
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 ウェブデータの機械学習 ダヌシカ ボレガラ/著 岡崎直観/著 講談社

2 007.1 人狼知能 鳥海不二夫/共著 片上大輔/共著 森北出版

3 007.1 バンディット問題の理論とアルゴリズム 本多淳也/著 中村篤祥/著 講談社

4 007.3 IBMの思考とデザイン 山崎和彦/著 工藤晶/著 丸善出版

5 007.3 この一冊で全部わかるクラウドの基本 林雅之/著 SBクリエイティブ

6 007.3 成功するIoT 日経コミュニケーション/編 日経BP社

7 007.3 デザインの伝え方 Tom Greever/著 坂田一倫/監訳
オライリー・ジャパ
ン

8 007.6
After Effectsプロとして知っておきたい効率&品質
アップテクニック!

石坂アツシ/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

9 007.6
いつの間にかWindows 10にアップグレードしちゃった
ら読む本

 マイウェイ出版

10 007.6 今すぐ使えるかんたんAccess 2016 井上香緒里/著 技術評論社

11 007.6 Image-Based LightingのためのHDRI制作ガイド グラフィック社編集部/編 グラフィック社

12 007.6 Windows 10パーフェクトマニュアル タトラエディット/著 ソーテック社

13 007.6 Excel入門5冊分! 飯島弘文/著 技術評論社

14 007.6
大きな字だからスグ分かる!ウィンドウズ10かんたん入
門

東弘子/著 マイナビ出版

15 007.6 大村あつしのExcel VBA Win64/32 APIプログラミング 大村あつし/著 秀和システム

16 007.6 Office 2016基本演習 日経BP社/著・制作 日経BP社

17 007.6 完全活用Windows 10 リブロワークス/編著 ソシム

18 007.6 世界一わかりやすいPhotoshopプロ技デザインの参考書 ピクセルハウス/著 技術評論社

19 007.6 絶対残業しない人がやっている超速Excel仕事術 奥谷隆一/著 あさ出版

20 007.6 たった3秒のエクセル関数術 学研コンピュータ編集部/編 学研プラス

21 007.6
小さな会社のExcel VBA業務自動化アプリケーション作
成・運用ガイド

武藤玄/著 早坂清志/著 翔泳社

22 007.6 伝わる資料作成のためのExcel 柳井美紀/著 フロッグデザイン/編集 秀和システム

23 007.6 できるExcelグラフ きたみあきこ/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

24 007.6 できるゼロからはじめるエクセル超入門 柳井美紀/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

25 007.6 データ解析におけるプライバシー保護 佐久間淳/著 講談社

26 007.6 はじめての今さら聞けないエクセル 羽石相/著 秀和システム

27 007.6 はじめてのWindows 10 基本編 戸内順一/著 秀和システム

28 007.6 はじめてのエクセルのイラッをズバリ!解決 Studioノマド/著 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 007.6 よくわかる最新PMBOKソフトウェア拡張版 鈴木安而/著 秀和システム

30 007.6 Linuxエンジニア養成読本  技術評論社

31 010.1 公立図書館の無料原則と公貸権制度 稲垣行子/著 日本評論社

32 010.1 図書館の原則
アメリカ図書館協会知的自由部/編纂 川崎良孝/
訳

日本図書館協会

33 010.2 図書館文化史研究 第33号(2016) 日本図書館文化史研究会/編集 日外アソシエーツ

34 012.9 家具でつくる本の空間 藤江和子アトリエ/著 彰国社

35 015.1 図書館のアクセシビリティ 野口武悟/編著 植村八潮/編著 樹村房

36 017
IFLA学校図書館ガイドラインとグローバル化する学校
図書館

バーバラ・A.シュルツ=ジョーンズ/編著 ダイア
ン・オバーグ/編著

学文社

37 017.2 一歩前へ!学校図書館 熊谷一之/著
全国学校図書館協議
会

38 017.3 楽しく進める「学び方の指導」 佐藤敬子/著
全国学校図書館協議
会

39 020.5 書物學 8  勉誠出版

40 022.5 芹沢銈介・装幀の仕事 芹沢銈介/[作] 小林真理/編著 里文出版

41 023.8 GHQ焚書図書開封 12 西尾幹二/著 徳間書店

42 031.5 ギネス世界記録 2017 クレイグ・グレンディ/編 [大木哲/ほか訳]
角川アスキー総合研
究所

43 049 本人遺産 南伸坊/著 南文子/写真 文藝春秋

44 070.2 『ル・モンド』から世界を読む 加藤晴久/著 藤原書店

45 071 朝日新聞縮刷版 2016-7  朝日新聞社

46 071 日本経済新聞縮刷版 2016-7  日本経済新聞社

47 071 読売新聞縮刷版 2016-7  読売新聞東京本社

48 080 海東高僧伝 覚訓/著 小峯和明/編訳 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 いま世界の哲学者が考えていること 岡本裕一朗/著 ダイヤモンド社

2 104 不平等論
ハリー・G.フランクファート/著 山形浩生/訳・
解説

筑摩書房

3 121.0 日本思想の言葉 竹内整一/著 KADOKAWA

4 121.5 平田篤胤  平凡社新書 吉田麻子/著 平凡社

5 124.2 荘子 玄侑宗久/著 NHK出版

6 124.5 組織サバイバルの教科書韓非子 守屋淳/著 日本経済新聞出版社

7 126.2 インド思想入門 前田專學/著 春秋社

8 130 読まずに死ねない哲学名著50冊 平原卓/著 フォレスト出版

9 140 生きるために大切なこと A.アドラー/著 桜田直美/訳 方丈社

10 140 心理学ビジュアル百科 越智啓太/編 創元社

11 140.4 使ってはいけないエセ心理学使ってもいい心理学 妹尾武治/著 PHP研究所

12 141.2 脳にきく色身体(からだ)にきく色 入倉隆/著 日本経済新聞出版社

13 141.2 触れることの科学 デイヴィッド・J.リンデン/著 岩坂彰/訳 河出書房新社

14 141.6 はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック 安藤俊介/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

15 141.7 悪癖の科学 リチャード・スティーヴンズ/[著] 藤井留美/訳 紀伊國屋書店

16 145.5
なぜこう見える?どうしてそう見える?<錯視>だまされ
る脳

新井仁之/監修著 こどもくらぶ/編 ミネルヴァ書房

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 145.7 なぜ、あの人は自分のことしか考えられないのか 加藤諦三/著 三笠書房

18 146.1 個性化とマンダラ C.G.ユング/[著] 林道義/訳 みすず書房

19 146.1 幸せになる勇気 岸見一郎/著 古賀史健/著 ダイヤモンド社

20 146.8 性暴力被害者への支援 小西聖子/編 上田鼓/編 誠信書房

21 146.8 不安遺伝子を抑えて心がす〜っとラクになる本 山本潤一/著 秀和システム

22 151.2 <わたし>は脳に操られているのか エリエザー・スタンバーグ/著 大田直子/訳 インターシフト

23 151.6 幸福はなぜ哲学の問題になるのか 青山拓央/著 太田出版

24 152.1
好きで好きで、どうしようもない恋は、いつもどうに
もならなくて。

sleep/著 KADOKAWA

25 156 対訳武士道 新渡戸稲造/著 奈良本辰也/訳 三笠書房

26 159 「孤独」のすすめ  SB新書 ひろさちや/著 SBクリエイティブ

27 159
「遊んでいる」のになぜか結果の出る人「頑張ってい
る」のになぜか結果の出ない人

川北義則/著 PHP研究所

28 159 一生お金に困らない生き方 心屋仁之助/著 PHP研究所

29 159 いつもパフォーマンスが高い人の脳を自在に操る習慣 茂木健一郎/著 日本実業出版社

30 159 運と友だちになる習慣 植西聰/著 日本実業出版社

31 159 お金と人に愛される「つやの法則」 田宮陽子/著 PHP研究所

32 159 「ぐずぐず脳」をきっぱり治す! 黒川伊保子/著 集英社

33 159 人生をもっと賢く生きる頭の鍛え方 アーノルド・ベネット/著 渡部昇一/訳・解説 三笠書房

34 159.4
一流のビジネスマンは知っているダマっていても人に
評価される「魅せる男」のつくり方

大峯麻友/著 秀和システム

35 159.4 最強の働き方 ムーギー・キム/著 東洋経済新報社

36 159.4 すごい成果が出したいなら仕事の9割は断っていい! 和田秀樹/著
リンダパブリッ
シャーズ

37 159.4 社会人3年目こたえの見つけ方 石澤昭彦/著 CCCメディアハウス

38 159.5 子どもの人間力を高める「三字経」 齋藤孝/著 致知出版社

39 159.6 運のいい女(ひと)の法則 ワタナベ薫/著 三笠書房

40 159.7 新しい地図の見つけ方 宇野常寛/著 吉田尚記/著 KADOKAWA

41 159.7 いい言葉が、60歳からのいい人生をつくる 『PHP』編集部/編 PHP研究所

42 159.8 偉人に学ぶ生き方のヒント 植西聰/著
リンダパブリッ
シャーズ

43 159.8 1分で心に効く50の名言とストーリー 西沢泰生/著 大和書房

44 159.8 そろそろ、何かしなくちゃ。 小宮一慶/著 秀和システム

45 159.8 中国史に学ぶ「将(リーダー)の器」の磨き方 守屋洋/著 ロングセラーズ

46 162.1 デンマーク人牧師がみた日本
カール・スコウゴー=ピーターセン/原著 長島要
一/訳・編注

思文閣出版

47 163 縄文の神 戸矢学/著 河出書房新社

48 165.3 教養としてよむ世界の教典 中村圭志/著 三省堂

49 167.2 インドネシア イスラーム大国の変貌 小川忠/著 新潮社

50 175.9 神社の解剖図鑑 米澤貴紀/著 エクスナレッジ

51 184 40歳からを悔いなく生きるブッダの智慧 アルボムッレ・スマナサーラ/著 海竜社

52 185.9 弘法大師空海が歩いた奈良 中村秀樹/文 中村恵理子/写真 淡交社

53 186.8 日本のほとけさまに甘える 大江吉秀/文 田中ひろみ/絵 東邦出版

54 188.5 空海  洋泉社

55 188.6 心理学を学んだお坊さんの幸せに満たされる練習 井上広法/著 永岡書店

56 188.7 <老い>を生きる親鸞の智慧 中村了權/著 春秋社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 188.8 道元禅師『永平広録』私解 窪田慈雲/著 春秋社

58 188.8 道元百話 中野東禅/著 東方出版

59 188.8 勇気がもらえる禅の教え サダマシック・コンサーレ/著 宝島社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 古田武彦・歴史への探究 6 古田武彦/著 ミネルヴァ書房

2 204 進化は万能である マット・リドレー/著 大田直子/訳 早川書房

3 204 「覇権」で読み解けば世界史がわかる 神野正史/著 祥伝社

4 209 一気にわかる世界史 秋田総一郎/著 日本実業出版社

5 209 サピエンス全史 上 ユヴァル・ノア・ハラリ/著 柴田裕之/訳 河出書房新社

6 209 サピエンス全史 下 ユヴァル・ノア・ハラリ/著 柴田裕之/訳 河出書房新社

7 209.7 第二次大戦の<分岐点> 大木毅/著 作品社

8 210.2 森浩一著作集 4 森浩一/著 森浩一著作集編集委員会/編 新泉社

9 210.4 世界史としての日本史  小学館新書 半藤一利/著 出口治明/著 小学館

10 210.4 テーマで歴史探検 河合敦/著 さじろう/絵 朝日学生新聞社

11 210.4 日本の古都がわかる事典 八幡和郎/著 日本実業出版社

12 210.9 礼服 武田佐知子/著 津田大輔/著 大阪大学出版会

13 211 中高6年間の日本史が10時間でざっと学べる 石川晶康/著 KADOKAWA

14 212.5 縄文時代史 勅使河原彰/著 新泉社

15 212.7 遺跡でたどる邪馬台国論争 中村俊介/著 同成社

16 213 古代日本は最強の「侵略国家」だった!? 吉岡節夫/著
BRLM高速学習アカデ
ミー

17 213 日本書紀 洋泉社編集部/編 洋泉社

18 213.2 はにわ まりこふん/著 青月社

19 213.4 日本国の誕生 小松洋二/著 不知火書房

20 213.6 桓武天皇の帝国構想 前田晴人/著 同成社

21 214 城館調査の手引き 中井均/著 山川出版社

22 215 下級武士の日記でみる江戸の「性」と「食」 永井義男/著 河出書房新社

23 215 大西郷という虚像 原田伊織/著 悟空出版

24 215.8 新選組10人の隊長  洋泉社

25 216 戦前史のダイナミズム 御厨貴/著 左右社

26 216.9 シベリア出兵  中公新書 麻田雅文/著 中央公論新社

27 217 昭和からの伝言 加藤廣/著 新潮社

28 217 B面昭和史 半藤一利/著 平凡社

29 217.4 「南京事件」を調査せよ 清水潔/著 文藝春秋

30 217.5 70年目の証言 週刊朝日編集部/編 朝日新聞出版

31 217.6 昭和のあの頃ぼくたちは小学生だった かねこたかし/[著] 柴慶忠/絵
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

32 217.6 喪失の戦後史 平川克美/著 東洋経済新報社

33 219.3 東京田園モダン 三浦展/著 洋泉社

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 219.5 文明・自然・アジール 夏目琢史/著 同成社

35 219.6 古地図で歩く古都・京都 天野太郎/監修 三栄書房

36 219.6 船場大阪を語りつぐ 前川佳子/構成・文 近江晴子/監修 和泉書院

37 219.9 沖縄は未来をどう生きるか 大田昌秀/著 佐藤優/著 岩波書店

38 220 テュルクを知るための61章 小松久男/編著 明石書店

39 222.0 周-理想化された古代王朝  中公新書 佐藤信弥/著 中央公論新社

40 222.0 全譯後漢書 第18册 [范曄/撰] 汲古書院

41 227.5 パルミラの光彩 山田勝久/著 雄山閣

42 232 ローマ建国以来の歴史 2 リウィウス/[著] 京都大学学術出版会

43 233.0 レンズが撮らえた19世紀英国 海野弘/[ほか]著 山川出版社

44 280.7 読ませる自分史の書き方  幻冬舎新書 工藤美代子/著 幻冬舎

45 281.0
なぜ世界の隅々で日本人がこんなに感謝されているの
か  PHP新書

布施克彦/著 大賀敏子/著 PHP研究所

46 281.0 幕末三百藩古写真で見る最後の姫君たち  角川新書 『歴史読本』編集部/編 KADOKAWA

47 281.0 心に感じて読みたい送る言葉 齋藤孝/著 創英社

48 281.0 日本人の肖像 葉室麟/著 矢部明洋/聞き手 講談社

49 281.0 美女の日本史 別冊宝島編集部/著 宝島社

50 288.3 真田十勇士と戦国最強忍軍  双葉社

51 289.1 帝国ホテルの考え方 犬丸徹郎/著 講談社

52 289.2
食べものが命をつなぐ ささやかな心がけで気がつけば
101歳

馬遅伯昌/著 マガジンハウス

53 289.2 チンギス・ハーンとその子孫 岡田英弘/著 ビジネス社

54 289.3 ドナルド・トランプ  文春新書 佐藤伸行/著 文藝春秋

55 289.3 カンパン夫人
イネス・ド・ケルタンギ/著 ダコスタ吉村花子/
訳

白水社

56 289.3 サックス先生、最後の言葉 オリヴァー・サックス/著 大田直子/訳 早川書房

57 289.3 スティーブ・ジョブズ 上
ブレント・シュレンダー/著 リック・テッツェ
リ/著

日本経済新聞出版社

58 289.3 スティーブ・ジョブズ 下
ブレント・シュレンダー/著 リック・テッツェ
リ/著

日本経済新聞出版社

59 289.3 ハインリッヒ・ヘルツ ミヒャエル・エッケルト/著 重光司/訳 東京電機大学出版局

60 289.3 人はいくつになっても、美しい ダフネ・セルフ/著 [増田沙奈/訳] 幻冬舎

61 290 東大のクールな地理 伊藤彰芳/著 青春出版社

62 290.8 世界の路地 PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

63 290.9 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 体験編 詩歩/著 三才ブックス

64 290.9 人生で大切なことは、すべて旅が教えてくれた 有川真由美/著 幻冬舎

65 290.9 地球の歩き方 A10 ローマ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

66 290.9 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

67 290.9 地球の歩き方 D03 北京 『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 E04 ぺトラ遺跡とヨルダン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッ
グ社

69 291.0 車中泊コースガイド日本海ルート  地球丸

70 291.0 呑み鉄、ひとり旅 芦原伸/著 東京新聞

71 291.3 秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ 16〜'17  成美堂出版

72 291.3 鎌倉  昭文社

73 291.3 東京一日乗車券ガイド  イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 291.3 東京下町散歩 [2016]  昭文社

75 291.3 東京の『江戸切絵図』散策 古川庄次/著 文芸社

76 291.3 横浜・鎌倉 [2016-2]  昭文社

77 291.3 るるぶ温泉&宿関東 信州 新潟 伊豆箱根 17  JTBパブリッシング

78 291.5 ウェストンが残したクライマーズ・ブック クライマーズ・ブック刊行会/編
信濃毎日新聞社(製
作)

79 291.5 温泉が楽しめる登山詳細ルートガイド  枻出版社

80 291.5 登山口の便利帳  枻出版社

81 291.5 るるぶ温泉&宿東海 信州 飛驒 北陸 [2016]  JTBパブリッシング

82 291.6 大阪  昭文社

83 291.6 京都紅葉めぐり、雪模様 水野克比古/写真・文 小学館

84 291.6 京都府山岳総覧 内田嘉弘/編著 竹内康之/編著 ナカニシヤ出版

85 291.6 詳細地図で歩きたい町京都 2017  JTBパブリッシング

86 291.6 奈良の朝歩き、宵遊び 倉橋みどり/著 淡交社

87 291.8 四国  昭文社

88 291.9 あまみの甘みあまみの香り 鯨本あつこ/著 石原みどり/著 西日本出版社

89 291.9 沖縄 [2016]改訂3版  JTBパブリッシング

90 291.9 温泉やど九州 [2016-2]  昭文社

91 291.9 九州  昭文社

92 291.9 るるぶ熊本応援版  JTBパブリッシング

93 291.9 るるぶ湯布院黒川 17  JTBパブリッシング

94 292.0 大正十五年のヒコーキ野郎 長島要一/著 原書房

95 292.3 シンガポール  朝日新聞出版

96 292.3 タイ  実業之日本社

97 292.3 るるぶベトナム ホーチミン・ハノイ・ダナン  JTBパブリッシング

98 292.5 インドを知る事典 山下博司/共著 岡光信子/共著 東京堂出版

99 293.3 図説英国ナショナル・トラスト 小野まり/著 河出書房新社

100 293.6 心おどるバルセロナへ 上村香子/著 イカロス出版

101 293.7 大人の「ローマ散歩」 内野正樹/著 大和書房

102 293.8 るるぶロシア [2016]  JTBパブリッシング

103 295.1 るるぶカナダ [2016]  JTBパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 武器としての人口減社会  光文社新書 村上由美子/著 光文社

2 302.2 台湾を知るための60章 赤松美和子/編著 若松大祐/編著 明石書店

3 302.2 なぜ日本の「ご飯」は美味しいのか シンシアリー/著 扶桑社

4 302.4 アフリカ希望の大陸 ダヨ・オロパデ/著 松本裕/訳 英治出版

5 302.5 アメリカの大問題  PHP新書 高岡望/著 PHP研究所

6 302.5 コスタリカを知るための60章 国本伊代/編著 明石書店

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 302.5 そして、アメリカは消える 落合信彦/著 小学館

8 304
読売新聞朝刊一面コラム「編集手帳」 第30集 中公新
書ラクレ

竹内政明/著 中央公論新社

9 304 世界大乱で連鎖崩壊する中国 日米に迫る激変 宮崎正弘/著 徳間書店

10 304 世界マヌケ反乱の手引書 松本哉/著 筑摩書房

11 311.2 丸山眞男の敗北 伊東祐吏/著 講談社

12 312.1 田中角栄  講談社現代新書 服部龍二/著 講談社

13 312.1 田中角栄と越山会の女王 大下英治/著 イースト・プレス

14 312.2 民主化後の台湾 河原昌一郎/著 彩流社

15 312.5 アメリカ政治の壁  岩波新書 新赤版 渡辺将人/著 岩波書店

16 314 ロビイングのバイブル
ベクトルパブリックアフェアーズ事業部/著 藤
井敏彦/著

プレジデント社

17 315.5 民主党のアメリカ共和党のアメリカ 冷泉彰彦/著 日本経済新聞出版社

18 318 地域を創る!「政策思考力」入門編 宮脇淳/著 若生幸也/著 ぎょうせい

19 318.5 ケーススタディ図解自治体政策法務 新保浩一郎/編著 鈴木庸夫/監修 ぎょうせい

20 318.5 公務員のSNS・文章術 小田順子/編著 学陽書房

21 318.5 自治体法務入門 田中孝男/編 木佐茂男/編 公人の友社

22 318.6 地方創生の罠  イースト新書 山田順/著 イースト・プレス

23 318.6 ふるさと再生 カギは四国にあり
読売新聞大阪本社「ふるさとあしたへ」取材班/
著

中央公論新社

24 319.1 大東亜共栄圏 河西晃祐/著 講談社

25 319.5 死神の報復 上 デイヴィッド・E.ホフマン/著 平賀秀明/訳 白水社

26 319.5 死神の報復 下 デイヴィッド・E.ホフマン/著 平賀秀明/訳 白水社

27 319.5 乱流 秋田浩之/著 日本経済新聞出版社

28 327.1 家裁調査官は見た  新潮新書 村尾泰弘/著 新潮社

29 327.1 久保利英明ロースクール講義 久保利英明/編著 日経BP社

30 327.3 自己破産と借金整理を考えたら読む本 ベリーベスト法律事務所/著 日本実業出版社

31 327.6 こう直さなければ裁判員裁判は空洞になる 五十嵐二葉/著 現代人文社

32 327.6 裁判員制度はなぜ続く 織田信夫/著 花伝社

33 331 オンラインデートで学ぶ経済学 ポール・オイヤー/著 土方奈美/訳 NTT出版

34 331 <図解>大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀利宏/著 KADOKAWA

35 331.1
経済数学の直観的方法 マクロ経済学編 ブルーバック
ス

長沼伸一郎/著 講談社

36 331.1 完全理解ゲーム理論・契約理論 鈴木豊/著 勁草書房

37 332.1 お金の流れで読む日本の歴史 大村大次郎/著 KADOKAWA

38 332.1 RESASの教科書
日経ビッグデータ編集部/[ほか]著 日経ビッグ
データ/編集

日経BP社

39 332.2 北京レポート 大越匡洋/著 日本経済新聞出版社

40 333.6 英EU離脱どう変わる日本と世界 安達誠司/著 KADOKAWA

41 333.8 国際協力レポーター報告書 2015  [国際協力機構]

42 334.5 新・中華街 山下清海/著 講談社

43 335 社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ 川名和美/著 竹元雅彦/著 中央経済社

44 335 「社長」だったら知っておくべき「ビジネス法務」 初澤寛成/著 大久保映貴/著 翔泳社

45 335.1 「稼ぎ方」の教科書 田原総一朗/著 実務教育出版

46 335.1 文化を超えるグローバルリーダーシップ R.J.ハウス/著 P.W.ドーフマン/著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 335.2 九州だからできたおもてなし 産経新聞九州総局/著 産経新聞出版

48 335.2 最強のビジネスは「インド式」に学べ! サンジーヴ・スィンハ/著 秀和システム

49 335.2 ワタミの失敗 新田龍/著 KADOKAWA

50 335.3 日本のファミリービジネス ファミリービジネス学会/編 奥村昭博/編著 中央経済社

51 335.3 “守りから攻め”の事業承継対策Q&A タクトコンサルティング/編 ぎょうせい

52 335.4
あなたの会社を強くするガバナンス・コード実践ガイ
ドブック

大和総研経営コンサルティング本部/編 中央経済社

53 336 あなたが作る等身大のBCP 昆正和/著 日刊工業新聞社

54 336 小さな会社の総務・労務・経理 大田原幸司/監修 西東社

55 336 入社10年分の思考スキルが3時間で学べる 斎藤広達/著 日経BP社

56 336 目標を達成する7つの見える化技術 今里健一郎/著 日科技連出版社

57 336.1 アイデアソン! 須藤順/著 原亮/著 徳間書店

58 336.1 あなたの会社が最速で変わる7つの戦略 神田昌典/著 フォレスト出版

59 336.1 企業の情報管理 上村哲史/著 荒井太一/著 労務行政

60 336.2 9%のトップエリートがやっている最強の判断力 鳥原隆志/著 WAVE出版

61 336.2
できるコンサルタントがしているロジカルシンキング
の技術

西村克己/著 三笠書房

62 336.2 ビジネスで騙されないための論理思考 グロービス/著 嶋田毅/執筆 PHP研究所

63 336.3 最強チームにまとめる技術 池本克之/著 ゴマブックス

64 336.3
「自分の殻」を打ち破るハーバードのリーダーシップ
講義

ロバート・スティーヴン・カプラン/著 福井久
美子/訳

CCCメディアハウス

65 336.3 チームを成長させる問題解決のコツ 中谷彰宏/著 リベラル社

66 336.4 育児介護休業の実務と手続き 岡田良則/著 桑原彰子/著 自由国民社

67 336.4 いちばん使える!ビジネスマナーの基本とコツ 西出ひろ子/著 高橋書店

68 336.8 戦略的コーポレートファイナンス 中野誠/著 日本経済新聞出版社

69 336.9 会計の歴史 友岡賛/著 税務経理協会

70 336.9 企業価値向上のための財務会計リテラシー 西川郁生/編著 秋葉賢一/[ほか著] 日本経済新聞出版社

71 336.9 これだけは知っておきたい「簿記」の基本と常識 椿勲/著 フォレスト出版

72 336.9 図解電子税務 豊森照信/著 ぎょうせい

73 338 フィンテック 柏木亮二/著 日本経済新聞出版社

74 338 FinTechの衝撃 城田真琴/著 東洋経済新報社

75 338.0 外資系金融の英語 齋藤浩史/著 中央経済社

76 338.1 グローバル投資のための地政学入門 藤田勉/著 倉持靖彦/著 東洋経済新報社

77 338.1 実践日経平均トレーディング 國宗利広/著 中央経済社

78 338.3 日本銀行の敗北 相沢幸悦/著 日本経済評論社

79 338.4
日銀の金融政策は、なぜ効果がないのか?中央銀行がわ
かれば世界経済がわかる

増田悦佐/著 ビジネス社

80 338.5 高齢のお客さま応対のための金融窓口べからず集 細田恵子/著 香月裕爾/監修 金融財政事情研究会

81 338.9 すごいインドビジネス サンジーヴ・スィンハ/著 日本経済新聞出版社

82 338.9 日本企業のためのインド進出戦略ガイドQ&A 武井一浩/編 今泉勇/編 中央経済社

83 338.9 ベトナムのビジネス法務 西村あさひ法律事務所/編 有斐閣

84 338.9 ユーロから始まる世界経済の大崩壊 ジョセフ・E.スティグリッツ/著 峯村利哉/訳 徳間書店

85 345 図解わかる税金 2016-2017年版 芥川靖彦/著 篠崎雄二/著 新星出版社

86 345.1 税務調査を法的に視る 木山泰嗣/著 大蔵財務協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

87 350.1 統計学が最強の学問である ビジネス編 西内啓/著 ダイヤモンド社

88 361.4 自由な反逆のすゝめ huck/著 江口研一/訳 フィルムアート社

89 361.4 場づくりの教科書 長田英史/著 芸術新聞社

90 361.4 元刑事が教えるウソと心理の見抜き方 森透匡/著 明日香出版社

91 361.5 日本文化入門 板垣俊一/著 武蔵野書院

92 361.5 <日本文化>はどこにあるか
國學院大學日本文化研究所/編 井上順孝/責任編
集

春秋社

93 361.6 日本会議の全貌 俵義文/著 花伝社

94 364.3
図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2016-
2017年版

中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

95 364.5 労働災害・通勤災害のことならこの1冊 河野順一/著 自由国民社

96 364.6 障害年金をもらいながら働く方法を考えてみませんか? 松山純子/著 日本法令

97 364.6 図解わかる年金 2016-2017年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

98 365 企業担当者のための消費者法制実践ガイド 武井一浩/監修 矢嶋雅子/監修 日経BP社

99 365 市民のための消費者契約法 村千鶴子/著 中央経済社

100 365.3 マンション格差  講談社現代新書 榊淳司/著 講談社

101 366.1
実務の疑問に答える労働者派遣のトラブル防止と活用
のポイント

安西愈/共著 木村恵子/共著 日本法令

102 366.1 労使トラブルを解決するならこの1冊 河野順一/著 自由国民社

103 366.1 労働基準法がよくわかる本 16〜'17年版 下山智恵子/著 成美堂出版

104 366.2
アスペルガー症候群の人の就労・職場定着ガイドブッ
ク

バーバラ・ビソネット/著 梅永雄二/監修 明石書店

105 366.2 キャリアカウンセリング実践 渡辺三枝子/編著 大庭さよ/[ほか著] ナカニシヤ出版

106 366.2 最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド 18年版 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

107 367.3 「人生案内」にみる女性の生き方 大日向雅美/著 日本評論社

108 367.4 りこんのこども 紫原明子/著 マガジンハウス

109 367.5 されど“男”は愛おしい 齋藤薫/著 講談社

110 367.6 透明な力を 河北新報社/編 東京書籍

111 367.7 夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本 溝口知実/著・監修 自由国民社

112 368.2 山谷 ヤマの男 多田裕美子/著 筑摩書房

113 368.2 貧困の現場から社会を変える 稲葉剛/[著] 堀之内出版

114 368.6 闇(ダーク)ウェブ  文春新書 セキュリティ集団スプラウト/著 文藝春秋

115 368.6
もしもテロにあったら、自分で自分の命を守る民間防
衛マニュアル

武田信彦/著 志方俊之/監修 ウェッジ

116 369.1
イライラとうまく付き合う介護職になる!アンガーマネ
ジメントのすすめ

田辺有理子/著 中央法規出版

117 369.1 介護するからだ 細馬宏通/著 医学書院

118 369.1 国民の福祉と介護の動向 2016/2017 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

119 369.2 あいむはっぴぃ!と叫びたい
林淑美/著 クリエイティブハウス「パンジー」
のみんな/著

合同出版

120 369.2 親が倒れたときに読む本  枻出版社

121 369.3 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川光一/著 ワニブックス

122 369.3 子どもを守る防災手帖 MAMA-PLUG/編・著 KADOKAWA

123 369.3 何も終わらない福島の5年 寺島英弥/著 明石書店

124 369.3 防災グッズ完全ガイド  晋遊舎

125 369.4 子ども食堂をつくろう! 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク/編著 明石書店

126 369.4 はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 田尻由貴子/著 ミネルヴァ書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

127 369.4 貧困と保育 秋田喜代美/編著 小西祐馬/編著 かもがわ出版

128 370 最新教育ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 川上清市/著 秀和システム

129 370.4 いじめ・不登校ゼロ作戦 大沼謙一/[著] 海鳴社

130 371 教育学の試み 中村清/著 時事通信出版局

131 371.4 不登校に、なりたくてなる子はいない。 上野良樹/著 ぶどう社

132 371.6 しつけない道徳 尾木直樹/著 主婦と生活社

133 372.5 崩壊するアメリカの公教育 鈴木大裕/著 岩波書店

134 374 学校内弁護士 神内聡/著 日本加除出版

135 374 校長という仕事・生き方 藤原文雄/編著 学事出版

136 376.1 0〜5歳児発表会コスチューム155 寺西恵里子/著 ひかりのくに

137 376.1 0歳児から5歳児 行動の意味とその対応 今井和子/著 小学館

138 376.1 発表会が盛りあがる3・4・5歳児の劇あそび ポット編集部/編 チャイルド本社

139 376.8 「受験うつ」からわが子を守る本 吉田たかよし/著 洋泉社

140 377.0 大学はコミュニティの知の拠点となれるか 上杉孝實/編著 香川正弘/編著 ミネルヴァ書房

141 377.2 最後の秘境東京藝大 二宮敦人/著 新潮社

142 378 LDの子の読み書き支援がわかる本 小池敏英/監修 講談社

143 378 障害の重い子どもの発達診断 白石正久/著 クリエイツかもがわ

144 378.4 心が元気になる学校 副島賢和/著 プレジデント社

145 379.3 たった4つの言葉が、子どもの能力を引き出す! 山上敏樹/著 PHP研究所

146 379.4 教育政治学を拓く 小玉重夫/著 勁草書房

147 379.7
東大、NHK、外資系金融で学んだ、ビジネスで成果を出
し続ける本物の勉強法

天明麻衣子/著
リンダパブリッ
シャーズ

148 379.9 一流の育て方 ムーギー・キム/著 ミセス・パンプキン/著 ダイヤモンド社

149 379.9 子どもの「いや」に困ったとき読む本 大河原美以/著 大和書房

150 382.1 江戸時代人物画帳 小林淳一/編著 朝日新聞出版

151 382.5 北のオントロギー 岡千曲/著 国書刊行会

152 383.1 きもの宝典 田中敦子/編著 主婦の友社/監修 主婦の友社

153 383.1 東京ファッションクロニクル 渡辺明日香/著 青幻舎

154 385.4 ハレの日のイガリ的ヘアメイク イガリシノブ/[著] 世界文化社

155 386.3 図説ヨーロッパ歳時記 福嶋正純/著 福居和彦/著 八坂書房

156 386.9 すぐに役立つ366日記念日事典 加瀬清志/著 日本記念日協会/編 創元社

157 391.6 二重スパイコード・ネーム《ガルボ》 ジェイソン・ウェブスター/著 安原和見/訳 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 日本史特講(日本科学史) 大森實/著 法政大学通信教育部

2 404 「偶然」と「運」の科学 マイケル・ブルックス/編 水谷淳/訳 SBクリエイティブ

3 404 文系の人にとんでもなく役立つ!理系の知識 日本博識研究所/著 宝島社

4 410 ふたたびの高校数学 永野裕之/著 すばる舎

5 413.3 “お理工さん”の微分積分 西野友年/著 日本評論社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 414 折る幾何学 前川淳/著 日本評論社

7 417 Excelでできるらくらく統計解析 藤本壱/著 自由国民社

8 417 統計的方法の考え方を学ぶ 永田靖/著 日科技連出版社

9 417 7日間集中講義!Excel統計学入門 米谷学/著 オーム社

10 421.3 量子物理学の発見
レオン・レーダーマン/著 クリストファー・ヒ
ル/著

文藝春秋

11 427 ひとりで学べる電磁気学  ブルーバックス 中山正敏/著 講談社

12 427.6 プラズマ入門 川田重夫/著 森北出版

13 430 教養としての化学入門 Kimberley Waldron/著 竹内敬人/訳 化学同人

14 440.1 星くずたちの記憶 橘省吾/著 岩波書店

15 443.5 超巨大ブラックホール  ニュートンプレス

16 448.9 地図化すると世の中が見えてくる 伊藤智章/著 ベレ出版

17 450 自然地理のなぜ!?48 松本穂高/著 二宮書店

18 451 日本の365日季節の道しるべ 日本気象協会/著 マガジンハウス

19 451 よくわかる気象学 中島俊夫/著 ナツメ社

20 451.5 ダウンバースト 小林文明/著 成山堂書店

21 451.6 雨の自然誌 シンシア・バーネット/著 東郷えりか/訳 河出書房新社

22 451.8 気候の暴走 横山裕道/著 花伝社

23 451.8 気候変動クライシス
ゲルノット・ワグナー/著 マーティン・ワイツ
マン/著

東洋経済新報社

24 451.8 気候変動で読む地球史 水野一晴/著 NHK出版

25 453.4 巨大地震はなぜ連鎖するのか  NHK出版新書 佐藤比呂志/著 NHK出版

26 457.7 植物化石 塚腰実/監修 佐治康生/撮影 LIXIL出版

27 457.8 完全解剖ティラノサウルス
NHKスペシャル「完全解剖ティラノサウルス」制
作班/編 土屋健/執筆

NHK出版

28 457.8 ゾウがいた、ワニもいた琵琶湖のほとり 高橋啓一/著 サンライズ出版

29 461.1 生物学の哲学入門 森元良太/著 田中泉吏/著 勁草書房

30 461.6 宇宙からみた生命史  ちくま新書 小林憲正/著 筑摩書房

31 462.1 上高地の自然誌 上高地自然史研究会/編 若松伸彦/責任編集 東海大学出版部

32 463 ビジュアルでわかる細胞の世界
ジャック・チャロナー/著 フィル・ダッシュ/監
修

東京書籍

33 467.5 生命記憶を探る旅 西原克成/著 河出書房新社

34 468 生から死へ、死から生へ ベルンド・ハインリッチ/著 桃木暁子/訳 化学同人

35 469.2 ヒトの起源を探して イアン・タッターソル/著 河合信和/監訳 原書房

36 474.8 キノコと人間 ニコラス・マネー/著 小川真/訳 築地書館

37 480.7 動物園のつくり方 PAUL A.REES/著 武田庄平/訳 農林統計出版

38 480.9 日本の動物法 青木人志/著 東京大学出版会

39 483.3 サンゴ 山城秀之/著 成山堂書店

40 486 だから昆虫は面白い 丸山宗利/著 東京書籍

41 486 わくわく昆虫記 丸山宗利/文 山口進/写真 講談社

42 486.0 原色川虫図鑑 幼虫編 谷田一三/監修 丸山博紀/著 全国農村教育協会

43 491.5 食物アレルギー 夏目秀視/著 内田昌希/著 南山堂

44 492.1 医療探偵「総合診療医」  光文社新書 山中克郎/著 光文社

45 492.5 自然浴のすすめ 谷田貝光克/著
フレグランスジャー
ナル社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 493.1 膠原病がよくわかる最新治療と正しい知識 橋本博史/監修 日東書院本社

47 493.4
50歳から若返るための1分間「腸」健康法  ワニブック
ス|PLUS|新書

藤田紘一郎/著 ワニ・プラス

48 493.6 その腰痛は治る! 金岡恒治/著 河出書房新社

49 493.7 「脚」を鍛えると「脳」が若返る! 石原結實/著 秀和システム

50 493.9 思春期こころのいる場所 青木省三/著 日本評論社

51 493.9 間違いだらけの食物アレルギー情報 眞鍋穰/著 芽ばえ社

52 494.5 がん研が作ったがんが分かる本 ロハスメディア/編集 がん研究会/監修 星の環会

53 494.5 孤独を克服するがん治療 押川勝太郎/著
サンライズパブリッ
シング

54 494.5 治るという前提でがんになった 高山知朗/著 幻冬舎

55 494.5 新生ペプチドとビックリするがん免疫新薬の力 星野泰三/著 青月社

56 494.6 自分で治す!脊柱管狭窄症 竹谷内康修/著 洋泉社

57 494.6 脊柱管狭窄症は自分で治せる! 酒井慎太郎/著 学研プラス

58 494.6 名医が教える足のお悩み完全解決バイブル 高倉義典/著 誠文堂新光社

59 494.9 今若者が危ない性感染症 石和久/著 慧文社

60 495.4 ポジティブ妊活7つのルール 田口早桐/著 主婦の友社

61 496.4 たった1日で目がよくなる視力回復法 中川和宏/著 PHP研究所

62 497.2 全ての病気は「口の中」から! 森永宏喜/著 さくら舎

63 498.3 痛みはうつぶせで治しなさい
舟波真一/著

小学館

64 498.3 専門医が教えるデトックス入門 辻直樹/著 幻冬舎

65 498.4 宇宙飛行士はどんな夢をみるか? 立花正一/監 恒星社厚生閣

66 498.5 美しい人は正しい食べ方を知っている 小倉朋子/著 KADOKAWA

67 498.5 妊娠中の食事 細川モモ/監修 宇野薫/監修 主婦の友社

68 498.5 100歳まで元気な人は何を食べているか? 辨野義己/著 三笠書房

69 498.8 心が折れる職場 見波利幸/著 日本経済新聞出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 環境と経済がまわる、森の国ドイツ 森まゆみ/著 晶文社

2 501.8 よくわかる3次元CADシステムSOLIDWORKS入門 アドライズ/編 日刊工業新聞社

3 516.1 全国未成線ガイド 草町義和/監修 宝島社

4 517.5 逐条解説水防法 水防法研究会/編著 ぎょうせい

5 518.8 歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり 戸所隆/編著 古今書院

6 523.1 安藤忠雄 野獣の肖像 古山正雄/著 新潮社

7 523.1 シブいビル 鈴木伸子/著 白川青史/写真 リトルモア

8 523.1 立原道造の夢みた建築 種田元晴/著 鹿島出版会

9 523.1 タワー 津川康雄/著 ミネルヴァ書房

10 523.1 小さなリズム ソフィー・ウダール/著 港千尋/著 鹿島出版会

11 525.5 塗魂 中島隆/著 論創社

12 527 あたらしい家づくりの教科書 前真之/執筆 松尾和也/執筆 新建新聞社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 527 自分でできる!小屋の作り方  学研プラス

14 527
はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド
2016-2017

佐川旭/監修 藤川太/監修 エクスナレッジ

15 527.1 美しく住まいを整えるデザインのルール85 藤原昭夫/著 結設計/著 エクスナレッジ

16 527.1 住宅リノベーション図集 魚谷繁礼建築研究所/著 オーム社

17 528 デザイナーのための住宅設備設計<術> 高柳英明/著 添田貴之/著 彰国社

18 528.1 何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット/編 中島由華/訳 河出書房新社

19 530.6 ザ・会社改造 三枝匡/著 日本経済新聞出版社

20 536 JR現役鉄道図鑑 レイルマンフォトオフィス/著 マイナビ出版

21 537.2 トコトンやさしい電気自動車の本 廣田幸嗣/著 日刊工業新聞社

22 540.9 電気設備の技術基準とその解釈 平成28年版  日本電気協会

23 547.0 情報通信技術はどのように発達してきたのか 井上伸雄/著 ベレ出版

24 547.3
あなたのヘッドホンはアーティストの息づかいが聴こ
えていますか?

小林和幸/著 秀和システム

25 547.3 世界イチ分かりやすい宅録ぺでぃあ  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

26 547.4 Webデザインとコーディングのきほんのきほん 瀧上園枝/著 浜俊太朗/監修 マイナビ出版

27 547.4 大きな字でわかりやすいFacebook超入門 松延健児/著 技術評論社

28 547.4 カンタン!ブログ感覚で作るお店のホームページ 日向凛/著 ソシム

29 547.4 Cloud First Architecture設計ガイド 鈴木雄介/著 日経BP社

30 547.4 現場のプロが本気で教えるHTML/CSSデザイン講義 森本恭平/著 平谷奈緒子/著 SBクリエイティブ

31 547.4 これ1冊でゼロから学べるWebプログラミング超入門 掌田津耶乃/著 マイナビ出版

32 547.4 JavaScriptフレームワーク入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

33 547.4 はじめてのFC2ブログこだわりブログ作成入門 高橋慈子/著 柳田留美/著 秀和システム

34 547.4 ひと目でわかるAzure Active Directory 竹島友理/著 日経BP社

35 547.4
LINE&Instagram & facebook & Twitter基本&活用ワザ
150

田口和裕/著 森嶋良子/著 インプレス

36 549.8 よくわかる最新半導体製造装置の基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

37 582.3 できるゼロからはじめるワード超入門 井上香緒里/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

38 582.7 にっぽんのギター工房  
リットーミュージッ
ク

39 588.5 ビジネス・フォー・パンクス ジェームズ・ワット/著 高取芳彦/訳 日経BP社

40 589 世界の街角のふくろう 近藤博重/著
博葉会近藤クリニッ
ク

41 589.2
一流はなぜ「シューズ」にこだわるのか  青春新書
INTELLIGENCE

三村仁司/著 青春出版社

42 589.2 島田順子おしゃれライフスタイル マガジンハウス/編 マガジンハウス

43 589.2 その靴、痛くないですか? 西村泰紀/著 飛鳥新社

44 594.3 S・M・L・XL KNIT michiyo/著 文化学園文化出版局

45 594.3 かぎ針で編む猫のあみぐるみ 寺西恵里子/著 日東書院本社

46 594.3
かぎ針で編むハロウィン&クリスマスパターンベストセ
レクション

 アップルミンツ

47 594.3 草花の手編みざぶとん 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

48 594.3 しずく堂の手編みこもの しずく堂/著 文化学園文化出版局

49 594.3 楽しい編み地のえりまき  日本ヴォーグ社

50 594.3 トルコの伝統手芸縁飾り<オヤ>の見本帳 石本寛治/著 石本智恵子/著 高橋書店

51 594.3 ニットで包む 西村知子/著 誠文堂新光社

52 594.3 フェアアイル&ノルディックニット 風工房/[著] 文化学園文化出版局
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 594.6
植物を編むビーズステッチ ボタニカルデザインのアク
セサリー

安藤潤子/著 河出書房新社

54 594.6 はじめてでも美しく作れるつまみ細工のアクセサリー かくたまさこ/[著] ブティック社

55 594.6 身近な素材を使ったカラーで楽しむつまみ細工  アップルミンツ

56 594.8 Sola Flowers Basics+Practical Use ソラフラワーズ協会/編 誠文堂新光社

57 594.9 羊毛フェルトでつくるかわいいわんこ 大サワ工房/著 WAVE出版

58 594.9 羊毛フェルトで作るまんまることりぽてぽてことり 滝口園子/著 日東書院本社

59 595 大人は「近目美人」より「遠目美人」 鈴木ハル子/著 講談社

60 595
フランス人が何気なくやっているシンプル・シックな
36の法則

ティシュ・ジェット/著 藤沢ゆき/訳 幻冬舎

61 595.5 イガリ印 365日メイク図鑑 2016-2017 イガリシノブ/著 講談社

62 595.5 逆引きアンチエイジング事典 Katsuyo/著 主婦の友社

63 595.6 あなたのダイエットが失敗する理由 森拓郎/著 PHP研究所

64 596 「揚げない」揚げもの 石原洋子/著 日本文芸社

65 596 ありがとう!料理上手のともだちレシピ 高橋みどり/著 マガジンハウス

66 596 忙しくても作れる!料理教室の先生のアイディアおかず ベターホーム協会/編集 ベターホーム協会

67 596 ウマつま サルボ恭子/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

68 596 おかずカタログ100 牛尾理恵/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

69 596 海上保安庁のおいしい船飯 海上保安協会/監修 海上保安庁/協力 扶桑社

70 596 四季の味 No.86 秋  ニューサイエンス社

71 596 ぜんぶレンチン!糖質オフのやせる作りおき 牧田善二/著 検見崎聡美/料理 新星出版社

72 596 夫婦のきずなごはん 中村明花/著 KADOKAWA

73 596 柳澤英子のやせる!ひとりごはん 柳澤英子/著 河出書房新社

74 596.0
生きるべきように生きれば、いつの日かかならず花は
咲くものです

辰巳芳子/著 KADOKAWA

75 596.0 白籏史朗喰いしん坊日記 白籏史朗/著 新日本出版社

76 596.0 酔眼日記 本山賢司/文・絵 東京書籍

77 596.2 カスタムクレープ&ガレット 柳瀬久美子/監修 朝日新聞出版

78 596.2 贅沢グラタンと旨味シチュー 絶品レシピ研究会/著 日東書院本社

79 596.2 全力イタリアン 山根大助/著 柴田書店

80 596.3 オートミールレシピ オートミール研究会/編・著 アスペクト

81 596.3 果実酒・果実酢・ジャム・シロップ ワタナベマキ/著 家の光協会

82 596.3 クックパッドのおいしい厳選!野菜の作りおき クックパッド株式会社/監修 新星出版社

83 596.3 五種盛りより三種盛りを頼め ながさき一生/著 秀和システム

84 596.3 ジビエ教本 依田誠志/著 誠文堂新光社

85 596.3 ジビエ・バイブル 川崎誠也/著 皆良田光輝/著 ナツメ社

86 596.3 地豆の料理 伊藤美由紀/著 誠文堂新光社

87 596.3 フランス人は、3つの調理法で野菜を食べる。 上田淳子/著 誠文堂新光社

88 596.3 やさい割烹 野崎洋光/著 江崎新太郎/著 柴田書店

89 596.3 野菜玉ですごい簡単うちごはん 金丸絵里加/[著] 東京書店

90 596.4 ごはんがおいしい!!シンプルお弁当 河島亮/著 光文社

91 596.4
量 時間 温度はかるだけで絶対失敗しないおもてなし
料理

水島弘史/著 幻冬舎

92 596.6 イギリス家庭菓子 宮崎美絵/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 596.6 個性派シュガーのお菓子 柴田書店/編 柴田書店

94 596.6 コッペパンワンダーランド! 与儀高志/著 世界文化社

95 596.6 チーズのケーキ 石橋かおり/著 マイナビ出版

96 596.6 東京パン職人 Beretta/著 雷鳥社

97 596.6
日本一適当なパン教室の夜こねて冷蔵庫でほったらか
し朝焼きたてパンレシピ

Backe晶子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

98 596.6 人気キャラクターいっぱいのスイーツレシピ 宮崎真美/著 ブティック社

99 596.6 パウンド型で焼けるおいしい食パン 幸栄/著 家の光協会

100 596.6 バタークリームでつくるエレガントなフラワーケーキ 桔梗有香子/著 日東書院本社

101 596.6 ビスケ、クッキー、マフィン kinaco/著 文化学園文化出版局

102 596.6 和菓子の基本  枻出版社

103 596.7 五〇年酒場へ行こう 大竹聡/著 新潮社

104 596.7 TEA BOOK Linda Gaylard/著 磯淵猛/監修 誠文堂新光社

105 596.7 日本の街角酒場で呑み語らう 小西康隆/文・絵 東邦出版

106 596.9 料理好きのうつわと片づけ 人とうつわ編集部/著 河出書房新社

107 597 アートと暮らすインテリア 加藤郷子/編著
パイインターナショ
ナル

108 597 カフェみたいな暮らしを楽しむ本 部屋リメイク編  学研プラス

109 597 私のカントリー NO.98  主婦と生活社

110 597.5 1週間でごっそり捨てる技術 リタ・ポーレ/著 畔上司/訳 主婦の友社

111 597.5 ラクして心地よく暮らす片づけ クラタマキコ/著 興陽館

112 599
各分野の専門家が伝える子どもを守るために知ってお
きたいこと

宋美玄/著 姜昌勲/著 メタモル出版

113 599 ベビーライフ 2016Autumn  枻出版社

114 599 ママ、わたしこんなこと思ってるよ 小西行郎/監修 横峰沙弥香/イラスト
PHPエディターズ・グ
ループ

115 599.0 育ジージがやってくる 菅谷洋司/著 東方出版

116 599.3 クリトモの大人もおいしい離乳食 栗原友/著 扶桑社

117 599.3 初めての幼児食
太田百合子/幼児食の進め方指導 小池澄子/幼児
食の進め方指導

ベネッセコーポレー
ション

118 599.3 初めての離乳食
太田百合子/離乳食の進め方指導 小池澄子/離乳
食の進め方指導

ベネッセコーポレー
ション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601 地域産業政策論 太田耕史郎/著 勁草書房

2 601.1 地域マーケティングの核心 佐々木茂/編著 石川和男/編著 同友館

3 602.1 会社四季報業界地図 2017年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

4 602.1 図解!業界地図 2017年版 ビジネスリサーチ・ジャパン/著 プレジデント社

5 602.1 日経業界地図 2017年版 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

6 611.1 TPPが日本農業を強くする 山下一仁/著 日本経済新聞出版社

7 611.4 都市と地方をかきまぜる  光文社新書 高橋博之/著 光文社

8 611.7 農で1200万円! 西田栄喜/著 ダイヤモンド社

9 616.8 海が運んだジャガイモの歴史 田口一夫/著 梓書院

10 624 農家が教えるハウス・温室無敵のメンテ術 農文協/編 農山漁村文化協会

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 625 最新農業技術果樹 vol.9 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

12 626.9 有機野菜の育て方100選 高堂敏治/著 滋慶出版/つちや書店

13 627.7 多肉&エアプランツアレンジBOOK  学研プラス

14 627.7 マダム高木 薔薇の手帖 高木絢子/著 主婦の友社

15 627.8 よくわかる盆栽 山田香織/著 ナツメ社

16 627.9 花生活のたね 岡本典子/著 エクスナレッジ

17 629 庭 225  建築資料研究社

18 629.7 DIY庭づくり百科  ブティック社

19 645.6 犬とキャンプ! スノーピーク/監修 マガジンハウス

20 645.7 イラストでわかる!ネコ学大図鑑 服部幸/著 宝島社

21 645.7 世界を旅するネコ 平松謙三/写真・文 宝島社

22 646.8 文鳥との暮らし方がわかる本 伊藤美代子/監修 日東書院本社

23 646.9 僕の日本みつばち飼育記 安江三岐彦/著 合同フォレスト

24 648.2 ソーセージの歴史 ゲイリー・アレン/著 伊藤綺/訳 原書房

25 650.4 森は怪しいワンダーランド 田中淳夫/著 新泉社

26 653 造林学 丹下健/編集 小池孝良/編集 朝倉書店

27 653.1 森のたからもの探検帳 飯田猛/著 世界文化社

28 654.8 熊!に出会った襲われた つり人社書籍編集部/編 つり人社

29 659 私、山の猟師になりました。 三好かやの/著 誠文堂新光社

30 661.1 魚が食べられなくなる日  小学館新書 勝川俊雄/著 小学館

31 662.1 海と人と魚 上野敏彦/著 農山漁村文化協会

32 666.9 水槽で楽しむ錦鯉・金魚 水槽で楽しむ錦鯉・金魚制作委員会/編 誠文堂新光社

33 673.3 売上倍増!カタカナ接客英語 ヘンリー・ドレナン/著 秀和システム

34 673.3 残業なしで成果をあげるトップ営業の鉄則 菊原智明/著 明日香出版社

35 673.3
日本一の覆面調査員(ミステリーショッパー)が明かす
100点接客術

本多正克/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

36 673.3 はじめての無料ネットショップ作り 日向凛/著 秀和システム

37 673.7 インストア・マーチャンダイジング 流通経済研究所/編 日本経済新聞出版社

38 673.7 ニトリ成功の5原則 似鳥昭雄/著 朝日新聞出版

39 673.8 ショッピングモールと地域 井尻昭夫/編 江藤茂博/編 ナカニシヤ出版

40 673.9 民泊ビジネス  祥伝社新書 牧野知弘/[著] 祥伝社

41 673.9 飲食店の店長の基礎力をつける本 柏野満/著 旭屋出版

42 674 デジタルで変わる宣伝広告の基礎 宣伝会議編集部/編 久保田進彦/監修 宣伝会議

43 674.0 広告をナメたらアカンよ。 山本高史/著 宣伝会議

44 674.3 家族の心をつかむデザイン PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

45 674.3 「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司/著 日本経済新聞出版社

46 674.3 小さなお店のショップカード・DM・フライヤー PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

47 674.6
いちばんやさしいデータフィードマーケティングの教
本

杉原剛/著 岡田吉弘/著 インプレス

48 675 データサイエンティスト養成読本 佐藤洋行/[ほか]著 技術評論社

49 675 Facebookページ本気で稼げる!プロ技セレクション 斎藤哲/著 技術評論社

50 675 ブランドと脳のパズル エリック・デュ・プレシス/著 澤口俊之/監訳 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 675
毎日の発信に役立つWebプロモーションのネタ出しノー
ト

田中千晶/著 翔泳社

52 675.3 「強い売りモノ」の創り方 梅澤伸嘉/著 同文舘出版

53 675.4 インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部真也/編著 江上哲/編著 中央経済社

54 675.4 物流がよ〜くわかる本 木村徹/著 秀和システム

55 678.2 貧しい人々のマニフェスト フランツ・ヴァンデルホフ/著 北野収/訳 創成社

56 678.3 ドキュメントTPP交渉 鯨岡仁/著 東洋経済新報社

57 681.3 交通事故加害者家族の現状と支援 阿部恭子/著 草場裕之/監修 現代人文社

58 683.2 SHIPPING NOW 2016-2017 日本海事広報協会/編集 日本海事広報協会

59 685.7 高速道路ファン手帳  中公新書ラクレ 佐滝剛弘/著 中央公論新社

60 686.0 希望のレール 山田和昭/著 祥伝社

61 686.0 鉄道博物館読本 洋泉社編集部/編 洋泉社

62 686.2 沿線格差  SB新書 首都圏鉄道路線研究会/著 SBクリエイティブ

63 686.2 新幹線200のひみつ  ぴあ

64 686.2 テツは熱いうちに撮れ! 結解学/著 交通新聞社

65 687.3 外資系客室乗務員になる本 [2016]最新版 月刊<エアステージ>編集部/編集 イカロス出版

66 687.9 NIGHT FLIGHT PIE BOOKS/編著
パイインターナショ
ナル

67 689.2 訪日中国人から見た中国と日本 張兵/著 日本僑報社

68 689.5 「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法 櫻井恵里子/著 サンクチュアリ出版

69 689.6 通訳ガイドがゆく ランデル洋子/著 イカロス出版

70 694.6 iPhoneアプリ完全(コンプリート)大事典 2017年版 田中拓也/著 永田一八/著 技術評論社

71 694.6
今すぐ使えるかんたんXperia完全(コンプリート)ガイ
ドブック

リンクアップ/著 技術評論社

72 694.6 これ1冊でできる!Android Studioアプリ開発入門 清水美樹/著 ソーテック社

73 699.0 フジテレビ凋落の全内幕 中川一徳/ほか著 伊藤博敏/ほか著 宝島社

74 699.6 抗うニュースキャスター 金平茂紀/著 かもがわ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 アートの入り口 ヨーロッパ編 河内タカ/著 太田出版

2 702.0 障がいのある人の創作活動 服部正/編著 あいり出版

3 704 戦争と政治の時代を耐えた人びと 田辺徹/著 藤原書店

4 706.9 企画展がなくても楽しめるすごい美術館  ベスト新書 藤田令伊/著 ベストセラーズ

5 709 世界遺産ガイド 日本編2017改訂版 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

6 709 世界遺産ガイド メキシコ編 古田陽久/著 古田真美/著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

7 709.1 アートプロジェクトの悩み 小川希/編 フィルムアート社

8 709.1 我が国の文化政策 平成28年度 文化庁長官官房政策課/監修
文化庁長官官房政策
課

9 721.0 絵とき日本美術 石川マサル/共著 フレア/共著
エムディエヌコーポ
レーション

10 721.1
法華山一乗寺蔵国宝聖徳太子及天台高僧像光学調査報
告書 カラー画像編

国立文化財機構東京文化財研究所/編集 国立文
化財機構奈良国立博物館/編集

国立文化財機構東京
文化財研究所

11 721.4 若冲の花 朝日新聞出版/編 辻惟雄/編 朝日新聞出版

12 721.4 若冲ワンダフルワールド 辻惟雄/著 小林忠/著 新潮社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 721.9 日本名城画集成 荻原一青/画 西ケ谷恭弘/文 小学館

14 723.0 名画のなかの犬
アンガス・ハイランド/[編]著 ケンドラ・ウィ
ルソン/[編]著

エクスナレッジ

15 723.1 淡彩画ありがとうの花束 木村敏子/著 日貿出版社

16 723.1 LE MONDE DE YONEKO MURAJI 4 連世音子/[画]
ギャラリーシルバー
企画

17 723.3 ゴヤ「戦争と平和」 大高保二郎/著 新潮社

18 723.3 戦争の悲惨 谷口江里也/著 フランシスコ・デ・ゴヤ/版画 未知谷

19 723.3 レンブラント
エルンスト・ファン・デ・ウェテリンク/著 メ
アリー・モートン/訳

木楽舎

20 724.1 水墨でさらりと描く日本の美しい二十四節気 酒井幸子/著 マール社

21 724.1 鳥を描く 水墨画塾編集部/編 誠文堂新光社

22 724.9 アート表装 2  亥辰舎

23 724.9 誰でもできる裏打・掛軸教室 小池丑蔵/著 日貿出版社

24 725 日常の情景を描くデッサンの基礎 鯉登潤/著 玄光社

25 726.1 小河原智子の似顔絵入門 小河原智子/監修 主婦の友社

26 726.1 別冊怪 追悼・水木しげる世界妖怪協会全仕事 水木しげる/著 「怪」編集部/編 KADOKAWA

27 726.1 水木サンと妖怪たち 水木しげる/著 筑摩書房

28 726.5 アルフォンス・ミュシャの世界
アルフォンス・ミュシャ/[画] 海野弘/解説★監
修

パイインターナショ
ナル

29 727 インフォグラフィカル・イラストレーション&アイコン  
ビー・エヌ・エヌ新
社

30 727 模様と意味の本 ジュード・スチュアート/著 細谷由依子/訳 フィルムアート社

31 727.0 デザインが楽しい!地図の本
サンドゥー・パブリッシング/編 [中村亜希子/
訳]

グラフィック社

32 727.0 20世紀デザイン トニー・セダン/著 長澤忠徳/監訳 東京美術

33 727.8 チョーク文字レッスン ヴァレリー・マッキーハン/著 [井原恵子/訳] グラフィック社

34 728 とり年のゆる文字年賀状 宇田川一美/著 誠文堂新光社

35 728 半切ハンドブック 1  芸術新聞社

36 728.2 良寛を書く 駒井鵞静/著 雄山閣

37 728.4 正しく美しい字が書ける楷・行・草筆順字典 吉田琴泉/編著 ナツメ社

38 740.2 写真家ナダール 小倉孝誠/著 中央公論新社

39 740.2 星野道夫 星野直子/監修 平凡社

40 743 カッコいい写真が撮れる100のレシピ  学研プラス

41 743 写真家の流儀  枻出版社

42 743.5 写し方見本帳朝昼晩 石川松五郎/[著] 加賀淺吉/[著] 日本カメラ社

43 743.5 ゼロから学ぶ工場夜景写真術 岩崎拓哉/著 アスペクト

44 743.5 撮り鉄の教科書  学研プラス

45 743.7 あかるい物撮り ゆかい/著
ビー・エヌ・エヌ新
社

46 746 LIFE and iPhone 彦根明/著 彦根藍矢/著 エクスナレッジ

47 748 美しい日本の廃墟
ヨウスケ/写真・著 マツモトケイイチロウ/写
真・著

エムディエヌコーポ
レーション

48 748 日本のイルミネーションBest 丸々もとお/著 丸田あつし/著 廣済堂出版

49 748 日本の城 山下茂樹/著 青菁社

50 750 まるごとハロウィン コダシマアコ/著 みやづかなえ/写真 かもがわ出版

51 751.4
オーブンで焼いてつくるポリマークレイの小さなアク
セサリー

井上賀奈子/著 文化学園文化出版局

52 751.4 ちょび子のミニチュアフードBook ちょび子/著 ブティック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 751.9 プラバンクリスマス だいごちひろ/[著] アップルミンツ

54 751.9 UVレジンでつくる鉱物レシピ ビーズママ/監修 河出書房新社

55 753.3 ハーフバイアス裂織 榊原順子/著 亥辰舎

56 753.3 紐を織る 山梨幹子/著 復刊ドットコム

57 753.8 芹沢銈介の静岡時代 静岡市立芹沢銈介美術館/監修 静岡新聞社

58 754.3 森と木とスプーン
ジョシュア・ヴォーゲル/著 セス・スムート/写
真

クロニクルブック
ス・ジャパン

59 754.9 おりがみでハロウィン 日本折紙協会/編集 日本折紙協会

60 754.9 こどもと一緒に遊べる折り紙 丹羽兌子/著 ブティック社

61 754.9 ペパナプフラワーBOOK  河出書房新社

62 756.6 刀剣書事典 得能一男/著 刀剣春秋

63 756.6 美剣三日月宗近 道満三郎/著 双葉社

64 757.3 色彩ルールブック 武川カオリ/著
パイインターナショ
ナル

65 757.3
デザインを学ぶすべての人に贈るカラーと配色の基本
BOOK

大里浩二/著 ソシム

66 759 ジェニーゴールデンヒストリー
タカラトミー/監修 JeNny Golden History製作
委員会/編

グラフィック社

67 759 万華鏡大全 山見浩司/著 誠文堂新光社

68 760 親子で学ぶ音楽図鑑 キャロル・ヴォーダマン/ほか著 山崎正浩/訳 創元社

69 760.9 誰が音楽をタダにした? スティーヴン・ウィット/著 関美和/訳 早川書房

70 760.9 二〇世紀日本レコード産業史 生明俊雄/著 勁草書房

71 762.3 ピアニストは語る  講談社現代新書 ヴァレリー・アファナシエフ/著 講談社

72 762.3 パデレフスキ自伝 上
イグナツィ・ヤン・パデレフスキ/共著 メア
リー・ロートン/共著

ハンナ

73 762.3 パデレフスキ自伝 下
イグナツィ・ヤン・パデレフスキ/共著 メア
リー・ロートン/共著

ハンナ

74 763.2 ショパン・コンクール  中公新書 青柳いづみこ/著 中央公論新社

75 763.2 ピアノ図鑑 ジョン=ポール・ウィリアムズ/著 元井夏彦/訳
ヤマハミュージック
メディア

76 763.5 エレキギター上達のポイント50 瀧澤克成/監修 メイツ出版

77 763.5 ギター音楽リスナーズ・バイブル 朝川博/著
アルテスパブリッシ
ング

78 763.5 ギターの取説 いちむらまさき/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

79 763.5 ヤマハアコースティックギター大全集  
ヤマハミュージック
メディア

80 763.9 DTMリアル打ち込みテクニック 小川悦司/著
ヤマハミュージック
メディア

81 764.7 ニューオーリンズ・サウンド 五十嵐正/監修
シンコーミュージック・
エンタテイメント

82 764.7 ぼくのアメリカ音楽漂流 鈴木カツ/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

83 767.8 相倉久人にきく昭和歌謡史 相倉久人/著 松村洋/編著
アルテスパブリッシ
ング

84 767.8 アイドル冬の時代 斉藤貴志/監修 山内弘/編集
シンコーミュージック・
エンタテイメント

85 767.8 『イムジン河』物語 喜多由浩/著
アルファベータブッ
クス

86 767.8 シャンソンのエチュード 三木原浩史/著 彩流社

87 770.4 永六輔の伝言  集英社新書 永六輔/[著] 矢崎泰久/編 集英社

88 772.1 崑ちゃん 大村崑/著 小泉カツミ/聞き書き 文藝春秋

89 778.2 ゴジラとエヴァンゲリオン  新潮新書 長山靖生/著 新潮社

90 778.2 黄金期の日本映画100選 猪俣勝人/著 七つ森書館

91 778.2 ゴジラ映画音楽ヒストリア 小林淳/著
アルファベータブッ
クス

92 778.2 生と死のケルト美学 桑島秀樹/著 法政大学出版局
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 778.2 私たちが愛した80年代洋画  辰巳出版

94 778.7 基礎からわかる手づくりアニメーション 有原誠治/著 合同出版

95 778.7 「超」アニメ声優! 堀川りょう/著 PHP研究所

96 778.7 ディズニー・ミュージック 谷口昭弘/著 スタイルノート

97 778.7 FUNNY!
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社/監修
日本映像翻訳アカデミー/訳

CLASSIX MEDIA

98 778.7 宮崎駿の「半径300メートル」と『風立ちぬ』 荻原真/著 国書刊行会

99 779.1 江戸落語図鑑 [1] 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

100 779.1 桂かい枝のLet's英語落語! 桂かい枝/著 教育出版

101 780.3 パラスポーツルールブック 陶山哲夫/監修 コンデックス情報研究所/編著 清水書院

102 780.7 全身改造メソッド 中野ジェームズ修一/著 新潮社

103 780.7 体幹×呼吸トレーニング 村上貴弘/監修 高橋忠良/監修 朝日新聞出版

104 781.4 驚くほど伸びる動的ストレッチ 比嘉一雄/著 池田書店

105 782.3 昭和十八年幻の箱根駅伝 澤宮優/著 河出書房新社

106 783.1 バスケットボール指導教本 下巻 日本バスケットボール協会/編 大修館書店

107 783.3 ハンドボール基本と戦術 酒巻清治/監修 実業之日本社

108 783.4 サッカーで一番大切な「あたりまえ」のこと 朴英雄/著 ひぐらしひなつ/構成・執筆 内外出版社

109 783.5 いちばんうまくなる!バドミントンの新しい教科書 竹俣明/著 日本文芸社

110 783.5 テニスジュニアのトレーニング・メニュー 井上正之/著 日本文芸社

111 783.7 赤い心 新井貴浩/著 KADOKAWA

112 783.7 イチロー主義 児玉光雄/著 東邦出版

113 783.7 空気のつくり方 池田純/著 幻冬舎

114 783.7 デーブ・ジョンソンをおぼえてますか? 田窪潔/著 彩流社

115 783.8 10秒で開眼!まっすぐに飛ぶゴルフスイング 伊丹大介/著 永岡書店

116 786.5 自転車旅のすすめ のぐちやすお/著
体育とスポーツ出版
社

117 786.5
宮澤崇史の頭脳で勝利に近づく!プロのロードレーステ
クニック

宮澤崇史/著 日東書院本社

118 786.5
宮澤崇史の理論でカラダを速くするプロのロードバイ
クトレーニング

宮澤崇史/著 日東書院本社

119 788.1 大相撲の解剖図鑑 伊藤勝治/監修 エクスナレッジ

120 788.1 大相撲の道具ばなし 坂本俊夫/著 現代書館

121 788.2 昭和プロレス正史 上巻 斎藤文彦/著 イースト・プレス

122 789.0 古代の格闘技 長田龍太/著 新紀元社

123 789.2 極真空手50年の全技術(テクニック) 山田雅稔/著
ベースボール・マガ
ジン社

124 789.6 リアル・ライディング ペリー・ウッド/著 宮田朋典/監修 テラミックス

125 791.0 日本の五感 小堀宗実/著 KADOKAWA

126 791.5 茶の湯の継承千家十職の軌跡 林屋晴三/監修 青幻舎

127 793 フランスの伝統色でつくるフラワーデザイン 古賀朝子/著 誠文堂新光社

128 795 カカリが変われば碁が変わる 石田芳夫/著 マイナビ出版

129 795 世界一厚い碁の考え方 今村俊也/著 マイナビ出版

130 795 ヨセの基本 高尾紳路/監修 池田書店

131 796 決定版!ゴキゲン中飛車VS超急戦 畠山成幸/著 マイナビ出版

132 796 Java将棋のアルゴリズム 池泰弘/著 工学社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

133 796 将棋名人戦七番勝負全記録 第74期 朝日新聞文化くらし報道部/編 朝日新聞社

134 796 矢倉囲いを極める77の手筋 大平武洋/著 マイナビ出版

135 797.2 トランプの教科書 つちや書店編集部/編 滋慶出版/つちや書店

136 797.5 麻雀の誕生 大谷通順/著 大修館書店

137 797.5 よくわかる麻雀の勝ち方 平澤元気/著 マイナビ出版

138 798.5 Unreal Engine 4ネットワークゲーム開発入門 長谷川雄一/著 秀和システム

139 798.5 現代ゲーム全史 中川大地/著 早川書房

140 799.3 三六〇〇日の奇跡 吉野ゆりえ/著 星槎大学出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 英国人デザイナーが教えるアルファベットのひみつ アンドリュー・ポセケリ/著 村上玲/訳
エムディエヌコーポ
レーション

2 807 寝るまえ5分の外国語 黒田龍之助/著 白水社

3 809.2 誰からも好かれるNHKの話し方 NHK放送研修センター・日本語センター/著 KADOKAWA

4 809.6 会議のマネジメント  中公新書 加藤文俊/著 中央公論新社

5 809.6 プロフェッショナル・ミーティング 長田英知/[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

6 814 語彙力を鍛える  光文社新書 石黒圭/著 光文社

7 814.7 ニュースがわかる基礎用語 2017年版 清水書院編集部/編 清水書院

8 816 21世紀の共感文章術 坪田知己/著 文芸社

9 818 ことばの地理学 大西拓一郎/著 大修館書店

10 830 なぜ、その英語では通じないのか? マーク・ピーターセン/著
集英社インターナ
ショナル

11 830.2 英語の帝国 平田雅博/著 講談社

12 830.7 TOEICテスト科学的攻略法 岡健作/著 Study Hacker ENGLISH COMPANY/監修 秀和システム

13 834 絵でわかる似ている英単語の使い方 石井隆之/著 Raleigh Gosney/校閲 明日香出版社

14 835 中学英語を4時間でさくっと学びなおす 水野純/著 PHP研究所

15 835 7時間で中学英語をもう一度やり直す本 Evine/著 あさ出版

16 835.0 <シリーズ>英文法を解き明かす 1 内田聖二/編 八木克正/編 研究社

17 837.8 英語は20の動詞で伝わる 佐藤洋一/著 かんき出版

18 837.8 心を動かす英会話のスキル 清水崇文/著 研究社

19 837.8 同時通訳者が教える英語雑談の全技術 木内裕也/著 工藤紘実/著 KADOKAWA

20 837.8 7日間で突然、英語ペラペラになる本 安武内ひろし/著 プレジデント社

21 850 フランス語の秘密 染木布充/著 ナツメ社

22 867.8 スペイン語話す・聞くかんたん入門書 徳永志織/著 池田書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902.0 世界の文豪の家 阿部公彦/[ほか]監修 エクスナレッジ

2 902.3 老いの風景 石光勝/著 中央公論新社

800 語学 

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 909.3 大人に贈る子どもの文学 猪熊葉子/著 岩波書店

4 910.2 異境の文学 金子遊/著
アーツアンドクラフ
ツ

5 910.2 小林秀雄の真珠湾攻撃妄想 佐藤公一/著 彩流社

6 910.2 体感する戦争文学 新藤謙/著 彩流社

7 910.2 振り返れば私が、そして父がいる 立松和平/著 横松心平/著 随想舎

8 910.2 宮澤賢治の「序」を読む 淺沼圭司/著 水声社

9 910.2 島尾俊雄特別資料目録 かごしま近代文学館/[編] かごしま近代文学館

10 910.2 辻井喬論 中村不二夫/著 土曜美術社出版販売

11 910.2 日本文芸史 2 立石伯/著 法政大学通信教育部

12 910.5 「文藝」戦後文学史 佐久間文子/著 河出書房新社

13 911.1 鉄幹と文壇照魔鏡事件 木村勲/著 国書刊行会

14 911.1 与謝野寛晶子の書簡をめぐる考察 逸見久美/著 風間書房

15 911.4 シルバー川柳 6 全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ社編集部/編 ポプラ社

16 911.5 茨木のり子  河出書房新社

17 911.5 俺は今日も好きなように生きてみる 濱田成夫/著 A-Works

18 911.5 恐竜がいた 谷川俊太郎/詩 下田昌克/絵
スイッチ・パブリッ
シング

19 911.5 写真とイラストで辿る金子みすゞ 小倉真理子/著 勉誠出版

20 911.5 非戦を貫く三〇〇人詩集 鈴木比佐雄/編 佐相憲一/編 コールサック社

21 912.4 週刊誌記者近松門左衛門  文春新書 小野幸惠/著 鳥越文蔵/監修 文藝春秋

22 913.5 江戸小咄大観 田辺貞之助/編 青蛙房

23 913.7 古典落語 知っているようで知らない噺のツボ 柳家花緑/著 桃月庵白酒/著 竹書房

24 914.6 鋼のメンタル  新潮新書 百田尚樹/著 新潮社

25 914.6 洗えば使える泥名言 西原理恵子/著 文藝春秋

26 914.6 生きていくうえで、かけがえのないこと 吉村萬壱/著 亜紀書房

27 914.6 薀蓄雑学 説教の事典 池田克彦/著 時事通信出版局

28 914.6 お茶をどうぞ 向田邦子/著 河出書房新社

29 914.6 折々の民俗学 常光徹/著 河出書房新社

30 914.6 鎌倉山中小庵日記 大下一真/著 角川文化振興財団

31 914.6 きっと幸せの朝がくる 古川智映子/著 講談社

32 914.6 ことばのこころ 中西進/著 東京書籍

33 914.6 蚕食鯨呑 楊逸/著 岩波書店

34 914.6 〆切本 左右社編集部/編 左右社

35 914.6 下北沢について 吉本ばなな/著 幻冬舎

36 914.6 洗礼ダイアリー 文月悠光/著 ポプラ社

37 914.6 題名はいらない 田中小実昌/著 幻戯書房

38 914.6 父へ母へ。100万回の「ありがとう」 『PHP』編集部/編 PHP研究所

39 914.6 ふつうで素敵な暮らし方 吉沢久子/著 海竜社

40 914.6 ぼくたちは今日も宇宙を旅している 佐治晴夫/著 PHP研究所

41 914.6 本物のおとな論 外山滋比古/著 海竜社

42 914.6 まるまる、フルーツ 青木玉/[ほか]著 河出書房新社

- 22 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

43 914.6 みうらじゅんと宮藤官九郎の世界全体会議 みうらじゅん/著 宮藤官九郎/著 集英社

44 914.6 三谷幸喜のありふれた生活 14 三谷幸喜/著 朝日新聞出版

45 914.6 養老孟司の人生論 養老孟司/著
PHPエディターズ・グ
ループ

46 914.6 よきことはカタツムリのように 辻信一/著 春秋社

47 915.6 メメントモリ・ジャーニー メレ山メレ子/著 亜紀書房

48 916 冲方丁のこち留 冲方丁/著
集英社インターナ
ショナル

49 916 戦艦大和ノ最期 吉田満/[著] 講談社

50 916 漂うままに島に着き 内澤旬子/著 朝日新聞出版

51 916 ハイヒール革命 真境名ナツキ/著 廣済堂出版

52 916 孫たちへの証言 第29集 福山琢磨/企画・制作編 新風書房

53 918.6 きまぐれ星からの伝言 星新一/著 牧眞司/編纂 徳間書店

54 918.6 堺屋太一著作集 第2巻 堺屋太一/著 東京書籍

55 918.6 谷崎潤一郎全集 第25巻 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

56 918.6 中上健次集 4 中上健次/著 インスクリプト

57 923.7 紫禁城の月 下 王躍文/著 東紫苑/訳 メディア総合研究所

58 923.7 ブラインド・マッサージ 畢飛宇/著 飯塚容/訳 白水社

59 930.2 ホロコーストとユーモア精神 広瀬佳司/編著 佐川和茂/編著 彩流社

60 933.7 アルバート、故郷に帰る ホーマー・ヒッカム/著 金原瑞人/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

61 933.7 泉 キャサリン・チャンター/著 玉木亨/訳 東京創元社

62 933.7 エアポート危機一髪 ヘレン・ウェルズ/著 友田葉子/訳 論創社

63 933.7 絞首人 シャーリイ・ジャクスン/著 佐々田雅子/訳 文遊社

64 933.7 J・G・リーダー氏の心 エドガー・ウォーレス/著 板垣節子/訳 論創社

65 933.7 生か、死か マイケル・ロボサム/著 越前敏弥/訳 早川書房

66 933.7 伝説のアイスレーサー アンディ・ブル/著 高瀬明彦/訳
パーソナルケア出版
部

67 933.7 ニガー・ヘヴン
カール・ヴァン・ヴェクテン/著 三宅美千代/
訳・解説

未知谷

68 933.7 森の人々 ハニヤ・ヤナギハラ/著 山田美明/訳 光文社

69 936 煙が目にしみる ケイトリン・ドーティ/著 池田真紀子/訳 国書刊行会

70 936 プリズン・ブック・クラブ アン・ウォームズリー/著 向井和美/訳 紀伊國屋書店

71 940.2 グリム童話のメタファー 野口芳子/著 勁草書房

72 973 完訳中世イタリア民間説話集 瀬谷幸男/訳 狩野晃一/訳 論創社

73 973 ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ/著 中山エツコ/訳 河出書房新社

74 973 ひつじのドリー ダーチャ・マライーニ/著 望月紀子/訳 未來社

75 980.2 チェーホフさん、ごめんなさい! 児島宏子/著 未知谷

76 983 むずかしい年ごろ アンナ・スタロビネツ/著 沼野恭子/訳 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F I love letter あさのあつこ/著 文藝春秋

2 F 青空 井上文夫/著 新日本出版社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子/著 新潮社

4 F 赤ん坊が指さしてる門 いしいしんじ/文 荒井良二/絵
子ども未来研究セン
ター

5 F アグニオン 浅生鴨/著 新潮社

6 F 朝が来るまでそばにいる 彩瀬まる/[著] 新潮社

7 F 明日の食卓 椰月美智子/著 KADOKAWA

8 F あずかりやさん [2] 大山淳子/著 ポプラ社

9 F 新しい鳥たち 片山恭一/著 光文社

10 F 天晴れアヒルバス 山本幸久/著 実業之日本社

11 F あなたのための誘拐 知念実希人/著 祥伝社

12 F 雨の狩人 大沢在昌/著 幻冬舎

13 F アリス・ザ・ワンダーキラー 早坂吝/著 光文社

14 F 生きる故 矢野隆/著 PHP研究所

15 F E高生の奇妙な日常 田丸雅智/[著] 角川春樹事務所

16 F うつけ世に立つ 早見俊/著 徳間書店

17 F 裏切りのプログラム 柳井政和/著 文藝春秋

18 F エウレカの確率 [3] 石川智健/著 講談社

19 F 江戸を造った男 伊東潤/著 朝日新聞出版

20 F 桜風堂ものがたり 村山早紀/著 PHP研究所

21 F 大癋見警部の事件簿リターンズ 深水黎一郎/著 光文社

22 F 掟上今日子の家計簿 西尾維新/著 講談社

23 F お手がみください 高森美由紀/著 産業編集センター

24 F 俺はNOSAKAだ 野坂昭如/著 新潮社

25 F 陰陽師 玉兎ノ巻 夢枕獏/著 文藝春秋

26 F 月輪先生の犯罪捜査学教室 岡田秀文/著 光文社

27 F 完本百鬼夜行-陰 京極夏彦/著 講談社

28 F 完本百鬼夜行-陽 京極夏彦/著 講談社

29 F 利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林栗奈/著 産業編集センター

30 F 気まぐれ食堂 有間カオル/著 東京創元社

31 F 教室の灯りは謎の色 水生大海/著 KADOKAWA

32 F 梟首の遺宝 大村友貴美/著 KADOKAWA

33 F 楠正行 扇谷昭/著 文芸社

34 F グッドモーニングショー 君塚良一/原案 三羽省吾/著 扶桑社

35 F 光炎の人 上 木内昇/著 KADOKAWA

36 F 光炎の人 下 木内昇/著 KADOKAWA

37 F 黒面の狐 三津田信三/著 文藝春秋

38 F ゴッド・スパイダー 三浦明博/著 講談社

39 F
『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK
vol.14

『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社

40 F 五弁の秋花 梶よう子/著 新潮社

41 F サイレント・ブレス 南杏子/著 幻冬舎

42 F 裁く眼 我孫子武丸/著 文藝春秋

- 24 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

43 F 三国志 5 吉川英治/著 1万年堂出版

44 F 時限人形 川辺純可/著 原書房

45 F 失踪者 下村敦史/著 講談社

46 F 失踪.com 原田ひ香/著 集英社

47 F 芝浜 山本一力/著 小学館

48 F 新極道記者 塩崎利雄/著 徳間書店

49 F ストロベリーライフ 荻原浩/著 毎日新聞出版

50 F スローバラード 小路幸也/著 実業之日本社

51 F 世界が記憶であふれる前に 岡本貴也/著 小学館

52 F 世界見物いたしたく候 逸見鵜映/著 郁朋社

53 F 戦国24時 木下昌輝/著 光文社

54 F 太陽がいっぱい 樋口毅宏/著 扶桑社

55 F ダーク・リバー 二上剛/著 講談社

56 F 駄犬道中おかげ参り 土橋章宏/著 小学館

57 F 魂の沃野 上 北方謙三/著 中央公論新社

58 F 魂の沃野 下 北方謙三/著 中央公論新社

59 F 地上の星 村木嵐/著 文藝春秋

60 F 挑戦者たち 法月綸太郎/著 新潮社

61 F 罪のあとさき 畑野智美/著 双葉社

62 F 燈火 三浦哲郎/著 幻戯書房

63 F 十津川警部わが愛する犬吠の海 西村京太郎/著 祥伝社

64 F 流れ施餓鬼 宇江敏勝/著 新宿書房

65 F 何様 朝井リョウ/著 新潮社

66 F 日本核武装 高嶋哲夫/著 幻冬舎

67 F 猫には推理がよく似合う 深木章子/著 KADOKAWA

68 F 農ガール、農ライフ 垣谷美雨/著 祥伝社

69 F 望み 雫井脩介/著 KADOKAWA

70 F 励み場 青山文平/[著] 角川春樹事務所

71 F 反社会品 久坂部羊/著 KADOKAWA

72 F 人の樹 村田喜代子/著 潮出版社

73 F ヒポクラテスの憂鬱 中山七里/著 祥伝社

74 F 不機嫌な姫とブルックナー団 高原英理/著 講談社

75 F 淵に立つ 深田晃司/著 ポプラ社

76 F ブラッド・ブレイン 小島正樹/著 講談社

77 F ペットショップボーイズ 竹吉優輔/著 光文社

78 F 冒険の森へ 3  集英社

79 F ぼくはまだ、横浜でキスをしない 樋口有介/[著] 角川春樹事務所

80 F 星へ行く船 新井素子/著 出版芸術社

81 F 北海の堕天使 吉岡平/著 毎日新聞出版

82 F 曲がり木たち 小手鞠るい/著 原書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 F 「幻の東京オリンピック」の夢にかけた男 古城庸夫/著 春風社

84 F 花や今宵の 藤谷治/著 講談社

85 F ヴァラエティ 奥田英朗/著 講談社

86 F 叛骨 上 津本陽/著 潮出版社

87 F 叛骨 下 津本陽/著 潮出版社

88 F 東京二十三区女 長江俊和/著 幻冬舎

89 F 通りすがりのレイディ 新井素子/著 出版芸術社

90 F 豆大福と珈琲 片岡義男/著 朝日新聞出版

91 F みかづき 森絵都/著 集英社

92 F 亡者は囁く 吉田恭教/著 南雲堂

93 F 役僧たちの反乱 望月廣次郎/著 作品社

94 F 遊戯神通伊藤若冲 河治和香/著 小学館

95 F 夢みる葦笛 上田早夕里/著 光文社

96 F 夜に啼く鳥は 千早茜/著 KADOKAWA

97 F 料理通異聞 松井今朝子/著 幻冬舎

98 F ワイルドフラワーの見えない一年 松田青子/著 河出書房新社

99 F 分かれ道ノストラダムス 深緑野分/著 双葉社

100 F わずか一しずくの血 連城三紀彦/著 文藝春秋

101 F わすれて、わすれて 清水杜氏彦/著 早川書房

102 F 私の人生なのに 清智英/原案 東きゆう/著 講談社

103 F わたしの隣の王国 七河迦南/[著] 新潮社

104 F 渡辺淳一恋愛小説セレクション 5 渡辺淳一/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B135.3 論理学
エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック/[著]
山口裕之/訳

講談社

2 B796 将棋観戦記コレクション 後藤元気/編 筑摩書房

3 B813.1 辞書になった男 佐々木健一/著 文藝春秋

4 B918.6 路上のジャズ 中上健次/著 中央公論新社

5 B933 眠れる森の美女にコーヒーを クレオ・コイル/著 小川敏子/訳 原書房

6 B933.7 死の鳥 ハーラン・エリスン/著 伊藤典夫/訳 早川書房

7 B933.7 トルテカ神の聖宝を発見せよ! 上
クライブ・カッスラー/著 ラッセル・ブレイク/
著

扶桑社

8 B933.7 トルテカ神の聖宝を発見せよ! 下
クライブ・カッスラー/著 ラッセル・ブレイク/
著

扶桑社

9 B933.7 蛇の書 ジェシカ・コーンウェル/著 宇佐川晶子/訳 早川書房

10 B933.7 61時間 下 リー・チャイルド/[著] 小林宏明/訳 講談社

11 B943.7 悪徳小説家 ザーシャ・アランゴ/著 浅井晶子/訳 東京創元社

12 B952.6 ロレンザッチョ ミュッセ/著 渡辺守章/訳 光文社

13 B953.7 その先は想像しろ エルヴェ・コメール/著 田中未来/訳 集英社

14 BF あきない世傳金と銀 2 高田郁/著 角川春樹事務所

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 BF 隠密味見方同心 6 風野真知雄/[著] 講談社

16 BF 神隠し 鳥羽亮/著 双葉社

17 BF 喜連川の風 稲葉稔/[著] KADOKAWA

18 BF 共犯捜査 堂場瞬一/著 集英社

19 BF 孤高のメス 大鐘稔彦/[著] 幻冬舎

20 BF 燦 8 あさのあつこ/著 文藝春秋

21 BF 襲撃者 鳥羽亮/[著] 幻冬舎

22 BF 小説君の名は。 新海誠/[著] KADOKAWA

23 BF 破暁の道 上 小杉健治/著 祥伝社

24 BF 破暁の道 下 小杉健治/著 祥伝社

25 BF 崇徳院を追いかけて 鯨統一郎/著 東京創元社

26 BF 歌わない笛 内田康夫/[著] 講談社

27 BF エチュード春一番 第2曲 荻原規子/著 講談社

28 BF 豹頭王の来訪 五代ゆう/著 天狼プロダクション/監修 早川書房

29 BF 木乃伊の気 鈴木英治/著 双葉社

30 BF 柳に風 佐伯泰英/著 文藝春秋

31 BF 夕涼み 藤井邦夫/著 文藝春秋

32 BF 平成紀 青山繁晴/[著] 幻冬舎

33 BF なでしこ日和 中島要/著 角川春樹事務所

34 BF 日蝕の断層 森村誠一/[著] 講談社

35 BF 大江戸秘脚便 倉阪鬼一郎/[著] 講談社

36 BF 聖域侵犯 濱嘉之/著 文藝春秋

37 BF 永遠(とわ)に 今井絵美子/著 角川春樹事務所

38 BF 二度泣いた少女 堂場瞬一/[著] 講談社

39 BF 人情そこつ長屋 井川香四郎/著 文藝春秋

40 BF 猫と漱石と悪妻 植松三十里/著 中央公論新社

41 BF 万能鑑定士Qの最終巻 松岡圭祐/[著] 講談社

42 BF 妖気の山路 鈴木英治/著 徳間書店

43 BF ワスレロモノ 森川智喜/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G756.6 Swords of Japan 久保恭子/著 ポール・マーティン/訳 東京美術

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R027.5 全国フリーペーパーガイド 2016  
メディア・リサー
チ・センター

2 R210.3 山川日本史小辞典 日本史広辞典編集委員会/編 山川出版社

G 外国語資料 

R 参考図書 

★ 参考図書は閲覧のみの利用となります 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 R217.5 太平洋戦争図書目録 2005-2015 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

4 R327.1 司法書士白書 2016年版 日本司法書士会連合会/編 日本加除出版

5 R334.6 土地白書 平成28年版 国土交通省/編集 勝美印刷

6 R336.9 現代会計用語辞典 興津裕康/監修 大矢知浩司/監修 税務経理協会

7 R350.9 世界国勢図会 2016/17 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

8 R392.1 日本の防衛 平成28年版 防衛省/編集 日経印刷

9 R498.0 国民衛生の動向 2016/2017 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

10 R629.7 香り植物図鑑
スティーブン・レイシー/著 アンドリュー・
ローソン/写真

柊風舎

11 R678.2 通商白書 2016 経済産業省/編集 勝美印刷

12 R689.2 観光白書 平成28年版 国土交通省観光庁/編 昭和情報プロセス

13 R703.1 西洋美術作品レファレンス事典 個人美術全集・版画篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

14 R786.1 登山白書 2016 山と溪谷社ヤマケイ登山総合研究所/編 山と溪谷社

15 R910.2 現代日本文学綜覧シリーズ 36 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016 富山県立図書館年報 平成27年度 富山県立図書館/編 富山県立図書館

2 T050 富山大学人文学部紀要 第65号 富山大学人文学部/[編] 富山大学人文学部

3 T069 氷見市立博物館年報 第34号 平成27年度 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

4 T180 いきいき古刹探訪 9(平成27年度 十周年) 藤田勇信/編 藤田勇信

5 T232 富山市の昭和 いき出版/企画・制作 しなのき書房/編集 いき出版

6 T232 富山市ふるさと歴史map 一覧表・写真編 富山市教育委員会生涯学習課
富山市教育委員会生
涯学習課

7 T234.3 蟹寺の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/企画・編集・発行 佐田/保

8 T234.3 西笹津の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/企画・編集・発行 佐田/保

9 T234.3 楡原の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田 保編 佐田 保

10 T314 富山県議会定例会会議録 平成28年6月 富山県議会/[編] 富山県議会

11 T314 富山県議会臨時会会議録 平成28年8月 富山県議会/編 富山県議会

12 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 平成27年度 富山市/[編] 富山市

13 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成28年6月 富山市議会/編 富山市議会

14 T318.3 富山市議会定例会議案 平成28年9月 富山市/[編] 富山市

15 T318.3
富山市行政苦情オンブズマン活動状況報告書 平成27年
度

富山市行政苦情オンブズマン事務局/[編]
富山市行政苦情オン
ブズマン事務局

16 T344 予算特別委員会会議録 平成28年6月 富山県議会/[編] 富山県議会

17 T353 市政概要 平成28年度 富山市議会事務局/編集 富山市議会事務局

18 T367 富山市男女共同参画白書 平成28年版 富山市市民生活部男女参画・市民協働課/編
富山市市民生活部男女
参画・市民協働課

19 T377.3 富山市立富山外国語専門学校学校要覧 2016 富山市立富山外国語専門学校/[編] 富山外国語専門学校

20 T377.3 とやまの私立専修学校・各種学校ガイド 2017 富山県専修学校各種学校連合会/編
富山県専修学校各種
学校連合会

21 T380.6 富山県の葬儀と法要  富山新聞社

22 T388 越中の民話 第1集 伊藤曙覧/編 石崎直義/編 未來社

23 T659 新編黒部の山人 鬼窪善一郎/語り 白日社編集部/編 山と溪谷社

T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 T708 マイ・ベスト×ユア・ベスト 富山県立近代美術館/編 富山県立近代美術館

25 T718 磯部石仏 松井和子/編 西森敏幸/編
磯部町四丁目地蔵奉
賛会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あしあとだ〜れ? ねもとまゆみ/脚本 鈴木幸枝/絵 童心社

2 C おすしのみいちゃんどーこだ!? 久住卓也/作絵 教育画劇

3 C おにぎりさんきょうだい つぼいじゅり/作絵 教育画劇

4 C おにーとひのたまくんおかしランドにいく ひらのゆきこ/作絵 教育画劇

5 C 曾根崎心中 近松門左衛門/原作 サワジロウ/脚本・絵 雲母書房

6 C たっくんタクシー こがようこ/脚本 村田エミコ/絵 童心社

7 C とかげのぺろちゃん 高家博成/脚本 タダサトシ/絵 童心社

8 C ドッカーン!カレーのしま 本田雅也/作 はしあさこ/絵 教育画劇

9 C ぼくのズボンととりかえっこする? いぬいとみこ/原作 なとりちづ/脚本 童心社

10 C ラーメンひめ ときわひろみ/作 出口かずみ/絵 教育画劇

11 C ロールパンのろうるさん 小山友子/作絵 教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あきいろのころわん 間所ひさこ/作 黒井健/絵 ひさかたチャイルド

2 E あららありゃりゃ 小長谷清実/ぶん 五辻盈/え 福音館書店

3 E いかにんじゃ みきすぐる/さく おおのこうへい/え PHP研究所

4 E いたずらえほんがたべちゃった! リチャード・バーン/作 林木林/訳 ブロンズ新社

5 E いたずらジャック 橋本さやか/著 滋慶出版/つちや書店

6 E いもほりくろくま たかいよしかず/さく・え くもん出版

7 E えだまめきょうだい 苅田澄子/文 わたなべあや/絵 アリス館

8 E おいしいかぞえうた 岸田衿子/ぶん 古矢一穂/え 福音館書店

9 E おおどろぼうヌスート 高畠じゅん子/作 高畠純/絵 ほるぷ出版

10 E おじいちゃんのだいこうぶつ まご 塚本やすし/絵 ふじしろはやと/文 朝日新聞出版

11 E おつきみ あまんきみこ/作 黒井健/絵 ひさかたチャイルド

12 E おばあちゃんのあかいマント
ローレン・カスティーヨ/さく たがきょうこ/や
く

ほるぷ出版

13 E かいものづくし いしだえつ子/文 いしはらみえこ/絵 福音館書店

14 E キョウリュウがほしい ハーウィン・オラム/文 きたむらさとし/絵・訳 BL出版

15 E きょうはそらにまるいつき 荒井良二/著 偕成社

16 E きょうはハロウィン 平山暉彦/さく 福音館書店

17 E キリンですけど 高倉浩司/文 丸山誠司/絵 絵本館

18 E くいしんぼうのクジラ 谷口智則/作 あかね書房

19 E ぐやんよやん 長谷川摂子/ぶん ながさわまさこ/え 福音館書店

C かみしばい 

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 E ケチャップれっしゃ ザ・キャビンカンパニー/作・絵 鈴木出版

21 E コロッケできました 彦坂有紀/作 もりといずみ/作 講談社

22 E サリバン先生とヘレン デボラ・ホプキンソン/文 ラウル・コローン/絵 光村教育図書

23 E しいちゃんおひめさまになる えがしらみちこ/作 アリス館

24 E しまふくろうとふゆのつき 手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版

25 E 10ねこ 岩合光昭/[作] 福音館書店

26 E たびネコさん
ケイト・バンクス/作 ローレン・カスティーヨ/
絵

きじとら出版

27 E ちいさなじけん ふくしまはな/絵 青山花/文 クレヨンハウス

28 E つきよのたけとんぼ 梅田俊作/作 新日本出版社

29 E てんこうせいはつばめくん こんのひとみ/作 いもとようこ/絵 金の星社

30 E ど いざわかつあき/作 こやまともこ/絵 白泉社

31 E となりのイカン 中山千夏/文 長谷川義史/絵 ハモニカブックス

32 E とのさまと海 三遊亭白鳥/作 小原秀一/絵 あかね書房

33 E トリックオアトリート! 岡村志満子/作 くもん出版

34 E 日本の神話古事記えほん 3 三浦佑之/監修 荻原規子/文 小学館

35 E ねこ・こども 佐々木マキ/さく 福音館書店

36 E ねずみさんのくらべっこ 多田ヒロシ/作 こぐま社

37 E ばななくんがね… とよたかずひこ/さく・え 童心社

38 E ハロウィーンのひみつ はやしちかげ/[作] 金の星社

39 E パンダともだちたいそう いりやまさとし/作 講談社

40 E ひまなこなべ 萱野茂/文 どいかや/絵 あすなろ書房

41 E ひょっこりひとつ 佐々木マキ/さく 福音館書店

42 E ビリンちゃんのもちがっせん 平田明子/文 大島妙子/絵 ほるぷ出版

43 E プーさんとであった日
リンジー・マティック/ぶん ソフィー・ブラッ
コール/え

評論社

44 E ペネロペのたのしいハロウィン
アン・グットマン/げんさく ゲオルグ・ハレン
スレーベン/げんさく

岩崎書店

45 E ラマダンのお月さま ナイマ・B.ロバート/文 シーリーン・アドル/絵 解放出版社

46 E りゅうおうさまのたからもの
イチンノロブ・ガンバートル/文 バーサンスレ
ン・ボロルマー/絵

福音館書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K159 レジリエンス入門  ちくまプリマー新書 内田和俊/著 筑摩書房

2 K209 学研まんがNEW世界の歴史 別巻[1]  学研プラス

3 K209 学研まんがNEW世界の歴史 別巻[2] 近藤二郎/監修 学研プラス

4 K211 日本の歴史 大石学/監修 学研プラス

5 K281 超図解!戦国武将事典 小和田哲男/監修 大泉書店

6 K289 レシピにたくした料理人の夢 百瀬しのぶ/文 汐文社

7 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2017年版 永岡書店編集部/編 永岡書店

8 K291 立体地図で見る日本の国土とくらし 1 早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社

9 K307 まちのしくみ モクタン・アンジェロ/絵 こどもくらぶ/編 東京書籍

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 K314 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所/編集 清水書院

11 K317 警察犬になったアンズ 鈴木博房/著 岩崎書店

12 K361 ネットで見たけどこれってホント? 1 北折一/著 少年写真新聞社

13 K369 社会福祉士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

14 K388 世界恐怖図鑑 3
バーバラ・コックス/著 スコット・フォーブス/
著

文溪堂

15 K391 スパイ学
アンディ・ブリッグス/著 こどもくらぶ/訳・編
集

今人舎

16 K457 メガロサウルス たかしよいち/文 中山けーしょー/絵 理論社

17 K461 寿命図鑑 やまぐちかおり/絵 いろは出版/編著 いろは出版

18 K471 根っこのえほん 2 中野明正/編著 根研究学会/協力 大月書店

19 K480 生き物対決スタジアム 1 有沢重雄/構成・文 小宮輝之/監修 旬報社

20 K480 生き物対決スタジアム 2 有沢重雄/構成・文 小宮輝之/監修 旬報社

21 K480 ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡昌江/文 篠崎三朗/絵 学研プラス

22 K481 地球を旅する生き物たち 樋口広芳/監修 PHP研究所

23 K481 びっくり!おどろき!動物まるごと大図鑑 1 中田兼介/著 ミネルヴァ書房

24 K486 チョウとガ カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/著 六耀社

25 K486 ハチのくらし大研究 松田喬/著 PHP研究所

26 K491 からだのふしぎ にしもとおさむ/絵 清水洋美/構成・文 世界文化社

27 K546 新幹線 山崎友也/監修 ポプラ社

28 K590 ただしいもちかたの絵本
WILLこども知育研究所/編・著 すみもとななみ/
絵

金の星社

29 K645 捨て犬たちとめざす明日 今西乃子/著 浜田一男/写真 金の星社

30 K709 日本の世界遺産 山口正/監修 朝日新聞出版

31 K723 フランシスコ・ゴヤ ポール・ロケット/著 六耀社

32 K750
100円ショップでつくってあそぶ なりきり!変身イベン
トあそび

吉田未希子/著 いかだ社

33 K780 こどもオリンピック新聞  世界文化社

34 K783 知ってる?卓球 藤井寛子/著
ベースボール・マガ
ジン社

35 K783
しらべよう!たのしもう!かならずわかるラグビー入門
3

稲葉茂勝/文・構成 こどもくらぶ/編集
ベースボール・マガ
ジン社

36 K785 私が今日も、泳ぐ理由 金治直美/文 学研プラス

37 K789 試合で勝てる!小学生の柔道上達のコツ50 朝飛大/監修 メイツ出版

38 K798 建築めいろ 嵩瀬ひろし/作 なすみそいため/絵 エクスナレッジ

39 K801 世界のあいさつことば学 稲葉茂勝/著 今人舎

40 K913 いえのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

41 K913 いつも心の中に 小手鞠るい/作 金の星社

42 K913 絵描きと天使 石倉欣二/作・絵 ポプラ社

43 K913 おばけのコッチわくわくとこやさん 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

44 K913 金魚たちの放課後 河合二湖/著 小学館

45 K913 くじらのくじらん 市川宣子/さく 村田エミコ/え リーブル

46 K913 くらのそとのお針箱 水沢いおり/作 石橋富士子/絵 偕成社

47 K913 五七五の夏 万乃華れん/作 黒須高嶺/絵 文研出版

48 K913 真田十勇士 4 松尾清貴/著 理論社

49 K913 三年三組黒板の花太郎さん 草野あきこ/作 北村裕花/絵 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

50 K913 10分で読めるはじめての落語 土門トキオ/文 橘家仲蔵/監修 学研プラス

51 K913 戦国ベースボール [6] りょくち真太/作 トリバタケハルノブ/絵 集英社

52 K913 翼もつ者 みおちづる/作 川浦良枝/絵 新日本出版社

53 K913 釣りに行こう! 高橋秀雄/作 福田岩緒/絵 文研出版

54 K913 2年A組探偵局 [7] 宗田理/作 はしもとしん/絵 KADOKAWA

55 K913 ねこまつりのしょうたいじょう いとうみく/作 鈴木まもる/絵 金の星社

56 K913 ぼくらの無人島戦争 宗田理/作 はしもとしん/絵 KADOKAWA

57 K913 お・は・よ・う いまむらあしこ/文 ひらさわともこ/絵 あすなろ書房

58 K913 私のスポットライト 林真理子/著 ポプラ社

59 K913 わたしがここにいる理由 片川優子/作 岩崎書店

60 K913 笑われたくない! 手嶋ひろ美/作 大庭賢哉/絵 文研出版

61 K913 マルの背中 岩瀬成子/著 講談社

62 K913 まんぷく寺でまってます 高田由紀子/作 木村いこ/絵 ポプラ社

63 K913 昔話法廷
NHK Eテレ「昔話法廷」制作班/編 今井雅子/原
作

金の星社

64 K913 もしきみが泣いたら 小林深雪/作 牧村久実/絵 講談社

65 K913 もののけ屋 [2] 廣嶋玲子/作 東京モノノケ/絵 静山社

66 K913 幽霊少年シャン 高橋うらら/作 黒須高嶺/絵 新日本出版社

67 K913 ギュレギュレ! 斉藤洋/作 樋口たつの/画 偕成社

68 K913 夜露姫 みなと菫/著 講談社

69 K913 落語少年サダキチ 田中啓文/作 朝倉世界一/画 福音館書店

70 K913 リジェクション 佐藤まどか/著 講談社

71 K913 日小見不思議草紙 藤重ヒカル/作 飯野和好/絵 偕成社

72 K913 ピクルスとふたごのいもうと 小風さち/文 夏目ちさ/絵 福音館書店

73 K913 魔法医トリシアの冒険カルテ 2 南房秀久/著 小笠原智史/絵 学研プラス

74 K913 まほうのバス 中島和子/作 江田ななえ/絵 金の星社

75 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 01 石崎洋司/作 藤田香/絵 講談社

76 K933 王女さまのお手紙つき 5
ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E☆/企画・構
成

学研プラス

77 K933 13階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス/作 テリー・デントン/絵 ポプラ社

78 K938 ロアルド・ダールコレクション 別巻3 ロアルド・ダール/[著] 評論社

79 K933 王女さまのお手紙つき 6
ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E☆/企画・構
成

学研プラス

80 K933 呪われた図書館
ドリー・ヒルスタッド・バトラー/作 もりうち
すみこ/訳

国土社

81 K933 空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ ケイト・ディカミロ/作 K.G.キャンベル/絵 徳間書店

82 K933 ブーツをはいたキティのおはなし
ビアトリクス・ポター/さく クェンティン・ブ
レイク/え

静山社

83 K933 ベストフレンズベーカリー 2 リンダ・チャップマン/著 中野聖/訳 学研プラス

84 K933 ミス・ビアンカ ひみつの塔の冒険 マージェリー・シャープ/作 渡辺茂男/訳 岩波書店

85 K943 くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス/作・絵 大社玲子/訳 岩波書店

86 K943 動物と話せる少女リリアーネ 11 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智子/訳 学研プラス

87 K943 飛び込み台の女王 マルティナ・ヴィルトナー/作 森川弘子/訳 岩波書店

88 K943 ニット帽の天使
オトフリート・プロイスラー/作 ヘルベルト・
ホルツィング/絵

さ・え・ら書房

89 K953 ちいさな曲芸師バーナビー バーバラ・クーニー/再話・絵 末盛千枝子/訳 現代企画室
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