
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 教養主義のリハビリテーション 大澤聡/著 鷲田清一/述 筑摩書房

2 002.7 記憶力日本一を5度獲った私の奇跡のメモ術 池田義博/著 幻冬舎

3 007.1 AI後進国 多田和市/著 日経BP社

4 007.1 Windows Mixed Realityアプリ開発入門 高橋忍/著 日経BP社

5 007.1 ビジネスパーソンのための人工知能入門 巣籠悠輔/著 マイナビ出版

6 007.1 進化計算アルゴリズム入門 大谷紀子/著 オーム社

7 007.1 夢見るディープラーニング 金城俊哉/著 秀和システム

8 007.1 夢見る機械学習 金城俊哉/著 秀和システム

9 007.3 50歳SEの生き方 松山貴之/著 牛島美笛/著 日経BP社

10 007.3 図解でスッキリ ソフトウェアの会計・税務入門 新日本有限責任監査法人/編 中央経済社

11 007.6 3ステップでしっかり学ぶPython入門 山田祥寛/著 山田奈美/著 技術評論社

12 007.6 60分でわかる!ブロックチェーン最前線 ブロックチェーンビジネス研究会/著
ガイアックス/監修

技術評論社

13 007.6 Excelピボットテーブル データ集計・分析の「引き出し」が増える本 木村幸子/著 翔泳社

14 007.6 Excel関数組み合わせプロ技BESTセレクション AYURA/著 技術評論社

15 007.6 Google Cloud Platformエンタープライズ設計ガイド 遠山陽介/著 深津康行/著 日経BP社

16 007.6 gulpではじめるWeb制作ワークフロー入門 中村勇希/著
シーアンドアール研究
所

17 007.6 Photoshopしっかり入門 まきのゆみ/著 SBクリエイティブ

18 007.6 Preziデザインブック 吉藤智広/著 日経BP社

19 007.6 Webプロジェクトを成功に導く戦略的SEO思考 鈴木良治/著 朝日新聞出版

20 007.6 Windows 10パソコンお引越しガイド 井村克也/著 ソーテック社

21 007.6 Windows 10は初期設定で使うな! 2018年最新版 日経PC21/編 日経BP社

22 007.6 ゼロからわかるサーブレット&JSP超入門 大井渉/著 小田垣佑/著 技術評論社

23 007.6 データ分析ツールJupyter入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

24 007.6 できるゼロからはじめるiPad超入門 法林岳之/著 白根雅彦/著 インプレス

25 007.6 ビビッド&キッチュ!Photoshopレタッチ・合成Super☆Making 飯田かずな/著 技術評論社

26 007.6 基礎から学ぶVue.js mio/著
シーアンドアール研究
所

27 007.6 基本からしっかり身につくAndroidアプリ開発入門 森洋之/著 SBクリエイティブ

28 007.6 正規表現辞典 佐藤竜一/著 翔泳社

29 007.6 本当によくわかるJavaScriptの教科書 ENTACL GRAPHICXXX/著 SBクリエイティブ

30 015 認知症予防におすすめ図書館利用術 2 結城俊也/著 好本惠/著 日外アソシエーツ

31 019.1 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書 西岡壱誠/著 東洋経済新報社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 019.9 決断を支えた一冊 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

33 019.9 優雅な読書が最高の復讐である 山崎まどか/著 DU BOOKS

34 021.3 出版街放浪記 塩澤実信/著 展望社

35 024 これからの本屋読本 内沼晋太郎/著 NHK出版

36 024 ニジノ絵本屋さんの本 いしいあや/文 小林由季/イラスト 西日本出版社

37 024.1 ニッポンの本屋 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

38 024.8 市場のことば、本の声 宇田智子/著 晶文社

39 026 古典籍へようこそ 2  京都新聞出版センター

40 033 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S.キダー/著 ノア・
D.オッペンハイム/著

文響社

41 041 西部邁発言 2 西部邁/著 論創社

42 069.0 挑戦する博物館 小川義和/編著 五月女賢司/編著 ジダイ社

43 070.2 フェイクと憎悪 永田浩三/編著 斉加尚代/[ほか著] 大月書店

44 070.2 朝日リスク 櫻井よしこ/著 花田紀凱/著 産経新聞出版

45 080 周作人読書雑記 3 周作人/著 中島長文/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 100 世界の哲学者の言葉から学ぼう 小川仁志/著 教育評論社

2 112 英米哲学入門  （ちくま新書） 一ノ瀬正樹/著 筑摩書房

3 125.9 儒教と革命の間 黄俊傑/著 緒形康/訳 集広舎

4 130.4 ビジネスエリートのための!リベラルアーツ 哲学 小川仁志/著 すばる舎

5 133 「幸せ」になるための哲学の言葉 小川仁志/監修 洋泉社

6 133.2 ジョン・ロック  （岩波新書 新赤版） 加藤節/著 岩波書店

7 134.9 誰にもわかるハイデガー 筒井康隆/著 河出書房新社

8 135.5 フェリックス・ガタリ ギャリー・ジェノスコ/著 杉村昌昭/
訳

法政大学出版局

9 141.5 今ない知恵を生み出すしなやかな発想法 梅澤伸嘉/著 同文舘出版

10 141.6 「不安」は悪いことじゃない 島薗進/著 伊藤浩志/著 イースト・プレス

11 141.9 心理学でわかるひとの性格・感情辞典 渋谷昌三/監修 朝日新聞出版

12 146.8 「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋信頼/著 PHP研究所

13 146.8 NYの人気セラピストが教える不満を上手に伝える方法 ガイ・ウィンチ/著 花塚恵/訳 かんき出版

14 146.8 SNSカウンセリング入門 杉原保史/著 宮田智基/著 北大路書房

15 146.8 あたらしいこころの国家資格「公認心理師」になるには 18〜'19年版 国際心理支援協会/著 秀和システム

16 146.8 イライラを手放す生き方 水島広子/著 さくら舎

17 146.8 敏感な人や内向的な人がラクに生きるヒント イルセ・サン/著 枇谷玲子/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

18 159 「うらやましい」がなくなる本 植西聰/著 プレジデント社

19 159 エクスポネンシャル思考 齋藤和紀/著 大和書房

20 159 お金のポケットが増えるスゴイ!稼ぎ方 山崎拓巳/著 かんき出版

21 159 運の技術 角田陽一郎/著 あさ出版

22 159 成功ではなく、幸福について語ろう 岸見一郎/著 幻冬舎

23 159 大富豪からの手紙 本田健/著 ダイヤモンド社

24 159 防衛大式最強のメンタル 濱潟好古/著 青春出版社

25 159.4 JTの変人採用 米田靖之/著 KADOKAWA

26 159.4 言葉が人を「熱狂」させる 豊福公平/著 きずな出版

27 159.4 自由に働くための仕事のルール 秋山ゆかり/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 159.4 自由に働くための出世のルール 秋山ゆかり/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

29 159.4 組織にいながら、自由に働く。 仲山進也/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

30 159.4 藝術経営のすゝめ 舩橋晴雄/著 中央公論新社

31 159.6 イタリアのマダムが教える50歳、美しく生きる方法 パトゥリーツィア・ヴァレット/著
池田美幸/訳

日本文芸社

32 159.6 わたしを幸せにする41のルール 神崎恵/著 廣済堂出版

33 159.7 ハッピーシニアの参考書 河村都/著 海竜社

34 159.7 図解50歳からの人生が楽しくなる生き方 保坂隆/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

35 159.7 定年後、うまくいく人いかない人 保坂隆/著 朝日新聞出版

36 159.7 定年後不安  （角川新書） 大杉潤/著 KADOKAWA

37 159.8 君はこの言葉を知っているか? 夏川賀央/著 主婦の友社

38 160 知っておきたい、世界の宗教。 ペン編集部/編 CCCメディアハウス

39 162.1 神道・儒教・仏教  （ちくま新書） 森和也/著 筑摩書房

40 164 世界昆虫神話 篠田知和基/著 八坂書房

41 164.3 ギリシア神話の光と影 吉田敦彦/著 青土社

42 164.3 フランスの神話と伝承 篠田知和基/著 勉誠出版

43 164.4 アフリカ神話との対話 阿部年晴/著 三恵社

44 167 イスラム流幸せな生き方 常見藤代/文・写真 光文社

45 167.3 クルアーン入門 松山洋平/編 小布施祈恵子/共著 作品社

46 171.2 倭姫の命さまの物語 海部やをとめ/著 三橋健/監修
冨山房インターナショ
ナル

47 175.9 熊野と神楽 鈴木正崇/著 平凡社

48 175.9 御朱印でめぐる東京の神社 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

49 175.9 聖地鉄道めぐり 渋谷申博/著 G.B.

50 181 仏教と慈しみ ケネス田中/編著 新作慶明/[ほか著] 武蔵野大学出版会

51 186.9 御朱印でめぐる関西の百寺 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

52 186.9 御府内八十八ケ所霊場ウォーク 池田敏之/著 大塚忠克/監修 芙蓉書房出版

53 188.5 まずは、あなたのコップを満たしましょう 玉置妙憂/著 飛鳥新社

54 188.5 役行者伝の謎 銭谷武平/著 東方出版

55 188.8 “そのままのあなた”からはじめる『修証義』入門 大童法慧/著 雄山閣

56 188.8 鈴木大拙 竹村牧男/著 創元社

57 188.9 私はこんなはずじゃないと思っているあなたへ 酒井菜法/著 主婦の友社

58 193.1 七十人訳ギリシア語聖書入門 秦剛平/著 講談社

59 198.2 祈りの記憶 長崎と天草地方の潜伏キリシタンの世界 松尾潤/著 批評社

60 198.2 消された信仰 広野真嗣/著 小学館

61 198.2 天地始まりの聖地-長崎外海の潜伏・かくれキリシタンの世界 松川隆治/編 大石一久/編 批評社

62 198.3 ジェームズ・バラの若き日の回想 ジェームズ・バラ/著 飛田妙子/訳 キリスト新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 歴史は実験できるのか ジャレド・ダイアモンド/編著 ジェ
イムズ・A.ロビンソン/編著

慶應義塾大学出版会

2 209 逆転の世界史 玉木俊明/著 日本経済新聞出版社

3 209.3 馬・車輪・言語 上・下巻 デイヴィッド・W.アンソニー/著 東
郷えりか/訳

筑摩書房

4 210.2 見聞考古学のすすめ 高倉洋彰/著 雄山閣

5 210.2 発掘された日本列島 2018 文化庁/編 共同通信社

6 210.3 帰化人と古代国家 平野邦雄/著 吉川弘文館

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 210.4 飢餓と戦争の戦国を行く 藤木久志/著 吉川弘文館

8 210.4 西部邁最後の思索「日本人とは、そも何者ぞ」 西部邁/著 澤村修治/著 飛鳥新社

9 210.4 武士の日本史  （岩波新書 新赤版） 高橋昌明/著 岩波書店

10 210.6 大正=歴史の踊り場とは何か 鷲田清一/編著 佐々木幹郎/著 講談社

11 211 日本国史 田中英道/著 育鵬社

12 213 古代史料を読む 下巻 佐藤信/編 小口雅史/編 同成社

13 213.2 蘇我氏の古代学 坂靖/著 新泉社

14 213.2 埋葬からみた古墳時代 清家章/著 吉川弘文館

15 214.6 図説室町幕府 丸山裕之/著 戎光祥出版

16 214.7 戦国 戦の作法 小和田哲男/監修 G.B.

17 215 江戸城と大奥  小学館

18 215 墓石が語る江戸時代 関根達人/著 吉川弘文館

19 215.2 浄瑠璃坂の仇討ち 坂本俊夫/著 現代書館

20 215.8 絵図にみる幕末の北辺防備 戸祭由美夫/著 古今書院

21 215.8 幕末維新改メ 中村彰彦/著 晶文社

22 216 江戸のいちばん長い日  （文春新書） 安藤優一郎/著 文藝春秋

23 217.4 石原莞爾の王道論と淵上辰雄『派遣日記』 野村乙二朗/編 同成社

24 219.3 草津温泉の社会史 関戸明子/著 青弓社

25 219.3 大江戸知らないことばかり NHKスペシャル「大江戸」制作班/編 NHK出版

26 219.3 変貌する東京歴史マップ 古泉弘/ほか監修 岡村道雄/ほか監修 宝島社

27 219.8 美術館ができるまで 佐々木良/著 啓文社書房

28 219.9 陸軍中野学校と沖縄戦 川満彰/著 吉川弘文館

29 221.0 誰も書かなかった日韓併合の真実 豊田隆雄/著 彩図社

30 222.0 中国、香港、台湾におけるリベラリズムの系譜 中村元哉/著 有志舎

31 222.0 八九六四 安田峰俊/著 KADOKAWA

32 222.0 文房具が語る古代東アジア 吉田惠二/著 同成社

33 222.4 1949礼賛 楊儒賓/著 中嶋隆蔵/訳 東方書店

34 227 世界史劇場侵蝕されるイスラーム世界 神野正史/著 ベレ出版

35 232 SPQRローマ帝国史 1 メアリー・ビアード/著 宮崎真紀/訳 亜紀書房

36 233.0 大英帝国の歴史 上・下巻 ニーアル・ファーガソン/著 山本文
史/訳

中央公論新社

37 237 フィレンツェ  （岩波新書 新赤版） 池上俊一/著 岩波書店

38 239.3 パンと野いちご 山崎佳代子/著 勁草書房

39 253.0 アメリカの原爆神話と情報操作 井上泰浩/著 朝日新聞出版

40 268 アンデス古代の探求 大貫良夫/編 希有の会/編 中央公論新社

41 280.4 ヒストリーズ・ピープル マーガレット・マクミラン/著 真壁
広道/訳

えにし書房

42 280.4 偉人たちの生と死のカルテ 古井倫士/著 黎明書房

43 281.0 「私の履歴書」61年の知恵 吉田勝昭/著
PHPエディターズ・グ
ループ

44 281.0 幕末列藩&人物名鑑 大石学/監修 NHK出版

45 281.7 明治の津和野人たち 山岡浩二/著 堀之内出版

46 282.1 脱北者たち 申美花/著 駒草出版

47 288.3 今川氏滅亡 大石泰史/著 KADOKAWA

48 288.3 戦国北条家一族事典 黒田基樹/著 戎光祥出版

49 288.3 藤原氏  洋泉社

50 288.3 陸奥伊達一族 高橋富雄/著 吉川弘文館

51 288.4 王たちの最期の日々 上・下巻 パトリス・ゲニフェイ/編 神田順子/
訳

原書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 288.4 皇后四代の歴史 森暢平/編 河西秀哉/編 吉川弘文館

53 288.4 天皇陵と近代 宮間純一/著 平凡社

54 289.1 カルピスをつくった男 三島海雲 山川徹/著 小学館

55 289.1 井出一太郎回顧録 井出一太郎/著 井出亜夫/編 吉田書店

56 289.1 女にとって夫とはなんだろうか 西舘好子/著 井上麻矢/著 ベストセラーズ

57 289.1 寝たきり社長佐藤仙務の挑戦 塩田芳享/著 致知出版社

58 289.3 アイダ・ターベル 古賀純一郎/著 旬報社

59 289.3 ヴィルヘルム2世  （中公新書） 竹中亨/著 中央公論新社

60 289.3 オリガ・ロマノフ オリガ・ロマノフ/著 井川歩美/訳 東洋書店新社

61 289.3 英国の危機を救った男チャーチル 谷光太郎/著 芙蓉書房出版

62 289.3 自動車王フォードが語るエジソン成功の法則 ヘンリー・フォード/著 サミュエ
ル・クラウザー/著

言視舎

63 290 エピソードで読む世界の国243 2018▷2019 エピソードで読む世界の国編集委員
会/編

山川出版社

64 290 地球MAPS 竹花秀春/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

65 290.9 サラリーマン2.0 週末だけで世界一周 東松寛文/著 河出書房新社

66 290.9 地球の歩き方 A07 パリ＆近郊の町 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

67 290.9 地球の歩き方 A14 ドイツ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

68 290.9 地球の歩き方 A18 スイス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

69 290.9 地球の歩き方 A29 北欧 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

70 290.9 地球の歩き方 A31 ロシア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

71 290.9 地球の歩き方 B06 ニューヨーク 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

72 290.9 地球の歩き方 C01 ハワイ1 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

73 291.0 ふしぎな県境  (中公新書) 西村まさゆき/著 中央公論新社

74 291.0 近代日本の旅行案内書図録 荒山正彦/著 創元社

75 291.0 山登り12カ月 四角友里/著 山と溪谷社

76 291.0 深夜航路 清水浩史/著 草思社

77 291.0 西日本「公共の宿」厳選ベストガイド あんぐる/著 メイツ出版

78 291.0 線路つまみ食い散歩 久住昌之/著 カンゼン

79 291.0 定期便でいく豪華フェリー船旅ガイド  笠倉出版社

80 291.0 道の駅旅案内全国地図 平成30年度版  ゼンリン

81 291.1 北海道ベストプラン 2018 (まっぷるマガジン)  昭文社

82 291.1 北海道夏山ガイド 長谷川哲/著 北海道新聞社

83 291.1 利尻礼文  (地球の歩き方JAPAN)  
ダイヤモンド・ビッグ
社

84 291.2 秋田県の山 佐々木民秀/著 山と溪谷社

85 291.2 地図で楽しむすごい宮城 都道府県研究会/著 洋泉社

86 291.3 ヤマレコのとっておきの登山ルート30選 ヤマレコ/監修 大泉書店

87 291.3 るるぶ小笠原伊豆諸島 2018  JTBパブリッシング

88 291.3 るるぶ東京観光 19  JTBパブリッシング

89 291.3 るるぶ栃木 19  JTBパブリッシング

90 291.3 古地図で歩く江戸・東京歴史探訪ガイド 「江戸楽」編集部/著 メイツ出版

91 291.3 新発見!千葉 千葉まち歩き倶楽部/編 洋泉社

92 291.3 東京観光 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

93 291.3 栃木県の山 小島守夫/著 上杉純夫/著 山と溪谷社

94 291.5 るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 2018  JTBパブリッシング

95 291.5 るるぶ名古屋 19  JTBパブリッシング

96 291.5 伊豆・箱根 19 (まっぷるマガジン)  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

97 291.5 山小屋の灯 小林百合子/文 野川かさね/写真 山と溪谷社

98 291.5 地図で楽しむすごい愛知 都道府県研究会/著 洋泉社

99 291.5 道の駅ガイド中部  昭文社

100 291.5 富士山 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

101 291.6 おとなの温泉宿ベストセレクション100  (まっぷるマガジン)  昭文社

102 291.6 一日乗車券でめぐる京都さんぽ  JTBパブリッシング

103 291.6 関西道の駅徹底オールガイド あんぐる/著 メイツ出版

104 291.6 大阪 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

105 291.6 兵庫 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

106 291.7 るるぶ広島宮島 19  JTBパブリッシング

107 291.7 るるぶ山陰 19  JTBパブリッシング

108 291.7 山口県の山 中島篤巳/著 金光康資/著 山と溪谷社

109 291.7 鳥取 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

110 291.9 るるぶ沖縄ベスト 19  JTBパブリッシング

111 291.9 るるぶ長崎 19  JTBパブリッシング

112 291.9 壱岐  (地球の歩き方JAPAN)  
ダイヤモンド・ビッグ
社

113 291.9 沖縄ベストスポット 2018 (まっぷるマガジン)  昭文社

114 291.9 沖縄戦546日を歩く カベルナリア吉田/著 彩流社

115 291.9 宮崎県の山 緒方優/著 山と溪谷社

116 291.9 古地図で歩く福岡歴史探訪ガイド 月刊はかた編集室/著 メイツ出版

117 291.9 種子島  (地球の歩き方JAPAN)  
ダイヤモンド・ビッグ
社

118 291.9 長崎ハウステンボス 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

119 291.9 福岡 博多・天神 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

120 291.9 魅せる沖縄 浅野誠/著 高文研

121 291.9 由布院・阿蘇 2018 (まっぷるマガジン)  昭文社

122 291.9 与論島・沖永良部島・徳之島  (地球の歩き方JAPAN)  
ダイヤモンド・ビッグ
社

123 292.2 るるぶ香港マカオ 19  JTBパブリッシング

124 292.2 台北 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

125 292.3 シンガポール 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

126 292.3 バンコク 2018 (タビトモ)  JTBパブリッシング

127 292.3 ベトナム 19 (まっぷるマガジン)  昭文社

128 292.5 ラダックの星 中村安希/著 潮出版社

129 293.3 LONDON WALKイギリス英語とロンドンの歴史・文化を一緒に学ぶ
ロイ・ヒギンズ/著 小川・ヒギン
ズ・美穂子/著

ベレ出版

130 293.4 ウィーン オーストリア 2018 (タビトモ)  JTBパブリッシング

131 293.4 るるぶウィーン・プラハ・ブダペスト 2018  JTBパブリッシング

132 297.4 るるぶグアム 19  JTBパブリッシング

133 297.6 るるぶホノルル 19  JTBパブリッシング

134 297.8 極夜行 角幡唯介/著 文藝春秋

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 「激動の世界をゆく」大越健介取材ノート 大越健介/著 小学館

2 302.1 JAPAN CLASS ジャパンクラス編集部/編 東邦出版

3 302.2 私たちは中国が世界で一番幸せな国だと思っていた 石平/著 矢板明夫/著 ビジネス社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 302.2 沸騰インド 貫洞欣寛/著 白水社

5 302.3 ロシアの躁と鬱 中尾ちゑこ/著 成文社

6 304 <データブック>近未来予測2025 ティム・ジョーンズ/著 キャロライ
ン・デューイング/著

早川書房

7 304 ほどほどのすすめ 池田清彦/著 さくら舎

8 304 思想はいまなにを語るべきか 高橋哲哉/共著 前田朗/共著 三一書房

9 309.0 終わらない「失われた20年」 北田暁大/著 筑摩書房

10 309.6 高畠素之の亡霊 佐藤優/著 新潮社

11 311.1 平等主義基本論文集 広瀬巌/編・監訳 勁草書房

12 311.4 保守主義の精神 下巻 ラッセル・カーク/著 会田弘継/訳 中央公論新社

13 312.1 権力の「背信」 朝日新聞取材班/著 朝日新聞出版

14 312.1 女は「政治」に向かないの? 秋山訓子/著 講談社

15 312.1 石破茂の「頭の中」 鈴木哲夫/著 ブックマン社

16 312.5 アメリカ大統領の権限とその限界 東京財団政策研究所/監修 久保文明/
編

日本評論社

17 322.9 イギリス法入門 戒能通弘/著 竹村和也/著 法律文化社

18 323.1 憲法改正をよく考える 阪口正二郎/編 愛敬浩二/編 日本評論社

19 323.1 資料で考える憲法 谷口真由美/編著 谷口洋幸/[ほか著] 法律文化社

20 323.1 事例問題から考える憲法 松本和彦/著 有斐閣

21 324.1 民法総則 中舎寛樹/著 日本評論社

22 324.2 相続の落とし穴!共有名義不動産 松原昌洙/著 合同フォレスト

23 324.7 相続と遺言のことならこの1冊 石原豊昭/監修 飯野たから/[ほか]執
筆

自由国民社

24 324.8 ストーリーに学ぶ所有者不明土地の論点 山野目章夫/著 商事法務

25 324.8 資産を遺す信託活用ハンドブック 清水将博/著 ビジネス教育出版社

26 324.8 実務に役立つ不動産登記先例・通達集 日本法令不動産登記研究会/編 日本法令

27 325.2 いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集 岡住貞宏/著 自由国民社

28 326 よくわかる刑法 井田良/編著 佐藤拓磨/編著 ミネルヴァ書房

29 326.3 刑事政策 川出敏裕/著 金光旭/著 成文堂

30 330.4 お金が増える不思議なお金の話 佐藤治彦/著 方丈社

31 331 「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明 伊神満/著 日経BP社

32 331.2 善と悪の経済学 続 トーマス・セドラチェク/著 オリ
ヴァー・タンツァー/著

東洋経済新報社

33 332.0 世界を変えた14の密約 ジャック・ペレッティ/著 関美和/訳 文藝春秋

34 332.1 脱ポピュリズム国家 八代尚宏/著 日本経済新聞出版社

35 332.2 アジア都市の成長戦略 後藤康浩/著 慶應義塾大学出版会

36 332.2 中国の「一帯一路」構想の真相 トム・ミラー/著 田口未和/訳 原書房

37 332.2 中国経済成長の罠 関辰一/著 日本経済新聞出版社

38 332.5 結局、勝ち続けるアメリカ経済 一人負けする中国経済  (講談社+α新書) 武者陵司/著 講談社

39 335.4 成功する!周年事業の進め方 臼井弥生/著 森門教尊/著 宣伝会議

40 336 スタートアップ・ウェイ エリック・リース/著 井口耕二/訳 日経BP社

41 336 仕事の悩み問題解決 生方正也/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

42 336 社葬のすべて  講談社

43 336 蘇る会社経営 住田昌弘/著
クロスメディア・パブ
リッシング

44 336.1 企画書は10分で書きなさい 上阪徹/著 方丈社

45 336.1 最速プライバシーマーク取得がよ〜くわかる本 打川和男/著 秀和システム

46 336.2 すべての仕事は10分で終わる 森川亮/著 SBクリエイティブ

47 336.2 職場のムダ取り教科書 川島高之/著 ソシム

48 336.2 成功する人は1年で成果を出してくる! 福山敦士/著 三笠書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 336.2 先にしくじる 山崎裕二/著 日経BP社

50 336.3 なぜ、あのリーダーはチームを本気にさせるのか? 広江朋紀/著 同文舘出版

51 336.4 ハローワーク採用の絶対法則 五十川将史/著 誠文堂新光社

52 336.4 マナーとお金まるわかり 松田満江/著 曲尾実/著 日経HR

53 336.4 一番伝わる説明の順番 田中耕比古/著 フォレスト出版

54 336.4 海外危機管理ガイドブック 深津嘉成/著 東京海上日動リスクコ
ンサルティング(株)/編

同文舘出版

55 336.4 研修デザインハンドブック 中村文子/著 ボブ・パイク/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

56 336.4 社内評価の強化書 森中謙介/著 三笠書房

57 336.4 就業規則・労使協定・不利益変更 労務行政研究所/編 労務行政

58 336.4 上位5%で辞めない人財を採る方法77 礒谷幸始/著 プレジデント社

59 336.4 中小企業のための外国人雇用マニュアル 若松絵里/著 ベストブック

60 336.4 話がゼンゼン伝わらない…が消えてなくなる本 瓜生健一/著 すばる舎

61 336.5 コスパのいいシステムの作り方 南大輔/著 技術評論社

62 336.5 ビジネスにうまい文章はいらない 上阪徹/著 大和書房

63 336.8 ビジネススクールで教えている会計思考77の常識 西山茂/著 日経BP社

64 336.9 10万円からできる!使える!企業版ふるさと納税Q&A 溝口洋/編著 高野一樹/編著 第一法規

65 336.9 AI経理 良い合理化 最悪の自動化 前田康二郎/著 日本経済新聞出版社

66 336.9 ケース別Q&A契約書作成のための国際税務のポイント 手塚崇史/著 中央経済社

67 336.9 ヘッジ取引の会計と税務 荻茂生/著 長谷川芳孝/著 中央経済社

68 336.9 仮装経理の実務対応 鈴木清孝/著 清文社

69 336.9 減価償却のしくみ CSアカウンティング株式会社/編 中央経済社

70 336.9 中小企業者 熊谷事務所/編 中央経済社

71 336.9 必要なものだけ事業承継 佐藤信祐/著 中央経済社

72 338.7 図解わかる住宅ローン 2018-2019年版 浅井秀一/著 新星出版社

73 338.8 長期投資でお金の悩みから自由になった人たち 澤上篤人/著 馬場千枝/著 日経BP社

74 339.4 図解わかる生命保険 2018-2019年版 ライフプラン研究会/編著 新星出版社

75 345.2 金持ち課税 ケネス・シーヴ/著 デイヴィッド・
スタサヴェージ/著

みすず書房

76 345.5 絶対に知らないとヤバイ!生前贈与の手続きの進め方 柴崎貴子/著 房野和由/著 彩図社

77 361.3 逆転交渉術 クリス・ヴォス/著 タール・ラズ/著 早川書房

78 361.4 「言いにくいこと」をハッキリ伝えても、なぜか好かれる話し方 藤由達藏/著 PHP研究所

79 361.4 90秒で好かれる技術 ニコラス・ブースマン/著 中西真雄
美/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

80 361.4 空気を読まずに0.1秒で好かれる方法。 柳沼佐千子/著 朝日新聞出版

81 361.4 質問7つの力 ドロシー・リーズ/著 桜田直美/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

82 361.5 IKIGAI 茂木健一郎/著 恩蔵絢子/訳 新潮社

83 361.9 全47都道府県幸福度ランキング 2018年版 寺島実郎/監修 日本総合研究所/編 東洋経済新報社

84 361.9 統計から読み解く47都道府県ランキング 久保哲朗/著 日東書院本社

85 364.0 #社会保障、はじめました。 猪熊律子/著 SCICUS

86 364.3 図解わかる定年前後の手続きのすべて 2018-2019年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

87 364.4 いちばんわかりやすい最新介護保険 2018 伊藤亜記/監修 成美堂出版

88 364.4 しっかりわかる介護保険の基本としくみ 晶文社編集部/編集 晶文社

89 364.4 完全図解世界一役に立つ介護保険の本 東田勉/著 講談社

90 364.6 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A 2018年6月改訂版 服部営造/著 服部年金企画/監修 ビジネス教育出版社

91 364.6 これ一冊でぜんぶわかる!年金のしくみともらい方 2018〜2019年版 小林労務管理事務所/著 ナツメ社

92 364.6 年金相談標準ハンドブック 井村丈夫/共著 佐竹康男/共著 日本法令

93 365.3 知識ゼロからの賢い家の選び方 高橋正典/著 幻冬舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

94 366.2 外国人単純技能労働者の受け入れと実態 坂幸夫/著 東信堂

95 366.2 最新最強の履歴書・職務経歴書 20年版 矢島雅己/監修 成美堂出版

96 366.2 障がい者の能力を戦力にする 川島薫/著 中央公論新社

97 366.2 正社員になる面接試験回答事例集 就活フォーラム21/著 自由国民社

98 366.2 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉/著 KADOKAWA

99 366.2 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 20年版 福沢恵子/著 成美堂出版

100 366.3 21世紀の女性と仕事 大沢真知子/著 左右社

101 367.3 いろいろあっても幸せな夫婦になる方法 STORY編集部/編 光文社

102 367.3 家族のコトバ Vol.1 VERY編集部/編 光文社

103 367.3 長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか 大美賀直子/著 さくら舎

104 367.3 定年後に夫婦仲良く暮らすコツ  （ベスト新書） 清水義範/著 ベストセラーズ

105 367.6 Ibasyo 岡原功祐/著・写真 工作舎

106 367.6 虐待・親にもケアを 森田ゆり/編著 築地書館

107 367.7 「定年後」がやってくる前に考えておくべきこと 造事務所/編 PHP研究所

108 367.7 困った老人のトリセツ  （宝島社新書） 和田秀樹/著 宝島社

109 368.7 となりの少年少女A 草薙厚子/著 河出書房新社

110 368.8 ダルク ダルク/編 明石書店

111 368.8 当事者が支援する 南保輔/編 中村英代/編 春風社

112 369 ヤングケアラー  （中公新書） 澁谷智子/著 中央公論新社

113 369.1 図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林美佳/監修 三修社

114 369.1 福祉課のシゴト 石川久/著 ぎょうせい

115 369.2 「べてるの家」から吹く風 向谷地生良/著 いのちのことば社

116 369.2 介護職が知っておきたい接遇マナーのきほん 蜂谷英津子/著 日本実業出版社

117 369.2 新社会人のための精神保健福祉士<PSW> 青木聖久/編著 杉本浩章/編著 学文社

118 369.2 身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて 鈩裕和/監修 自由国民社

119 369.3 世界の難民をたすける30の方法 滝澤三郎/編著 合同出版

120 369.3 地域を「地区防災計画」で守る 井野盛夫/著 羽衣出版

121 369.4 <施設養護か里親制度か>の対立軸を超えて 浅井春夫/編著 黒田邦夫/編著 明石書店

122 369.4 どの子も笑顔で居られるために 下浦忠治/著 高文研

123 369.4 子どもの貧困 渡辺由美子/著 水曜社

124 369.7 「参加の力」が創る共生社会 早瀬昇/著 ミネルヴァ書房

125 371.3 地域×学校×退職者×大学生×…=∞ 潮田邦夫/編著 中野綾香/編著 学事出版

126 371.4 絵本を用いた臨床心理面接法に関する研究 増田梨花/著 晃洋書房

127 372.3 みんなの教育スウェーデンの「人を育てる」国家戦略 川崎一彦/著 澤野由紀子/著 ミツイパブリッシング

128 374.3 教師のブラック残業 内田良/編著 斉藤ひでみ/編著 学陽書房

129 374.9 教育現場の防災読本 「防災読本」出版委員会/著 中井仁/
監修

京都大学学術出版会

130 375.3 絵本を使った道徳授業の進め方 多賀一郎/編著 黎明書房

131 375.3 小学生がシーンとして聴く道徳話100選 長谷川博之/編著 学芸みらい社

132 376.1 子どもイキイキ!園生活が充実する「すきま遊び」 駒井美智子/著 日本保育協会/監修 中央法規出版

133 376.1 自信がもてる!育ちを支える食事の基本 小野友紀/著 日本保育協会/監修 中央法規出版

134 376.1 遊びにつなぐ!場面から読み取る子どもの発達 増田修治/著 日本保育協会/監修 中央法規出版

135 376.1 幼児のための科学プログラム 藤嶋昭/監修 東京応化科学技術振興
財団/編

学研プラス

136 377.6 アメリカ留学公式ガイドブック [2018]第2版 日米教育委員会/編著 アルク

137 377.9 最新最強のインターンシップ 20年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

138 377.9 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 20年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

139 377.9 全共闘、1968年の愉快な叛乱 三橋俊明/著 彩流社

140 377.9 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田眞/著 浅倉むつ子/著 旬報社

141 377.9 日大闘争と全共闘運動 三橋俊明/編著 彩流社

142 378.2 手話の歴史 上・下巻 ハーラン・レイン/著 斉藤渡/訳 築地書館

143 378.6 こうすればうまくいく!知的障害のある子どもの保育 水野智美/著 西村実穂/著 中央法規出版

144 379.7 王道の勉強法 オラヴ・シーヴェ/著 片山奈緒美/訳 TAC株式会社出版事業部

145 379.9 10歳までに身につけたい一生困らない子どものマナー 西出ひろ子/著 川道映里/著 青春出版社

146 379.9 ちゃんと失敗する子の育て方 高濱正伸/著 西郡文啓/著 総合法令出版

147 379.9 楽しい「子ども英語」はなぜ身に付かないの? 松井義明/著 ポプラ社

148 379.9 子どもの「社会脳」を育てよう 永江誠司/著 河出書房新社

149 379.9 思春期の処方せん 山脇由貴子/著 海竜社

150 379.9 辛くならない子育てのコツ 坂東眞理子/著 柳沢幸雄/著 秀和システム

151 379.9 世界最高の子育てツールSMARTゴール ボーク重子/著 祥伝社

152 379.9 脳に任せるかしこい子育て 菅原洋平/著 菅原未涼/著 すばる舎

153 380.1 民俗学断章 篠原徹/著 社会評論社

154 382.3 ロシアの歳時記 ロシア・フォークロアの会なろうど/
編著

東洋書店新社

155 382.5 カナダ 関俊彦/著 六一書房

156 383.8 食の冒険 秋道智彌/著 昭和堂

157 383.8 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形希莉子/著 長谷川直子/著 ベレ出版

158 384.5 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和50〜64年編  小学館

159 385.4 自宅で花嫁のすすめ 三澤武彦/著 玄光社

160 385.6 現代日本の葬送と墓制 鈴木岩弓/編 森謙二/編 吉川弘文館

161 385.6 日本人は先祖をどう祀ってきたか 武光誠/著 河出書房新社

162 386.1 祇園祭 アリカ/編 新潮社/編 新潮社

163 389 21世紀の文化人類学 前川啓治/著 箭内匡/著 新曜社

164 391.1 新時代「戦争論」 マーチン・ファン・クレフェルト/著
石津朋之/監訳

原書房

165 391.3 経済学者たちの日米開戦 牧野邦昭/著 新潮社

166 392.1 Jアラートとは何か 上岡直見/著 緑風出版

167 392.1 空母を持って自衛隊は何をするのか 兵頭二十八/著 徳間書店

168 392.1 知らないではすまされない自衛隊の本当の実力  （SB新書）
池上彰/著 「池上彰緊急スペシャ
ル!」制作チーム/著

SBクリエイティブ

169 395.3 追跡日米地位協定と基地公害 ジョン・ミッチェル/著 阿部小涼/訳 岩波書店

170 397.2 キリング・スクール特殊戦狙撃手養成所 上・下巻 ブランドン・ウェッブ/著 ジョン・
デイヴィッド・マン/著

原書房

171 399.2 くり返し読みたい孫子 渡邉義浩/監修 臼井治/画 リベラル社

172 399.2 図解孫子の兵法 齋藤孝/著 ウェッジ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 江戸の科学者  （平凡社新書） 新戸雅章/著 平凡社

2 404 とんでもない死に方の科学 コーディー・キャシディー/著 ポー
ル・ドハティー/著

河出書房新社

3 407 魅了する科学実験 2 早稲田大学本庄高等学院実験開発班/
著

すばる舎リンケージ

4 410 数学の世界 図形編  ニュートンプレス

5 410 数学者的思考トレーニング 複素解析編 上野健爾/著 岩波書店

6 410 北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール/著 スヴェ
ン・ノードクヴィスト/絵

三省堂

7 410.4 数に強くなる本 永野裕之/著
PHPエディターズ・グ
ループ

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 417 Excelで学ぶAHP入門 高萩栄一郎/共著 中島信之/共著 オーム社

9 417 Pythonによる統計分析入門 山内長承/著 オーム社

10 417 ベイズの誓い 松原望/著 聖学院大学出版会

11 417 統計思考の世界 三中信宏/著 技術評論社

12 427.7 「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄/著 ベレ出版

13 428 ゆらぎと相転移 宮下精二/著 丸善出版

14 431.1 宮沢賢治の元素図鑑 桜井弘/著 化学同人

15 440 広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由 スティーヴン・ウェッブ/著 松浦俊
輔/訳

青土社

16 451.8 地球気候学 安成哲三/著 東京大学出版会

17 452 海の世界地図 Don Hinrichsen/著 こどもくらぶ/訳 丸善出版

18 454.6 洞窟探検家 吉田勝次/写真・文 風濤社

19 457.8 モンゴル・ゴビに恐竜化石を求めて 柴正博/著 東海大学出版部

20 457.8 怪異古生物考 土屋健/著 荻野慎諧/監修 技術評論社

21 459 趣味の鉱石トレジャーハンター 板垣清司/著
スタジオタッククリエ
イティブ

22 460 「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石正道/著 ベレ出版

23 469.9 日本人の起源  洋泉社

24 470 散歩が楽しくなる雑草手帳 稲垣栄洋/著 東京書籍

25 470.3 街で見かける雑草・野草図鑑 金田一/著 交通新聞社

26 470.4 よもやま花誌 松本仁/著 新部由美子/画 新評論

27 486 昆虫のすごい世界 丸山宗利/監修 平凡社

28 486.7 蜂と蟻に刺されてみた ジャスティン・O.シュミット/著 今
西康子/訳

白揚社

29 487.5 ほぼ命がけサメ図鑑 沼口麻子/著 講談社

30 488 鳥の箱舟 ジョエル・サートレイ/写真 ノア・
ストリッカー/文

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

31 488.0 日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 植田睦之/監修 メイツ出版

32 488.6 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいペンギン図鑑 水口博也/編著 長野敦/編著 誠文堂新光社

33 488.9 カラス学のすすめ 杉田昭栄/著 緑書房

34 488.9 にっぽんスズメ楽園(パラダイス) 中野さとる/写真 カンゼン

35 491.3 一流ビジネスマンはなぜ、くさくないのか? 村井千尋/著 実業之日本社

36 491.3 見る脳・描く脳 岩田誠/著 東京大学出版会

37 491.3 人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 3 NHKスペシャル「人体」取材班/編 東京書籍

38 491.3 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー/著 桜田直美/
訳

SBクリエイティブ

39 491.4 親切は脳に効く デイビッド・ハミルトン/著 堀内久
美子/訳

サンマーク出版

40 491.5 処方がわかる医療薬理学 2018-2019 中原保裕/著 学研メディカル秀潤社

41 491.6 ゲノム編集と細胞政治の誕生 粥川準二/著 青土社

42 491.7 細菌が人をつくる ロブ・ナイト/著 ブレンダン・
ビューラー/著

朝日出版社

43 492.5 なぜ、経営者や医師は酸素カプセルを使うのか? 藤本幸弘/著
クロスメディア・パブ
リッシング

44 492.7 テーピング療法最前線  医道の日本社

45 492.7 血流を増やせば健康になる 了徳寺健二/著 奥村康/監修 アスコム

46 492.7 伸ばすだけで効く!ツボストレッチ 斎藤充博/監修 日本文芸社

47 493.1 8のテーマで読む水俣病 高峰武/編 弦書房

48 493.1 中野ジェームズ修一の糖尿病に効くウォーキング&筋トレ入門
中野ジェームズ修一/監修 竹内雄一
郎/メディカルサポート

洋泉社

49 493.1 不知火の海にいのちを紡いで 矢吹紀人/著 水俣病不知火患者会/編 大月書店

50 493.2 リンパ浮腫 廣田彰男/監修 三原誠/監修 主婦の友社

51 493.2 食いしんぼでも薬に頼らずコレステロールを自分で下げる方法 主婦の友社/編 主婦の友社

52 493.4 「便」と「尿」の悩みをスッキリ解決する本 「きょうの健康」番組制作班/編 主婦と
生活社ライフ・プラス編集部/編 主婦と生活社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 493.4 おかずレパートリー慢性肝炎・肝硬変 加藤眞三/病態監修 鈴木和子/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

54 493.6 分離症・すべり症は自分で治せる! 酒井慎太郎/著 学研プラス

55 493.7 アピアランス<外見>問題と包括的ケア構築の試み 原田輝一/編 真覚健/編 福村出版

56 493.7 こころの臨床を語る 「こころの科学」編集部/編 日本評論社

57 493.7 サイコパスの真実  （ちくま新書） 原田隆之/著 筑摩書房

58 493.7 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進/監修 講談社

59 493.7 ボケない食事と習慣 南雲吉則/著 日本文芸社

60 493.7 当事者が語る精神障がいとリカバリー YPS横浜ピアスタッフ協会/編著 蔭山
正子/編著

明石書店

61 493.7 入門うつ病のことがよくわかる本 野村総一郎/監修 講談社

62 493.7 認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 田中元/著 自由国民社

63 493.7 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血 高木誠/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

64 493.7 発達障害サポート入門 古荘純一/著 教文館

65 493.7 不安こそ宝物 黒川順夫/著 現代書林

66 493.7 福島原発事故がもたらしたもの 前田正治/編著 誠信書房

67 493.8 人類と感染症の歴史 続 加藤茂孝/著 丸善出版

68 494.9 自分で強化する!腎機能 川村哲也/監修 川畑奈緒/献立指導 洋泉社

69 498.1 医療現場のヒューマンエラー対策ブック 河野龍太郎/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

70 498.1 最新・医療事務入門 2018年版 木津正昭/著 医学通信社

71 498.1 視能訓練士になるには 橋口佐紀子/著 ぺりかん社

72 498.3 最新ボディメンテエクササイズ 齊藤邦秀/監修 成美堂出版

73 498.3 睡眠負債  （朝日新書） NHKスペシャル取材班/著 朝日新聞出版

74 498.5 おなか瘦せの黄金「比」レシピ 花王株式会社/著 小島美和子/監修 文藝春秋

75 498.5 かんたんオイル健康法 白城あやか/著 世界文化社

76 498.5 栄養まるごと10割レシピ! 小田真規子/料理・レシピ 東京慈恵会医
科大学附属病院栄養部/監修 世界文化社

77 498.5 健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事 成田美紀/監修 検見崎聡美/料理 池田書店

78 498.5 食品法入門 梶川千賀子/著 農林統計出版

79 498.5 世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 津川友介/著 東洋経済新報社

80 498.5 薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖 喩静/監修 植木もも子/監修 西東社

81 498.8 事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応 谷原弘之/著 法研

82 499.0 新薬の狩人たち ドナルド・R.キルシュ/著 オギ・
オーガス/著

早川書房

83 499.8 薬草のちから 新田理恵/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 エネルギーと環境問題の疑問55 刑部真弘/著 成山堂書店

2 507 理系の学生と学ぶ倫理 上杉敬子/著 晃洋書房

3 507.9 手のひらサイズで楽しむ1/64ミニカージオラマ  
スタジオタッククリエ
イティブ

4 510.2 歴史の謎はインフラで解ける 大石久和/編著 藤井聡/編著 産経新聞出版

5 518.5 ごみ収集という仕事 藤井誠一郎/著 コモンズ

6 518.8 公共R不動産のプロジェクトスタディ 公共R不動産/編 馬場正尊/著 学芸出版社

7 519 おだやかで恵み豊かな地球のために 鈴木康弘/編 山岡耕春/編 古今書院

8 519.7 きちんと知りたいにおいと臭気対策の基礎知識 光田恵/編著 岩橋尊嗣/著 日刊工業新聞社

9 521.8 戦國の山めぐり 萩原さちこ/監修 G.B.

10 524.8 階段空間の解体新書 田中智之/著 彰国社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 525.5 若手エンジニアのための建築仮設工事テキスト 大屋準三/著 上長三千良/著 彰国社

12 527 50代から生涯暮らすリフォーム 天野彰/著 天野彰人/著 KADOKAWA

13 527 パッシブデザインの住まいと暮らし 野池政宏/著 小林伸吾/著 泰文館

14 527 住宅リフォームを考えたら必ず読む本 二宮生憲/著 あさ出版

15 527 誰も教えてくれない家づくりのすべて 2018年度版 新井聡/著 勝見紀子/著 エクスナレッジ

16 527.1 「小さな家」づくりのヒント 主婦の友社/編 主婦の友社

17 529 菊竹雪のスーパーグラフィック 菊竹雪/著 青幻舎

18 531.2 絵ときでわかる機械材料 門田和雄/著 オーム社

19 537 EVと自動運転  （岩波新書 新赤版） 鶴原吉郎/著 岩波書店

20 537 完全理解自動運転 林哲史/著 日経BP社

21 537 自動車工学の基礎 近森順/編 名古屋大学出版会

22 537.2 EVウォーズ 永井隆/著 日本経済新聞出版社

23 538.6 旅客機アルバム 2018-2019  イカロス出版

24 538.7 大空の激闘 三野正洋/著 ワック

25 538.7 日本軍用機事典 海軍篇 野原茂/著 イカロス出版

26 538.7 日本軍鹵獲機秘録 押尾一彦/編 野原茂/編 潮書房光人社

27 539.0 日本の原子力外交 武田悠/著 中央公論新社

28 543.5 原発被ばく労災 被ばく労働を考えるネットワーク/編 三一書房

29 547.3 ハイレゾオーディオのすべて 河合一/著 誠文堂新光社

30 568.0 アジア・太平洋戦争と石油 岩間敏/著 吉川弘文館

31 584.7 究極の靴磨き  世界文化社

32 586.6 東レ90年史 出版文化社/編 東レ

33 588.5 ジンの歴史 レスリー・ジェイコブズ・ソルモン
ソン/著 井上廣美/訳

原書房

34 588.5 ビールの図鑑 日本ビール文化研究会/監修 日本ビ
アジャーナリスト協会/監修

マイナビ出版

35 588.5 ビジネスの武器としての「ワイン」入門 井上雅夫/著 日本実業出版社

36 588.5 ワインの授業 イタリア編 杉山明日香/著 リトルモア

37 588.5 村の酒屋を復活させる  （集英社新書） 玉村豊男/著 集英社

38 588.5 大人のためのワイン絵本 ファニー・ダリュセック/著 奥山久
美子/監修

日本文芸社

39 588.5 日本ワイン誕生考 仲田道弘/著 山梨日日新聞社

40 589 すぐそばの工芸 三谷龍二/著 講談社

41 589.2 「思い込み」を捨てれば、断然おしゃれに 石田純子/監修 主婦の友社

42 589.2 ビジネスマン「身だしなみ」向上委員会 宮崎俊一/著 講談社

43 589.2 ファッションの主役は1つ 杉山律子/著 KADOKAWA

44 589.2 骨格診断&パーソナルカラーで“似合う”カジュアルの見つけ方  主婦と生活社

45 589.2 骨格診断×パーソナルカラー賢い服選び 二神弓子/著 西東社

46 589.2 手ぬぐい使いこなしブック 加藤敦子/著 主婦の友社

47 589.2 全身ユニクロ!朝、マネするだけ Hana/著 ダイヤモンド社

48 589.2 素敵なあの人の大人服  宝島社

49 589.2 着るだけで夢が叶う服選びの魔法 MALIKA/著 光文社

50 589.2 白いシャツは、白髪になるまで待って 光野桃/著 幻冬舎

51 589.2 未来を変える「外見戦略」 川園樹/著 KADOKAWA

52 589.7 もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島槇子/著 寺井広樹/著 ごま書房新社

53 590 時間を、整える  主婦と生活社

54 590
人気インスタグラマー14人の忙しくても暮らしがまわるみんなの『家事』ア
イデア365

 扶桑社

55 591 50代のいま、やっておくべきお金のこと 中村芳子/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 592.7 DIYでできる!ガーデン家具&エクステリア  学研プラス

57 592.7 手作りガーデンリビング百科  学研プラス

58 593.3 May Meの作って毎日着たい服 伊藤みちよ/著 主婦と生活社

59 593.3 ステキを作る60代からのソーイング  ブティック社

60 593.3 デザイナーが知っている大人をきれいに見せる服 海外竜也/著 日本ヴォーグ社

61 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2018夏  ブティック社

62 593.3 自慢したくなる手作りワンピース  ブティック社

63 593.3 渋谷容子のすてきな着物リフォーム 渋谷容子/制作・監修 日東書院本社

64 593.3 赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ  ブティック社

65 593.3 男の子と女の子のまいにちパンツ  ブティック社

66 593.3 着心地のよい、暮らしの服 美濃羽まゆみ/著 日本ヴォーグ社

67 593.8 横森美奈子のおしゃれ着物コーデ帖 横森美奈子/著 亜紀書房

68 594.3 あみぐるみの技法書 日本あみぐるみ協会/著 誠文堂新光社

69 594.3 かぎ針編みのインテリアプランター  ブティック社

70 594.3 かわいいかぎ針編み浴衣に合わせたい和雑貨  アップルミンツ

71 594.3 はじめてでも楽しく編めるかぎ針編み手帖 Sachiyo*Fukao/著 ブティック社

72 594.3 はじめてのレース編みミニチュアこもの120  アップルミンツ

73 594.3 ファブリックヤーンで編むバッグとおうちこもの  ブティック社

74 594.3 ママとキッズのサマーハット  アップルミンツ

75 594.3 みんなの脳活性編み物全70点  ブティック社

76 594.3 モチーフ&エジング101 藤戸禎子/著 日本ヴォーグ社

77 594.3 リカちゃんのオールシーズンクローゼット  アップルミンツ

78 594.3 レース編みのドイリー  アップルミンツ

79 594.3 結んでつくるマクラメバッグと小物 宅間千津/著 誠文堂新光社

80 594.3 初めてのジュエリーバッグ 三浦紀子/著 主婦と生活社

81 594.4 結んで作るブレスレット  ブティック社

82 594.6 かぎ針で編んで作るビーズクロッシェのブレスレット  日本ヴォーグ社

83 594.6 ころんとかわいいディズニーツムツムアイロンビーズ セナパパ/著 ブティック社

84 594.7 縫い代つき型紙ですぐできる!バッグ&ポーチ  ブティック社

85 594.7 麻ひもバッグ 青木恵理子/著 日本ヴォーグ社

86 594.9 可憐にむすぶ花づくしの水引 森田江里子/著 ブティック社

87 596 「高太郎」のご馳走つまみ 林高太郎/著 家の光協会

88 596 30分で3品!毎日のふたりごはん 若山曜子/著 家の光協会

89 596 30分で3品完成!作りおき糖質オフおかず210 牛尾理恵/著 西東社

90 596 いつものつまみ、絶品つまみ。 今泉久美/著 成美堂出版

91 596 おいしさ長持ち!食品保存の便利BOOK 食のスタジオ/編 西東社

92 596 おうちで作れるカフェの朝食 山村光春/監修 世界文化社

93 596 お年寄りのためのひとり分料理 佐伯知美/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

94 596 から揚げは、「余熱で火を通す」が正解! 上田淳子/著 家の光協会

95 596 ゴ・エ・ミヨガイド北陸 2018  
ガストロノミー・パー
トナーズ

96 596 コマ送りレシピ 堤人美/著 主婦の友社

97 596 すぐに始められるおいしい元気☆麴ごはん 矢路川結子/著 学研プラス

98 596 スグやせ!糖質オフのラクうまレシピ150 江部康二/著 金丸絵里加/料理 ナツメ社

99 596 すっぱい料理 飛田和緒/著 産業編集センター

100 596 ストウブ&無水調理でおいしい!ふだんごはん 大橋由香/著 枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

101 596.0 ソウルフード探訪 中川明紀/著 平凡社

102 596 はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」 有元葉子/著 文化学園文化出版局

103 596 やせる!献立ドリル 検見崎聡美/著 主婦の友社

104 596 レトルトの女王のアイデアレシピ ラクラクごはん 今泉マユ子/著 清流出版

105 596.0 わたしだけのおいしいカレーを作るために 水野仁輔/著
パイインターナショナ
ル

106 596 笠原将弘の白いごはんに合うおかず 笠原将弘/著 主婦の友社

107 596 血管が若返る水煮缶レシピ 村上祥子/著 川端輝江/監修 永岡書店

108 596 罪悪感のない間食・夜食 木村幸子/著 主婦の友インフォス

109 596 作りおき&帰って10分おかず336 倉橋利江/著 新星出版社

110 596 四季の味 No.93 夏  ニューサイエンス社

111 596 自由な発想で素材をいかすオードブル・バイブル 荒井昇/著 太田哲雄/著 ナツメ社

112 596 小さなビストロ「ペタンク」ワインが旨い絶品つまみ 山田武志/著 世界文化社

113 596 浸して漬けて「作りおき」 今泉久美/著 文化学園文化出版局

114 596.2 辻留辻嘉一 懐石の手ほどき 辻嘉一/著 淡交社

115 596.2 日本の味と心を伝える英語でつくる和食 中嶋貞治/著 ナツメ社

116 596.3 アジアの麵 ワタナベマキ/著 主婦と生活社

117 596.3 いちじく好きのためのレシピ 福田里香/著 文化学園文化出版局

118 596.3 こうや豆腐&粉豆腐幸せレシピ 前本勝利/監修 きちんとキッチン/料
理

河出書房新社

119 596.3 サラダ好きのシェフが考えたサラダ好きに贈る137のとっておきサラダ 音羽和紀/著 柴田書店

120 596.3 ラクうま鶏ささみ料理 河村玲子/著 辰巳出版

121 596.3 私の好きなサラダの食べ方 中川たま/著 グラフィック社

122 596.3 若山曜子のワンボウルサラダ 若山曜子/著 NHK出版

123 596.3 汁かけごはん 田内しょうこ/著 駒草出版

124 596.4 たまちゃんのお弁当 たくまたまえ/著 枻出版社

125 596.4 まるごと冷凍弁当 MAYA/著 宝島社

126 596.6 SUMMER DESSERT夏こそ食べたい極上デザート ムラヨシマサユキ/著 成美堂出版

127 596.6 ザ・バーガー 柴田書店/編 柴田書店

128 596.6 サラダサンド 庄司いずみ/著 旭屋出版

129 596.6 ひんやり夏和菓子 鳥居満智栄/著 淡交社

130 596.6 ライクライクキッチンのスプーンがあれば作れるパンとおやつ 小堀紀代美/著 主婦の友社

131 596.6 一からのパン作り 竹谷光司/著 旭屋出版

132 596.6 生クリームなしで作るアイスクリームとフローズンデザート 吉川文子/著 文化学園文化出版局

133 596.6 多加水パンの技術 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

134 596.6 大塚せつ子の手成形できる米粉パン 大塚せつ子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

135 596.6 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこようこ/著 主婦の友社

136 596.7 ゼロから分かる!日本茶の楽しみ方 ブレケル・オスカル/著 世界文化社

137 596.9 節約女王のお金が貯まる冷蔵庫 武田真由美/著 主婦と生活社

138 597 私のカントリー NO.105  主婦と生活社

139 597 自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 西沢正和/監修 PHP研究所

140 597 男のインテリア大事典 石橋弘次/著 成美堂出版

141 597.5 「収納が苦手」な人がラクに「片づけ上手」になれる本 土井けいこ/著 主婦の友社

142 597.5 さよさんの片づけが大好きになるベストアイデア 小西紗代/著 宝島社

143 597.5 家族の片づけルール 江間みはる/著 ベストセラーズ

144 597.9 重曹&クエン酸使いこなしアイデア集  ブティック社

145 598.2 おなかにいるときからはじめるべびぃケア 吉田敦子/著 杉上貴子/著 合同出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

146 599.0 ハンドメイドで楽しい毎日!わるのりてづくり 前川さなえ/著 二見書房

147 599.4 ママと赤ちゃんのぐっすり本 愛波文/著 西野精治/監修 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 602.1 明治日本の産業革命遺産 岡田晃/著 集英社

2 611.3 フードバンク 佐藤順子/編著 明石書店

3 611.7 東京農業クリエイターズ 小野淳/著 イカロス出版

4 611.7 農業・地域再生とソーラーシェアリング 田畑保/著 筑波書房

5 612.1 現代の食料・農業・農村を考える 藤田武弘/編著 内藤重之/編著 ミネルヴァ書房

6 613.8 虫といっしょに家庭菜園 小川幸夫/著 腰本文子/取材・文 家の光協会

7 617.6 カラー図鑑ハーブの秘密 ジル・デイヴィーズ/著 ダリア・マ
オリ/栄養学監修

西村書店

8 617.6 育てておいしい、楽しいはじめてのハーブ 松井孝/監修 主婦の友社

9 618.7 楮・三椏 田中求/著 宍倉佐敏/著 農山漁村文化協会

10 625.6 ブドウ品種総図鑑 植原宣紘/編著 創森社

11 626.1 マルハナバチを使いこなす 光畑雅宏/著 農山漁村文化協会

12 626.9 コンテナで育てるハーブと野菜 深町貴子/著 西東社

13 627.7 sol×sol多肉植物・サボテン図鑑 松山美紗/著 ブティック社

14 627.8 はじめてでも失敗しない寄せ植えづくりのコツ100 古賀有子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

15 627.8 花の楽しみ育て方飾り方 吉谷桂子/著 主婦の友社

16 627.9 リメ缶とグリーンのスタイリングブック たかはしようこ/著 誠文堂新光社

17 627.9 季節の色合いを楽しむブーケ 藤野幸信/著 誠文堂新光社

18 629.7 散歩が楽しくなる樹の手帳 岩谷美苗/著 東京書籍

19 645.6 60歳からも犬や猫と幸せにくらす本 犬と猫とシニアのくらしを考える会/
著 ねこまき/イラスト

KADOKAWA

20 645.6 柴犬の気持ちと飼い方がわかる本 加藤元/監修 岩佐和明/監修 主婦の友社

21 645.7 ネコおやぶん 岩合光昭/著 辰巳出版

22 645.7 ねことはな 岩合光昭/著 クレヴィス

23 645.7 猫の世界史 キャサリン・M.ロジャーズ/著 渡辺
智/訳

エクスナレッジ

24 645.9 うちのうさぎの老いじたく うさぎの時間編集部/編 誠文堂新光社

25 645.9 はじめてでも安心!かわいいうさぎ幸せな飼い方・育て方がわかる本 大里美奈/著 メイツ出版

26 645.9 ハム語辞典 今泉忠明/監修 学研プラス

27 649.0 獣医師になるには 井上こみち/著 ぺりかん社

28 658 地域ではじめる木質バイオマス熱利用 日本木質バイオマスエネルギー協会/
編

日刊工業新聞社

29 666.7 ウーパールーパーともっと!仲良くなれる本 藤谷武史/共著 大渕希郷/共著 エムピージェー

30 666.9 はじめての熱帯魚と水草アクアリウムBOOK 水谷尚義/監修 森岡篤/監修 主婦の友社

31 666.9 メダカの教科書  笠倉出版社

32 666.9 楽しい金魚の飼い方 長尾桂介/監修 メイツ出版

33 666.9 錦鯉A〜Z  新日本教育図書

34 666.9 金魚の飼い方・育て方 佐藤昭広/監修・写真 森岡篤/写真 主婦の友社

35 670.9 元経済産業省英文校閲者が書いたビジネスによく効く英語の本 ジリアン・ヨーク/著 森下均/著 経済産業調査会

36 670.9 迷わず書けるメール術 神垣あゆみ/著 フォレスト出版

37 672.1 近世金沢の銀座商人 中野節子/著 平凡社

38 673.3 「人見知りの話し下手」が一流に変わる最強の営業術 丹羽昭尋/著 新星出版社

39 673.3 リクルート伝説の営業が初めて教える必ず買う3%のお客様の見つけ方 西良旺子/著 日本実業出版社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 673.7 マーケットでまちを変える 鈴木美央/著 学芸出版社

41 673.7 リアル店舗の逆襲 リテールAI研究会/著 日経BP社

42 673.7 小売再生 ダグ・スティーブンス/著 斎藤栄一
郎/訳

プレジデント社

43 673.9 3万円から始める“身の丈”不動産投資 後藤聡志/著
クロスメディア・パブ
リッシング

44 673.9 お客が殺到する飲食店の始め方と運営 18〜'19年版 入江直之/著 成美堂出版

45 673.9 ワインビストロ・ワインバル開業・成功の教科書  旭屋出版

46 673.9 最新外食業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 山口大樹/著 秀和システム

47 673.9 自分でカフェをつくりたい人の本  学研プラス

48 673.9 人材派遣のことならこの1冊 岡田良則/著 自由国民社

49 673.9 訪日外国人からの評判を高める飲食店の対策集 堀田実希/著 旭屋出版

50 673.9 珈琲屋 大坊勝次/著 森光宗男/著 新潮社

51 674 女性に「即決」される文章の作り方 谷本理恵子/著 ぱる出版

52 674.2 アイデアの発見 杉山恒太郎/著 インプレス

53 674.2 迷子のコピーライター 日下慶太/著 イースト・プレス

54 674.3 80sガーリー雑誌広告コレクション ゆかしなもん/著 グラフィック社

55 674.3 デザインノート No.79(2018)  誠文堂新光社

56 674.3 小さな会社&お店のCanva超入門 山本和泉/著 リンクアップ/著 技術評論社

57 675 いちばんやさしいGoogleアナリティクスの教本 山浦直宏/著 村山佑介/著 インプレス

58 675 カスタマーサクセス ニック・メータ/著 ダン・スタイン
マン/著

英治出版

59 675 できるところからスタートするコンバージョンアップの手法99 栄前田勝太郎/共著 岸正也/共著
エムディエヌコーポ
レーション

60 675 リードビジネス“打ち手”大全 上島千鶴/著 インプレス

61 675 図解マーケティング大全  洋泉社

62 675 戦略インサイト 桶谷功/著 ダイヤモンド社

63 675.3 ロングヒット商品開発 梅澤伸嘉/著 同文舘出版

64 678.1 貿易と保険実務マニュアル 石原伸志/共著 土屋爲由/共著 成山堂書店

65 678.4 貿易実務がぜんぶ自分でできる本 木村雅晴/著 ソシム

66 681.5 のりもの勝席ガイド 2018-2019  イカロス出版

67 685.2 国道16号線スタディーズ 塚田修一/編著 西田善行/編著 青弓社

68 686.2 2018-20XX年日本の鉄道未来年表  洋泉社

69 686.2 阪急全線古地図さんぽ 生田誠/著
フォト・パブリッシン
グ

70 686.2 東武東上線ぶらり途中下車 山下ルミコ/著
フォト・パブリッシン
グ

71 686.2 特急マーク図鑑 松原一己/著 天夢人

72 686.2 遊べる列車100選 谷崎竜/著 イカロス出版

73 686.6 貨物列車の世界 渡辺一策/監修 植松昌/監修 交通新聞社

74 687.7 日航123便墜落疑惑のはじまり 青山透子/著 河出書房新社

75 689 サステナブルツーリズム 藤稿亜矢子/著 晃洋書房

76 689.2 Q&Aハラールを知る101問 福島康博/著 解放出版社

77 689.2 インバウンド観光に取り組むDMOについて 中部圏社会経済研究所/制作 中部圏社会経済研究所

78 689.4 私、B級観光地プロデューサーです! 大泉敏郎/著 ワニ・プラス

79 689.4 熱海の奇跡 市来広一郎/著 東洋経済新報社

80 689.5 キッザニア裏技ガイド 2018〜19 キッザニア裏技調査隊/編 廣済堂出版

81 689.5 子どもと楽しむ!東京ディズニーリゾート 2018-2019 ディズニーファン編集部/編 講談社

82 689.5 東京ディズニーランドおまかせガイド 2018-2019  講談社

83 689.5 東京ディズニーリゾートクロニクル35年史 ディズニーファン編集部/編 講談社

84 689.6 旅行会社物語 安田亘宏/著 中村忠司/著 教育評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 689.6 旅行業概論 森下晶美/編著 松園俊志/[ほか]著 同友館

86 689.8 民泊ビジネス運営のための住宅宿泊事業法と旅館業法のしくみと手続き 服部真和/監修 三修社

87 693.8 さくら日本切手カタログ 2019年版  日本郵趣協会

88 694.5 プロバイダ責任制限法 総務省総合通信基盤局消費者行政第
二課/著

第一法規

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 モーションを描くための美術解剖学 ヴァレリー・L.ウィンスロゥ/著 宮
永美知代/訳・監修

マール社

2 701.5 芸術家のための人体解剖図鑑 サラ・シンブレット/著 ジョン・デ
イヴィス/写真

エクスナレッジ

3 702 聖と俗 宮下規久朗/著 岩波書店

4 702.0 ルネサンスの世渡り術 壺屋めり/著 芸術新聞社

5 702.1 もういちど訪ねる日本の美 上・下巻 小林忠/監修 五味文彦/監修 山川出版社

6 704 ゆれるおっぱい、ふくらむおっぱい 武田雅哉/編 岩波書店

7 709.1 47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本和男/著 丸善出版

8 709.1 不死鳥のまち京都 土岐憲三/著 アドスリー

9 712.5 石を聴く ヘイデン・ヘレーラ/著 北代美和子/
訳

みすず書房

10 718 東京から日帰りで会える仏像参り 田中ひろみ/著
京都造形芸術大学東北芸術
工科大学出版局

11 720.8 翠花庵の草花あそび 川岸富士男/著 青幻舎

12 721.5 江戸琳派 宮崎もも/編著 エリック・ルオン/訳
パイインターナショナ
ル

13 721.8 歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』 喜多川歌麿/画 菊池庸介/編 講談社

14 721.8 画帖月百姿 月岡芳年/画 双葉社

15 723.1 なぜ日本はフジタを捨てたのか? 富田芳和/著 静人舎

16 723.3 チェコスロヴァキア美術館 市川敏之/著 えにし書房

17 723.3 ベラスケス  （岩波新書 新赤版） 大高保二郎/著 岩波書店

18 724.1 「俳画」上達レッスン 本田翔穂/監修 メイツ出版

19 724.4 さらりと描く風景スケッチ 服部久美子/著 日貿出版社

20 724.4 写真を組み合わせて描く水彩風景テクニック ジェフ・カージー/著 瀧下哉代/訳 グラフィック社

21 725 骨から描く ミシェル・ローリセラ/著 布施英利/
監修

グラフィック社

22 726.1 諸星大二郎  河出書房新社

23 726.5 デジタルイラストの「塗り」事典BOYS NextCreator編集部/編著 SBクリエイティブ

24 726.5 プロが教える!CLIP STUDIO PAINT PROの教科書 isuZu/著 技術評論社

25 726.5 好きをカタチに 個性が光るイラストレーターズファイル パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

26 726.6 絵本の冒険 小野明/編 フィルムアート社

27 726.6 見えない蝶をさがして いせひでこ/著 平凡社

28 726.9 大人かわいい物語のカラー切り絵 平石智美/著 メイツ出版

29 727 図とイラストで伝わるデザイン グラフィック社/編 グラフィック社

30 727.0 遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生 ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン/
著 佐賀一郎/監訳・解題

ビー・エヌ・エヌ新社

31 736 津久井智子の消しゴムはんこ。教室 津久井智子/著 主婦の友社

32 743.6 生き物の決定的瞬間を撮る 日本自然科学写真協会/監修 文一総合出版

33 744.3 プロフェッショナルワークショップLightroom<Classic CC対応版> 吉田浩章/著 技術評論社

34 746 デジタルカメラ撮影講座ふんいき辞典 谷口泉/著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

35 748 山からのメッセージ 川井靖元/著 日本写真企画

36 749.1 日本語組版入門 向井裕一/著 誠文堂新光社

37 750.2 鳥取が好きだ。 安西水丸/著 河出書房新社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 751.1 日本やきもの史 矢部良明/監修 矢部良明/[ほか]執筆 美術出版社

39 751.4 オーブン樹脂粘土でつくるミニチュアお菓子とパン Petite Fleur/著 日本ヴォーグ社

40 751.4 ロクロを挽く女 齋藤正憲/著 雄山閣

41 751.4 樹脂粘土でつくるときめきミニチュアワンプレート 関口真優/著 河出書房新社

42 751.5 古代ガラスを巡る旅 海田芙柚悸/著 鳥影社

43 751.9 プラバンでつくるアクセサリー大全集 だいごちひろ/著 アップルミンツ

44 753.4 Au Fil des Perles メゾン・デ・ペルルの刺繡 小林モー子/著 主婦と生活社

45 754.6 草・つる・枝でつくる編みかご100 佐々木麗子/著 誠文堂新光社

46 754.9 おもしろ動物折り紙 木村良寿/著 日貿出版社

47 754.9 かんたん、楽しい!趣味の折り紙 小林一夫/監修 コスミック出版

48 755.5 手縫いで作るサンダルとスリッパ  
スタジオタッククリエ
イティブ

49 756.6 刀剣と格付け 深井雅海/著 吉川弘文館

50 757.3 日本の色図鑑 吉田雪乃/監修 松尾ミユキ/絵 マイルスタッフ

51 757.3 配色デザインミニ帳 伊達千代/著
エムディエヌコーポ
レーション

52 758 椅子 コレクション3 伊藤玄二郎/編集
写真文化首都「写真の
町」東川町

53 759.0 人形論 金森修/著 平凡社

54 761.1 音律と音階の科学  （ブルーバックス） 小方厚/著 講談社

55 762.1 黛敏郎 黛りんたろう/監修 新・3人の会/著 ヤマハミュージックEH

56 762.3 クラシック音楽とアマチュア 西阪多恵子/著 青弓社

57 762.3 ホロヴィッツ 中川右介/著 石井義興/著
アルファベータブック
ス

58 763.7 思い通りに奏でる複音ハーモニカ上達のコツ50 田邊峯光/監修 メイツ出版

59 764.6 やぎりんの吹奏楽入門 八木澤教司/著 ヤマハミュージックEH

60 764.7 「湘南ポップス」メモランダム 松生恒夫/著 彩流社

61 764.7 AC/DC評伝 ジェシー・フィンク/著 中山美樹/訳 DU BOOKS

62 764.7 T・レックス  河出書房新社

63 764.7 ジャズ超名盤研究 小川隆夫/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

64 764.7 タンゴ 舳松伸男/著 東方出版

65 764.7 ニューヨーク・ジャズ・アップデート 常盤武彦/著 小学館

66 767.8 AKB48とニッポンのロック 田中雄二/著 スモール出版

67 767.8 ヒット曲の料理人 萩田光雄/著 馬飼野元宏/構成・文 リットーミュージック

68 767.8 実践!はじめての作曲入門 2018 竹内一弘/編著 クラフトーン/編著 自由現代社(発売)

69 769.1 ロダンを魅了した幻の大女優マダム・ハナコ 大野芳/著 求龍堂

70 778.0 映画のグルメ 続 斉田育秀/著 五曜書房

71 778.2 ブラジル映画史講義 今福龍太/著 金子遊/編集 現代企画室

72 778.2 映画で語るアイルランド 岩見寿子/著 宮地裕美子/著 論創社

73 778.2 映画を進化させる職人たち 別冊映画秘宝編集部/編 洋泉社

74 778.2 獣でなぜ悪い 園子温/著 文藝春秋

75 778.2 母、野際陽子 真瀬樹里/著 朝日新聞出版

76 778.8 西郷どん 後編  NHK出版

77 778.8 朝ドラには働く女子の本音が詰まってる  （ちくま新書） 矢部万紀子/著 筑摩書房

78 779.1 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世/著 新潮社

79 779.3 必ず成功する激ウケ!マジック Billy/監修 BAZZI/監修 メイツ出版

80 779.9 ブレない子育て 栗原泉/著 KADOKAWA

81 780.1 スポーツトレーナー絶対になりたい人が読む本 小林英健/著 田中宣彦/著 現代書林

82 780.1 パフォーマンスを高める!アスリートの献立500 森永製菓株式会社トレーニングラボ/
著

ナツメ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 780.1 パフォーマンスを高めるためのアスリートの栄養学 清野隼/著 塚本咲翔/著 ナツメ社

84 780.6 2018平昌冬季オリンピック・パラリンピック写真集  時事通信出版局

85 780.7 ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと 大橋恵/著 藤後悦子/著 勁草書房

86 780.7 自宅でできる!筋力トレーニング大全 山本圭一/著 学研プラス

87 781.4 これ1冊できちんとわかるピラティス 新井亜樹/監修 マイナビ出版

88 781.4 何才からでもはじめられる憧れのY字バランス ストレッチ専門スタジオ・SSS/監修 主婦の友社

89 781.4 新しいピラティスの教科書 石部美樹/著 石垣英俊/監修 池田書店

90 781.9 あたらしい草花あそび 相澤悦子/著 山と溪谷社

91 782.3 鏑木メソッド 鏑木毅/著 山と溪谷社

92 783.2 絶対拾う!つなげる!バレーボールリベロ必勝のポイント50 酒井大祐/監修 メイツ出版

93 783.4 DVDでマスター!サッカーゴールキーパー リカルド・ロペス/著 学研プラス

94 783.4 パパが子どもを伸ばす!「サッカーの教え方」読んで差がつく60のコツ 吉野弘一/監修 メイツ出版

95 783.4 マラドーナ独白 ディエゴ・アルマンド・マラドーナ/
著 宮崎真紀/訳

東洋館出版社

96 783.4 レアル・マドリードの流儀 スティーヴン・G.マンディス/著 酒
井浩之/監修

東邦出版

97 783.4 日本代表を、生きる。 増島みどり/著 文藝春秋

98 783.5 テニスダブルス全戦略ガイド 杉山貴子/著 実業之日本社

99 783.5 勝つ!ソフトテニス最強トレーニング50 中堀成生/監修 メイツ出版

100 783.5 勝利をつかむ!バドミントン最強のメンタルトレーニング 小島一夫/著 メイツ出版

101 783.6 卓球メンタル強化メソッド 平野早矢香/著 実業之日本社

102 783.7 これで差がつく!勝つ!軟式野球上達のコツ50 名古屋光彦/監修 メイツ出版

103 783.7 ソフトボール得点を奪うための攻撃強化練習 二瓶雄樹/著
ベースボール・マガジ
ン社

104 783.7 ライバル 谷上史朗/編著 池田書店

105 783.7 人に言いたくなるアメリカと野球の「ちょっとイイ話」 向井万起男/著 講談社

106 783.7 大谷翔平 野球翔年 1 石田雄太/著 文藝春秋

107 783.7 野村克也からの手紙 野村克也/著
ベースボール・マガジ
ン社

108 783.8 ゴルフスコアメイクの科学 永井延宏/監修 洋泉社

109 783.8 ゴルフは「捨てる技術」で上手くなる! 吉田洋一郎/著 辰巳出版

110 783.8 ゴルフまっすぐ遠くに飛ばす!インパクトの理論 北野正之/著 河出書房新社

111 783.8 これだけ!ゴルフを楽しく始める本 サンクチュアリゴルフ/監修 池田書店

112 785.2 スキンダイビング・セーフティ 岡本美鈴/共著 千足耕一/共著 成山堂書店

113 786.1 これからはじめる山歩き 好日山荘おとな女子登山部/監修 ナツメ社

114 786.1 基礎から始めるスポーツクライミング 東京都山岳連盟/監修 日本文芸社

115 786.1 大人の山登り入門  枻出版社

116 786.1 萩原編集長の山塾 萩原浩司/著 山と溪谷社

117 786.1 鈴木みきのぐるぐる山想記 鈴木みき/著 交通新聞社

118 786.3 キャンプ大全  枻出版社

119 786.5 大人のロードバイク教科書  枻出版社

120 788.2 プロレスきょうは何の日? 鈴木健.txt/著 河出書房新社

121 788.5 クリストフ・ルメール 挑戦 平松さとし/著 KADOKAWA

122 789.2 一本がとれる!柔道立ち技必勝のコツ55 上水研一朗/監修 メイツ出版

123 789.2 沖縄空手の学び方 横山和正/著 日貿出版社

124 789.2 柔道のルール 審判の基本 鈴木桂治/監修 岸部俊一/監修 実業之日本社

125 791.6 ビフォー・アフターでわかる初心者のための茶花の入れ方 小澤宗誠/著 淡交社

126 793 ほぼ100均プチプラ花コーデ 川守由利子/著 KADOKAWA

127 793 日々の花ごと マミフラワーデザインスクール/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

128 795 どんどん得する厚み活用法 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

129 795 囲碁・白番で勝つ方法 秋山次郎/著 マイナビ出版

130 795 攻めと読みの力が強くなる詰碁の筋力ジム 青木紳一/著 日本棋院

131 795 白を持って置碁を打つ 鄭壽鉉/著 洪敏和/訳 東京創元社

132 796 プロ棋士完全名鑑 2018  コスミック出版

133 796 羽生善治永世七冠必勝の一手 森鶏二/著 日本文芸社

134 798.5 Unityでわかる!ゲーム数学 加藤潔/著 翔泳社

135 798.5 クラシックゲームa Go Go 後藤勝/著 ライブ/編 カンゼン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 認知言語学とは何か 高橋英光/編 野村益寛/編 くろしお出版

2 801.1 究極の文字を求めて 松樟太郎/著 ミシマ社

3 801.1 図説古代文字入門 大城道則/編著 河出書房新社

4 801.7 AI時代の翻訳に役立つGoogle活用テクニック 安藤進/著 丸善出版

5 808 田中克彦セレクシヨン 2 田中克彦/著 新泉社

6 809.2 最高の雑談力 茂木健一郎/著 徳間書店

7 809.2 姿勢も話し方もよくなる声のつくりかた 中西健太郎/著 ダイヤモンド社

8 809.6 ムダゼロ会議術 横田伊佐男/著 和田ラヂヲ/イラスト 日経BP社

9 810.2 バリエーションの中の日本語史 岡崎友子/編 衣畑智秀/編 くろしお出版

10 810.2 神代文字の思想 吉田唯/著 平凡社

11 810.4 ことばの雑記控 倉持保男/著 三省堂

12 810.4 大人の語彙力使い分け辞典 吉田裕子/著 永岡書店

13 810.4 大人の日本語術  枻出版社

14 810.7 外国語としての日本語とその教授法 石橋玲子/著 風間書房

15 811.1 『古事記』『日本書紀』の最大未解決問題を解く 安本美典/著 勉誠出版

16 814 春は曙光、夏は短夜 岩佐義樹/著 ワニブックス

17 816.6 短くても気持ちが伝わる手紙・はがき・一筆箋きちんとマナーハンドブック 杉本祐子/著 主婦の友社

18 817.8 日本語で外国人と話す技術 高嶋幸太/著 くろしお出版

19 820 漢文のルール 鈴木健一/編 鈴木健一/執筆 笠間書院

20 820 基礎からレッスンはじめての中国語 南雲大悟/著 ナツメ社

21 828.3 旅する台湾華語 簡希蓁/著 高向敦子/著 IBCパブリッシング

22 830 日本の地理・歴史・文化を英語で表現する 伊東卓也/著 ナツメ社

23 834 英単語の語源図鑑 清水建二/著 すずきひろし/著 かんき出版

24 835 世界一わかりやすい英文法の授業 関正生/著 KADOKAWA

25 835 超英語思考グラマー イムラン・スィディキ/著 明日香出版社

26 835.6 イメージ感覚で捉える英語の前置詞 上田明子/著 開拓社

27 837 天声人語 2018春 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/
訳

原書房

28 837.8 中学英語+たったの5パターンで誰でも長い英会話ができる本 石渡一秀/著 明日香出版社

29 837.8 伝わる英語5つの鉄則 光藤京子/著 コスモピア

30 837.8 日めくり3分英会話 長田陽子/著 学研プラス

31 856 フランス語作文ラボ クリス・ベルアド/著 白水社

32 857.7 名作短編で学ぶフランス語 尾河直哉/編訳 ベレ出版

33 860.7 スペイン語のすすめ 坪田充史/著 IBCパブリッシング

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 887.7 名場面でたどる『罪と罰』 フョードル・ドストエフスキー/原作
望月哲男/訳・解説

NHK出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.1 詩のきらめき 池澤夏樹/著 岩波書店

2 909.3 小学生のうちに読みたい物語 対馬初音/編著 少年写真新聞社

3 910.2 『発心集』と中世文学 山本一/著 和泉書院

4 910.2 その声を力に 早乙女勝元/著 新日本出版社

5 910.2 なぜ古典を勉強するのか 前田雅之/著 文学通信

6 910.2 夏目漱石 奥泉光/責任編集 河出書房新社

7 910.2 皆川博子の辺境薔薇館  河出書房新社

8 910.2 村上春樹の100曲 栗原裕一郎/編著 立東舎

9 910.2 大江健三郎賞8年の軌跡「文学の言葉」を恢復させる 大江健三郎/著 長嶋有/著 講談社

10 910.2 日本のヤバい女の子 はらだ有彩/著 柏書房

11 910.2 波瀾万丈の明治小説 杉原志啓/著 論創社

12 910.2 葉室麟 洛中洛外をゆく。 葉室麟/著 洛中洛外編集部/著 ベストセラーズ

13 910.7 国文学研究資料館 2018(平成30年度) 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

14 911.0 一日の言葉、一生の言葉 白井明大/著 草思社

15 911.1 いらっしゃい 山川藍/著 角川文化振興財団

16 911.1 カミーユ 大森静佳/著 書肆侃侃房

17 911.1 かんごふさん 野川悦子/著 「現代・北陸歌人選
集」監修委員会/監修

能登印刷出版部

18 911.1 みだれ髪 俵万智/著 与謝野晶子/著 河出書房新社

19 911.1 岩田記未子歌集 岩田記未子/著 砂子屋書房

20 911.1 水中翼船炎上中 穂村弘/著 講談社

21 911.1 誰にも聞けない短歌の技法Q&A 日本短歌総研/著 飯塚書店

22 911.1 馬場あき子新百歌 歌林の会/編著 NHK出版

23 911.1 評註柳田国男全短歌 来嶋靖生/著 河出書房新社

24 911.3 夏井いつきの「時鳥」の歳時記 夏井いつき/著 世界文化社

25 911.3 俳句歳時記 夏 角川書店/編 KADOKAWA

26 911.4 サラリーマン川柳やみつき傑作選 やくみつる/選 やすみりえ/選 NHK出版

27 911.4 シルバー川柳入門 水野タケシ/著 河出書房新社

28 911.5 ふわふわ 谷川俊太郎/著 工藤直子/著
スイッチ・パブリッシ
ング

29 911.5 空を読み雲を歌い 谷川俊太郎/著 正津勉/編 アーツアンドクラフツ

30 912.6 ニンゲン御破算 松尾スズキ/著 白水社

31 912.6 倉本聰戯曲全集 6 倉本聰/著 新日本出版社

32 913.3 つる花の結び 上･下巻 紫式部/著 荻原規子/訳 理論社

33 913.7 芸は人なり、人生は笑いあり 桂歌丸/著 ポプラ社

34 914.5 戦国武将逸話集 別冊 湯浅常山/原著 大津雄一/訳注 勉誠出版

35 914.6 あいまいさを引きうけて 清水眞砂子/著 かもがわ出版

36 914.6 おなかがすいたハラペコだ。 2 椎名誠/著 新日本出版社

37 914.6 かんがえる子ども 安野光雅/著 福音館書店

38 914.6 きんじよ いしいしんじ/著 ミシマ社

39 914.6 くろちゃんとツマと私 南伸坊/著 東京書籍

40 914.6 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下奈都/著 扶桑社

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 914.6 バブルを抱きしめて 島村洋子/著 ベストセラーズ

42 914.6 ベスト・エッセイ 2018 日本文藝家協会/編 光村図書出版

43 914.6 ほろ酔い天国 青木正児/[ほか]著 河出書房新社

44 914.6 マサカの時代  （新潮新書） 五木寛之/著 新潮社

45 914.6 みんな忘れた 野見山暁治/著 平凡社

46 914.6 愛することば あなたへ 瀬戸内寂聴/著 光文社

47 914.6 我が夫のふまじめな生き方 曽野綾子/著 青志社

48 914.6 空を見てますか… 8 池辺晋一郎/著 新日本出版社

49 914.6 原発とジャングル 渡辺京二/著 晶文社

50 914.6 私のエッジから観ている風景 金村詩恩/著 ぶなのもり

51 914.6 自分という物語を生きる 吉元由美/著 水王舎

52 914.6 情けは宇宙のためならず 須藤靖/著 毎日新聞出版

53 914.6 心の王者 太宰治/著 柏艪舎

54 914.6 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー/著 新潮社

55 914.6 天国飯と地獄耳 岡田育/著 キノブックス

56 914.6 曇り、ときどき輝く 鎌田實/著 集英社

57 914.6 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野綾子/著 KADOKAWA

58 914.6 話しベタですが… 浅田次郎/[ほか]著 河出書房新社

59 914.6 脇道にそれる 尹雄大/著 春秋社

60 915.6 やっぱり食べに行こう。 原田マハ/著 毎日新聞出版

61 915.6 旅ゆけば味わい深し 林望/著 産業編集センター

62 915.6 旅先のオバケ 椎名誠/著 集英社

63 916 限界を作らない生き方 武藤将胤/著 誠文堂新光社

64 916 知性は死なない 與那覇潤/著 文藝春秋

65 918.6 堺屋太一著作集 第14～16巻 堺屋太一/著 東京書籍

66 923.5 水滸伝に学ぶ組織のオキテ  （平凡社新書） 稲田和浩/著 平凡社

67 929.1 オオカミは目玉から育つ 金經株/著 韓成禮/訳 論創社

68 929.1 やいばと陽射し 金容満/著 韓成禮/監訳 論創社

69 929.1 鯨 チョンミョングァン/著 斎藤真理子/
訳

晶文社

70 930.2 アナイス・ニン アナイス・ニン研究会/編 彩流社

71 930.2 ジョン・ル・カレ伝 上･下巻 アダム・シズマン/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

72 932.7 ダイヤルMを廻せ! フレデリック・ノット/著 圭初幸恵/
訳

論創社

73 933.7 モラルの話 J.M.クッツェー/著 くぼたのぞみ/訳 人文書院

74 933.7 マンゴー通り、ときどきさよなら サンドラ・シスネロス/著 くぼたの
ぞみ/訳

白水社

75 933.7 贋作 ドミニク・スミス/著 茂木健/訳 東京創元社

76 933.7 白墨人形 C.J.チューダー/著 中谷友紀子/訳 文藝春秋

77 933.7 ドラキュラ紀元一八八八 キム・ニューマン/著 鍛治靖子/訳 アトリエサード

78 933.7 奥のほそ道 リチャード・フラナガン/著 渡辺佐
智江/訳

白水社

79 933.7 憂鬱な10か月 イアン・マキューアン/著 村松潔/訳 新潮社

80 933.7 虎の宴 リリー・ライト/著 真崎義博/訳 早川書房

81 950.2 ボーヴォワール ジュリア・クリステヴァ/著 栗脇永
翔/訳

法政大学出版局

82 953.7 それからの彼女 アンヌ・ヴィアゼムスキー/著 原正
人/訳

DU BOOKS

83 960.2 島の「重さ」をめぐって 久野量一/著 松籟社

84 973 新しい名字 エレナ・フェッランテ/著 飯田亮介/
訳

早川書房

85 980.2 トルストイの肖像画 レフ・トルストイ/著 ナターリヤ・
トルスタヤ/編・絵

未知谷
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 983 右ハンドル ワシーリイ・アフチェンコ/著 河尾
基/訳

群像社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 三毛猫ホームズの復活祭 赤川次郎/著 光文社

2 F 幸腹な百貨店 3 秋川滝美/著 講談社

3 F 鏡じかけの夢 秋吉理香子/著 新潮社

4 F その医用画像、異論あり 東将吾/著 ダイヤモンド社

5 F 怪しくて妖しくて 阿刀田高/著 集英社

6 F 平城京 安部龍太郎/著 KADOKAWA

7 F 僕は君に、10年分の『 』を伝えたい。 天野アタル/著 KADOKAWA

8 F 青の誓約 綾崎隼/著 ワカマツカオリ/イラスト KADOKAWA

9 F ステイ・ゴールド 池田久輝/著 双葉社

10 F 家庭教室 伊東歌詞太郎/著 KADOKAWA

11 F キリの理容室 上野歩/著 講談社

12 F 琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉崇裕/著 山と溪谷社

13 F 福家警部補の考察 大倉崇裕/著 東京創元社

14 F モモコとうさぎ 大島真寿美/著 KADOKAWA

15 F いちごの唄 岡田惠和/著 峯田和伸/著 朝日新聞出版

16 F くらげホテル 尾崎英子/著 KADOKAWA

17 F 世界の終わりと始まりの不完全な処遇 織守きょうや/著 幻冬舎

18 F 恋の川、春の町 風野真知雄/著 KADOKAWA

19 F くわえ煙草とカレーライス 片岡義男/著 河出書房新社

20 F 小説CHANGE 金川顕教/著
サンライズパブリッシ
ング

21 F 燃える水 河合莞爾/著 KADOKAWA

22 F がいなもん 松浦武四郎一代 河治和香/著 小学館

23 F チンギス紀 1 北方謙三/著 集英社

24 F チンギス紀 2 北方謙三/著 集英社

25 F ロンリネス 桐野夏生/著 光文社

26 F 島のエアライン 上・下巻 黒木亮/著 毎日新聞出版

27 F 人間に向いてない 黒澤いづみ/著 講談社

28 F 里山奇談 coco/著 日高トモキチ/著 KADOKAWA

29 F 仕事は2番 こざわたまこ/著 双葉社

30 F 炎の来歴 小手鞠るい/著 新潮社

31 F 利き蜜師物語 3 小林栗奈/著 産業編集センター

32 F 利き蜜師物語 4 小林栗奈/著 産業編集センター

33 F 劉裕 小前亮/著 講談社

34 F 中相撲殺人事件 小森健太朗/著 南雲堂

35 F 万引き家族 是枝裕和/著 宝島社

36 F 白き糸の道 澤見彰/著 新潮社

37 F 風立つときに 柴垣文子/著 新日本出版社

38 F 絶望キャラメル 島田雅彦/著 河出書房新社

39 F ファーストラヴ 島本理生/著 文藝春秋

40 F 愛と勇気を、分けてくれないか 清水浩司/著 小学館

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 F いまは、空しか見えない 白尾悠/著 新潮社

42 F 華やぐ女たち 白洲正子/ほか著 河出書房新社

43 F ASK 新堂冬樹/著 集英社

44 F アルコール依存症の妻と共に生きる 鈴木康介/著 星和書店

45 F 古事記異聞 高田崇史/著 講談社

46 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.21
『このミステリーがすごい!』編集部
/編

宝島社

47 F スキャンダル除染請負人 田中優介/著 田中辰巳/監修 プレジデント社

48 F ふたつの夏 谷川俊太郎/著 佐野洋子/著 小学館

49 F 太宰治賞 2018 筑摩書房編集部/編 筑摩書房

50 F 正しい女たち 千早茜/著 文藝春秋

51 F 真夜中の子供 辻仁成/著 河出書房新社

52 F 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村深月/著 講談社

53 F オカンといっしょ ツチヤタカユキ/著 文藝春秋

54 F 滅びの園 恒川光太郎/著 KADOKAWA

55 F ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子/著 朝日新聞出版

56 F 漱石センセと私 出久根達郎/著 潮出版社

57 F 北条早雲 5 富樫倫太郎/著 中央公論新社

58 F ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆/著 河出書房新社

59 F 僕の未来だった君へ 鳥海嶺/著 小学館

60 F 道具箱はささやく 長岡弘樹/著 祥伝社

61 F 宵物語 西尾維新/著 講談社

62 F うたかたの城 西野喬/著 郁朋社

63 F 名探偵誕生 似鳥鶏/著 実業之日本社

64 F ザ・ベストミステリーズ 2018 日本推理作家協会/編 降田天/[ほか
著]

講談社

65 F 六月の雪 乃南アサ/著 文藝春秋

66 F 骨なしオデュッセイア 野村喜和夫/著 幻戯書房

67 F 奇談クラブ 野村胡堂/著 河出書房新社

68 F 夜の船 野呂邦暢/著 文遊社

69 F 楽しかったよね 橋爪駿輝/著 講談社

70 F おいぼれハムレット 橋本治/著 河出書房新社

71 F ニードルス 花村萬月/著 KADOKAWA

72 F 龍馬を斬った男今井信郎伝 濱田浩一郎/著
アルファベータブック
ス

73 F 青嵐の坂 葉室麟/著 KADOKAWA

74 F 〆太よ 原田宗典/著 新潮社

75 F エンディングドレス 蛭田亜紗子/著 ポプラ社

76 F パパはわるものチャンピオン 藤村享平/脚本 板橋雅弘/著 岩崎書店

77 F タイトルはそこにある 堀内公太郎/著 東京創元社

78 F オールドレンズの神のもとで 堀江敏幸/著 文藝春秋

79 F ベスト本格ミステリ 2018 本格ミステリ作家クラブ/選・編 講談社

80 F 虚の聖域 松嶋智左/著 講談社

81 F ののはな通信 三浦しをん/著 KADOKAWA

82 F 17×63鷹代航は覚えている 水生大海/著 祥伝社

83 F 未来 湊かなえ/著 双葉社

84 F 火環(ひのわ) 村田喜代子/著 平凡社

85 F ミルク・アンド・ハニー 村山由佳/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 F 元禄お犬姫 諸田玲子/著 中央公論新社

87 F ペンギンは空を見上げる 八重野統摩/著 東京創元社

88 F 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ/著 河出書房新社

89 F 婚活食堂 山口恵以子/著 PHP研究所

90 F 偽姉妹 山崎ナオコーラ/著 中央公論新社

91 F バットランド 山田正紀/著 河出書房新社

92 F 長兵衛天眼帳 山本一力/著 KADOKAWA

93 F 横溝正史ミステリ短篇コレクション 6 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

94 F あること、ないこと 吉田篤弘/著 平凡社

95 F おやすみ、東京 吉田篤弘/著 角川春樹事務所

96 F ウォーターゲーム 吉田修一/著 幻冬舎

97 F ずっと喪 洛田二十日/著 キノブックス

98 F 悲体 連城三紀彦/著 幻戯書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B134.9 存在と時間 4 ハイデガー/著 中山元/訳 光文社

2 B210.4 日本史は逆から学べ 河合敦/著 光文社

3 B338.1 株式ディーラーのぶっちゃけ話 高野譲/著 彩図社

4 B908 ボルヘス怪奇譚集 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/編著 アドル
フォ・ビオイ=カサーレス/編著 河出書房新社

5 B914.6 男の背中、女のお尻 佐藤愛子/著 田辺聖子/著 中央公論新社

6 B914.6 あおぞらビール 森沢 明夫/著 双葉社

7 B933.6 ボートの三人男 ジェローム・K.ジェローム/著 小山
太一/訳

光文社

8 B933.7 欧州開戦 1巻 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

9 B933.7 欧州開戦 2巻 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

10 B933.7 砕かれた少女 カリン・スローター/著 多田桃子/訳 オークラ出版

11 B933.7 ペインスケール タイラー・ディルツ/著 安達眞弓/訳 東京創元社

12 B933.7 悪い夢さえ見なければ タイラー・ディルツ/著 安達眞弓/訳 東京創元社

13 B933.7 償いは、今 アラフェア・バーク/著 三角和代/訳 早川書房

14 B933.7 サイバーストーム隔離都市 上･下巻 マシュー・メイザー/著 林香織/訳 早川書房

15 B933.7 ダークネット・ダイヴ サチ・ロイド/著 鍛治靖子/訳 東京創元社

16 B949.6 コマドリの賭け 下巻 ジョー・ネスボ/著 井野上悦子/訳 集英社

17 B949.8 ピラミッド ヘニング・マンケル/著 柳沢由実子/
訳

東京創元社

18 B953.7 ヌヌ完璧なベビーシッター レイラ・スリマニ/著 松本百合子/訳 集英社

19 B971 ウンガレッティ全詩集 ウンガレッティ/著 河島英昭/訳 岩波書店

20 BF てのひら猫語り あさのあつこ/著 金巻ともこ/著 白泉社

21 BF ドルフィン・デイズ! 旭晴人/著 KADOKAWA

22 BF 七月のテロメアが尽きるまで 天沢夏月/著 KADOKAWA

23 BF 少年Nのいない世界 04 石川宏千花/著 講談社

24 BF 浪人奉行 4ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

25 BF 相嵌 上田秀人/著 徳間書店

26 BF 鴨川食堂はんなり 柏井壽/著 小学館

27 BF 幻夜行 小杉健治/著 祥伝社

28 BF 売笑 小杉健治/著 双葉社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 BF 流れの勘蔵 佐伯泰英/著 角川春樹事務所

30 BF 島抜けの女 佐伯泰英/著 角川春樹事務所

31 BF さくさくかるめいら 坂井希久子/著 角川春樹事務所

32 BF ヴィジュアル・クリフ 佐藤青南/著 宝島社

33 BF 君は月夜に光り輝く 佐野徹夜/著 KADOKAWA

34 BF 御上覧の誉 鈴木英治/著 双葉社

35 BF 麦の滴 千野隆司/著 双葉社

36 BF 零れた明日 堂場瞬一/著 中央公論新社

37 BF おれたちの仇討 鳥羽亮/著 双葉社

38 BF 逆襲、にっぽんの明るい奥さま 夏石鈴子/著 小学館

39 BF パーフェクトワールド 上・下巻 馳星周/著 集英社

40 BF 爆裂通貨 濱嘉之/著 文藝春秋

41 BF 春風の軍師 早見俊/著 二見書房

42 BF バチカン奇跡調査官 17 藤木稟/著 KADOKAWA

43 BF 雪晴れ 藤原緋沙子/著 文藝春秋

44 BF 三島由紀夫レター教室 三島由紀夫/著 筑摩書房

45 BF 星降プラネタリウム 美奈川護/著 KADOKAWA

46 BF 夜の終る時/熱い死角 結城昌治/著 日下三蔵/編 筑摩書房

47 BF 忘霊トランクルーム 吉野万理子/著 新潮社

48 BF 牡丹ずし 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.3 インターネット白書 2018 インターネット白書編集委員会/編 インプレスR&D

2 R018.0 専門情報機関総覧 2018 専門図書館協議会調査分析委員会/編
集

専門図書館協議会

3 R027.5 雑誌新聞総かたろぐ 2018年版 メディア・リサーチ・センター株式
会社/編集

メディア・リサーチ・
センター

4 R210.9 有職装束大全 八條忠基/著 平凡社

5 R291.0 読み間違えやすい全国地名辞典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

6 R330.5 国民経済計算年報 平成28年度 内閣府経済社会総合研究所国民経済
計算部/編

メディアランド

7 R333.8 開発協力白書 2017年版 外務省/編 外務省

8 R351 日本国勢図会 2018/19 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

9 R374.9 学校保健統計 平成29年度 文部科学省生涯学習政策局政策課調
査統計企画室/編

双葉レイアウト

10 R484.6 日本のウミウシ 中野理枝/著 文一総合出版

11 R499.1 お薬事典 2019年版 郷龍一/執筆 一色高明/監修 ユーキャン学び出版

12 R540.9 電気事業便覧 2017年版 経済産業省資源エネルギー庁/編集 経済産業調査会

13 R611.3 食料需給表 平成28年度 農林水産省大臣官房政策課食料安全
保障室/編集

農林統計協会

14 R705.9 現代日本の美術 2018  生活の友社

15 R764.3 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2017  
日本オーケストラ連盟
(制作)

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010 富山県図書館学振興基金報告書 平成30年 富山県図書館学振興基金事務局/編
富山県図書館学振興基
金

2 T204 悠学 第2集 日本海文化悠学会/編 日本海文化悠学会

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 T209 近代史研究 第41号 富山近代史研究会/編 富山近代史研究会

4 T221.1 国史跡不動堂遺跡と縄文時代の植物 朝日町埋蔵文化財保存活用施設まい
ぶんkan/編

朝日町埋蔵文化財保存活用
施設まいぶんkan

5 T224 滑川の製鉄遺跡 滑川市立博物館/編 滑川市立博物館

6 T229 富山県舟橋村竹内東芦原遺跡発掘調査報告 アーキジオ/編 舟橋村教育委員会

7 T232 Amazing Trip vol.1 富山市/編 ANA総合研究所/編 富山市

8 T232 富山市の文化財 第9号 富山市教育委員会生涯学習課/編 富山市教育委員会

9 T234.2 大長谷の挑戦 宮村光治/著 TC出版プロジェクト

10 T244 市内遺跡調査概報 27 高岡市教育委員会/編 高岡市教育委員会

11 T244 井口本江遺跡調査報告 北陸航測/編 高岡市教育委員会

12 T250 氷見春秋 第77号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

13 T260 砺波散村地域研究所研究紀要 第35号 砺波市立砺波散村地域研究所/編
砺波市立砺波散村地域
研究所

14 T282 銅像・顕彰碑に見る滑川人物伝 滑川市立博物館/編 滑川市立博物館

15 T318.3 富山市都市整備事業の概要 2017 富山市都市整備部/編 富山市都市整備部

16 T318.3 市議会定例会 議案概要書 平成30年6月 富山市議会/編 富山市議会

17 T318.3 富山市議会定例会議案 平成30年6月 富山市議会/編 富山市議会

18 T318.8 5市町村の新たな未来 富山市企画管理部企画調整課/編
富山市企画管理部企画
調整課

19 T345 市税のしおり 平成30年度 富山市財務部納税課/編 富山市

20 T365 富山市の家計調査の結果(貯蓄・負債編)概要について 平成29年平均 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計
調査課

21 T367 とやまの男女共同参画データブック 2018 富山県女性財団/企画・編集 富山県女性財団

22 T452.9 富山県地下水指針 平成30年3月 富山県生活環境文化部環境保全課/編
富山県生活環境文化部
環境保全課

23 T652 富山湾をとりまく森のかたち 長谷川幹夫/著 富山県観光・交通・
地域振興局観光振興室/編

富山県

24 T656 立山カルデラ砂防博物館年報 第19号 立山カルデラ砂防博物館/編
富山県立山カルデラ砂
防博物館

25 T686.9 ポートラムでおでかけ富山駅北沿線ガイド 北日本新聞開発センター/企画 富山市観光協会

26 T686.9 富山港線の事業概要 平成30年1月 富山市/編
富山市都市整備部路面
電車推進室

27 T686.9 路面電車南北接続事業の概要 富山市/編 富山市

28 T686.9 市内電車環状線化の事業概要 富山市都市整備部路面電車推進室/編 富山市

29 T706.9 県展目録 第72回 富山県美術展実行委員会/編
富山県美術展実行委員
会

30 T706.9 富山県美術展入賞作品 第72回 富山県美術展実行委員会/編
富山県美術展実行委員
会

31 T721 富山県日本画家連盟史 富山県日本画家連盟/編 富山県日本画家連盟

32 T911.6 大沢野 第19集 大沢野短歌会/編 大沢野短歌会

33 T915 橄欖 第4号 土渕信彦/編 尾山景子/著 瀧口修造研究会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C すききらいかいじゅう たるいしまこ/脚本・絵 童心社

2 C にこにこピカピカハ・ブラッシー かとうようこ/脚本 夏目尚吾/絵 童心社

3 C もも子さんとオレオレ詐欺 中村ルミ子/脚本・絵 雲母書房

4 C 昭和の窓 やべみつのり/脚本・絵 遠山昭雄/監
修

雲母書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかちゃんがどんぶらこ! アラン・アールバーグ/文 エマ・チ
チェスター・クラーク/絵

徳間書店

2 E あがりめさがりめ とよたかずひこ/作 世界文化社

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 E あのねあのね えがしらみちこ/作 あかね書房

4 E いいからいいから 5 長谷川義史/作 絵本館

5 E エメラルドのさがしもの そのだえり/作 文溪堂

6 E おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ/作・絵 PHP研究所

7 E おしらさま 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

8 E おしりどろぼう 陣崎草子/作 くもん出版

9 E おっちゃん山 椎名誠/さく 塚本やすし/え 新日本出版社

10 E おばけのえんそく 西平あかね/さく 福音館書店

11 E おばけのパンこうじょう オームラトモコ/作 理論社

12 E カピバラせんせいのバスえんそく 大塚健太/さく くさかみなこ/え 小学館

13 E かぼちゃ人類学入門 川原田徹/さく 福音館書店

14 E ガラスのなかのくじら トロイ・ハウエル/作 リチャード・
ジョーンズ/作

あすなろ書房

15 E きょうだいぎつねのコンとキン 村山桂子/作 岡田千晶/絵 フレーベル館

16 E きんぎょさんとめだかさん とよたかずひこ/作 世界文化社

17 E くいしんぼうのおつきさま なかたみちよ/作 文研出版

18 E ぐるりんラグりん 新井洋行/作・絵 大日本図書

19 E ごんげさま 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

20 E こんにちは、キリンのあかちゃん 公文健太郎/写真 高岡昌江/文 ほるぷ出版

21 E さよならズック 飯塚健/作 尾崎智美/絵 復刊ドットコム

22 E しぜんのかたち せかいのかたち K.L.ゴーイング/文 ローレン・スト
リンガー/絵

BL出版

23 E しゅりけんとうちゃん 寿金之輔/作 忌野清志郎/絵 岩崎書店

24 E しんごうきょうだいのにちようび もとやすけいじ/作・絵 絵本塾出版

25 E スサノオ 飯野和好/文・絵
パイインターナショナ
ル

26 E せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 間瀬なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド

27 E そうべえときじむなー たじまゆきひこ/作 童心社

28 E 大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ ジョナ・ウィンター/著 ステイ
シー・イナースト/絵

汐文社

29 E だっこっこ 穂高順也/さく くわざわゆうこ/え 岩崎書店

30 E たなばたのねがいごと 村中李衣/作 えがしらみちこ/絵 世界文化社

31 E 旅の絵本 9 安野光雅/著 福音館書店

32 E 小さなピスケのはじめての友だち 二木真希子/著 復刊ドットコム

33 E ちがうもん ひろかわさえこ/著 ハッピーオウル社

34 E ちょうちょのためにドアをあけよう ルース・クラウス/文 モーリス・セ
ンダック/絵

岩波書店

35 E つくえはつくえ 五味太郎/作 偕成社

36 E どしゃぶり おーなり由子/ぶん はたこうし
ろう/え

講談社

37 E どすこいすしずもう アンマサコ/作 講談社

38 E どろんばあ 小野寺悦子/文 植垣歩子/絵 福音館書店

39 E とんがりぼうしのオシップ アンネマリー・ファン・ハーリンゲ
ン/作 野坂悦子/訳

BL出版

40 E どんなかおのかくれんぼ? 酒井賢司/さく 三恵社

41 E なすのぼうや 久住卓也/作絵 ポプラ社

42 E にじさんにじさんどこいった かわかみたかこ/作 ほるぷ出版

43 E にちようびのぼうけん! はたこうしろう/作 ほるぷ出版

44 E にゅうしちゃん minchi/さく・え 岩崎書店

45 E ねるじかん 鈴木のりたけ/作・絵 アリス館

46 E はっぱとはなのせかい イヴォンヌ・ラセット/著 オークラ出版

47 E はりねずみのおいしゃさん ふくざわゆみこ/作 世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 E はるなつあきふゆの詩 ジュリー・フォリアーノ/詩 ジュ
リー・モースタッド/絵

偕成社

49 E ひみつのてがみじゃ! 高木あきこ/うた さいとうしのぶ/え リーブル

50 E ひよこのピケキョ ジャニーン・ブライアン/さく ダ
ニー・スネル/え

東京書店

51 E フェルムはまほうつかい スギヤマカナヨ/文・絵 畠山重篤/原
作

小学館

52 E プチトマトのぷーちゃんどーこかな? おおいじゅんこ/さく・え 教育画劇

53 E ぶんぶんぶるるん バイロン・バートン/さく てじまゆ
うすけ/やく

ほるぷ出版

54 E ペロのおしごと 樋勝朋巳/作 小学館

55 E ペンギンクルーズ のはなはるか/作 くもん出版

56 E へんしーん 酒井賢司/作 三恵社

57 E へんしんたんてい あきやまただし/作・絵 金の星社

58 E ぼく、おたまじゃくし? 田島征三/作・絵 佼成出版社

59 E ぼくらはいけのカエル まつおかたつひで/さく ほるぷ出版

60 E またまた ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム/さく まつか
わまゆみ/やく

評論社

61 E まよなかかいぎ 浜田桂子/作 理論社

62 E まわるよる tupera tupera/さく 小学館

63 E ミジンコでございます。 佐藤まどか/文 山村浩二/絵 フレーベル館

64 E みつけてかぞえてどこどここんちゅう ガレス・ルーカス/絵 ルース・ラッ
セル/デザイン

河出書房新社

65 E もったいないばあさんのおいしいあいうえお 真珠まりこ/作・絵 講談社

66 E やまぼう かべやふよう/さく アリス館

67 E ようかいえんのばけくらべ 白土あつこ/作・絵 ひさかたチャイルド

68 E りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西水丸/著 主婦の友社

69 E わたしのものよ マルー/えとぶん WAVE出版

70 E 七人のシメオン 田中友子/文 大畑いくの/絵 BL出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K031 いちばんたのしい!なぞなぞ大集合 小野寺ぴりり紳/著 高橋書店

2 K281 10才のとき 高橋幸子/聞き手 西村繁男/絵 福音館書店

3 K290 世界の国と地域ずかん 井田仁康/監修 ほるぷ出版

4 K292 アジアの道案内 日本  玉川大学出版部

5 K292 アジアの道案内 韓国  玉川大学出版部

6 K292 アジアの道案内 ベトナム  玉川大学出版部

7 K302 台湾の若者を知りたい  （岩波ジュニア新書） 水野俊平/著 岩波書店

8 K326 刑務所しか居場所がない人たち 山本譲司/著 大月書店

9 K329 よくわかる大使館 河東哲夫/監修 PHP研究所

10 K335 発見!会社員の仕事 3 大野高裕/監修 フレーベル館

11 K361 本質をつかむ聞く力  （ちくまプリマー新書） 松原耕二/著 筑摩書房

12 K367 ギャングを抜けて。 工藤律子/著 合同出版

13 K367 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン/作 枇谷玲
子/訳

岩崎書店

14 K369 もしときサバイバル術Jr. 片山誠/著 高橋未来/イラスト 太郎次郎社エディタス

15 K378 親子で学ぼう!はじめての手話 深海久美子/著 野々木のこ/作画 メイツ出版

16 K386 齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 齋藤孝/著 深蔵/絵 金の星社

17 K386 ぼくらの天神まつり 田沼武能/文・写真 福音館書店

18 K388 世界モンスターMAP スチュアート・ヒル/絵 サンドラ・
ローレンス/文

河出書房新社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 K410 はてなし世界の入口 森毅/文 木幡寛/文 福音館書店

20 K417 統計ってなんの役に立つの? 涌井良幸/著 子供の科学編集部/編 誠文堂新光社

21 K445 惑星MAPS 宇宙兄さんズ/文 イケウチリリー/絵 誠文堂新光社

22 K450 みんなが知りたい!「地球のしくみ」と「環境問題」 北原義昭/監修 菅澤紀生/監修 メイツ出版

23 K454 どうくつをたんけんする 堀内誠一/さく 福音館書店

24 K458 石ころ地球のかけら 桂雄三/文 平野恵理子/絵 福音館書店

25 K458 生きものとつながる石ころ探検 盛口満/文・絵 少年写真新聞社

26 K465 目に見えない微生物の世界 エレーヌ・ラッジカク/著 ダミア
ン・ラヴェルダン/著

河出書房新社

27 K480 ざんねんないきもの事典 続々 今泉忠明/監修 下間文恵/絵 高橋書店

28 K480 何が怖い?どこが危ない?危険生物を知ろう! 1 小宮輝之/監修 教育画劇

29 K480 何が怖い?どこが危ない?危険生物を知ろう! 3 小宮輝之/監修 教育画劇

30 K480 はじめてのちいさないきもののしいくとかんさつ 武田晋一/写真・文 阿部浩志/文 学研プラス

31 K481 しっぽがない! 犬塚則久/文 大島裕子/絵 福音館書店

32 K481 愛して育てるいきもの図鑑 今泉忠明/監修 カンゼン

33 K481 動物進化ミステリーファイル 大渕希郷/著 実業之日本社

34 K481 バイオロギングで新発見! 中野富美子/構成・文 佐藤克文/監修 あかね書房

35 K486 サナギのひみつ 三輪一雄/著 大谷剛/監修 ポプラ社

36 K486 昆虫の体重測定 吉谷昭憲/文・絵 福音館書店

37 K489 おたんじょうびおめでとう!子パンダシャンシャン成長日記 徳間書店児童書編集部/編 徳間書店

38 K489 世界の海へ、シャチを追え!  （岩波ジュニア新書） 水口博也/著 岩波書店

39 K498 言語聴覚士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

40 K510 歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物! 3  教育画劇

41 K519 人の心に木を植える 畠山重篤/著 スギヤマカナヨ/絵 講談社

42 K519 わたしたちの地球環境と天然資源 2 本間愼/監修 こどもくらぶ/編 新日本出版社

43 K524 やねはぼくらのひるねするばしょ 小野かおる/さく 福音館書店

44 K527 オキナワの家 伊礼智/著 復刊ドットコム

45 K536 日本全国鉄道超完全図鑑 山崎友也/著 永岡書店

46 K537 はたらく車ずかん 4  
スタジオタッククリエ
イティブ

47 K626 学校でそだててかんさつ夏やさい 1 青山由紀/監修 鷲見辰美/監修 あかね書房

48 K645 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合光昭/文・写真 文溪堂

49 K645 ファインディング・ゴビ ディオン・レナード/著 橋本恵/訳 あすなろ書房

50 K680 キリンの運びかた、教えます 岩貞るみこ/文 たら子/絵 講談社

51 K686 スイス鉄道ものがたり 宮脇俊三/文 黒岩保美/絵 福音館書店

52 K727 和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう 2 小山弓弦葉/監修 汐文社

53 K750 つくって遊べる!小学生のおもしろ工作 3・4年生 立花愛子/著 佐々木伸/著 メイツ出版

54 K754 おりがみどうぶつえん&すいぞくかん 新宮文明/著 日本文芸社

55 K778 夢活!なりたい!アニメの仕事 2 代々木アニメーション学院/監修 汐文社

56 K778 夢活!なりたい!アニメの仕事 3 代々木アニメーション学院/監修 汐文社

57 K780 日本の金メダリストじてん 1 中嶋舞子/著 大熊廣明/監
ベースボール・マガジ
ン社

58 K783 サッカーをあきらめない 岡野雅行/著 布施龍太/絵 KADOKAWA

59 K784 葛西紀明 師岡亮子/編 汐文社

60 K788 みんなの相撲大全 2 デーモン閣下/監修 教育画劇

61 K795 一冊で強くなる!囲碁基本のコツ 依田紀基/監修 メイツ出版

62 K796 やさしくてよくわかる!はじめての将棋レッスン 北尾まどか/著 日本文芸社

63 K796 どんどん強くなるこども詰め将棋5手詰め 中村太地/監修 池田書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 K796 羽生善治の3手・5手・7手ステップアップ詰め将棋 羽生善治/監修 主婦の友インフォス

65 K796 親子で楽しむはじめての将棋 藤田綾/著 NHK出版

66 K797 もっと知りたい!楽しいトランプ CLトランプマイスター/著 メイツ出版

67 K801 翻訳ってなんだろう?  （ちくまプリマー新書） 鴻巣友季子/著 筑摩書房

68 K913 だんまりうさぎとおほしさま 安房直子/作 ひがしちから/絵 偕成社

69 K913 かがやけいのち!みらいちゃん 今西乃子/作 ひろみちいと/絵 岩崎書店

70 K913 空飛ぶのらネコ探険隊 1・2巻 大原興三郎/作 こぐれけんじろう/絵 文溪堂

71 K913 おはなしは友だち 尾島きみ枝/著 文芸社

72 K913 ビューティフル・ネーム 北森ちえ/著 国土社

73 K913 ドエクル探検隊 草山万兎/作 松本大洋/画 福音館書店

74 K913 ベートーベンと名探偵! 楠木誠一郎/作 たはらひとえ/絵 講談社

75 K913 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠るい/さく 永田萠/え 講談社

76 K913 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ/著 講談社

77 K913 グルメ小学生パパのファミレスを救え! 次良丸忍/作 小笠原智史/絵 金の星社

78 K913 ウシクルナ! 陣崎草子/著 光村図書出版

79 K913 大坂オナラ草紙 谷口雅美/著 イシヤマアズサ/画 講談社

80 K913 ミコとまぼろしの女王 遠崎史朗/作 松本大洋/絵 ポプラ社

81 K913 占い屋敷と消えた夢ノート 西村友里/作 松嶌舞夢/画 金の星社

82 K913 ぼくのなまえはへいたろう 灰島かり/文 殿内真帆/絵 福音館書店

83 K913 ドリーム・プロジェクト 濱野京子/著 PHP研究所

84 K913 父とふたりのローマ 日野多香子/著 内田新哉/絵 銀の鈴社

85 K913 疾風の女子マネ! まはら三桃/著 小学館

86 K913 キャベたまたんてい大ピンチ!ミクロのぼうけん 三田村信行/作 宮本えつよし/絵 金の星社

87 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 1～12巻 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

88 K913 ひきがえるにげんまん 最上一平/作 武田美穂/絵 ポプラ社

89 K913 飛ぶワニ やなせたかし/著 岩崎書店

90 K913 雲と鉛筆  （ちくまプリマー新書） 吉田篤弘/著 筑摩書房

91 K933 ポケットのなかのジェーン ルーマー・ゴッデン/作 プルーデン
ス・ソワード/さし絵

徳間書店

92 K933 ミオととなりのマーメイド 3 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/
訳

ポプラ社

93 K933 ふたごのカウボーイ フローレンス・スロボドキン/文 ル
イス・スロボドキン/絵

瑞雲舎

94 K933 まさかのハッピーエンド 1 サラ・ムリノフスキ/著 櫛田理絵/訳 PHP研究所

95 K949 母が作ってくれたすごろく アネ=ルト・ウェルトハイム/文 長山
さき/訳

徳間書店

96 K973 ケンタウロスのポロス ロベルト・ピウミーニ/作 長野徹/訳 岩波書店

97 K993 ふしぎの花園シスターランド サラ・シムッカ/作 サク・ヘイナネ
ン/絵

西村書店
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