彦/監修 ほる

の友社

ぷ出版

K754 ｼﾌ 2016 男の子の遊べるおりがみ 153

K536 ﾀｼ 2016 自転車ものがたり

高頭祥八/文・絵

K778 ﾋﾕ 2 映画は楽しい表現ツール 2

K556 ﾔｼ 2016 深く、深く掘りすすめ!<ちきゅう>
山本省三/著 友永たろ/絵 くもん出版

K778 ﾋﾕ 3 映画は楽しい表現ツール 3

昼間行雄/

著 偕成社

Goma/作 あかね書房

K783 ｵﾋ 2016 サッカーパーフェクト図鑑
Goma/

大熊廣

明/監修 ポプラ社

作 あかね書房

K783 ｺｶ 2016 小学生のミニバスケットボールシュー

K596 ﾐｳ 2016 合わせだしで世界のごちそう

宮沢

ト&オフェンス完全マスター

うらら/著 汐文社

小鷹勝義/監修

メイツ出版

K616 ﾊﾅ 2016 まるごとえだまめ

八田尚子/構成・

K783 ﾆｾ 2016 野球パーフェクト図鑑

文 野村まり子/構成・絵 絵本塾出版

二宮清純/

監修 ポプラ社

K627 ﾂｺ 2016 おおふじひっこし大作戦

塚本こな

K783 ﾊ 2016 小学生のサッカー最強チームの成長メ

み/文 一ノ関圭/絵 福音館書店

ソッド

K678 ﾆ 2 写真とデータでわかる日本の貿易 2

日

K783 ﾎﾖ 2016 武藤嘉紀

K678 ﾆ 3 写真とデータでわかる日本の貿易 3

日

本郷陽二/編 汐文社

K798 ｷﾀ 5 アタマげんきどこどこ 5

本貿易会/監修 オフィス 303/編 汐文社
K720 ﾗｴ 2016 名画で遊ぶあそびじゅつ!

バディサッカークラブ/監修 メイツ

出版

本貿易会/監修 オフィス 303/編 汐文社

吉川武彦/監

修 騒人社
エリザ

K798 ﾌ 2016 たのしいあやとり大図鑑 みんなであや

ベート・ド・ランビリー/著 大澤千加/訳 ロクリ

とり

ン社

フィグインク/編 汐文社

K911 ｵ 3 大人になるまでに読みたい 15 歳の短歌・
芝田勝茂/文 立花まこと/

俳句・川柳 3

画 あかね書房

ゆまに書房

K911 ﾄｼ 2016 少年少女のみなさんに俳句とお話

K726 ﾏﾕ 2016 いわさきちひろ

松本由理子/文 あ

友岡子郷/著 本阿弥書店

かね書房

K913 ｱﾅ 2016 きつねの窓

K750 ﾃｴ 2 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 2

安房直子/作 あおきひ

ろえ/絵 岩崎書店

寺西恵里子/作 汐文社

K913 ｱﾘ 2016 くもの糸

K750 ﾃｴ 3 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 3

芥川龍之介/作 深見春夫/

絵 岩崎書店

寺西恵里子/作 汐文社

K913 ｲﾉ 2016 みんなのおばけ小学校

K750 ﾃｴ 4 はじめてでもかんたん!エコなリメイク 4

K913 ｲﾋ 2 魔女学校物語 [2]

芳賀哲/著 鈴木隆一朗/絵 一声社

K913 ｲﾓ 2016 旅のお供はしゃれこうべ
芳賀

泉田もと/

作 岩崎書店

哲/著 鈴木隆一朗/絵 一声社

K913 ｵｶ 2016 くろねこのどん

K750 ﾖﾐ 2016 100 円ショップでつくってあそぶ な
つかし!伝承おもちゃ&あそび

石崎洋司/作 藤田香

/絵 講談社

K750 ﾊｻ 2016 かざろう!あそぼう!ほんわかおもちゃ
K750 ﾊｻ 2016 まわる!とぶ すべる!おもちゃ

市川宣子/

作 石井聖岳/絵 佼成出版社

寺西恵里子/作 汐文社

岡野かおる子/作

上路ナオ子/絵 理論社

吉田未希子/著

K913 ｵｼ 2016 わすれものの森

岡田淳/作 浦川良

治/作 BL 出版

いかだ社
K751 ﾖﾐ 2016 100 円ショップでつくってあそぶ な
んでも!ねんどあそび

昼間行雄/

著 偕成社

K596 ｺ 2016 どきどき!プレゼントスイーツ
K596 ｺ 2016 ようこそ!みんなでパーティ

新宮

文明/著 西東社

福音館書店

K721 ｼｶ 2016 葛飾北斎

主婦の友社/編 主婦

K913 ｵﾐ 2016 野ばら・月夜とめがね

吉田未希子/著 いか

作 中川貴雄/絵 岩崎書店

だ社
K754 ｵ 2016 親子で楽しむあそべる折り紙

小川未明/

K913 ｶｻ 2016 モンスター・ホテルでピクニック
ブティ

葉幸子/作 高畠純/絵 小峰書店

ック社

- 27 -

柏

K913 ｷｶ 2 怪盗王子チューリッパ! 2

如月かずさ/

K913 ﾔﾏ 6 山田県立山田小学校 6

作 柴本翔/絵 偕成社

山実/絵 あかね書房

K913 ｺﾙ 2016 シナモンのおやすみ日記

小手鞠る

K913 ﾚﾋ 2 温泉アイドルは小学生! 2

い/作 北見葉胡/絵 講談社
小手

K923 ﾊｼ 2016 浮き橋のそばのタンムー

鞠るい/作 土田義晴/絵 金の星社
K913 ｻｴ 2016 妖精のベーグル

彭学軍/

著 渡辺仙州/編訳 ポプラ社

斉藤栄美/作 染谷

K923 ﾜｾ 2 水滸伝 下

みのる/絵 金の星社

渡辺仙州/編訳 佐竹美保/絵

偕成社

K913 ｻｴ 2016 恋って、うつるんですっ!

斉藤 栄

K933 ｳﾎ 2016 ペンギンは、ぼくのネコ

美/作 米良/画 金の星社

ホリー・

ウェッブ/作 田中亜希子/訳 徳間書店

K913 ｻｴ 2016 初カレは期間限定!?

斉藤 栄美/作

K933 ｸｷ 2016 ハートソング

ケビン・クロスリー

=ホランド/文 ジェーン・レイ/絵 BL 出版

米良/画 金の星社
K913 ｻﾂ 2 表参道高校合唱部! [2]

櫻井剛/脚本 桑

K933 ｻ 22 サーティーナイン・クルーズ 22

小浜

杳/訳 [HACCAN/イラスト] KADOKAWA

畑絹子/小説 学研プラス
K913 ｻﾋ 2016 いつでもインコ

斉藤洋/作 武田美

K933 ｾﾏ 2 エルフとレーブンのふしぎな冒険 2

穂/絵 理論社

マ

ーカス・セジウィック/著 中野聖/訳 学研プラス

K913 ｻﾋ 2016 らくごでことわざ笑辞典

斉藤洋/

K933 ﾀｼ 2016 十三番目の子

作 陣崎草子/絵 偕成社

シヴォーン・ダウド/

作 パム・スマイ/絵 小学館

K913 ｼｲ 2016 春風亭一之輔のおもしろ落語入門

K933 ﾃﾆ 2016 クマと家出した少年

春風亭一之輔/落語 山口晃/画 小学館
K913 ｼｶ 2016 世界の謎はボクが解く!
K913 ｽﾐ 2016 わらぐつのなかの神様

ニコラ・デイ

ビス/文 アナベル・ライト/画 さ・え・ら書房
芝田勝茂/

K933 ﾊｱ 2016 ワンダー

作 倉馬奈未×ハイロン/絵 そうえん社

R.J.パラシオ/作 中井は

るの/訳 ほるぷ出版

杉みき子/

K933 ﾌｱ 2016 霧のなかの白い犬

作 加藤美紀/絵 岩崎書店

アン・ブース/

著 杉田七重/訳 あかね書房

K913 ｿｵ 6 2 年 A 組探偵局 [6]

宗田理/作 はしも

K933 ﾌｼ 8 アラルエン戦記 8

としん/絵 KADOKAWA

ジョン・フラナガン

/作 入江真佐子/訳 岩崎書店

K913 ﾀｴ 2016 おばけのばけひめちゃん

たかやま

K933 ﾚﾆ 3 マンモスアカデミー 3

えいこ/作 いとうみき/絵 金の星社
K913 ﾀﾘ 2016 リトル・ダンサー

ン/作 相良倫子/訳 小峰書店

田村理江/作 君

野可代子/絵 国土社
K913 ﾄﾖ 3 天と地の方程式 3

富安陽子/著 五十嵐

大介/画 講談社
K913 ﾅｶ 2016 岸辺のヤービ

梨木香歩/著 小沢さ

かえ/画 福音館書店
K913 ﾆｻ 2016 雨の日のせんたくやさん

にしなさ

ちこ/作・絵 のら書店
K913 ﾆﾅ 2016 あめ玉・でんでんむしのかなしみ

新

美南吉/作 後藤範行/絵 岩崎書店
K913 ﾆﾖ 2016 川床にえくぼが三つ

にしがきよう

こ/著 小学館
松尾清貴/著 理論社

K913 ﾏｾ 2016 サイコーのあいつとロックレボリュー
ション

令丈ヒロ子/

作 亜沙美/絵 講談社

K913 ｺﾙ 2016 野うさぎパティシエのひみつ

K913 ﾏｷ 3 真田十勇士 3

山田マチ/作 杉

牧野節子/著 小池アミイゴ/装画・イラ

スト 国土社
K913 ﾐﾏ 16 お願い!フェアリー♥ 16

みずのまい/

作 カタノトモコ/絵 ポプラ社
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