
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 文系と理系はなぜ分かれたのか  （星海社新書） 隠岐さや香/著 星海社

2 002 ごきげんゆるノートBOOK なかむら真朱/著 インプレス

3 002 世界教養72のレシピ  （名古屋外大新書） 名古屋外国語大学/編
名古屋外国語大学出版
会

4 002.7 情報生産者になる  （ちくま新書） 上野千鶴子/著 筑摩書房

5 002.7 思考を鍛えるメモ力  （ちくま新書） 齋藤孝/著 筑摩書房

6 002.7 結局、人生はアウトプットで決まる 中島聡/著 実務教育出版

7 002.7 明日でもいいことは今日やるな 中西輝政/著 海竜社

8 007.1 人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 新井紀子/編 東中竜一郎/編 東京大学出版会

9 007.1 作って学べるUnityVRアプリ開発入門 大嶋剛直/共著 松島寛樹/共著 技術評論社

10 007.1 情報数学のはなし 大村平/著 日科技連出版社

11 007.1 人工知能に哲学を教えたら  （SB新書） 岡本裕一朗/著 SBクリエイティブ

12 007.1 図解人工知能大全 古明地正俊/著 長谷佳明/著 SBクリエイティブ

13 007.1 TensorFlow & Kerasプログラミング実装ハンドブック チーム・カルポ/著 秀和システム

14 007.1 よくわかる最新量子コンピュータの基本と仕組み 長橋賢吾/著 秀和システム

15 007.3 脱近代宣言 落合陽一/著 清水高志/著 水声社

16 007.3 デジタル・エイプ ナイジェル・シャドボルト/著 ロ
ジャー・ハンプソン/著

クロスメディア・パブ
リッシング

17 007.3 つながっているのに孤独 シェリー・タークル/著 渡会圭子/訳 ダイヤモンド社

18 007.3 初めての人のための英文・和文IT契約書の実務 牧野和夫/著 中央経済社

19 007.5 Puppeteer入門 美崎薫/著 小原亮一/著 秀和システム

20 007.6 Kubernetes完全ガイド 青山真也/著 インプレス

21 007.6 できるキッズ子どもと学ぶJavaScriptプログラミング入門
大澤文孝/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

22 007.6 Amazon Web Services定番業務システム14パターン設計ガイド 川上明久/著 日経BP社

23 007.6 できるExcel VBAプログラミング入門 小舘由典/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

24 007.6 たった1日で基本が身に付く!C言語超入門 小谷和弘/著 技術評論社

25 007.6 Rによるやさしいテキストマイニング 活用事例編 小林雄一郎/著 オーム社

26 007.6 GitHubポケットリファレンス 澤田泰治/著 小林貴也/著 技術評論社

27 007.6 新・明解C++で学ぶオブジェクト指向プログラミング 柴田望洋/著 SBクリエイティブ

28 007.6 Google Apps Script Webアプリ開発超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

29 007.6 本当によくわかるHTML&CSSの教科書 鈴木介翔/著 SBクリエイティブ

30 007.6 Illustratorしっかり入門 高野雅弘/著 SBクリエイティブ

31 007.6 Scratchでトイドローンをプログラミングして飛ばそう! 高橋隆雄/著 秀和システム

32 007.6 入門者のPython  （ブルーバックス） 立山秀利/著 講談社

33 007.6 iPhoneアプリ完全(コンプリート)大事典 2019年版 田中拓也/著 永田一八/著 技術評論社

34 007.6 世界一わかりやすいDreamweaver操作とサイト制作の教科書 中川正道/著 やのうまり絵/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 007.6 たった1日で基本が身に付く!Androidアプリ開発超入門 中川幸哉/著 技術評論社

36 007.6 図解まるわかりセキュリティのしくみ 増井敏克/著 翔泳社

37 007.6 スマートフォン最新アプリ 2019年版 松村武宏/著 技術評論社

38 007.6 おとなも学びたいプログラミングSCRATCH入門 横川耕二/著 阿部和広/監修
エムディエヌコーポ
レーション

39 007.6 スラスラ読めるExcel VBAふりがなプログラミング リブロワークス/著 インプレス

40 010 江戸の書院と現代の図書館 三澤勝己/著 樹村房

41 015 読みたいのに読めない君へ,届けマルチメディアDAISY 牧野綾/編 日本図書館協会

42 017 子どもの人権と学校図書館 渡邊重夫/著 青弓社

43 017.3 学校図書館員と英語科教諭のための英語多読実践ガイド 江竜珠緒/著 村松教子/著 少年写真新聞社

44 019 昼は散歩、夜は読書。 三浦展/著 而立書房

45 019.5 絵本は心のへその緒 松居直/著 ブックスタート

46 019.9 政治学者が実践する流されない読書 岩田温/著 育鵬社

47 020.2 書物と権力 前田雅之/著 吉川弘文館

48 020.4 本を贈る 笠井瑠美子/[ほか]著 三輪舎

49 021.2 クリエイターのための権利の本 大串肇/著 北村崇/著 ボーンデジタル

50 021.4 やさしいレイアウトの教科書 大里浩二/共著 内藤孝彦/共著
エムディエヌコーポ
レーション

51 022 素材を活かした手製本の教室  
スタジオタッククリエ
イティブ

52 022.8 巻物・折本・両面画帳 表導会/編 小林喜代美/編著 オルク

53 024 本屋の新井 新井見枝香/著 講談社

54 024 書店に恋して 菊池壮一/著 晶文社

55 024 世界のかわいい本の街 アレックス・ジョンソン/著 井上舞/
訳

エクスナレッジ

56 069 博物館と観光 青木豊/編著 中村浩/編著 雄山閣

57 070.2 ジャーナリストの誕生 河崎吉紀/著 岩波書店

58 081.6 吉本隆明全集 17 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 歩行する哲学 ロジェ=ポル・ドロワ/著 土居佳代子
/訳

ポプラ社

2 104 四苦八苦の哲学 永江朗/著 晶文社

3 112 メシア的時間 ジェラール・ベンスーサン/著 渡名
喜庸哲/訳

法政大学出版局

4 114.2 「死」とは何か シェリー・ケーガン/著 柴田裕之/訳 文響社

5 134.2 カント哲学の核心 御子柴善之/著 NHK出版

6 135.5 ルイ・アルチュセール  （岩波新書　新赤版） 市田良彦/著 岩波書店

7 140.7 ウォームアップ心理統計 村井潤一郎/著 柏木惠子/著 東京大学出版会

8 141.2 なぜ私は一続きの私であるのか 兼本浩祐/著 講談社

9 141.5 意識的な行動の無意識的な理由 越智啓太/編 創元社

10 141.5 「ひらめき」はこう生まれる ドルテ・ニールセン/著 サラ・サー
バー/著

CCCメディアハウス

11 141.5 0→1の発想を生み出す「問いかけ」の力 野々村健一/著 KADOKAWA

12 141.6 怒りが消える心のトレーニング 安藤俊介/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

13 141.6 緊張をコントロールして最高の結果を出す技術 石津貴代/著 すばる舎

14 141.6 恐怖の構造  （幻冬舎新書） 平山夢明/著 幻冬舎

15 141.6 孤独の達人  （PHP新書） 諸富祥彦/著 PHP研究所

16 141.7 「やる気」を育てる! 植木理恵/著 日本実業出版社

17 146.8 「自己肯定感」の高め方 石原加受子/著 ぱる出版

18 146.8 「気にしい」のもやもやが消える方法 根本橘夫/著 WAVE出版

19 155 教育勅語の戦後 長谷川亮一/著 白澤社

20 159 男の居場所  (マイナビ新書) 酒井光雄/著 マイナビ出版

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 159 先送りせず「すぐやる人」になる100の方法 佐々木正悟/著 KADOKAWA

22 159 <図解>「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮/著 明日香出版社

23 159 やる気の出し方 藤由達藏/著 河出書房新社

24 159 1からはじめる 松浦弥太郎/著 講談社

25 159 1万2000人を見てわかった!お金に困らない人、困る人 松尾昭仁/著 集英社

26 159 暮らしの「もやもや」整理術 松尾たいこ/著 扶桑社

27 159.6 ありのまま輝くエフォートレスな生き方 関口梓/著 大和書房

28 159.6 何もなかったわたしがイチから身につけた稼げる技術 和田裕美/著 ダイヤモンド社

29 159.7 長生きだけが目的ですか? 弘兼憲史/著 徳間書店

30 160.4 宗教と生命(いのち) 池上彰/著 佐藤優/著 KADOKAWA

31 160.4 いま宗教に向きあう 1 池澤優/編集委員 藤原聖子/編集委員 岩波書店

32 162 神は、脳がつくった E.フラー・トリー/著 寺町朋子/訳 ダイヤモンド社

33 162 もう一度学びたい宗教 正木晃/著 枻出版社

34 166 煉丹術の世界 秋岡英行/著 垣内智之/著 大修館書店

35 175 神社崩壊  （新潮新書） 島田裕巳/著 新潮社

36 180.9 よろこびの書 ダライ・ラマ/著 デズモンド・ツツ/
著

河出書房新社

37 181.0 大乗非仏説をこえて 大竹晋/著 国書刊行会

38 181.4 地獄と極楽  枻出版社

39 183.5 阿弥陀経 ひろさちや/著 中央公論新社

40 185.9 がん・ぼけ封じ、ぽっくり祈願 開運!ハッピースポット巡り 山口都代子/著 辰巳出版

41 186.8 仏教がわかる仏像入門  洋泉社

42 186.9 季節でめぐる絶景の寺社御朱印ハンドブック 八木透/監修 辰巳出版

43 188.2 衆生ほんらい仏なり 日野西光尊/著 春秋社

44 198.5 わたしの家族の明治日本 ジョアンナ・シェルトン/著 滝沢謙
三/訳

文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 海の歴史 ジャック・アタリ/著 林昌宏/訳 プレジデント社

2 209 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤賢一/著
PHPエディターズ・グ
ループ

3 209 いっきにわかる!世界史のミカタ 島崎晋/著 辰巳出版

4 209.6 資本の時代 1･2 エリック・J.ホブズボーム/著 松尾
太郎/訳

みすず書房

5 209.7 逆転の大戦争史 オーナ・ハサウェイ/著 スコット・
シャピーロ/著

文藝春秋

6 210.4 日本史のミカタ  （祥伝社新書） 井上章一/著 本郷和人/著 祥伝社

7 211 いっきにわかる!日本史のミカタ 河合敦/監修 辰巳出版

8 213 古代風土記の事典 瀧音能之/編 鈴木織恵/編 東京堂出版

9 213 神々が宿る絶景100  （宝島社新書） 三浦佑之/監修 宝島社

10 214.6 室町将軍の御台所 田端泰子/著 吉川弘文館

11 215.9 墨夷応接録 林復斎/著 森田健司/編訳・校註・解
説

作品社

12 216 絵はがきの大日本帝国  （平凡社新書） 二松啓紀/著 平凡社

13 216 天皇の近代 御厨貴/編著 井上章一/[ほか]著 千倉書房

14 216 古本的思考 山口昌男/著 晶文社

15 217 保阪正康歴史を見つめて 保阪正康/著 北海道新聞社/編 北海道新聞社

16 217.4 三竃島事件 蒲豊彦/編著 蒲豊彦/著 現代書館

17 217.4 日中戦争はなぜ起きたのか 波多野澄雄/編 中村元哉/編 中央公論新社

18 217.6 戦後日本の復興の記録 上・下 ディミトリー・ボリア/写真撮影 杉
田米行/編著

大学教育出版

19 219.3 江戸→TOKYOなりたちの教科書 3 岡本哲志/著 淡交社

20 219.7 忘却の記憶 広島 東琢磨/編 川本隆史/編 月曜社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 222.0 古鏡のひみつ 新井悟/編著 河出書房新社

22 230.6 力の追求 上・下 リチャード・J.エヴァンズ/著 井出
匠/訳

白水社

23 232 貨幣が語るローマ帝国史  （中公新書） 比佐篤/著 中央公論新社

24 234.0 ヒトラーとドラッグ ノーマン・オーラー/著 須藤正美/訳 白水社

25 280.7 自分史の手引き 池田勝徳/編著 翔雲社

26 281.0 生きるように働く ナカムラケンタ/著 ミシマ社

27 281.0 日本人、最期のことば 西村眞/著 飛鳥新社

28 288.4 美智子さまの時代 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

29 288.4 象徴天皇の旅  （平凡社新書） 井上亮/著 平凡社

30 288.4 天皇陵古墳を歩く 今尾文昭/著 朝日新聞出版

31 288.9 歴史がわかる!世界の国旗図鑑 苅安望/著 山川出版社

32 289.1 光秀からの遺言 明智憲三郎/著 河出書房新社

33 289.1 チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館/編 中央公論新社

34 289.1 徳田虎雄病院王外伝 大平誠/著 PHP研究所

35 289.1 鳥居強右衛門 金子拓/著 平凡社

36 289.1 非凡なる凡婦 白秋の妻菊子 北原東代/著 春秋社

37 289.1 森有礼が切り拓いた日米外交 国吉栄/著 勉誠出版

38 289.1 日本史上最高の英雄(ヒーロー)大久保利通 倉山満/著 徳間書店

39 289.1 評伝耳鼻咽喉科のパイオニア久保猪之吉 柴田浩一/著 梓書院

40 289.1 評伝小室直樹 上・下 村上篤直/著 ミネルヴァ書房

41 289.1 山崎今朝弥 山泉進/編著 村上一博/編著 論創社

42 289.2 ガンディーとチャーチル 上 アーサー・ハーマン/著 田中洋二郎/
監訳

白水社

43 289.2 運命 文在寅/著 矢野百合子/訳 岩波書店

44 289.3 私が愛する世界 ソニア・ソトマイヨール/著 長井篤
司/訳

亜紀書房

45 289.3 チャーチルは語る チャーチル/著 マーティン・ギル
バート/編

河出書房新社

46 289.3 マーガレット・サッチャー 冨田浩司/著 新潮社

47 289.3 無限の宇宙 ジェーン・ホーキング/著 堀川志野
舞/訳

静山社

48 289.3 図説ヴィクトリア女王の生涯 村上リコ/著 河出書房新社

49 290 地の果てのありえない物語 クリス・フィッチ/著 小野智子/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

50 290.9 ロング・ロング・トレイル 木村東吉/著 産業編集センター

51 290.9 地球の歩き方 A13 南イタリアとシチリア 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

52 290.9 地球の歩き方 B19 メキシコ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

53 290.9 地球の歩き方 B24 キューバ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

54 290.9 地球の歩き方 D11 台北 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

55 290.9 地球の歩き方 E05 イスラエル 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 291 もう一度学びたい地理 「もう一度学びたい地理」編集部/編 枻出版社

57 291.0 ダークツーリズム  （幻冬舎新書） 井出明/著 幻冬舎

58 291.0 伊能図大全 第2巻 伊能忠敬/著 渡辺一郎/監修 河出書房新社

59 291.0 伊能図探検 河出書房新社編集部/編 モリナガヨ
ウ/絵

河出書房新社

60 291.0 日本ワインと手仕事の旅 後藤由紀子/著 大野明日香/著 光文社

61 291.0 ブラタモリ 14 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

62 291.0 シニア鉄道旅のすすめ  （平凡社新書） 野田隆/著 平凡社

63 291.0 少年写真家の見た明治日本 ミヒャエル・モーザー/著 宮田奈奈/
編

勉誠出版

64 291.0 にっぽん全国たのしい船旅 2018-2019  イカロス出版

65 291.0 道の駅ナビ 2019  交通タイムス社

66 291.1 冬の北海道 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

67 291.3 いつかは挑戦したい難所のある山詳細ルートガイド  枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

68 291.3 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

69 291.4 北陸・金沢  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

70 291.5 山と高原 小林百合子/文 野川かさね/写真
パイインターナショナ
ル

71 291.5 ぎふの里歩き30 吉澤マモ/著 広東もな/イラスト
岐阜新聞社総合メディ
ア局出版室

72 291.5 伊勢志摩 鳥羽  （大人絶景旅）  朝日新聞出版

73 291.5 信州 2018改訂3版 （楽楽）  JTBパブリッシング

74 291.6 大学的和歌山ガイド 和歌山大学観光学部/監修 神田孝治/
編

昭和堂

75 291.6 京都完全版  JTBパブリッシング

76 291.6 京都社寺めぐり 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

77 291.6 奈良・大和路 2018 （楽楽）  JTBパブリッシング

78 291.6 るるぶ神戸  '19  JTBパブリッシング

79 291.9 鹿児島県・沖縄県の山 川野秀也/著 伊波卓也/著 山と溪谷社

80 291.9 うふあがりじま入門 服部敦/著 北大東村/監修 ボーダーインク

81 291.9 沖縄の瓦はなぜ赤いのか 山城東雄/著 白夜書房

82 291.9 沖縄 慶良間諸島  （大人絶景旅）  朝日新聞出版

83 291.9 るるぶ鹿児島  '19  JTBパブリッシング

84 292.3 k.m.p.の、タイぐるぐる。 k.m.p./著ブックデザイン 東京書籍

85 292.3 ラオスの基礎知識 山田紀彦/著 めこん

86 292.5 るるぶインド 2018  JTBパブリッシング

87 293.5 京都、パリ 鹿島茂/著 井上章一/著 プレジデント社

88 293.8 3度めの北欧 森百合子/著
スペースシャワーネッ
トワーク

89 294.2 るるぶエジプト 2018  JTBパブリッシング

90 295.3 ニューヨーク 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

91 296.8 るるぶペルー 2018  JTBパブリッシング

92 297.1 メルボルン案内 小川奈緒/文 安彦幸枝/写真
パイインターナショナ
ル

93 297.6 るるぶハワイ島ホノルル  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 戦略の世界史 上・下 ローレンス・フリードマン/著 貫井
佳子/訳

日本経済新聞出版社

2 302.2 2050年の中国 胡鞍鋼/著 鄢一龍/著 日本僑報社

3 302.5 トランプのアメリカに住む  （岩波新書　新赤版） 吉見俊哉/著 岩波書店

4 304 知らなきゃよかった  （文春新書） 池上彰/著 佐藤優/著 文藝春秋

5 304 日本を見つめる 小澤俊夫/著 小澤昔ばなし研究所

6 304 マスコミ偽善者列伝 加地伸行/著 飛鳥新社

7 304 大コラム平成思潮 鷲田小彌太/著 言視舎

8 309.1 朝日ぎらい  （朝日新書） 橘玲/著 朝日新聞出版

9 309.3 若者よ、マルクスを読もう 3 内田樹/著 石川康宏/著 かもがわ出版

10 310 政治の哲学  （ちくま新書） 橋爪大三郎/著 筑摩書房

11 311 未来をはじめる 宇野重規/著 東京大学出版会

12 311.1 正義とは何か  （中公新書） 神島裕子/著 中央公論新社

13 311.7 民主主義の死に方 スティーブン・レビツキー/著 ダニ
エル・ジブラット/著

新潮社

14 312.1 図解でわかる14歳から知る日本戦後政治史 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

15 312.1 永田町知謀戦 3 大下英治/著 さくら舎

16 312.1 安倍晋三の真実 谷口智彦/著 悟空出版

17 312.1 崩れる政治を立て直す  （講談社現代新書） 牧原出/著 講談社

18 312.5 リベラル再生宣言 マーク・リラ/著 夏目大/訳 早川書房

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 312.5 日本人の知らないトランプ再選のシナリオ 渡瀬裕哉/著 産学社

20 314.8 衆議院議員総選挙全国意識調査 第48回 明るい選挙推進協会/編 明るい選挙推進協会

21 314.8 総選挙はこのようにして始まった 稲田雅洋/著 有志舎

22 316.1 個人情報保護法の逐条解説 宇賀克也/著 有斐閣

23 316.1 スノーデン監視大国日本を語る  （集英社新書） エドワード・スノーデン/著 国谷裕
子/著

集英社

24 316.1 監視社会をどうする! 日本弁護士連合会第60回人権擁護大会シ
ンポジウム第2分科会実行委員会/編 日本評論社

25 316.1 EU一般データ保護規則 宮下紘/著 勁草書房

26 317.2 前川喜平「官」を語る 前川喜平/著 山田厚史/著 宝島社

27 317.3 公務員をめざす人の本 20年版 北里敏明/監修 コンデックス情報研
究所/編著

成美堂出版

28 317.7 警視庁刑事部現場鑑識写真係 戸島国雄/著 並木書房

29 318 2040年自治体の未来はこう変わる! 今井照/著 学陽書房

30 318 不利益分配の政治学 柳至/著 有斐閣

31 318.2 こうして流山市は人口増を実現している 淡路富男/著 同友館

32 318.6 「地域力」で立ち向かう人口減少社会 熊谷文枝/著 ミネルヴァ書房

33 318.6 小平学・まちづくり研究のフロンティア 白梅学園大学小平学・まちづくり研
究所/編

論創社

34 318.6 未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ トヨタ財団国内助成プログラム/編
トヨタ財団国内助成プ
ログラム

35 319 グローバリズム後の世界では何が起こるのか? 高岡望/著 大和書房

36 319.0 冷戦史 ロバート・マクマン/著 青野利彦/監
訳

勁草書房

37 319.1 「拉致」異論 太田昌国/著 現代書館

38 319.1 世界を変えた日本と台湾の絆 黄文雄/著 徳間書店

39 319.1 日本の国益  （講談社現代新書） 小原雅博/著 講談社

40 319.5 無法者が塗り替える中東地図 宮田律/著 毎日新聞出版

41 320 法学部、ロースクール、司法研修所で学ぶ法律知識 品川皓亮/著 ダイヤモンド社

42 322.1 江戸の目明し  （平凡社新書） 増川宏一/著 平凡社

43 322.2 イスラーム宗教警察 高尾賢一郎/著 亜紀書房

44 323.1 憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ/編 KADOKAWA

45 324.1 これだけは知りたい!一般社団・財団法人の設立について  公益法人協会

46 324.5 初めての人のための契約書の実務 牧野和夫/著 中央経済社

47 324.6 夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本 大崎美生/著 佐藤みのり/著 日本実業出版社

48 324.6 18歳から考える家族と法 二宮周平/著 法律文化社

49 324.6 図解でよくわかる離婚の準備・手続き・ライフプラン 柳原桑子/監修 池田書店

50 324.7 税理士が知っておきたい兄弟姉妹の相続 小林磨寿美/著 清文社

51 324.7 すぐに役立つ最新入門図解相続のしくみと手続き 松岡慶子/監修 三修社

52 325.2 図解まるわかりいちばんやさしい会社の作り方 山田猛司/監修 新星出版社

53 326.3 高齢者の犯罪心理学 越智啓太/編著 誠信書房

54 326.3 犯罪の一般理論 マイケル・R.ゴットフレッドソン/著
トラビス・ハーシー/著

丸善出版

55 326.5 不安解消!出所者支援 掛川直之/編著 我藤諭/[ほか]著 旬報社

56 327.1 家庭裁判所物語 清永聡/著 日本評論社

57 327.2 本人訴訟ハンドブック 矢野輝雄/著 緑風出版

58 327.6 隠された証拠が冤罪を晴らす 日本弁護士連合会再審における証拠
開示に関する特別部会/編

現代人文社

59 327.8 法に触れた少年の未来のために 内田博文/著 みすず書房

60 329.9 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井弘行/著 セルバ出版

61 331 絵でわかるミクロ経済学 茂木喜久雄/著 講談社

62 331.0 経済学は悲しみを分かち合うために 神野直彦/著 岩波書店

63 331.0 幸福感の統計分析 橘木俊詔/著 高松里江/著 岩波書店

64 331.1 宇沢弘文の数学 小島寛之/著 青土社

65 331.7 ケインズの経済学と現代マクロ経済学 大矢野栄次/著 同文舘出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 332.0 グリッドロック経済 マイケル・ヘラー/著 山形浩生/訳 亜紀書房

67 332.1 それでも強い日本経済! エミン・ユルマズ/著 ビジネス社

68 332.1 日本史で学ぶ経済学 横山和輝/著 東洋経済新報社

69 332.2 中国経済講義  （中公新書） 梶谷懐/著 中央公論新社

70 332.2 チャイナ・イノベーション 李智慧/著 日経BP社

71 332.5 現代アメリカの経済社会 河崎信樹/著 吉田健三/著 東京大学出版会

72 334.4 キューバと日本 ロランド・アルバレス/共著 マル
タ・グスマン/共著

彩流社

73 334.4 外国人の受入れと日本社会 高宅茂/著 瀧川修吾/著 日本加除出版

74 334.4 移民政策と多文化コミュニティへの道のり 吉成勝男/編著 水上徹男/編著 現代人文社

75 335 実践CVC KPMG FAS/編 中央経済社

76 335.1 キッチンで読むビジネスのはなし 一田憲子/著 KADOKAWA

77 335.1 確信と覚悟の経営 大塚英樹/著 さくら舎

78 335.1 経験から学ぶ経営学入門 上林憲雄/著 奥林康司/著 有斐閣

79 335.1 スティーブ・ジョブズ世界を興奮させる組織のつくり方 桑原晃弥/著 朝日新聞出版

80 335.1 儲ける社長の24時間365日 小山昇/著 KADOKAWA

81 335.1 儲かる会社に変わっていく社長の全テクニック 三條慶八/著 KADOKAWA

82 335.1 ESG投資時代の持続可能な調達 冨田秀実/著 日経BP社

83 335.1 小倉昌男 沼上幹/著 PHP研究所

84 335.1 最速でトップに駆け上がる人は何が違うのか? エレナ・ボテロ/著 キム・パウエル/
著

日経BP社

85 335.2 社長争奪 有森隆/著 さくら舎

86 335.3 日本社会に生きる中小企業 鵜飼信一/編著 中央経済社

87 335.3 後継者選びに迷ったときに読む事業承継実践ガイドブック
神門剛/監修 みつきコンサルティン
グ株式会社/著

清文社

88 335.3 図説日本の中小企業 2018/2019 商工総合研究所/編 商工総合研究所

89 335.3 アトツギが日本を救う 山根太郎/著 幻冬舎

90 335.4 変わるM&A 森・濱田松本法律事務所/編 日本経済新聞出版社

91 335.5 独占禁止法 菅久修一/編著 品川武/著 商事法務

92 335.5 セゾン 鈴木哲也/著 日経BP社

93 335.5 ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか
中須悟/著 タナベ経営ファミリービ
ジネスコンサルティングチーム/編

ダイヤモンド社

94 335.8 「20円」で世界をつなぐ仕事 小暮真久/著 ダイヤモンド社

95 336 AIをビジネスに実装する方法 岡田陽介/著 日本実業出版社

96 336 今度こそ実践できる!最強のPDCA 川原慎也/著 ナツメ社

97 336 ドラッカー全教え ウィリアム・A.コーエン/著 井口耕
二/訳

大和書房

98 336 リスクファイナンス入門 諏澤吉彦/著 中央経済社

99 336 ミスよけ大全 中島孝志/著 三笠書房

100 336 仕事はもっと楽しくできる ONE JAPAN/著 プレジデント社

101 336.1 「会社に眠る財産」を掘り起こせ! 岡村衡一郎/著 朝日新聞出版

102 336.1 ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論 菊澤研宗/編著 中央経済社

103 336.1 ビジネスモデル2.0図鑑 近藤哲朗/著 KADOKAWA

104 336.1 レグテック 佐々木隆仁/著 日経BP社

105 336.1 最強のデータ経営 杉原剛/著 インプレス

106 336.1 データ戦略と法律 中崎隆/編著 安藤広人/編著 日経BP社

107 336.2 外資系コンサルはなぜ、あえて「手書きノート」を使うのか? 太田あや/著 KADOKAWA

108 336.2 トヨタ式5W1H思考 桑原晃弥/著 KADOKAWA

109 336.2 「ゴール仮説」から始める問題解決アプローチ 佐渡誠/著 すばる舎

110 336.2 1日のタスクが1時間で片づくアマゾンのスピード仕事術 佐藤将之/著 KADOKAWA

111 336.2 ファシリテーション入門 堀公俊/著 日本経済新聞出版社

112 336.2 いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書 水野学/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

113 336.3 いつの間にか稼いでくれるすごいチーム 金川顕教/著 KADOKAWA

114 336.3 セキュアベース・リーダーシップ ジョージ・コーリーザー/著 スーザ
ン・ゴールズワージー/著

プレジデント社

115 336.3 リーダーシップの教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編

ダイヤモンド社

116 336.3 利益を出すリーダーが必ずやっていること 長谷川和廣/著 かんき出版

117 336.4 社内政治力 芦屋広太/著 フォレスト出版

118 336.4 人前で30分話すためのプロの実践テクニック 麻生けんたろう/著 同文舘出版

119 336.4 過重労働防止の基本と実務 石嵜信憲/編著 佐々木晴彦/著 中央経済社

120 336.4 マッキンゼーで学んだ感情コントロールの技術 大嶋祥誉/著 青春出版社

121 336.4 図解人を動かす説得する技術 木山泰嗣/著
中央経済グループパブ
リッシング

122 336.4 社員を「大切にする」から黒字になる。「甘い」から赤字になる 近藤宣之/著 あさ出版

123 336.4 内定辞退ゼロ 近藤悦康/著 実業之日本社

124 336.4 人事労務の法律問題対応の指針と手順 佐藤久文/著 商事法務

125 336.4 外国人実習・雇用実戦ガイド 佐野誠/著 宮川真史/著 第一法規

126 336.4 外国人・留学生を雇い使う前に読む本 永井弘行/著 セルバ出版

127 336.4 なぜ残業を減らしたのに、会社が儲かるのか? 萩原京二/編著 労働時間MBOコンサル
タント協会/著

クロスメディア・パブ
リッシング

128 336.4 世界のトップスクールだけで教えられている最強の人脈術 平野敦士カール/著 KADOKAWA

129 336.4 バカ上司の取扱説明書  （SB新書） 古川裕倫/著 SBクリエイティブ

130 336.4 5秒で伝えるための頭の整理術 松本利明/著 宝島社

131 336.4 プレゼン資料劇的改善テクニック 吉岡豊/著 秀和システム編集部/著 秀和システム

132 336.5 オフィスの生産性革命!電子認証ペーパーレス入門 横山公一/著 久野康成/監修 TCG出版

133 336.8 100分でわかる!決算書「分析」超入門 2019 佐伯良隆/著 朝日新聞出版

134 336.8 使えるファイナンス入門 高辻成彦/著 日本経済新聞出版社

135 336.8 実践原価計算 橋本賢一/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

136 336.8 強い会社をつくる「バランス会計」入門 堀田友三郎/編著 川野克典/編著 中央経済社

137 336.8 図解!本気の製造業「管理会計」実践マニュアル 吉川武文/著 王子経営研究会/編 日刊工業新聞社

138 336.9 企業への影響からみる収益認識基準実務対応Q&A EY新日本有限責任監査法人/編 清文社

139 336.9 図解でスッキリ 収益認識の会計入門 EY新日本有限責任監査法人/編 中央経済社

140 336.9 税務・労務ハンドブック 平成30年版 井村登/著 馬詰政美/著 清文社

141 336.9 要点をギュッ!はじめての簿記図鑑 葛西安寿/著 池田書店

142 336.9 引きやすい!必ず見つかる!勘定科目と仕訳の事典 駒井伸俊/著 ソシム

143 336.9 会計の世界史 田中靖浩/著 日本経済新聞出版社

144 336.9 日本会計史 友岡賛/著 慶應義塾大学出版会

145 336.9 減価償却資産の耐用年数表とその使い方 30年改正版 日本法令/編 日本法令

146 338 だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話 大見光男/著 ぱる出版

147 338.0 知識の基盤になるファイナンス 石橋尚平/著 高橋陽二/著 中央経済社

148 338.1 社会を変える投資ESG入門 アムンディ・ジャパン/編 日本経済新聞出版社

149 338.1 株・証券用語がよくわかる本 石原敬子/著 秀和システム

150 338.1 実戦相場で勝つ!株価チャート攻略ガイド 藤本壱/著 自由国民社

151 338.2 銀行員が消える日 山田厚史/著 宝島社

152 338.3 金融失策20年の真実 太田康夫/著 日本経済新聞出版社

153 338.7 日本企業が世界で戦うために必要なこと 小川浩平/著 ダイヤモンド社

154 338.8 図解知識ゼロからはじめる投資信託の入門書 安恒理/著 ソシム

155 338.9 ミャンマー新投資法・新会社法 甲斐史朗/著 中央経済社

156 338.9 ベトナムのビジネス法務 森・濱田松本法律事務所アジアプラ
クティスグループ/編

商事法務

157 339.3 保険業法 細田浩史/著 弘文堂

158 345 税金の知識 平成30年度版 SMBC日興証券(株)ソリューション企
画部/編

中央経済社

159 345.2 現代英国税制 酒井翔子/著 税務経理協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

160 345.2 日本の税金  （岩波新書　新赤版） 三木義一/著 岩波書店

161 345.3 年末調整・法定調書の記載チェックポイント 平成30年分 近田順一朗/著 中央経済社

162 345.3 年金生活者・定年退職者のための確定申告 平成31年3月締切分 山本宏/監修 技術評論社

163 345.5 知りたいことがすぐわかる事業承継対策の要諦55 あいわ税理士法人事業承継チーム/編 中央経済社

164 350.1 データサイエンス「超」入門 松本健太郎/著 毎日新聞出版

165 361.4 僕たちはどう伝えるか 中田敦彦/著 宝島社

166 361.4 共感スイッチ 浜崎慎治/著 中央公論新社

167 361.5 日本人とドイツ人  （新潮新書） 雨宮紫苑/著 新潮社

168 361.5 英語でガイド!世界とくらべてわかる日本まるごと紹介事典 江口裕之/著 Jリサーチ出版

169 361.5 図解平成オタク30年史 平成オタク研究会/編 新紀元社

170 361.6 秘密結社 ジャン・ピエール・イスブ/著 鈴木
和博/訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

171 361.6 日本型組織の病を考える  （角川新書） 村木厚子/著 KADOKAWA

172 361.7 まちづくり都市金沢  （岩波新書　新赤版） 山出保/著 岩波書店

173 364 社会保障入門  （ちくま新書） 伊藤周平/著 筑摩書房

174 364 社会保障法 菊池馨実/著 有斐閣

175 364.5 建設現場の労災保険の基礎知識Q&A 村木宏吉/編著 大成出版社

176 365 逐条解説・消費者契約法 消費者庁消費者制度課/編 商事法務

177 365 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一/著 慶應義塾大学出版会

178 366.1 中国・タイ・ベトナム労働法の実務Q&A 五十嵐充/共著 杉田昌平/共著 労働調査会

179 366.1 労働契約解消の法律実務 石嵜信憲/編著 渡辺絢/[ほか]著 中央経済社

180 366.1 働き方改革法で労務管理はこう変わる 岡田良則/著 自由国民社

181 366.1 入門図解最新管理者のための労働法の基本と実務 小島彰/監修 三修社

182 366.1 労働基準法がよくわかる本  '18〜'19年版 下山智恵子/著 成美堂出版

183 366.2 中学生・高校生の仕事ガイド 2019-2020年版 進路情報研究会/編 桐書房

184 366.2 転職のまえに  （ちくま新書） 中沢孝夫/著 筑摩書房

185 366.3 働く女性ほんとの格差 石塚由紀夫/著 日本経済新聞出版社

186 366.3 パワーハラスメント 岡田康子/著 稲尾和泉/著 日本経済新聞出版社

187 366.3 フェミニスト・ファイト・クラブ ジェシカ・ベネット/著 岩田佳代子/
訳

海と月社

188 367.1 説教したがる男たち レベッカ・ソルニット/著 ハーン小
路恭子/訳

左右社

189 367.1 DVはなおる 続  ジャパンマシニスト社

190 367.3 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原加受子/著 あさ出版

191 367.3 家族のコトバ Vol.2 VERY編集部/編 光文社

192 367.6 夜回り先生 原点 水谷修/著 日本評論社

193 367.7 そろそろはじめる親のこと 大澤尚宏/著 自由国民社

194 368.8 薬物依存症  （ちくま新書） 松本俊彦/著 筑摩書房

195 369.1 社会福祉法人ハンドブック 実藤秀志/著 税務経理協会

196 369.1 ソーシャルイノベーション 竹本鉄雄/編著 雄谷良成/監修 ダイヤモンド社

197 369.1 地域共生社会に向けたソーシャルワーク 日本社会福祉士会/編集 中央法規出版

198 369.2 身近な人の上手な在宅介護のしかたがわかる本 下正宗/監修 自由国民社

199 369.2 あなたもきっとできる気持ちがラクになる介護 主婦の友社/編 主婦の友社

200 369.2 精神障害のある人と家族のための生活・医療・福祉制度のすべてQ&A 杉本豊和/編 伊藤千尋/編 萌文社

201 369.2 よくわかる成年後見制度活用ブック 日本精神保健福祉士協会/監修 岩崎
香/編集

中央法規出版

202 369.2 すぐに使える!高齢者のための音楽レクリエーション 藤井洋平/監修 加藤俊徳/監修 メイツ出版

203 369.2 精神障害者とともに生きる 細川久美子/著 あけび書房

204 369.2 図解障害者総合支援法早わかりガイド 山内一永/著 日本実業出版社

205 369.3 地域防災とライフライン防護 木下誠也/著 コロナ社

206 369.3 自衛隊防災BOOK マガジンハウス/編集 マガジンハウス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

207 369.4 漂流児童 石井光太/著 潮出版社

208 369.4 シングルマザー自立への道 江成道子/著 啓文社書房

209 371.4 なぜヒトは学ぶのか  （講談社現代新書） 安藤寿康/著 講談社

210 371.4 非行・問題行動と初期支援 石橋昭良/著 学事出版

211 371.4 教室でできる気になる子への認知行動療法 松浦直己/著 中央法規出版

212 371.4 学校心理学にもとづく教育相談 山口豊一/著 松嵜くみ子/著 金子書房

213 371.6 道徳教育と愛国心 大森直樹/著 岩波書店

214 372.2 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡大祐/著 旬報社

215 374.3 学校をブラックから解放する 教職員の働き方改革推進プロジェク
ト/編

学事出版

216 374.3 教師の歴史 ディアドラ・ラフテリー/著 立石弘
道/訳

国書刊行会

217 374.9 学校における自殺予防教育プログラムGRIP 川野健治/編 勝又陽太郎/編 新曜社

218 375.1 トップ営業の手法に学ぶ新時代の吹奏楽指導法 石川聡/著 森田一浩/監修 ヤマハミュージックEH

219 375.1 プログラミング教育ってなに? 石戸奈々子/著 ジャムハウス

220 375.1 脱ブラック部活  （新書y） 中小路徹/著 洋泉社

221 376.1 子どもたちは人が好き 川上清文/著 東京大学出版会

222 376.8 医学部 浅野恵子/著 ぺりかん社

223 376.8 不登校・中退生のための進路相談室 2019  学びリンク

224 377.2 大学の実力 2019 読売新聞教育ネットワーク事務局/著
編

中央公論新社

225 378 「気になる子」のわらべうた 山下直樹/著 クレヨンハウス

226 378 わが子の「発達」が気になったときの本  洋泉社

227 379 諸外国の生涯学習 文部科学省生涯学習政策局/編 明石書店

228 379.7 G+PDCA勉強術 石川和男/著 明日香出版社

229 379.9 スタンフォードママDr.アグネスの究極の家庭教育メソッド48 アグネス・チャン/著 扶桑社

230 379.9 こころと頭を同時に伸ばすAI時代の子育て 井岡由実/著 高濱正伸/監修 実務教育出版

231 379.9 男の子がひとりでできる「片づけ」 中村佳子/著 KADOKAWA

232 379.9 読むだけでどんな運動もできる子になる! 水口高志/著 すばる舎

233 383.5 化粧ものがたり 高橋雅夫/著 雄山閣

234 383.8 レシピで味わう世界の食文化 石毛直道/著 岩波書店

235 383.8 粋を食す 花房孝典/著 天夢人

236 383.8 和食のこころ 村田吉弘/著 世界文化社

237 383.8 <さぬきうどん>の真相を求めて 吉原良一/著 旭屋出版

238 383.9 図説江戸の暮らし事典 企画集団エド/編著 芙蓉書房出版

239 384.5 昭和少年少女ときめき図鑑 市橋芳則/著 伊藤明良/著 河出書房新社

240 384.9 新宿「性なる街」の歴史地理 三橋順子/著 朝日新聞出版

241 386.1 祭祀習俗事典 柳田国男/著 河出書房新社

242 388.1 瓜子姫の死と生 藤井倫明/著 三弥井書店

243 389 ライフ・オブ・ラインズ ティム・インゴルド/著 筧菜奈子/訳 フィルムアート社

244 389.0 見知らぬものと出会う 木村大治/著 東京大学出版会

245 391.6 太平洋戦争日本語諜報戦  （ちくま新書） 武田珂代子/著 筑摩書房

246 392.2 中国の情報化戦争 ディーン・チェン/著 五味睦佳/監訳 原書房

247 392.5 フューチャー・ウォー ロバート・H.ラティフ/著 平賀秀明/
訳

新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 図解もっと身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 明日香出版社

2 410 見るだけでストン!と頭に入る中学数学 間地秀三/著 青春出版社

3 410 知って得する!おうちの数学 松川文弥/著 翔泳社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 417 身につく統計学 伊藤公紀/共著 伊藤裕康/共著 森北出版

5 417 Pythonで理解する統計解析の基礎 谷合廣紀/著 辻真吾/監修 技術評論社

6 418.6 大学生・エンジニアのための関数電卓活用ガイド 遠藤雅守/著 森北出版

7 431.3 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ/著 ニック・マン/
写真

創元社

8 440.4 もしも宇宙に行くのなら 橳島次郎/著 岩波書店

9 443.9 絵でわかる宇宙の誕生 福江純/著 講談社

10 449.8 江戸近世暦 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

11 450 地球とは何か  （サイエンス・アイ新書） 鎌田浩毅/著 SBクリエイティブ

12 450 シミュレート・ジ・アース 河宮未知生/著 ベレ出版

13 455.8 地すべり地形の判読法 大八木規夫/著 近未来社

14 467 文科系のための遺伝子入門 土屋廣幸/著 新曜社

15 469.0 世界は美しくて不思議に満ちている 長谷川眞理子/著 青土社

16 471.9 世界毒草百科図鑑 エリザベス・A.ダウンシー/著 ソ
ニー・ラーション/著

原書房

17 480.7 動物園の社会心理学 諸井克英/著 古性摩里乃/著 晃洋書房

18 480.9 絶滅できない動物たち M.R.オコナー/著 大下英津子/訳 ダイヤモンド社

19 481.3 動物が見ている世界と進化 スティーヴ・パーカー/著 蟻川謙太
郎/監修

エクスナレッジ

20 481.7 先生、脳のなかで自然が叫んでいます! 小林朋道/著 築地書館

21 483.1 ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 沼田治/著 慶應義塾大学出版会

22 486.8 アゲハチョウの世界 吉川寛/著 海野和男/著 平凡社

23 487.9 世界の美しいヘビ 海老沼剛/著 グラフィック社

24 488.0 鳥が好きすぎて、すみません 細川博昭/著 誠文堂新光社

25 488.9 にっぽんツバメ便り 宮本桂/写真 ポンプラボ/編集 カンゼン

26 489 染色体から見える世界 小原良孝/監修 小原良孝/著 東海大学出版部

27 489.4 ニホンヤマネ 湊秋作/著 東京大学出版会

28 490.1 ヘレンハウス物語 ジャクリーン・ウォースウィック/著
仁志田博司/監訳

クリエイツかもがわ

29 490.1 安楽死か、尊厳死か 大鐘稔彦/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

30 490.1 私は、看取り士。 柴田久美子/著 佼成出版社

31 490.1 医者の本音  （SB新書） 中山祐次郎/著 SBクリエイティブ

32 491.1 よくわかる足部・足関節の動きとしくみ 櫻井亮輔/著 秀和システム

33 491.3 筋肉は本当にすごい  （ブルーバックス） 杉晴夫/著 講談社

34 491.3 脳と時間 ディーン・ブオノマーノ/著 村上郁
也/訳

森北出版

35 491.3 匂いの時代 伏木亨/編 ドメス出版

36 491.6 名医が教える病気の見つけ方 掛谷和俊/著 弘文堂

37 491.7 大便革命  （幻冬舎新書） 辨野義己/著 幻冬舎

38 492 気になる症状からナビする病気の事典 藤原大美/著 現代書林

39 493.1 花粉症 大久保公裕/著 論創社

40 493.1 薬に頼らず血糖値をラクラク下げるコツ 栗原毅/著 河出書房新社

41 493.1 まるごとわかる!生活習慣病 坂根直樹/著 南山堂

42 493.1 アルコール依存症に負けずに生きる ミック・S/著 ナカニシヤ出版

43 493.2 100年を生きる 天野篤/著 セブン&アイ出版

44 493.2 詳しくわかる狭心症・心筋梗塞の治療と安心生活 上妻謙/監修 主婦と生活社

45 493.2 高血圧の毎日ごはん 佐藤直樹/病態監修 森本千秋/栄養指
導・献立

女子栄養大学出版部

46 493.2 血管を守る250のQ&A事典 「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

47 493.2 千葉西総合病院トップ病院への軌跡 三角和雄/著 朝日新聞出版

48 493.2 ウルトラ図解狭心症・心筋梗塞 矢嶋純二/監修 法研

49 493.4 おかずレパートリー過敏性腸症候群 松枝啓/監修 牧野直子/栄養指導・料
理

女子栄養大学出版部

50 493.7 これでわかる認知症予防 石井映幸/監修 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 493.7 周産期のうつと不安の認知行動療法 エイミー・ウェンゼル/著 カレン・
クレイマン/著

日本評論社

52 493.7 生存する意識 エイドリアン・オーウェン/著 柴田
裕之/訳

みすず書房

53 493.7 ボケない技術(テク) 奥村歩/著 世界文化社

54 493.7 適応障害のことがよくわかる本 貝谷久宣/監修 講談社

55 493.7 よくわかるパニック症・広場恐怖症・PTSD 貝谷久宣/監修 主婦の友社

56 493.7 これだけは知っておきたい双極性障害 加藤忠史/監修 翔泳社

57 493.7 認知症対策の新常識 鈴木宏幸/著 渋川智明/著 日東書院本社

58 493.7 カサンドラのお母さんの悩みを解決する本 宮尾益知/監修 河出書房新社

59 493.8 予防接種の手びき 2018-19年度版 岡部信彦/編著 岡田賢司/編著 近代出版

60 493.9 こどもの糖尿病と治療 浦上達彦/編著 メディカ出版

61 493.9 おかあさんのレシピから学ぶ医療的ケア児のミキサー食 小沢浩/編集 大高美和/編集 南山堂

62 493.9 子育てで一番大切なこと  （講談社現代新書） 杉山登志郎/著 講談社

63 494.5 女性のがんと外見ケア 分田貴子/著 法研

64 494.8 あたらしいアンチエイジングスキンケア 江連智暢/著 日刊工業新聞社

65 494.9 シャントと生きるということ 春口洋昭/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

66 494.9 尿トレ 山西友典/医療監修 方丈社

67 495.4 i-wish…ママになりたい 不妊治療情報センター/編集 シオン

68 495.4 不妊、当事者の経験 竹田恵子/著 洛北出版

69 495.9 産婆と産院の日本近代 大出春江/著 青弓社

70 496.8 つらい不調が続いたら慢性上咽頭炎を治しなさい 堀田修/著 あさ出版

71 497 やってはいけない歯科治療  （小学館新書） 岩澤倫彦/著 小学館

72 497.9 あなたの老いは舌から始まる 菊谷武/著 NHK出版

73 498.1 セル看護が医療現場を救う 麻生泰/著 日本経済新聞出版社

74 498.1 医師の不足と過剰 桐野高明/著 東京大学出版会

75 498.1 救急救命士になるには 益田美樹/著 ぺりかん社

76 498.3 イギリス睡眠科学の第一人者が教える7日間快眠プログラム ジェイソン・エリス/著 藤戸良憲/訳 TAC株式会社出版事業部

77 498.3 「精神科医の禅僧」が教える心と身体の正しい休め方 川野泰周/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

78 498.3 あなたは、うで体?あし体? 鴻江寿治/著 集英社

79 498.3 ポックリ往生の極意 志賀貢/著 海竜社

80 498.3 ハーバード&ソルボンヌ大学根来教授の超呼吸法 根来秀行/著 KADOKAWA

81 498.5 季節の薬膳 猪俣稔成/編著 辰巳洋/監修 緑書房

82 498.5 ゆるレシピでからだクリーニング 大越郷子/著 水野香織/著 小学館

83 498.5 食にまつわる55の不都合な真実 金丸弘美/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

84 498.5 腸活×菌活レシピ100 田和璃佳/執筆 藤田紘一郎/監修 徳間書店

85 498.5 老けない人の最強レシピ 牧田善二/著 大越郷子/料理 新星出版社

86 498.5 老けないカラダをつくるファビュラスな食事法 ケリー・レヴェク/著 小坂恵理/訳 CCCメディアハウス

87 499.0 わかりやすい薬事関係法規・制度 神村英利/編集 木方正/編集 廣川書店

88 499.8 薬用植物と生薬 木島孝夫/編著 高崎みどり/編著 廣川書店

89 499.8 生薬とからだをつなぐ 鈴木達彦/著 医道の日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 AutoCAD逆引き大事典 阿部秀之/著 エクスナレッジ

2 501.8 デザインはストーリーテリング エレン・ラプトン/著 ヤナガワ智予/
訳

ビー・エヌ・エヌ新社

3 507.2 商標法 茶園成樹/編 有斐閣

4 507.2 特許侵害訴訟 森・濱田松本法律事務所/編 飯塚卓
也/著

中央経済社

5 507.9 エアーブラシ大攻略 2018改訂版 モデルグラフィックス編集部/編 大日本絵画

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 507.9 鉄道模型ハンダ付け入門  ネコ・パブリッシング

7 509.2 熊本地震と地域産業 伊東維年/編著 鹿嶋洋/編著 日本評論社

8 509.6 製造業のUX 緒方隆司/著 日刊工業新聞社

9 509.6 誰も教えてくれない「生産管理システム」の正しい使い方 本間峰一/著 日刊工業新聞社

10 510.9 建設テック革命 木村駿/著 日経コンストラクション/
編

日経BP社

11 510.9 建設業が勝ち残る「ビジネスモデル革新」 竹内建一郎/著 タナベ経営建設ソリュー
ションコンサルティングチーム/編 ダイヤモンド社

12 518.8 都市計画学 中島直人/著 村山顕人/著 学芸出版社

13 518.8 水辺の賑わいをとりもどす 中野恒明/著 花伝社

14 519.1 環境法判例百選 大塚直/編 北村喜宣/編 有斐閣

15 519.2 自然と経済から見つめる北東アジアの環境 和田直也/編著 今村弘子/編著 富山大学出版会

16 519.7 コンサルが教える廃棄物管理のルールと実務 イーバリュー株式会社環境コンサル
ティング事業部/著

産業環境管理協会

17 519.7 図解産業廃棄物処理がわかる本 ユニバース/著 日本実業出版社

18 520.2 古代建築 溝口明則/著 中川武/編 丸善出版

19 520.9 最新住宅業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 阿部守/著 秀和システム

20 520.9 欠陥住宅被害救済の手引 日本弁護士連合会消費者問題対策委
員会/編

民事法研究会

21 521.8 続日本100名城めぐりの旅 萩原さちこ/著 学研プラス

22 523.1 世界がうらやむニッポンのモダニズム建築 伊藤隆之/写真・著 米山勇/監修 地球丸

23 523.1 生きた建築大阪 2 橋爪紳也/監修 倉方俊輔/著 140B

24 523.1 日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会/著 エクスナレッジ

25 525.5 最高の工事写真の撮り方 中野裕/写真・著 エクスナレッジ

26 525.5 ゼロからはじめる<RC造施工>入門 原口秀昭/著 彰国社

27 525.8 イラストでわかるビル管理用語集 中井多喜雄/著 石田芳子/著 学芸出版社

28 526.6 富士屋ホテルの営繕さん  LIXIL出版

29 527 エコハウス現場写真帖 岸野浩太/著 エクスナレッジ

30 527 いい家をつくるために、考えなければならないこと 高橋修一/著 平凡社

31 527 健康は住まいがつくる 田中正敏/著 彰国社

32 527 ホントは防げる欠陥住宅 長井良至/著 日経ホームビルダー/編 日経BP社

33 527 絶対幸せになる!家づくりの基本125 2019年度版  エクスナレッジ

34 527.0 建築家夫婦のつくる居心地のいい暮らし 八島正年/著 八島夕子/著 オーム社

35 527.1 図解世界の名作住宅 中山繁信/著 松下希和/著 エクスナレッジ

36 528.2 DIYでストーブを作る  学研プラス

37 532 切削加工機 工作機械加工技術研究会/編 大河出版

38 532.1 わかる!使える!NC旋盤入門 伊藤勝夫/著 日刊工業新聞社

39 533.1 熱音響デバイス 琵琶哲志/著 コロナ社

40 537 自動車の衝突安全基礎論 水野幸治/著 名古屋大学出版会

41 537.0 スバル 当摩節夫/著 三樹書房

42 537.0 モビリティ2.0 深尾三四郎/著 日本経済新聞出版社

43 537.9 ツウになる!バスの教本 広田民郎/著 秀和システム

44 537.9 ホンダスーパーカブコンプリートブック  学研プラス

45 538.6 ツウになる!特別塗装機 チャーリィ古庄/写真・著 秀和システム

46 538.7 ドローンの哲学 グレゴワール・シャマユー/著 渡名
喜庸哲/訳

明石書店

47 538.8 図解よくわかるNEO航空管制 園山耕司/著 秀和システム

48 538.9 宇宙はどこまで行けるか  （中公新書） 小泉宏之/著 中央公論新社

49 538.9 宇宙旅行入門 高野忠/編 パトリック・コリンズ/編 東京大学出版会

50 538.9 宇宙・天文で働く 本田隆行/著 ぺりかん社

51 547.4 ゼロからわかるLinux Webサーバー超入門 小笠原種高/著 技術評論社

52 547.4 図解まるわかりネットワークのしくみ Gene/著 翔泳社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 547.8 Amazon Fire TV完全(コンプリート)大事典 リンクアップ/著 技術評論社

54 548.2 BBCマイクロビット公式ユーザーガイド ガレス・ハルファクリー/著 金井哲
夫/訳

日経BP社

55 556.9 世界の銘艦ヒストリア 2 白石光/著 大日本絵画

56 559.0 イギリス中世武具事典 三谷康之/著 日外アソシエーツ

57 559.1 日本軍の拳銃  ホビージャパン

58 576.7 化粧品ハンドブック 高橋守/監修 薬事日報社

59 582.4 昭和懐かし自販機巡礼 魚谷祐介/著 辰巳出版

60 588.0 ムダをなくして利益を生み出す食品工場の生産管理 弘中泰雅/著 日刊工業新聞社

61 588.5 最高の日本酒 大竹聡/著 双葉社

62 588.5 ワインは楽しい! オフェリー・ネマン/著 ヤニス・
ヴァルツィコス/絵

パイインターナショナ
ル

63 588.5 歴史の中のワイン  （文春新書） 山本博/著 文藝春秋

64 588.5 世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン 渡辺順子/著 ダイヤモンド社

65 589 暮らしが変わる仕事 田中のり子/著 誠文堂新光社

66 589.2 ストリート・トラッド 佐藤誠二朗/著 矢沢あい/挿画 集英社

67 589.2 間違いだらけの大人(シニア)のおしゃれ 横森美奈子/著
集英社インターナショ
ナル

68 589.7 仕事を効率化するビジネス文具 菅未里/著 ポプラ社

69 590 ずぼらとこまめ 福田春美/著 主婦と生活社

70 590 45歳からの自分を大事にする暮らし 堀川波/著 エクスナレッジ

71 591 腹黒くないFPが教えるお金の授業 岩城みずほ/著 三笠書房

72 591 収入が増えなくても貯蓄が2倍になる方法 大上ミカ/著 リベラル社

73 593.3 大人のまいにち服 伊藤みちよ/著 日本ヴォーグ社

74 593.3 私の、ブラウスプルオーバー 香田あおい/著 日本ヴォーグ社

75 593.3 パターン展開でバリエーションを楽しむパンツ 小峯有華/著 誠文堂新光社

76 593.3 シャツ&ブラウスの基本パターン集 野木陽子/著 日本ヴォーグ社

77 593.3 野口光の、ダーニングでリペアメイク 野口光/著 日本ヴォーグ社

78 593.3 着物リメイクでずっと着られる服  日本ヴォーグ社

79 593.3 手作りを楽しむとっておき秋冬こども服  ブティック社

80 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2018-2019秋冬  ブティック社

81 593.3 ミセスのスタイルブック 2018秋冬号  文化学園文化出版局

82 593.3 ゆったりサイズのきれい服  セブン&アイ出版

83 593.8 「たかはしきもの工房」高橋和江さんの十人十色の「補整」術 高橋和江/監修 プレジデント社

84 594 かんたん手作り!ドッグウエアと便利グッズ 武田斗環/著 ブティック社

85 594.2 Veritecoの刺繡図鑑 浅田真理子/著 文化学園文化出版局

86 594.2 フランス刺繡と図案 154 戸塚薫/著 啓佑社

87 594.3 棒針編みのあみぐるみ 伊吹広子/著 誠文堂新光社

88 594.3 モチーフをつないで作る動物のあみぐるみ 城戸珠美/著 横田美奈/著 日東書院本社

89 594.3 ベルンド・ケストラーのニット帽 ベルンド・ケストラー/著 世界文化社

90 594.3 しずく堂の大人に似合う手編みこもの しずく堂/著 日本ヴォーグ社

91 594.3 はじめてのフェアアイルニット 高橋亜子/著 小学館

92 594.3 みんなのどんぐり帽 日本文芸社/編 日本文芸社

93 594.3 ソノモノで編む、冬の編み物 松本恵衣子/著 朝日新聞出版

94 594.3 かぎ針あみの冬ごもり Ronique/著 文化学園文化出版局

95 594.3 大人の手編み冬こもの  主婦と生活社

96 594.3 かぎ針編みのスパイラル冬こもの  アップルミンツ

97 594.3 心地よさがいいね!かぎ針で編むふかふかざぶとん  アップルミンツ

98 594.3 手編みを楽しむ日々の巻きもの  ブティック社

99 594.3 はじめての手編みクリスマス小物130  アップルミンツ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

100 594.3 もっと楽しむ棒針編みワンダーニット  日本ヴォーグ社

101 594.7 楽しく学べる!ポーチの教室  日本ヴォーグ社

102 594.7 人気の巾着バッグ  ブティック社

103 594.9 こうの早苗のパッチワークとソーイング こうの早苗/著 日本ヴォーグ社

104 594.9 布の重なり、つぎはぎの美ポジャギ 崔良淑/著 日本ヴォーグ社

105 594.9 サンボンネット・スーのかわいいキルト  ブティック社

106 595 女医が実践するいつまでたってもキレイの事典 岩本麻奈/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

107 595 最速!清潔感 加藤智一/著 大和書房

108 595.0 大人の女よ!もっと攻めなさい 齋藤薫/著
集英社インターナショ
ナル

109 595.5 ゆる美容事典 高瀬聡子/著 講談社

110 595.5 いくつになってもキレイ!になれる 吉川康雄/著 世界文化社

111 595.6 すごいやせる!股関節1分ストレッチ 南雅子/著 SBクリエイティブ

112 596 オイスターソースひと匙で「劇的においしくなる!」レシピ52 青木敦子/著 扶桑社

113 596 NEW串料理 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

114 596 ごはんのきほん 有元葉子/著 SBクリエイティブ

115 596 シンプルはおいしい! 石原洋子/著 主婦と生活社

116 596 てんきち母ちゃんのゆる糖質オフのやせる献立 井上かなえ/著 友徳発心会ひめのと
もみクリニック/監修

扶桑社

117 596 並べて焼くだけ!こんがりおかず 牛尾理恵/著 学研プラス

118 596 みそさえあれば。 小島喜和/著 日東書院本社

119 596 簡単!毎日楽しめる!スープの本 角田真秀/著 枻出版社

120 596 志麻さんの自宅レシピ タサン志麻/著 講談社

121 596 デイリーストック 中川たま/著 グラフィック社

122 596 すりながしのレシピ 長島博/著 誠文堂新光社

123 596 プライスレスレシピ 野口真紀/著 主婦の友社

124 596 野崎洋光基本の料理 野崎洋光/著 KADOKAWA

125 596 丁寧なのに簡単な季節のごはん 松田美智子/著 小学館

126 596 帰って10分絶品おかず 武蔵裕子/著 新星出版社

127 596 ほぼ100円飯 リュウジ/著 KADOKAWA

128 596 秋冬の3品献立  KADOKAWA

129 596.0 アフロえみ子の四季の食卓 稲垣えみ子/著 マガジンハウス

130 596.0 おいしい料理は、すべて旅から教わった 荻野恭子/著 KADOKAWA

131 596.2 もっと激ウマ!食べ台湾 Aiwan/著 妻鹿もえぎ/イラスト KADOKAWA

132 596.2 具たっぷりのおかずみそ汁 金丸絵里加/著 東京書店

133 596.2 いちばんやさしいシンプルフレンチ サルボ恭子/著 世界文化社

134 596.2 台北ナビが教えてくれる本当においしい台湾 台北ナビ/著 矢巻美穂/著 辰巳出版

135 596.2 ホテルオークラ元総料理長のわが家でプロの味 根岸規雄/著 KADOKAWA

136 596.3 30日のパスタ 相場正一郎/著 mille books

137 596.3 スープ・レッスン 有賀薫/著 プレジデント社

138 596.3 魚を使い切る 遠藤十士夫/著 旭屋出版

139 596.3 魚屋三代目のうまい!魚定番レシピ 魚屋三代目/著 枻出版社

140 596.3 京 花背 美山荘の摘草料理 中東吉次/著 淡交社

141 596.3 具だくさんおにぎり 中村美穂/著 文化学園文化出版局

142 596.3 農家の台所から Farmer's KEIKO/著 主婦と生活社

143 596.3 玉ねぎ×ワタナベマキ=だし・うまみ ワタナベマキ/著 誠文堂新光社

144 596.4 みんなのカンカン弁当 主婦の友社/編 主婦の友社

145 596.4 キャンプごはんBook  枻出版社

146 596.6 ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子 稲田多佳子/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

147 596.6 ふわふわマフィンとくるくるスコーン 今井ようこ/著 主婦と生活社

148 596.6 糖質オフで太らない!体にやさしいおやつ 大庭英子/著 学研プラス

149 596.6 焼き菓子アレンジブック 熊谷裕子/著 旭屋出版

150 596.6 発酵いらずですぐおいしいかんたん米粉パン 多森サクミ/著 立東舎

151 596.6 日本百銘菓  （NHK出版新書） 中尾隆之/著 NHK出版

152 596.6 たまさんちのおおらかなおやつ 中川たま/著 家の光協会

153 596.6 きょうも和菓子びより 松井ミチル/著 主婦の友社

154 596.6 ハッピーな気持ちを贈るアイシングクッキー Mio/著 誠文堂新光社

155 596.6 発酵おやつ 山田奈美/著 グラフィック社

156 596.7 フォトジェニックなラテアート 伊藤雄一/著 旭屋出版

157 596.7 おいしい紅茶の図鑑 山田栄/監修 主婦の友社

158 597 考えない探さないラクして整う住まい考 柳沢小実/著 KADOKAWA

159 597.9 毒舌フェニックスが教える家族を救う片づけ 伊藤勇司/著 KADOKAWA

160 597.9 図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本忠男/著 扶桑社

161 598.2 最新!妊娠・出産新百科 杉本充弘/総監修
ベネッセコーポレー
ション

162 599 最新!育児新百科 松井潔/総監修
ベネッセコーポレー
ション

163 599.3 最新!離乳食新百科 太田百合子/総監修 赤堀博美/総監修
ベネッセコーポレー
ション

164 599.8 ママが楽になる絵本レシピ31 景山聖子/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 東京湾岸地域づくり学 志村秀明/著 鹿島出版会

2 602.1 地方に「かえ〜る人」 3 丸尾宜史/編 吉備人出版

3 606.9 3秒で顧客をつかむ!コスト効果3300%の「展示会営業」術! 清永健一/著 ごま書房新社

4 606.9 幻の万博 暮沢剛巳/著 江藤光紀/著 青弓社

5 611.6 JAのための会計監査Q&A みのり監査法人/編著 清文社

6 611.7 稼げる!新農業ビジネスの始め方 山下弘幸/著 すばる舎

7 611.9 農家女性の戦後史 姉歯曉/著 こぶし書房

8 612.1 農業崩壊 吉田忠則/著 日経BP社

9 613.5 土 地球最後のナゾ  （光文社新書） 藤井一至/著 光文社

10 615.7 土・牛・微生物 D.モントゴメリー/著 片岡夏実/訳 築地書館

11 615.8 要素障害診断事典 清水武/著 JA全農肥料農薬部/著 農山漁村文化協会

12 617.9 オリーブのすべて 横山淳一/著 松生恒夫/著 幸書房

13 626.1 写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 草間祐輔/著 誠文堂新光社

14 627 山野草植え付け大図鑑  栃の葉書房

15 627.9 花束・ブーケの発想と作り方 フローリスト編集部/編 誠文堂新光社

16 628.8 ピクルスと漬け物の歴史 ジャン・デイヴィソン/著 甲斐理恵
子/訳

原書房

17 629 庭 233  建築資料研究社

18 629.2 大名庭園の近代 小野芳朗/著 本康宏史/著 思文閣出版

19 629.7 現代和風の庭  ブティック社

20 645.2 馬を巡る旅 小檜山悟/著 三才ブックス

21 645.6 “動物の精神科医”が教える犬の咬みグセ解決塾 奥田順之/著 ワニブックス

22 645.6 日本と世界の犬のカタログ 2019年版 成美堂出版編集部/編集 福山貴昭/監
修

成美堂出版

23 645.6 必要な栄養素がすべてわかる愛犬のための簡単手作りごはん 奈良なぎさ/著 ブティック社

24 645.6 犬ごはんの教科書 俵森朋子/著 誠文堂新光社

25 653.2 樹木学事典 堀大才/編著 井出雄二/著 講談社

26 653.4 東京に「いのちの森」を! 宮脇昭/著 藤原書店

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 657 香りある樹木と日本人 有岡利幸/著 雄山閣

28 659 モリさんの狩猟生活 高柳盛芳/語り かくまつとむ/文 山と溪谷社

29 664.6 サケ学への誘い 帰山雅秀/著 北海道大学出版会

30 670.9 成果を手にするビジネス英会話 荒井弥栄/著 すばる舎リンケージ

31 672.1 名古屋円頓寺商店街の奇跡  (講談社+α新書) 山口あゆみ/著 講談社

32 673 新宿駅の小さな店ベルクは、なぜいつも満席なのか? 中山マコト/著 現代書林

33 673.3 図解でわかる!感動接客 長尾雪子/著 秀和システム

34 673.3 ブログで簡単!アフィリエイト稼ぐ力をつけるための教科書 比嘉研仁/著 染谷昌利/著 ソシム

35 673.3 ネットで「女性」に売る 2  
エムディエヌコーポ
レーション

36 673.7 0秒経営 星崎尚彦/著 KADOKAWA

37 673.9 変わらない店 東京編 井川直子/著 河出書房新社

38 673.9 満室大家さんは幸せ大家さん 猪子能史/著 合同フォレスト

39 673.9 実務につながる地代・家賃の判断と評価 黒沢泰/著 清文社

40 673.9 不動産投資最強の教科書 鈴木宏史/著 東洋経済新報社

41 673.9 不動産リノベーションの企画術 中谷ノボル/著 アートアンドクラフ
ト/著

学芸出版社

42 673.9 熱狂のソムリエを追え! ビアンカ・ボスカー/著 小西敦子/訳 光文社

43 673.9 バリスタ・バールマン教本 横山千尋/著 旭屋出版

44 673.9 「ワンランク上のサロン」のつくり方 由雄顕一/著 同文舘出版

45 674.7 企業広報誌の世界 三島万里/著 日外アソシエーツ

46 675 起業家・フリーランスのための「ブログ・SNS集客」のキホン 今城裕実/著 同文舘出版

47 675 Hacking Growth ショーン・エリス/著 モーガン・ブ
ラウン/著

日経BP社

48 675 はじめてのカスタマージャーニーマップワークショップ 加藤希尊/著 翔泳社

49 675 マーケティング参謀 土居健人/著
クロスメディア・パブ
リッシング

50 675 ヒットの設計図 デレク・トンプソン/著 高橋由紀子/
訳

早川書房

51 675 いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 松井剛/著 河出書房新社

52 675 売上がぐいぐい伸びるお客様の動かし方 理央周/著 実務教育出版

53 678.2 トランプ貿易戦争 木内登英/著 日本経済新聞出版社

54 683.2 海峡の鉄路青函連絡船 原田伸一/著 北海道新聞社

55 685 自動車カーシェアリングと自動運転という未来 仲尾謙二/著 生活書院

56 685.6 運送業で起業する人が最初に読む本 諸井佳子/著 セルバ出版

57 686.2 日本の軽便鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

58 686.2 鉄道快適化物語 小島英俊/著 創元社

59 686.2 #子鉄とGO!電車ウォッチングさんぽ  辰巳出版

60 686.2 よん・さん・とおダイヤ改正の時代  交通新聞社

61 686.9 広電と広島  （交通新聞社新書） 路面電車を考える会/著 交通新聞社

62 687.0 JALの奇跡 大田嘉仁/著 致知出版社

63 687.7 日航機123便墜落最後の証言  （平凡社新書） 堀越豊裕/著 平凡社

64 689.4 地域が稼ぐ観光 大羽昭仁/著 宣伝会議

65 689.5 ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと 鎌田洋/著 SBクリエイティブ

66 689.8 民泊3タイプ開設・契約・運営とトラブル対策 Martial Arts/編著 日本法令

67 699.2 君は玉音放送を聞いたか 秋山久/著 旬報社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 興福寺のすべて 多川俊映/監修 金子啓明/監修 小学館

2 707.9 いちばんやさしい美術鑑賞  （ちくま新書） 青い日記帳/著 筑摩書房

3 707.9 なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか? 岡崎大輔/著 SBクリエイティブ

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 709 世界遺産データ・ブック 2019年版 古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企
画・編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

5 712.3 ジャコメッティ彫刻と絵画 デイヴィッド・シルヴェスター/著
武田昭彦/訳

みすず書房

6 718.3 もっと知りたい慶派の仏たち 根立研介/著 東京美術

7 720.8 ことばをながめる、ことばとあるく 太田市美術館・図書館/編著 リトルモア

8 720.8 黒板アート甲子園作品集 日学株式会社/総監修 日東書院本社

9 721 色から読み解く日本画 三戸信惠/著 山種美術館/特別協力 エクスナレッジ

10 721.0 闇の日本美術  （ちくま新書） 山本聡美/著 筑摩書房

11 721.8 鬼才月岡芳年の世界 加藤陽介/著 平凡社

12 721.8 妖怪絵草紙 湯本豪一/編著 シャーニ・ウィルソ
ン/訳

パイインターナショナ
ル

13 721.9 小村雪岱挿繪集 小村雪岱/著 真田幸治/編 幻戯書房

14 723 武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元雄史/著 大和書房

15 723.1 旅する画家藤田嗣治 林洋子/監修 新潮社

16 723.3 フェルメール 植本一子/写真と文 ブルーシープ

17 723.3 人騒がせな名画たち 木村泰司/著 マガジンハウス

18 723.3 マルセル・デュシャン アフタヌーン・インタヴューズ マルセル・デュシャン/著 カルヴィ
ン・トムキンズ/聞き手

河出書房新社

19 723.3 バンクシービジュアル・アーカイブ バンクシー/画 ザビエル・タピエス/
著

グラフィック社

20 723.3 フェルメール原寸美術館 フェルメール/画 小学館

21 723.3 マティス 画家のノート マティス/著 二見史郎/訳 みすず書房

22 723.3 カール・ラーション カール・ラーション/画 東京美術

23 724.1 初めての水墨画楽しく描ける基本とコツ 矢形嵐酔/著 講談社

24 724.4 暮らしの時短スケッチ あべまりえ/著 ビー・エヌ・エヌ新社

25 724.4 水彩の描き方 これはどう描くの? コヤマ大輔/著 グラフィック社

26 724.4 よくわかるモダン絵てがみ 村西恵津/著 日本ヴォーグ社

27 724.4 水彩からはじめる、新しい風景画の世界 渡辺哲也/著 日本文芸社

28 725 スーパースポーツデッサン 立中順平/著 グラフィック社

29 726.1 馬場のぼる作品集 馬場のぼる/著
スペースシャワーネッ
トワーク

30 726.5 ボールぺンでかわいい!イラストBOOK おおたきょうこ/著 成美堂出版

31 726.5 CG背景スケッチング グラフィック社/編 石田亜矢子/訳 グラフィック社

32 726.5 四季の花ごよみ 瀧下むつ子/文絵 瀧下白峰/書 日貿出版社

33 726.5 Q&Aでわかる!イラストレーターのビジネス知識 東京イラストレーターズ・ソサエ
ティ/編著 大川宏/アドバイザー

玄光社

34 726.5 とことん解説!キャラクターの描き方入門教室 乃樹坂くしお/著 SBクリエイティブ

35 726.5 中原淳一のジュニアそれいゆ  平凡社

36 726.6 花と子どもの画家ちひろ 松本猛/文 いわさきちひろ/絵 新日本出版社

37 727 花と森のボタニカル図案集  ブティック社

38 727.0 混沌をデザインするカオス・グラフィックス グラフィック社/編 小林豊子/訳 グラフィック社

39 727.8 ロゴDAYS 甲谷一/著 誠文堂新光社

40 727.8 伝統書体字典 日向数夫/著 グラフィック社

41 728 筆ペンで書くお店のゆる文字 宇田川一美/著 誠文堂新光社

42 734.0 クロモカードコレクション イザボー・ド・ルフィニャック/編著
いぶきけい/訳

グラフィック社

43 743 カメラ1年生 デジタル一眼カメラ編 矢島直美/著 インプレス

44 748 マダガスカル 富山愛子/著 東方出版

45 748 SILENT WORLD 山田悠人/著
パイインターナショナ
ル

46 750.2 フランス手仕事、名品の物語 石澤季里/著 大修館書店

47 750.2 MADE IN JAPAN 前崎信也/編 山本真紗子/編 IBCパブリッシング

48 753.3 タータン  青幻舎

49 754.9 折り紙で作る花のコサージュ 大野純子/著 アップルミンツ

50 754.9 はじめての多面体おりがみ 川村みゆき/著 日本ヴォーグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 754.9 折り紙で作る花と動物大全集 小林一夫/著 アップルミンツ

52 754.9 大人かわいい折り紙&雑貨 日本ペーパーアート協会/著 ブティック社

53 756.6 もっと知りたい刀剣 内藤直子/監修・著 吉原弘道/著 東京美術

54 757.0 good design company 1998-2018 水野学/編 アイデア編集部/編 誠文堂新光社

55 757.3 知りたい配色デザイン ARENSKI/著 技術評論社

56 757.3 配色の教科書 城一夫/監修 色彩文化研究会/著
パイインターナショナ
ル

57 758 椅子 コレクション4 伊藤玄二郎/編集
写真文化首都「写真の
町」東川町

58 759 ドールハウス教本 vol.5  亥辰舎

59 759.0 ドールハウス  亥辰舎

60 760.7 成功する音楽家の新習慣 ジェラルド・クリックスタイン/著
古屋晋一/監修

ヤマハミュージックEH

61 761 中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美秀俊/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

62 762.1 高橋悠治という怪物 青柳いづみこ/著 河出書房新社

63 762.2 アラブ音楽入門 飯野りさ/著 スタイルノート

64 762.3 悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト  （新潮新書） 浦久俊彦/著 新潮社

65 762.3 ベートーヴェン捏造 かげはら史帆/著 柏書房

66 762.3 モーツァルトのムクドリ ライアンダ・リン・ハウプト/著 宇
丹貴代実/訳

青土社

67 762.3 クラシック音楽全史 松田亜有子/著 ダイヤモンド社

68 763.2 3コードから弾ける!やさしいピアノ名曲150 丹内真弓/編著 西東社

69 763.2 ピアノ・ノート チャールズ・ローゼン/著 朝倉和子/
訳

みすず書房

70 763.4 修復家だけが知るストラディヴァリウスの真価 中澤宗幸/著 毎日新聞出版

71 763.5 フェンダー大名鑑 マーティン・ケリー/著 テリー・
フォスター/著

スペースシャワーネッ
トワーク(発売)

72 763.5 ソロ・ギターはじめよう! 2018 たしまみちを/編著 自由現代社(発売)

73 764.7 タンゴと日本人  （集英社新書） 生明俊雄/著 集英社

74 764.7 The ROCKSTEADY BOOK 石井“EC”志津男/監修 リットーミュージック

75 764.7 ビバップ読本 小川隆夫/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

76 764.7 アヴァン・ミュージック・イン・ジャパン 小島智/著 DU BOOKS

77 764.7 澤野工房物語 澤野由明/著 DU BOOKS

78 764.7 最強ドラマー列伝 ジェイク・ブラウン/著 Tommy
Lee/[ほか]述

ヤマハミュージックEH

79 764.7 ロビー・ロバートソン自伝 ロビー・ロバートソン/著 奥田祐士/
訳

DU BOOKS

80 767.1 スマホで簡単レッスン究極のボイトレ 後藤友輔/著 主婦の友インフォス

81 767.7 童謡百年史 井上英二/著 論創社

82 767.8 昭和歌謡は終わらない 近藤勝重/著 幻冬舎

83 767.8 うらさだ さだまさしとゆかいな仲間たち/著 小学館

84 767.8 ノー・ディレクション・ホーム ロバート・シェルトン/著 エリザベ
ス・トムソン/編

ポプラ社

85 767.8 イントロの法則80's スージー鈴木/著 文藝春秋

86 767.8 「リンゴの唄」の真実 永嶺重敏/著 青弓社

87 767.8 文化系のためのヒップホップ入門 2 長谷川町蔵/著 大和田俊之/著
アルテスパブリッシン
グ

88 768.5 やさしく楽しく弾ける!おとなの三味線 藍/編著 ケイ・エム・ピー

89 770.4 演劇とはなにか 近藤耕人/著 彩流社

90 770.6 松竹と東宝  （光文社新書） 中川右介/著 光文社

91 771 「演劇の街」をつくった男 本多一夫/語り 徳永京子/著 ぴあ

92 772.2 中国の現代演劇 瀬戸宏/著 東方書店

93 773 新作能「沖宮」イメージブック 石牟礼道子/著 志村ふくみ/著 求龍堂

94 773.5 能舞台歴史を巡る 森田拾史郎/写真 児玉信/文 建築画報社

95 774.2 高麗屋三兄弟と映画 谷川建司/著 雄山閣

96 778.0 フランシス・フォード・コッポラ、映画を語る フランシス・フォード・コッポラ/著
南波克行/訳

フィルムアート社

97 778.0 実相寺、かく語りき 実相寺昭雄/[ほか]著 復刊ドットコム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

98 778.2 西部劇を極める事典 芦原伸/著 天夢人

99 778.7 宮崎駿が描いた少女たち 野村幸一郎/編 新典社

100 778.7 アニメ・シナリオライターへの道! 藤田伸三/著 立東舎

101 778.8 海外ドラマ超大事典 スティングレイ/編 スティングレイ

102 778.8 まんぷく Part1 福田靖/作 NHK出版/編 NHK出版

103 778.8 西郷どん 完結編  NHK出版

104 779.1 からぬけ落語用語事典 本田久作/著
パイインターナショナ
ル

105 779.1 十代目柳家小三治  平凡社

106 780.1 姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 肩の筋編 土屋真人/著 秀和システム

107 780.6 オリンピックに懸けた日本人  洋泉社

108 780.7 「一流の身体(からだ)」のつくり方 宮田和幸/著 CCCメディアハウス

109 781.4 チアリーダーズライフ 植村綾子/著 双葉社

110 782 最速で身につく最新ミッドフットランメソッド 金城みどり/著 高岡尚司/著 主婦の友社

111 782.3 NORTH北へ スコット・ジュレク/著 栗木さつき/
訳

NHK出版

112 782.3 不滅のランナー人見絹枝 田中良子/著 右文書院

113 783.1 稼ぐがすべて 葦原一正/著 あさ出版

114 783.1 B' 2018-19  朝日新聞出版

115 783.1 Bリーグ公式ガイドブック 2018-19  文藝春秋

116 783.4 カルロ・アンチェロッティ 戦術としての監督 カルロ・アンチェロッティ/著 豊福
晋/訳

KADOKAWA

117 783.4 エムバペ ルーカ・カイオーリ/著 シリル・コ
ロー/著

扶桑社

118 783.4 耐心力 川島永嗣/著 幻冬舎

119 783.4 オールブラックス・プライド 齋藤龍太郎/著 東邦出版

120 783.4 日本サッカー代表監督総論 戸塚啓/筆 双葉社

121 783.4 平畠啓史Jリーグ54クラブ巡礼 平畠啓史/著 ヨシモトブックス

122 783.4 伏見工業伝説 益子浩一/著 文藝春秋

123 783.7 メジャー・リーグ球団史 出野哲也/編著 言視舎

124 783.8 ゴルフは科学で上手くなる! 石井忍/著 日本文芸社

125 785.2 だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全 鈴木大地/編著 藤本秀樹/編著 東洋館出版社

126 785.2 “日本泳法”のススメ 中森一郎/著 BABジャパン

127 786.1 オブザベーションを極めて、上達する!ボルダリング 岡野寛/監修 ナツメ社

128 786.1 図解山の救急法 金田正樹/著 伊藤岳/著 東京新聞

129 786.5 大人のロードバイク教科書  枻出版社

130 788.1 全身全霊 日馬富士公平/著
ベースボール・マガジ
ン社

131 789.2 合気道の自修帖 基本編 佐藤忠之/著 島津書房

132 789.8 そろそろ本当の忍者の話をしよう 佐藤強志/著 山田雄司/監修 ギャンビット

133 791 中国茶のこころ 李曙韻/著 安藤雅信/監修 KADOKAWA

134 791.0 好日日記 森下典子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

135 793 基本セオリーがわかる花のデザイン 基礎科2 磯部健司/監修 花職向上委員会/編 誠文堂新光社

136 793 農の生け花とともに 小宮満子/著 創森社

137 795 活きてる形・死んでる形 李夏林/編著 睦鎮碩/監修 東京創元社

138 795 並べるだけで強くなる!囲碁・プロが薦める名局選 片岡聡/著 王銘琬/著 マイナビ出版

139 795 井山裕太の碁 強くなる考え方 内藤由起子/著 井山裕太/監修 池田書店

140 796 将棋指定局面バトル 居飛車編 所司和晴/著 近藤誠也/著 マイナビ出版

141 796 船江流「詰み」から逆算する終盤術 船江恒平/著 NHK出版

142 796 石田流VS1四歩型 村田顕弘/著 マイナビ出版

143 796.0 超越の棋士羽生善治との対話 高川武将/著 講談社

144 797.5 今日からはじめる健康マージャン入門 日本健康麻将協会/監修 朝日新聞出
版/編著

朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

145 798 藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし 藤田浩子/編著 保坂あけみ/絵 一声社

146 798.5 はじめるPython! 金宏和實/著 日経BP社

147 798.5 クラウドゲームをつくる技術 中嶋謙互/著 技術評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 エコラリアス ダニエル・ヘラー=ローゼン/著 関口
涼子/訳

みすず書房

2 809 65歳から頭がよくなる言葉習慣 樋口裕一/著 さくら舎

3 809.2 おとなママの会話術 辰巳渚/文 岩崎書店

4 809.2 人は「のど」から老いる「のど」から若返る 福島英/著 講談社

5 809.6 ミーティングのデザイン ケビン・M.ホフマン/著 安藤貴子/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

6 810.7 PRACTICAL JAPANESE 2 小川清美/著 Orrin Cummins/英語監
修

IBCパブリッシング

7 814 大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤孝/著 KADOKAWA

8 814.7 TJG頭字語事典 一校舎頭字語研究会/編 ワニブックス

9 814.7 図解でわかる時事重要テーマ100 2020年度版 日経HR編集部/編著 日経HR

10 816 サクっと書けちゃう!文章レシピ60 飯間浩明/著 山田由佳/著 新星出版社

11 816 日本語の作法 中村明/著 青土社

12 816.5 小論文これだけ! 模範解答医学・看護・医療編 樋口裕一/著 大原理志/著 東洋経済新報社

13 817.5 大人に必要な「読解力」がきちんと身につく読みトレ 吉田裕子/著 大和書房

14 829.3 現地駐在記者が教える超実践的ベトナム語入門 富山篤/著 アスク出版

15 829.3 ベトナム語  JTBパブリッシング

16 829.4 言語学者のニューカレドニア 大角翠/著 大修館書店

17 830.7 たった3カ月で人生が変わる“復習オンリー”英語勉強法 本多正治/著 合同フォレスト

18 830.7 ビジネスマンの英語勉強法  （ちくま新書） 三輪裕範/著 筑摩書房

19 834 日本人が必ず間違える英単語100 三輪裕範/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

20 834 写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 ランサムはな/著
クロスメディア・ラン
ゲージ

21 835 「動詞の型」で話す!語順マスター英作文必修 田中茂範/監修 コスモピア編集部/編 コスモピア

22 837.5 東大名誉教授と原文で楽しむ英文読書術 イギリスエッセイ編 行方昭夫/著 DHC

23 837.8 実践英会話正しく伝えるための技術と表現 上田麻鈴/著 Gary I.Anderson/英文
校閲

ベレ出版

24 837.8 「今」を英語に変える!1日24時間いつでも英語 リサ・ヴォート/著 アスク出版

25 837.8 これで話せる!かんたん英文法トレーニング 坂口雅彦/著 ベレ出版

26 837.8 「なんで?」はWhy?じゃいけない! デイビッド・セイン/著 アンナ・セ
イン/著

新星出版社

27 837.8 最強の英語力 内藤由美子/著 新星出版社

28 847.8 ティムとヤンのドイツ語講座 Martin Fritz/著 赤坂桃子/著 三修社

29 860 ゆっくり学ぶスペイン語 西川喬/著 朝日出版社

30 865 スペイン語接続法超入門 高垣敏博/著 NHK出版

31 869 ニューエクスプレスプラス ブラジルポルトガル語 香川正子/著 白水社

32 869.7 ブラジル・ポルトガル語  JTBパブリッシング

33 893.3 ウェールズ語の歴史 ジャネット・デイヴィス/著 小池剛
史/訳

春風社

34 899.1 ニューエクスプレスプラス エスペラント語 安達信明/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 トラウマ類語辞典 アンジェラ・アッカーマン/著 ベッ
カ・パグリッシ/著

フィルムアート社

2 901.3 物理学的ストーリー創作入門 ラリー・ブルックス/著 シカ・マッ
ケンジー/訳

フィルムアート社

3 902.0 新編ワインという物語 大岡玲/著 天夢人

4 908 須賀敦子の本棚 2 池澤夏樹/監修 河出書房新社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 910.2 文学はおいしい。 小山鉄郎/著 ハルノ宵子/画 作品社

6 910.2 吉田修一論 酒井信/著 左右社

7 910.2 筒井康隆、自作を語る 筒井康隆/著 日下三蔵/編 早川書房

8 910.2 漱石山脈  （朝日新書） 長尾剛/著 朝日新聞出版

9 910.2 胃弱・癇癪・夏目漱石 山崎光夫/著 講談社

10 910.2 杉浦日向子  河出書房新社

11 910.2 筒井康隆  河出書房新社

12 910.4 古典歳時記 吉海直人/著 KADOKAWA

13 911.1 くずし字で読む『百人一首一夕話』 尾崎雅嘉/著 城崎陽子/編著 武蔵野書院

14 911.1 神様の住所 九螺ささら/著 朝日出版社

15 911.3 源義の日 角川春樹/著 ふらんす堂

16 911.4 十七字の戦争 田村義彦/著 かもがわ出版

17 911.5 傾いた夜空の下で 岩倉文也/著 青土社

18 911.5 今宵はなんという夢見る夜 柏倉康夫/著 左右社

19 911.5 天国と、とてつもない暇 最果タヒ/著 小学館

20 911.5 存在確率 松村栄子/著 コールサック社

21 912.6 またここか 坂元裕二/著 リトルモア

22 912.6 贋作桜の森の満開の下 野田秀樹/著 新潮社

23 913.3 源氏物語注釈 11  風間書房

24 913.5 假名草子集成 第60巻  東京堂出版

25 914.3 こころきらきら枕草子 木村耕一/著 黒澤葵/イラスト 1万年堂出版

26 914.6 話しベタですが… 浅田次郎/[ほか]著 河出書房新社

27 914.6 どこでもない場所 浅生鴨/著 左右社

28 914.6 鎌倉の家 甘糟りり子/著 河出書房新社

29 914.6 老いてますます官能的 嵐山光三郎/著 新講社

30 914.6 ドイツ職人紀行 池内紀/著 東京堂出版

31 914.6 すごいトシヨリBOOK 池内紀/著 毎日新聞出版

32 914.6 死を想う  （平凡社新書） 石牟礼道子/著 伊藤比呂美/著 平凡社

33 914.6 酒と人生の一人作法 太田和彦/著 亜紀書房

34 914.6 人生は還暦から! 小山内美江子/著 ヨシモトブックス

35 914.6 あとがき 片岡義男/著 晶文社

36 914.6 だめなら逃げてみる 小池一夫/著 ポプラ社

37 914.6 銀河を渡る 沢木耕太郎/著 新潮社

38 914.6 本の夢 本のちから 椎名誠/著 新日本出版社

39 914.6 ぼくは本当にいるのさ 少年アヤ/著 河出書房新社

40 914.6 人生の疲れについて 曽野綾子/著 扶桑社

41 914.6 六十歳からの人生 曽野綾子/著 興陽館

42 914.6 昼夜日記 坪内祐三/著 本の雑誌社

43 914.6 童話作家のおかしな毎日 富安陽子/作 偕成社

44 914.6 あのときの蒼い空 比企寿美子/著 春秋社

45 914.6 考える葦 平野啓一郎/著 キノブックス

46 914.6 出会って別れて、なぜ悪い? 松尾スズキ/著 朝日新聞出版

47 914.6 母の老い方観察記録 松原惇子/著 海竜社

48 914.6 アディオス!ジャパン 真山仁/著 毎日新聞出版

49 914.6 すべての男は消耗品である。 最終巻 村上龍/著 幻冬舎

50 914.6 となりの脳世界 村田沙耶香/著 朝日新聞出版

51 914.6 楽しく百歳、元気のコツ 吉沢久子/著 新日本出版社

- 22 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

52 914.6 「違うこと」をしないこと 吉本ばなな/著 KADOKAWA

53 915.3 更級日記と東国の風景 元吉進/著 武蔵野書院

54 915.6 遠藤周作全日記 上・下 遠藤周作/著 河出書房新社

55 915.6 父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 谷崎潤一郎/著 千葉俊二/編 中央公論新社

56 916 親の介護と仕事との両立の生活とは 佐藤恵一/著 文芸社

57 916 余命宣告を受けて考えた生の意味 佐藤昇樹/著 文芸社

58 919 知っておきたい日本の漢詩 宇野直人/著 勉誠出版

59 923.7 黄泥街 残雪/著 近藤直子/訳 白水社

60 926 中国はここにある 梁鴻/著 鈴木将久/訳 みすず書房

61 929.1 フィフティ・ピープル チョンセラン/著 斎藤真理子/訳 亜紀書房

62 929.1 ウォンミドンの人々 梁貴子/著 崔真碩/訳 新幹社

63 930.2 ドルと紙幣のアメリカ文学 秋元孝文/著 彩流社

64 930.2 マーク・トウェイン完全なる自伝 Volume3 マーク・トウェイン/著 カリフォルニア
大学マーク・トウェインプロジェクト/編 柏書房

65 933.7 洪水の年 上・下 マーガレット・アトウッド/著 佐藤
アヤ子/訳

岩波書店

66 933.7 アリントン邸の怪事件 マイケル・イネス/著 井伊順彦/訳 論創社

67 933.7 カート・ヴォネガット全短篇 1 カート・ヴォネガット/著 大森望/監
修

早川書房

68 933.7 インヴィジブル ポール・オースター/著 柴田元幸/訳 新潮社

69 933.7 ジャック・オブ・スペード ジョイス・キャロル・オーツ/著 栩
木玲子/訳

河出書房新社

70 933.7 あのころ、天皇は神だった ジュリー・オオツカ/著 小竹由美子/
訳

フィルムアート社

71 933.7 任務の終わり 上・下 スティーヴン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋

72 933.7 用心棒 デイヴィッド・ゴードン/著 青木千
鶴/訳

早川書房

73 933.7 パールとスターシャ アフィニティ・コナー/著 野口百合
子/訳

東京創元社

74 933.7 両方になる アリ・スミス/著 木原善彦/訳 新潮社

75 933.7 カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』を読む 田尻芳樹/編 三村尚央/編 水声社

76 933.7 自叙伝ジャン=リュック・ピカード ジャン=リュック・ピカード/著 デイ
ヴィッド・A.グッドマン/編

竹書房

77 933.7 ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ 上・下 A.J.フィン/著 池田真紀子/訳 早川書房

78 933.7 ルクンドオ エドワード・ルーカス・ホワイト/著
遠藤裕子/訳

アトリエサード

79 933.7 死の実況放送をお茶の間へ パット・マガー/著 青柳伸子/訳 論創社

80 933.7 さよなら、シャーリー・テンプル ジョゼフ・ミッチェル/著 山田久美
子/訳

柏書房

81 933.7 サンダルウッドは死の香り ジョナサン・ラティマー/著 稲見佳
代子/訳

論創社

82 933.7 マーティン・イーデン ジャック・ロンドン/著 辻井栄滋/訳 白水社

83 934.7 U&I ニコルソン・ベイカー/著 有好宏文/
訳

白水社

84 935.6 回想録 ジョージ・エリオット/著 冨田成子/
訳

彩流社

85 935.6 ソロー日記 冬 ヘンリー・ソロー/著 H.G.O.ブレー
ク/編

彩流社

86 936 シエラレオネの真実 アミナッタ・フォルナ/著 澤良世/訳 亜紀書房

87 936 ふたつのオリンピック ロバート・ホワイティング/著 玉木
正之/訳

KADOKAWA

88 946 背後の世界 トーマス・メレ/著 金志成/訳 河出書房新社

89 949.3 83 1/4歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン/著 長山さ
き/訳

集英社

90 950.2 ディアローグ デュラス/ゴダール全対話 マルグリット・デュラス/著 ジャン=
リュック・ゴダール/著

読書人

91 953.7 部族の誇り ラシード・ミムニ/著 下境真由美/訳 水声社

92 980.2 チェーホフとサハリン島 糸川紘一/著 水声社

93 989.5 チェコSF短編小説集 ヤロスラフ・オルシャ・jr./編 平野
清美/編訳

平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F オホーツク流氷殺人事件 葵瞬一郎/著 講談社

2 F 泥棒たちの十番勝負 赤川次郎/著 徳間書店

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F ことことこーこ 阿川佐和子/著 KADOKAWA

4 F 居酒屋ぼったくり 10 秋川滝美/著 アルファポリス

5 F 天子蒙塵 第4巻 浅田次郎/著 講談社

6 F 凪の残響 麻見和史/著 講談社

7 F 飛鳥高探偵小説選 4 飛鳥高/著 論創社

8 F ゆっくり十まで 新井素子/著 キノブックス

9 F ウェディングプランナー 五十嵐貴久/著 祥伝社

10 F PIT特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐貴久/著 光文社

11 F 下町ロケット（ヤタガラス） 池井戸潤/著 小学館

12 F 緑の花と赤い芝生 伊藤朱里/著 中央公論新社

13 F 人間狩り 犬塚理人/著 KADOKAWA

14 F ハラスメントゲーム 井上由美子/著 河出書房新社

15 F 光の人 今井彰/著 文藝春秋

16 F 童の神 今村翔吾/著 角川春樹事務所

17 F Matt 岩城けい/著 集英社

18 F 大和維新 植松三十里/著 新潮社

19 F 少女たちは夜歩く 宇佐美まこと/著 実業之日本社

20 F 54字の物語 氏田雄介/作 佐藤おどり/絵 PHP研究所

21 F 一緒にお墓に入ろう 江上剛/著 扶桑社

22 F 死神刑事(デカ) 大倉崇裕/著 幻冬舎

23 F 六月二十三日アイエナー沖縄 大城貞俊/著 なんよう文庫/企画編集 インパクト出版会

24 F 夏を取り戻す 岡崎琢磨/著 東京創元社

25 F 北のあけぼの 沖藤典子/著 現代書館

26 F 車輪の上 乙武洋匡/著 講談社

27 F はしからはしまで 梶よう子/著 新潮社

28 F 永遠(とわ)の詩 香月夕花/著 文藝春秋

29 F 絵里奈の消滅 香納諒一/著 PHP研究所

30 F 2.43 春高編 壁井ユカコ/著 集英社

31 F 死神の選択 嘉山直晃/著 産業編集センター

32 F 思い出が消えないうちに 川口俊和/著 サンマーク出版

33 F 探偵は教室にいない 川澄浩平/著 東京創元社

34 F アイム・ブルー 木崎伸也/著 ツジトモ/イラスト 講談社

35 F 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉勝浩/著 光文社

36 F 蕪村 小嵐九八郎/著 講談社

37 F 友情だねって感動してよ 小嶋陽太郎/著 新潮社

38 F 到達不能極 斉藤詠一/著 講談社

39 F 怨霊診断 最東対地/著 光文社

40 F 最終標的 笹本稜平/著 徳間書店

41 F 銀河食堂の夜 さだまさし/著 幻冬舎

42 F 転生!太宰治 佐藤友哉/著 篠月しのぶ/画 星海社

43 F 龍華記 澤田瞳子/著 KADOKAWA

44 F 草原のコック・オー・ヴァン 柴田よしき/著 文藝春秋

45 F 死者の雨 周木律/著 新潮社

46 F アンドロメダの猫 朱川湊人/著 双葉社

47 F 春は始まりのうた 小路幸也/著 祥伝社

48 F 人さらい 翔田寛/著 小学館

49 F パラレルワールドで待ち合わせ 白石泰三/著 サンマーク出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

50 F たてがみを捨てたライオンたち 白岩玄/著 集英社

51 F ヌルラン 辛酸なめ子/著 太田出版

52 F 高天原-厩戸皇子の神話 周防柳/著 集英社

53 F 帝王の誤算 鷹匠裕/著 KADOKAWA

54 F 明恵 上・下 高瀬千図/著 弦書房

55 F 古事記異聞 2 高田崇史/著 講談社

56 F 廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内真/著 双葉社

57 F ひとつむぎの手 知念実希人/著 新潮社

58 F 深淵の色は 佐川幸義伝 津本陽/著 実業之日本社

59 F 宴の前 堂場瞬一/著 集英社

60 F ドライブインまほろば 遠田潤子/著 祥伝社

61 F 菩薩天翅 戸南浩平/著 光文社

62 F その先の道に消える 中村文則/著 朝日新聞出版

63 F 銀橋 中山可穂/著 KADOKAWA

64 F サイゴン陥落の日に 中山夏樹/著 平凡社

65 F 噴煙姉妹 名梁和泉/著 KADOKAWA

66 F 掟上今日子の乗車券 西尾維新/著 講談社

67 F 幽霊たち 西澤保彦/著 幻冬舎

68 F 十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村京太郎/著 講談社

69 F 叙述トリック短編集 似鳥鶏/著 講談社

70 F TEN 楡周平/著 小学館

71 F 月夜見エクリプス 野阿梓/著 徳間書店

72 F 大名絵師写楽 野口卓/著 新潮社

73 F ねじれびと 原宏一/著 祥伝社

74 F JJ横浜ダイアリーズ ロバート・ハリス/著 講談社

75 F ゴンちゃん、またね。 ビートたけし/作・画 文藝春秋

76 F 沈黙のパレード 東野圭吾/著 文藝春秋

77 F ある男 平野啓一郎/著 文藝春秋

78 F 白の王 廣嶋玲子/著 東京創元社

79 F ベルリンは晴れているか 深緑野分/著 筑摩書房

80 F 黄金の代償 福田和代/著 KADOKAWA

81 F まんぷく 上 福田靖/作 田渕孝/ノベライズ NHK出版

82 F ハイツひなげし 古川誠/著 センジュ出版

83 F 真犯人の貌 前川裕/著 光文社

84 F 猫のエルは 町田康/文 ヒグチユウコ/絵 講談社

85 F さよなら鹿ハウス 丸尾丸一郎/著 ポプラ社

86 F 犯罪乱歩幻想 三津田信三/著 KADOKAWA

87 F 湖底の城 9巻 宮城谷昌光/著 講談社

88 F 想い人 諸田玲子/著 文藝春秋

89 F 緑のなかで 椰月美智子/著 光文社

90 F バロルの晩餐会 夢枕獏/作 天野喜孝/絵 KADOKAWA

91 F 第六天の魔王なり 吉川永青/著 中央公論新社

92 F おるもすと 吉田篤弘/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B209.7 20世紀の歴史 上・下 エリック・ホブズボーム/著 大井由
紀/訳

筑摩書房

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 B289.1 安藤百福とその妻仁子 青山誠/著 KADOKAWA

3 B290.9 鉄路2万7千キロ世界の「超」長距離列車を乗りつぶす 下川裕治/著 新潮社

4 B778.7 かぐや姫の物語 スタジオジブリ/編 文春文庫/編 文藝春秋

5 B783.7 大谷翔平86のメッセージ 児玉光雄/著 三笠書房

6 B910.2 太宰治 井伏鱒二/著 中央公論新社

7 B910.2 ツバキ文具店の鎌倉案内 ツバキ文具店/編 幻冬舎

8 B914.6 編集者冥利の生活 古山高麗雄/著 中央公論新社

9 B915.6 中山七転八倒 中山七里/著 幻冬舎

10 B918.6 月の文学館 和田博文/編 筑摩書房

11 B918.6 星の文学館 和田博文/編 筑摩書房

12 B931.7 フロスト詩集 フロスト/著 川本皓嗣/編 岩波書店

13 B933.6 ロビンソン・クルーソー デフォー/著 唐戸信嘉/訳 光文社

14 B933.7 噓ばっかり ジェフリー・アーチャー/著 戸田裕
之/訳

新潮社

15 B933.7 数字を一つ思い浮かべろ ジョン・ヴァードン/著 浜野アキオ/
訳

文藝春秋

16 B933.7 ローズ・アンダーファイア エリザベス・ウェイン/著 吉澤康子/
訳

東京創元社

17 B933.7 天才感染症 上・下 デイヴィッド・ウォルトン/著 押野
慎吾/訳

竹書房

18 B933.7 暗殺者の潜入 上・下 マーク・グリーニー/著 伏見威蕃/訳 早川書房

19 B933.7 ネバー・ゴー・バック 上・下 リー・チャイルド/著 小林宏明/訳 講談社

20 B933.7 九人と死で十人だ カーター・ディクスン/著 駒月雅子/
訳

東京創元社

21 B933.7 悪の猿 J.D.バーカー/著 富永和子/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

22 B933.7 帰郷戦線 ニコラス・ペトリ/著 田村義進/訳 早川書房

23 B933.7 悪意の夜 ヘレン・マクロイ/著 駒月雅子/訳 東京創元社

24 B933.7 北氷洋 イアン・マグワイア/著 高見浩/訳 新潮社

25 B933.7 密造人の娘 マーガレット・マロン/著 高瀬素子/
訳

早川書房

26 B933.7 砂漠の空から冷凍チキン デレク・B.ミラー/著 加藤洋子/訳 集英社

27 B943.7 天国通り殺人事件 シュテファン・スルペツキ/著 北川
和代/訳

東京創元社

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

29 B943.7 トニオ・クレーガー マン/著 浅井晶子/訳 光文社

30 BF 冒険入りタイム・カプセル 赤川次郎/著 徳間書店

31 BF 死なないで 赤川次郎/著 双葉社

32 BF 降霊会の夜 浅田次郎/著 文藝春秋

33 BF 悪漢記者 安達瑤/著 光文社

34 BF よろず占い処陰陽屋開店休業 天野頌子/著 ポプラ社

35 BF 暴れん坊将軍 1 井川香四郎/著 KADOKAWA

36 BF 男泣き川 稲葉稔/著 光文社

37 BF 根源 上田秀人/著 KADOKAWA

38 BF 姫島殺人事件 内田康夫/著 KADOKAWA

39 BF 鯨の哭く海 内田康夫/著 KADOKAWA

40 BF 不等辺三角形 内田康夫/著 幻冬舎

41 BF 人間豹 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

42 BF 魔術師 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

43 BF すててこ 奥山景布子/著 集英社

44 BF だから見るなといったのに 恩田陸/著 芦沢央/著 新潮社

45 BF 極道大名 2 風野真知雄/著 幻冬舎

46 BF 閻魔裁き 3 風野真知雄/著 角川春樹事務所

47 BF ナースコール! 2 川上途行/著 ポプラ社

48 BF 半分、青い。 下 北川悦吏子/著 前川奈緒/ノベライズ 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 BF 復活の日 小松左京/著 KADOKAWA

50 BF 夏の雪 佐伯泰英/著 文藝春秋

51 BF それを愛とは呼ばず 桜木紫乃/著 幻冬舎

52 BF 短編伝説 集英社文庫編集部/編 赤川次郎/著 集英社

53 BF 突きの鬼一 1･2 鈴木英治/著 小学館

54 BF 偽装潜入 須藤靖貴/著 KADOKAWA

55 BF ハッピー・レボリューション 星奏なつめ/著 KADOKAWA

56 BF 花だより 高田郁/著 角川春樹事務所

57 BF 火焰の凶器 知念実希人/著 新潮社

58 BF 一揆の声 千野隆司/著 双葉社

59 BF 縁切り坂 辻堂魁/著 祥伝社

60 BF 銀花 辻堂魁/著 祥伝社

61 BF 冬の風鈴 辻堂魁/著 祥伝社

62 BF 影の守護者 堂場瞬一/著 講談社

63 BF 奇怪な賊 鳥羽亮/著 文藝春秋

64 BF 用心棒たちの危機 鳥羽亮/著 双葉社

65 BF 八幡宮のかまいたち 永山涼太/著 ポプラ社

66 BF ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 3 七月隆文/著 新潮社

67 BF 消えたタンカー 西村京太郎/著 光文社

68 BF 「ななつ星」一〇〇五番目の乗客 西村京太郎/著 光文社

69 BF 鍵のかかった部屋 似鳥鶏/著 友井羊/著 新潮社

70 BF マイ・フーリッシュ・ハート 秦建日子/著 河出書房新社

71 BF 本所おけら長屋 11 畠山健二/著 PHP研究所

72 BF アフリカの蹄 帚木蓬生/著 講談社

73 BF 情けのゆくえ 早見俊/著 新潮社

74 BF 人魚の眠る家 東野圭吾/著 幻冬舎

75 BF 卑怯者の流儀 深町秋生/著 徳間書店

76 BF 本所憑きもの長屋お守様 福田悠/著 宝島社

77 BF 騙り屋 藤井邦夫/著 文藝春秋

78 BF R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 ACT3 古野まほろ/著 新潮社

79 BF 菓子屋横丁月光荘 ほしおさなえ/著 角川春樹事務所

80 BF 活版印刷三日月堂 4 ほしおさなえ/著 ポプラ社

81 BF うつろ屋軍師 簑輪諒/著 祥伝社

82 BF 三度目の少女 宮ケ瀬水/著 宝島社

83 BF 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき/著 KADOKAWA

84 BF クジラは歌をうたう 持地佑季子/著 集英社

85 BF 紅い鷹 矢月秀作/著 徳間書店

86 BF 恋するハンバーグ 山口恵以子/著 角川春樹事務所

87 BF ふたりの花見弁当 山口恵以子/著 角川春樹事務所

88 BF 朽ちないサクラ 柚月裕子/著 徳間書店

89 BF 海底の道化師 吉川英梨/著 講談社

90 BF 錆びた滑車 若竹七海/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R022.5 装丁家で探す本 続 かわじもとたか/編著 杉並けやき出版

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 R027.5 全国フリーペーパーガイド 2018  
メディア・リサーチ・
センター

3 R070.3 日本マスコミ総覧 2017年-2018年版 文化通信社/編集 文化通信社

4 R288.4 天皇家全系図 井筒清次/編著 米田雄介/監修 河出書房新社

5 R314.0 国会便覧 平成30年8月新版  
シュハリ・イニシア
ティブ

6 R317 白書の白書 2018年版 木本書店・編集部/編集 木本書店

7 R319.1 日本安全保障史事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

8 R320.9 三省堂基本六法 2019 三省堂編修所/編 三省堂

9 R324.6 後見六法 2018年版 成年後見センター・リーガルサポー
ト/編

民事法研究会

10 R345.1 税務経理ハンドブック 平成30年度版 日本税理士会連合会/編 中央経済社

11 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

12 R353 ヨーロッパ統計年鑑 2016 ヨーロッパ連合/編 猪口孝/監訳 柊風舎

13 R364.0 社会保障統計年報 平成30年版 国立社会保障・人口問題研究所/編 法研

14 R364.4 介護保険六法 平成30年版  中央法規出版

15 R365.0 消費者白書 平成30年版 消費者庁/編集 勝美印刷

16 R366.2 労働力調査年報 平成29年 総務省統計局/編集 日本統計協会

17 R366.7 「働くことの意識」調査報告書 平成30年度新入社員  
日本生産性本部生産性
教育センター

18 R367.1 女性の暮らしと生活意識データ集 2018-2019  三冬社

19 R369.1 社会福祉法人法令ハンドブック 2018年版設立・運営編  中央法規出版

20 R369.4 少子化社会対策白書 平成30年版 内閣府/編集 日経印刷

21 R377.0 大学事典 児玉善仁/編集委員 赤羽良一/編集委
員

平凡社

22 R392.1 自衛隊装備年鑑 2018-2019 朝雲新聞社出版業務部/編著 朝雲新聞社

23 R392.1 日本の防衛 平成30年版 防衛省/編集 日経印刷

24 R451.6 雪のことば辞典 稲雄次/著 柊風舎

25 R460.3 博物図譜レファレンス事典 植物篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

26 R460.3 博物図譜レファレンス事典 動物篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

27 R467.0 遺伝学辞典 Robert C.King/編 Pamela
K.Mulligan/編

慶應義塾大学出版会

28 R498.1 新毒物劇物取扱の手引 大野泰雄/監修 益山光一/編集 時事通信出版局

29 R509.2 ものづくり白書 2018年版 経済産業省/編 厚生労働省/編 経済産業調査会

30 R519.7 廃棄物処理法法令集 平成30年版 廃棄物処理法令研究会/監修 ぎょうせい

31 R520.3 図解建築小事典 建築小事典編集委員会/編 オーム社

32 R524.5 伝統木造建築事典 高橋昌巳/編著 小林一元/編著 井上書院

33 R537.0 自動車年鑑 2018〜2019年版 日刊自動車新聞社/共編 日本自動車
会議所/共編

日刊自動車新聞社

34 R537.0 The List 2018〜2019年版 日刊自動車新聞社/共編 日本自動車
会議所/共編

日刊自動車新聞社

35 R617.0 工芸農作物等の生産費 平成28年産 農林水産省大臣官房統計部/編集 農林統計協会

36 R678.2 通商白書 2018 経済産業省/編集 勝美印刷

37 R681.1 交通政策白書 平成30年版 国土交通省/編 勝美印刷

38 R686.2 日本の鉄道 野口武悟/編 日外アソシエーツ

39 R687.9 世界の空港事典 岩見宣治/編著 唯野邦男/編著 成山堂書店

40 R788.0 プロ格闘技年表事典 小泉悦次/編 日外アソシエーツ

41 R795.0 囲碁年鑑 2018  日本棋院

42 R813 現代擬音語擬態語用法辞典 飛田良文/著 浅田秀子/著 東京堂出版

43 R815.4 現代形容詞用法辞典 飛田良文/著 浅田秀子/著 東京堂出版

44 R816.0 日本語文章・文体・表現事典 中村明/編集 佐久間まゆみ/編集 朝倉書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010.5 富山県の公共図書館 平成29年度 富山県立図書館/編 富山県立図書館

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 T080 AI時代の先を読む 羽生善治/述 富山県民生涯学習カ
レッジ/編

富山県民生涯学習カ
レッジ

3 T188.7 おかげさまで生かされし十年 道元昭隆/著 富山新聞社

4 T289 胆斗の人 太田垣士郎 北康利/著 文藝春秋

5 T290.9 ブラタモリ 13 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

6 T302 富山は日本のスウェーデン  （集英社新書） 井手英策/著 集英社

7 T493 神通川清流環境賞最優秀受賞作品 第1回 神通川流域カドミウム被害団体連絡
協議会/編

神通川流域カドミウム
被害団体連絡協議会

8 T510 とやまの土木 平成30年度版 富山県土木部建設技術企画課/編
富山県土木部建設技術
企画課

9 T686.9 市内電車環状線化の事業概要 平成29年8月 富山市都市整備部路面電車推進課/編 富山市

10 T706.9 富山市ガラス美術館記録集 平成28年度  富山市ガラス美術館

11 T708 扇田克也 OHGITA Katsuya 扇田克也/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

12 T708 北陸のガラス作家たち Glass Artists from Hokuriku 渋谷良治/[ほか]執筆 富山市ガラス美術館

13 T726 おおしま絵本文化 第24号 射水市絵本文化振興財団/編
射水市絵本文化振興財
団

14 T782 立山登山マラニック 立山登山マラニック実行委員会/編 萌友出版

15 T785 一艇ありて一人なし 坂巻龍雄∥/著 坂巻龍雄

16 T902 童子と笛の音と富山と 黒﨑真美/著 龍書房

17 T936 大鵬が行く 青山光一/著 郁朋社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C からいもとどろぼう さえぐさひろこ/脚本 高部晴市/絵 童心社

2 C よるのせいそうしゃスイーパーくん 高森千穂/脚本 ミノオカリョウスケ/
絵

童心社

3 C こんやのおかず  （はじめてみよう老人ケアに紙芝居） ピーマンみもと/脚本・絵 雲母書房

4 C なまけものくんのおうち ひだのかな代/脚本・絵 童心社

5 C ポンコちゃんとばけめいじん ひろかわさえこ/脚本・絵 童心社

6 C おもちおばけ 古山広子/脚本 福田庄助/絵 童心社

7 C こねこのトムのおはなし ビアトリクス・ポター/原作絵 フレ
デリック・ウォーン社/監修

教育画劇

8 C ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター/原作絵 フレ
デリック・ウォーン社/監修

教育画劇

9 C フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター/原作絵 フレ
デリック・ウォーン社/監修

教育画劇

10 C ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター/原作絵 フレ
デリック・ウォーン社/監修

教育画劇

11 C モペットちゃんのおはなし ビアトリクス・ポター/原作絵 フレ
デリック・ウォーン社/監修

教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいうえおりょうりめしあがれ accototo/著 イースト・プレス

2 E あおいちきゅうのいちにち 3 エラ・ベイリー/さく せなあいこ/や
く

評論社

3 E ありがとう 新井洋行/さく 童心社

4 E アルフィーとせかいのむこうがわ チャールズ・キーピング/作 ふしみ
みさを/訳

ロクリン社

5 E イエスズメ トーマス・ミュラー/文と絵 堀込-
ゲッテ 由子/訳

エディション・エフ

6 E いすちゃんです。 とよたかずひこ/さく・え 童心社

7 E いたずらおばけでんしゃにのる 北村裕花/さく 交通新聞社

8 E いもむしパン つぼいじゅり/さく・え PHP研究所

9 E いろいろおにあそび 加古里子/さく 福音館書店

10 E うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム・グリーン/さく レナード・
ワイスガード/え

好学社

11 E おいも! 石津ちひろ/文 村上康成/絵 小峰書店

12 E おおきくなったの すとうあさえ/ぶん つがねちかこ/え ほるぷ出版

13 E おかしとおうちくれませんか? せきゆうこ/作・絵 PHP研究所

14 E おたんじょうびの2つのたまご ジェニファー・K.マン/作 石井睦美/
訳

光村教育図書

E 絵本 

C かみしばい 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 E おにのパンツ 長谷川義史/絵 フレーベル館

16 E おほしさまのちいさなおうち 渡辺鉄太/文 加藤チャコ/絵 瑞雲舎

17 E かあさん、だいすき シャーロット・ゾロトウ/文 シャー
ロット・ヴォーク/絵

徳間書店

18 E かあちゃんのジャガイモばたけ アニタ・ローベル/さく まつかわま
ゆみ/やく

評論社

19 E かたつむりタクシー たむらしげる/さく 福音館書店

20 E かんけり 石川えりこ/作 アリス館

21 E きえたいちごをさがしだせ うえだしげこ/作・絵 フレーベル館

22 E キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー/作 リ
チャード・ジョーンズ/絵

鈴木出版

23 E キラキラッとほしがかがやきました 宮西達也/作絵 ポプラ社

24 E クレーンからおりなさい!! ティベ・フェルトカンプ/作 アリ
ス・ホッホスタット/絵

フレーベル館

25 E くろいの 田中清代/さく 偕成社

26 E こすずめとゆき 深山さくら/文 黒井健/絵 佼成出版社

27 E ことばずかんだ わん! ドロテ・ド・モンフレッド/作 内村
尚志/訳

偕成社

28 E ざっそう ロアルド・ホフマン/原作 吉澤みか/
絵

今人舎

29 E さつまいもおくさん もとしたいづみ/作 市居みか/絵 小学館

30 E サメだいすきすいぞくかん ともながたろ/絵 仲谷一宏/監修 アリス館

31 E ザワザワ!おばけのおたのしみかい 大木あきこ/ぶん・え 新日本出版社

32 E せきらんうんのいっしょう 荒木健太郎/さく 小沢かな/え ジャムハウス

33 E だいすきシャンシャン  KADOKAWA

34 E たこ 加古里子/さく 福音館書店

35 E だんめんず 加古里子/ぶん・え 福音館書店

36 E ちちんぱいぱい ささがわいさむ/作 天明幸子/絵 学研プラス

37 E つみきでんしゃ 藤本ともひこ/さく 交通新聞社

38 E でこぼこぬりぬりなにがでる? 松田奈那子/作 アリス館

39 E どうぶつどんどん たしろちさと/文・絵 大日本図書

40 E でんとうがつくまで 加古里子/ぶん・え 福音館書店

41 E にげろ!ケロケロ 広瀬克也/作 風濤社

42 E NEWウォーリーハリウッドへいく マーティン ハンドフォード/作・絵 フレーベル館

43 E ねこはちときんとっと 寺島ゆか/作 文溪堂

44 E ねむたいねむたい やぎゅうげんいちろう/さく 福音館書店

45 E ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤ノリコ/著 白泉社

46 E はずがしがりやのきょうりゅうクランチ シロッコ・ダンラップ/作 グレッ
グ・ピゾーリ/絵

早川書房

47 E パウルのスケッチブック みやざきひろかず/作 BL出版

48 E パフェをつくろう! 新井洋行/作 ほるぷ出版

49 E バレリーナは、どこ? アビゲイル・ゴー/絵 アンナ・クレ
イボーン/文

河出書房新社

50 E ハンバーガーをつくろう! 新井洋行/作 ほるぷ出版

51 E 101ぴきのダルメシアン ドディ・スミス/原作 ピーター・ベ
ントリー/文

光村教育図書

52 E ふうしてあそぼ はるのまい/さく エンブックス

53 E ふたごのうさぎ ダフネ・ロウター/著 NHK出版

54 E ぼく、アーサー 井上こみち/文 堀川理万子/絵 アリス館

55 E まいにちがプレゼント いもとようこ/作絵 金の星社

56 E まんまるねんね 黒井健/さく ほるぷ出版

57 E みんな、星のかけらから ジーン・ウィリス/文 ブライオ
ニー・メイ・スミス/絵

フレーベル館

58 E めぐる森の物語 いまいあやの/作 BL出版

59 E れいぞうこのおくのおく うえだしげこ/作絵 教育画劇

60 E ろーるぱんぶっぶー トモコ=ガルシア/作 岩崎書店

61 E わくわく!れっしゃでかぞくりょこう サトシン/作 羽尻利門/絵 交通新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 E わたしもいれて! 加古里子/さく 福音館書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 創造するということ  （ちくまプリマー新書） 宇野重規/著 東浩紀/著 筑摩書房

2 K007 たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン/ほか著 山
崎正浩/訳

創元社

3 K007 プログラミングえほん 1 松田孝/監修 フレーベル館

4 K216 生きづらい明治社会  （岩波ジュニア新書） 松沢裕作/著 岩波書店

5 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第3期2  かもがわ出版

6 K222 中国の歴史★現在がわかる本 第3期3  かもがわ出版

7 K280 非暴力の人物伝 2  大月書店

8 K289 アンネ・フランク 岡田好惠/文 佐竹美保/絵 講談社

9 K319 戦争なんか大きらい! 子どもの本・九条の会/著 大月書店

10 K329 国境なき助産師が行く  （ちくまプリマー新書） 小島毬奈/著 筑摩書房

11 K333 知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会/制作協力 さ・え・ら書房

12 K369 新しい心のバリアフリーずかん 中野泰志/監修 ほるぷ出版

13 K371 居場所がほしい  （岩波ジュニア新書） 浅見直輝/著 岩波書店

14 K376 入学準備の図鑑 無藤隆/監修 学研プラス

15 K378 点字はじめの一歩 2 黒崎惠津子/文 朝倉めぐみ/絵 汐文社

16 K378 赤はな先生に会いたい! 副島賢和/著 金の星社

17 K383 ハチごはん 横塚眞己人/写真と文 ほるぷ出版

18 K386 メリークリスマス R.B.ウィルソン/文 市川里美/画 BL出版

19 K407 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル/著 かとうりつ
こ/訳

WAVE出版

20 K410 アリになった数学者 森田真生/文 脇阪克二/絵 福音館書店

21 K457 ああ、愛しき古生物たち 土屋健/著 芝原暁彦/監修 笠倉出版社

22 K458 石はなにからできている? 西村寿雄/文 武田晋一/写真 岩崎書店

23 K471 木の実のたんけん おくやまひさし/著 少年写真新聞社

24 K480 ほろっと泣けるいきもの図鑑 今泉忠明/監修 学研プラス

25 K487 ミッション・サメ・レスキュー ルース・A.マスグレイヴ/著 田中直
樹/日本語版企画監修

ハーパーコリンズ・
ジャパン

26 K498 義肢装具士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

27 K498 「在宅医療」で働く人の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

28 K498 死体が教えてくれたこと 上野正彦/著 河出書房新社

29 K504 みんなが知りたい!「モノのしくみ」イラスト図鑑 コスモピア/著 メイツ出版

30 K536 車いすの図鑑 高橋儀平/監修 金の星社

31 K548 日本のロボット 奥村悠/監修 岩崎書店

32 K589 文房具を使いこなす 1 WILLこども知育研究所/編 フレーベル館

33 K614 科学がひらくスマート農業・漁業 1 小泉光久/著 大谷隆二/監修 大月書店

34 K616 まるごとさつまいも 八田尚子/構成・文 野村まり子/構
成・絵

絵本塾出版

35 K686 はっけん!鉄道NIPPON ヴィトゲン社/編 PHP研究所

36 K720 はじめての絵画の歴史 デイヴィッド・ホックニー/著 マー
ティン・ゲイフォード/著

青幻舎インターナショ
ナル

37 K750 どんぐりクリスマス おおたきれいこ/著 みやづかなえ/写
真

かもがわ出版

38 K754 5回で折れる季節と行事のおりがみ 4 いしかわまりこ/作 汐文社

39 K754 いしばしなおこかんたん!こどもの折り紙あそび いしばしなおこ/著 ブティック社

40 K764 楽しいオーケストラ図鑑 東京フィルハーモニー交響楽団/監修 小学館

41 K780 日本の金メダリストじてん 2 中嶋舞子/著 大熊廣明/監
ベースボール・マガジ
ン社

42 K780 これがオリンピックだ 舛本直文/著 講談社

43 K782 伝説のオリンピックランナー“いだてん”金栗四三 近藤隆夫/著 汐文社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 K783 イニエスタ マッツ・オールドフィールド/著 ト
ム・オールドフィールド/著

KADOKAWA

45 K784 高梨沙羅 師岡亮子/編 汐文社

46 K786 小学生のためのスケートボード ベースボール・マガジン社/編集 西
川隆/監修

ベースボール・マガジ
ン社

47 K786 スポーツクライミング ボルダリング ベースボール・マガジン社/編集 西
谷善子/監修

ベースボール・マガジ
ン社

48 K796 ひふみんのワクワク子ども詰め将棋 加藤一二三/著 実務教育出版

49 K796 羽生善治監修子ども詰将棋チャレンジ!!220問 羽生善治/監修 詰将棋パラダイス/執
筆

新星出版社

50 K913 怪盗レッド 15 秋木真/作 しゅー/絵 KADOKAWA

51 K913 もう逃げない! 朝比奈蓉子/作 こより/絵 PHP研究所

52 K913 冒険は月曜の朝 荒木せいお/作 タムラフキコ/絵 新日本出版社

53 K913 ぼうけんはバスにのって いとうみく/作 山田花菜/絵 金の星社

54 K913 ぼくらの一歩 いとうみく/作 イシヤマアズサ/絵 アリス館

55 K913 車夫 3 いとうみく/作 小峰書店

56 K913 いいたいことがあります! 魚住直子/著 西村ツチカ/絵 偕成社

57 K913 どこどこ山はどこにある おおぎやなぎちか/作 松田奈那子/絵 フレーベル館

58 K913 ようかいとりものちょう 3 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

59 K913 ようかいとりものちょう 4 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

60 K913 アチチの小鬼 岡田淳/作 田中六大/絵 偕成社

61 K913 きっちり・しとーるさん おのりえん/作・絵 こぐま社

62 K913 給食アンサンブル 如月かずさ/著 光村図書出版

63 K913 天からの神火 久保田香里/作 小林葉子/絵 文研出版

64 K913 七つのおまじない 小林深雪/作 牧村久実/絵 講談社

65 K913 稲妻で時をこえろ! 小森香折/作 柴田純与/絵 文研出版

66 K913 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe1 田村理江/作 pon-marsh/絵 国土社

67 K913 魔法医トリシアの冒険カルテ 6 南房秀久/著 小笠原智史/絵 学研プラス

68 K913 かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原ゆたか/原作・監修 ポプラ社

69 K913 ぼくのジユウな字 春間美幸/作 黒須高嶺/絵 講談社

70 K913 そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん 東直子/作 及川賢治/絵 福音館書店

71 K913 IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる! 下 深沢美潮/作 山田J太/画 ポプラ社

72 K913 まじょのナニーさん 4 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

73 K913 お願い!フェアリー♥ 21 みずのまい/作 カタノトモコ/絵 ポプラ社

74 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 13 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

75 K913 妖怪たぬきポンチキン最強の妖怪あらわる! 山口理/作 細川貂々/絵 文溪堂

76 K913 スペース合宿へようこそ 山田亜友美/作 末崎茂樹/絵 文研出版

77 K913 若おかみは小学生! 映画ノベライズ 令丈ヒロ子/原作・文 吉田玲子/脚本 講談社

78 K932 ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア/原作 リス
ベート・ツヴェルガー/再話と絵 BL出版

79 K933 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 2 クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

80 K933 クリスマスの女の子 ルーマー・ゴッデン/作 久慈美貴/訳 徳間書店

81 K933 風がはこんだ物語 ジル・ルイス/文 ジョー・ウィー
ヴァー/絵

あすなろ書房

82 K933 ヤング・シャーロック・ホームズ vol.4 アンドリュー・レーン/著 静山社

83 K943 魔法のフラワーショップ 3 ジーナ・マイヤー/著 若松宣子/訳 PHP研究所

84 K949 リスのたんじょうび トーン・テレヘン/著 野坂悦子/訳 偕成社

85 K973 カテリネッラとおにのフライパン 剣持弘子/訳・再話 剣持晶子/絵 こぐま社

86 K989 魔女のむすこたち カレル・ポラーチェク/作 小野田澄
子/訳

岩波書店

87 K989 クリスマスのあかり レンカ・ロジノフスカー/作 出久根
育/絵

福音館書店
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