
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 ペーパーレス時代の紙の価値を知る 柴田博仁/著 大村賢悟/著 産業能率大学出版部

2 007.1 60分でわかる!ディープラーニング最前線 ディープラーニング研究会/著 関根
嵩之/監修

技術評論社

3 007.1 人工知能 中島秀之/編著 丸山宏/編著 小学館

4 007.1 ハピネスを求めて 矢野和男/[ほか]著 武田計測先端知
財団/編

丸善プラネット

5 007.1 イラストで学ぶディープラーニング 山下隆義/著 講談社

6 007.3 ヤンキーや引きこもりと創ったIT企業が年商7億 青野豪淑/著 朝日新聞出版

7 007.3 the four GAFA スコット・ギャロウェイ/著 渡会圭
子/訳

東洋経済新報社

8 007.3 日本一「ふざけた」会社のギリギリセーフな仕事術  （中公新書ラクレ） シモダテツヤ/著 中央公論新社

9 007.3 鎌倉資本主義 柳澤大輔/著 プレジデント社

10 007.3 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!インスタグラム超入門 リンクアップ/著 技術評論社

11 007.5 スマホメモ 須藤亮/著 CCCメディアハウス

12 007.6 ゼロからわかるRuby超入門 五十嵐邦明/著 松岡浩平/著 技術評論社

13 007.6 macOS Mojaveパーフェクトマニュアル 井村克也/著 ソーテック社

14 007.6 これから学ぶPython 大津真/著 インプレス

15 007.6 なぜ?がわかるデータベース 小笠原種高/著 翔泳社

16 007.6 macOS Mojaveマスターブック 小山香織/著 マイナビ出版

17 007.6 Photoshopはじめての教科書 齋藤香織/著 SBクリエイティブ

18 007.6 本格学習Java入門 佐々木整/著 技術評論社

19 007.6 絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 高橋京介/著 SBクリエイティブ

20 007.6 Pythonはじめの一歩 西晃生/著 ナツメ社

21 007.6 本気ではじめるiPhoneアプリ作り 西磨翁/著 SBクリエイティブ

22 007.6 データサイエンス教本 橋本洋志/共著 牧野浩二/共著 オーム社

23 007.6 Amazon Alexaプログラミング入門 畠中幸司/著 インプレス

24 007.6 最新SEO完全対策・成功の指南書 山口耕平/監修・著 徳井ちひろ/著
エムディエヌコーポ
レーション

25 007.6 Pythonによるデータ解析入門 山内長承/著 オーム社

26 007.6 はじめてのスマートフォンの困ったをサクッと解決 吉岡豊/著 秀和システム

27 007.6 できるiPhone ⅩS/ⅩS Max/ⅩRパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全
リブロワークス/著 できるシリーズ
編集部/著

インプレス

28 010.1 図書館の自由に関する宣言1979年改訂のころ 塩見昇/著 日本図書館協会図書館の
自由委員会/編

日本図書館協会

29 010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2018 植村八潮/編著 野口武悟/編著
電子出版制作・流通協
議会

30 010.2 図書館さんぽ 図書館さんぽ研究会/編 駒草出版

31 014 図書館情報資源概論 馬場俊明/編著 日本図書館協会

32 014.1 図書館の「捨てると残す」への期待と不安 永江朗/著 共同保存図書館・多摩

33 016.2 京都「私設圖書館」というライフスタイル 田中厚生/著 コトコト

34 019.0 最後の読書 津野海太郎/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 019.1 東大生の本の「使い方」 重松理恵/著 三笠書房

36 019.1 東大生の本棚 西岡壱誠/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

37 019.5 よみきかせのきほん 東京子ども図書館/編集 東京子ども図書館

38 019.9 朝毎読 蜂飼耳/著 青土社

39 019.9 私が食べた本 村田沙耶香/著 朝日新聞出版

40 021.2 著作権法入門 2018-2019 文化庁/編著 著作権情報センター

41 021.4 新ほめられデザイン事典レイアウトデザイン 上田マルコ/著 尾沢早飛/著 翔泳社

42 024.1 出版の崩壊とアマゾン 高須次郎/著 論創社

43 031.4 「日本の伝統」という幻想 藤井青銅/著 柏書房

44 041 ちくま評論選 岩間輝生/編 坂口浩一/編 筑摩書房

45 070.2 沖縄報道  （ちくま新書） 山田健太/著 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 意味がない無意味 千葉雅也/著 河出書房新社

2 111 そこには何かある 牟田隆郎/著 春風社

3 130.2 試験に出る哲学  （NHK出版新書） 斎藤哲也/著 NHK出版

4 133 ポストモダン・ニヒリズム 仲正昌樹/著 作品社

5 133.3 人間知性研究 ヒューム/著 神野慧一郎/訳 京都大学学術出版会

6 140.4 この脳の謎、説明してください! アート・マークマン/著 ボブ・
デューク/著

青土社

7 140.8 シリーズ心理学と仕事 1 太田信夫/監修 北大路書房

8 141.5 認知心理学の視点 犬塚美輪/著 サイエンス社

9 141.5 アイデア大全 読書猿/著 フォレスト出版

10 141.5 東大式失敗の研究 中尾政之/著 WAVE出版

11 141.5 RE：THINK スティーヴン・プール/著 佐藤桂/訳 早川書房

12 141.5 誰でもなれるアイデアの天才 藤由達藏/著 ぱる出版

13 143.5 妻のトリセツ  （講談社+α新書） 黒川伊保子/編著 講談社

14 146.8 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本裕幸/著 大和書房

15 147 斎藤一人ゆるしてあげなさい 高津りえ/著 マキノ出版

16 148.3 最新!赤ちゃんの名づけ新百科 栗原里央子/監修
ベネッセコーポレー
ション

17 148.3 最新!赤ちゃんの名づけ新百科mini 栗原里央子/監修
ベネッセコーポレー
ション

18 151.7 功利主義とは何か カタジナ・デ・ラザリ=ラデク/著
ピーター・シンガー/著

岩波書店

19 159 THE LITTLE BOOK OF LYKKE人生を豊かにする「6つの宝物(こと)」
マイク・ヴァイキング/著 アーヴィ
ン香苗/訳

三笠書房

20 159 「自己啓発」は私を啓発しない  （マイナビ新書） 齊藤正明/著 マイナビ

21 159 世界でたったひとりの自分を大切にする 鈴木秀子/著 文響社

22 159 目標達成の心理学GOSPA 滝内恭敬/著
サンライズパブリッシ
ング

23 159 「やる気が出ない」がなくなる本 千田衞/著 秀和システム

24 159 斎藤一人お金に嫌われない大成功の仕組み 千葉純一/著 マキノ出版

25 159 これからの時代のお金に強い人、弱い人 サチン・チョードリー/著 フォレスト出版

26 159 いのちいろはノート 日野原重明/著 柳沢京子/きりえ ほおずき書籍

27 159 知的生活の設計 堀正岳/著 KADOKAWA

28 159 バカとつき合うな 堀江貴文/著 西野亮廣/著 徳間書店

29 159 「いい人」をやめる脳の習慣 茂木健一郎/著 学研プラス

30 159 動じないで生きる 矢作直樹/著 幻冬舎

31 159 年収1億円になる人の習慣 山下誠司/著 ダイヤモンド社

32 159 習慣が10割 吉井雅之/著 すばる舎

33 159 自分を信じるということ 和田秀樹/著 マガジンハウス

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 159.4 できる人の仕事のしかた リチャード・テンプラー/著 桜田直
美/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

35 159.4 インディペンデントな働き方 藤井孝一/著 三笠書房

36 159.6 お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? 心屋仁之助/著 廣済堂出版

37 159.7 実践!50歳からのライフシフト術 大野誠一/著 豊田義博/著 NHK出版

38 159.7 弘兼流ぼくのピンピンコロリ 弘兼憲史/著 新講社

39 159.7 終生知的生活の方法  （扶桑社新書） 渡部昇一/著 扶桑社

40 159.8 日本のことわざを心に刻む 岩男忠幸/著 東邦出版

41 159.8 人生を豊かにする英語の諺 森山進/著 研究社

42 160.4 いま宗教に向きあう 3 池澤優/編集委員 藤原聖子/編集委員 岩波書店

43 167 大学生・社会人のためのイスラーム講座 小杉泰/編 黒田賢治/編 ナカニシヤ出版

44 169.1 最高の人生のつくり方 高橋佳子/著 三宝出版

45 169.1 オウム事件の本質 竹岡俊樹/著 勉誠出版

46 170 神社のおしえ 神田明神/編著 小学館

47 170 神道とは何か 平川祐弘/著 牧野陽子/著 錦正社

48 175.8 るるぶお伊勢まいり 2019 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

49 175.9 英訳付き明治神宮案内帖 明治神宮/監修
パルコエンタテインメ
ント事業部

50 188.5 密教像のすべて  枻出版社

51 188.6 法然 平雅行/著 山川出版社

52 188.8 人生に悔いを残さないための「悟り」入門 長谷川俊道/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

53 191.1 信仰と医学 帚木蓬生/著 KADOKAWA

54 192.8 聖母マリア ダニエル・S.レビー/著 片山美佳子/
訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

55 193 上馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門 上馬キリスト教会/著 講談社

56 193 聖書の情景 深井智朗/著 春秋社

57 198.2 宣教のヨーロッパ  （中公新書） 佐藤彰一/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 独学で歴史家になる方法 礫川全次/著 日本実業出版社

2 203.6 戦争の世界史大図鑑 R.G.グラント/編著 樺山紘一/日本語
版総監修

河出書房新社

3 204 逆境だらけの人類史 ビル・プライス/著 定木大介/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

4 209.7 プラハの子ども像 早乙女勝元/著 新日本出版社

5 210 戦争と図書館 小山騰/著 勉誠出版

6 210.4 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 平林純/著 集英社

7 211 並べて学べば面白すぎる世界史と日本史 倉山満/著 KADOKAWA

8 211 「武国」日本  （平凡社新書） 佐伯真一/著 平凡社

9 212.7 東西弥生文化の結節点・朝日遺跡 原田幹/著 新泉社

10 213 日本神話の「謎」を歩く 藤井勝彦/文・写真 天夢人

11 213.2 古墳時代の王権と集団関係 和田晴吾/著 吉川弘文館

12 213.2 古墳の被葬者を推理する 白石太一郎/著 中央公論新社

13 213.4 大化改新を考える  （岩波新書 新赤版） 吉村武彦/著 岩波書店

14 215 学校では教えてくれない江戸・幕末史の授業 井沢元彦/著
PHPエディターズ・グ
ループ

15 215 最後の弾左衛門 塩見鮮一郎/著 河出書房新社

16 215 村役人のお仕事 山崎善弘/著 東京堂出版

17 215 百姓一揆  （岩波新書　新赤版） 若尾政希/著 岩波書店

18 215.8 幕末維新像の新展開 宮地正人/著 花伝社

19 216 明治天皇の世界史  （PHP新書） 倉山満/著 PHP研究所

20 216 日本の島 産業・戦争遺産 斎藤潤/著 マイナビ出版

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 216 歴史の「普通」ってなんですか?  （ベスト新書） パオロ・マッツァリーノ/著 ベストセラーズ

22 216 「明治一五〇年」で考える ダニエル・V.ボツマン/編 塚田孝/編 山川出版社

23 216.1 明治維新の「噓」を見破るブックガイド 田中聡/著 河出書房新社

24 216.1 呪われた戊辰戦争 星亮一/著 さくら舎

25 217 昭和戦争史講義 一ノ瀬俊也/著 人文書院

26 217 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本  （光文社新書） J.ウォーリー・ヒギンズ/著 光文社

27 217.5 ルポ土地の記憶 室田元美/著 社会評論社

28 217.7 平成の軌跡 新聞通信調査会/編集 共同通信社/編
集

新聞通信調査会

29 219.3 不忍池ものがたり 鈴木健一/著 岩波書店

30 219.5 広い世界とつながる信州 長野県立歴史館/編 信濃毎日新聞社

31 219.6 大坂城全史  （ちくま新書） 中村博司/著 筑摩書房

32 219.6 大大阪モダニズム遊覧 橋爪紳也/著 芸術新聞社

33 222.6 モンゴルの歴史 宮脇淳子/著 刀水書房

34 227.9 イスラエルに関する十の神話 イラン・パペ/著 脇浜義明/訳 法政大学出版局

35 230.5 静寂と沈黙の歴史 アラン・コルバン/著 小倉孝誠/訳 藤原書店

36 231 図説古代ギリシアの暮らし 高畠純夫/著 齋藤貴弘/著 河出書房新社

37 234.0 ドイツ革命 池田浩士/著 現代書館

38 234.0 ヒトラー死の真相 上･下 ジャン=クリストフ・ブリザール/著
ラナ・パルシナ/著

原書房

39 238.0 プーチンとロシア革命 遠藤良介/著 河出書房新社

40 253.0 ニイハウ・ゼロ シド・ジョーンズ/著 高木晃治/訳 双葉社

41 281.0 わたしをひらくしごと 野村美丘/取材・文 藤田二朗/写真 KTC中央出版

42 288.4 天皇交代 明石元紹/著 岩井克己/著 講談社

43 288.4 新天皇と日本人 小山泰生/著 海竜社

44 288.4 花と緑が語るハプスブルク家の意外な歴史 関田淳子/編 朝日新聞出版

45 288.4 天皇<125代>の歴史 山本博文/監修 かみゆ歴史編集部/編
著

西東社

46 289.1 江藤新平 大庭裕介/著 戎光祥出版

47 289.1 小泉信三  （中公新書） 小川原正道/著 中央公論新社

48 289.1 鶴見俊輔伝 黒川創/著 新潮社

49 289.1 拗ね者たらん 後藤正治/著 講談社

50 289.1 中世武士畠山重忠 清水亮/著 吉川弘文館

51 289.1 鷹と生きる 谷山宏典/著 山と溪谷社

52 289.1 ぷらべん 冨岡一成/著 旬報社

53 289.1 明智光秀 残虐と謀略  （祥伝社新書） 橋場日月/著 祥伝社

54 289.1 戦場の田中角栄 馬弓良彦/著 毎日ワンズ

55 289.3 ナイチンゲール神話と真実 ヒュー・スモール/著 田中京子/訳 みすず書房

56 289.3 日本を愛した人類学者 田中一彦/著 忘羊社

57 289.3 最強の女性狙撃手 リュドミラ・パヴリチェンコ/著 龍
和子/訳

原書房

58 289.3 アーネスト・サトウと倒幕の時代 孫崎享/著 現代書館

59 289.3 ルーズベルトの死の秘密 スティーヴン・ロマゾウ/著 エリッ
ク・フェットマン/著

草思社

60 290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2019年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

61 290.3 なるほど知図帳世界 2019  昭文社

62 290.9 地球の歩き方 B05 シアトルポーランド 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

63 290.9 地球の歩き方 B10 フロリダ 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

64 290.9 地球の歩き方 D01 中国 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

65 290.9 地球の歩き方 D19 マレーシア ブルネイ 『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 D23 ラオス 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

67 290.9 旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ 丸山ゴンザレス/編 世界トラベラー
情報研究会/編

辰巳出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

68 290.9 旅の賢人たちがつくった女子ひとり海外旅行最強ナビ 山田静withひとり旅活性化委員会/編 辰巳出版

69 290.9 海外旅行のスマホ術 2019最新版  日経BP社

70 291 風土記 瀧音能之/監修 平凡社

71 291.0 古地図のひみつ 安藤優一郎/監修 メイツ出版

72 291.0 侘寂温泉 西日本編 魚谷祐介/著 辰巳出版

73 291.0 侘寂温泉 東日本編 魚谷祐介/著 辰巳出版

74 291.0 今がわかる時代がわかる日本地図 2019年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

75 291.0 なるほど知図帳日本 2019  昭文社

76 291.1 札幌の地名がわかる本 関秀志/編 亜璃西社

77 291.2 宮城ぶらり歴史探訪ルートガイド 仙台歴史探見倶楽部/著 メイツ出版

78 291.3 超詳細!もっと東京さんぽ地図 2018 （まっぷるマガジン）  昭文社

79 291.3 るるぶ茨城  '19 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

80 291.6 るるぶ淡路島  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

81 291.7 るるぶ山陽山陰ベスト  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

82 291.9 るるぶ沖縄  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

83 291.9 るるぶ宮崎高千穂  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

84 291.9 るるぶ屋久島奄美種子島  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

85 292.2 香港癒やしの半日旅 池上千恵/著 誠文堂新光社

86 292.2 台湾72時間  JTBパブリッシング

87 292.2 香港完全版  JTBパブリッシング

88 292.2 るるぶ台湾  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

89 292.3 24H Viet nam guide 若宮早希/著 朝日新聞出版

90 292.7 中東深夜便紀行 荒木基/著 イカロス出版

91 293.0 母とヨーロッパへ行く 太田篤子/著 講談社

92 293.4 るるぶスイス 2019 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

93 293.5 るるぶパリ 2019 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

94 293.7 るるぶイタリア  '20 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

95 295.9 キューバ  （地球の歩き方BOOKS）  
ダイヤモンド・ビッグ
社

96 297.2 るるぶニュージーランド 2018 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

97 297.6 ハワイ  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

98 297.6 ハワイ72時間  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ/著 クレール・ル
ヴァスール/地図製作

原書房

2 302.2 地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ/著 セシル・マラ
ン/地図製作

原書房

3 302.2 現代中国を知るための52章 藤野彰/編著 明石書店

4 302.2 THE LAST GIRL ナディア・ムラド/著 ジェナ・クラ
ジェスキ/著

東洋館出版社

5 302.2 さいはての中国  （小学館新書） 安田峰俊/著 小学館

6 302.3 カタルーニャでいま起きていること エドゥアルド・メンドサ/著 立石博
高/訳

明石書店

7 302.4 「アラブの春」とは一体何であったのか 多賀敏行/著 臨川書店

8 302.5 日本人が知っているようで知らないアメリカ 高濱賛/著 海竜社

9 302.5 悲しきアメリカ ミシェル・フロケ/著 大井孝/訳 蒼天社出版

10 302.5 壁の向こうの住人たち A.R.ホックシールド/著 布施由紀子/
訳

岩波書店

11 302.5 知られざるキューバ 渡邉優/著 ベレ出版

12 304 池上彰の「どうしてこうなった?」 池上彰/著 文藝春秋

13 304 日本よ、完全自立を  （文春新書） 石原慎太郎/著 文藝春秋

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 304 この世界の秘密 内海聡/著 イースト・プレス

15 304 日本の論点 2019〜20 大前研一/著 プレジデント社

16 304 ゲラーさん、ニッポンに物申す ロバート・ゲラー/著 東京堂出版

17 304 激論!安倍政権崩壊 田原総一朗/著 佐高信/著 河出書房新社

18 304 習近平は日本語で脅す 高山正之/著 新潮社

19 304 日本が売られる  （幻冬舎新書） 堤未果/著 幻冬舎

20 304 日本を蝕む「極論」の正体  （新潮新書） 古谷経衡/著 新潮社

21 304 いま本当に伝えたい感動的な「日本」の力 馬淵睦夫/著 総和社

22 304 日本一心を揺るがす新聞の社説 4 水谷もりひと/著 ごま書房新社

23 304 大コラム平成思潮 後半戦　平成14＝2002年～ 鷲田小彌太/著 言視舎

24 309.7 アナキズム  （岩波新書　新赤版） 栗原康/著 岩波書店

25 311.8 われわれ自身のなかのヒトラー マックス・ピカート/著 佐野利勝/訳 みすず書房

26 312.1 ほんとにもうひとこと多いこの男 馳浩/著 北國新聞社

27 312.1 平成の政治 御厨貴/編著 芹川洋一/編著 日本経済新聞出版社

28 312.2 北朝鮮おどろきの大転換 KBS<だれが北朝鮮をうごかしている
のか>制作班/著 リュジョンフン/著

河出書房新社

29 312.2 はじめての東南アジア政治 増原綾子/著 鈴木絢女/著 有斐閣

30 312.2 中国政治 楊鳳春/著 三潴正道/監訳 科学出版社東京

31 312.3 「社会分裂」に向かうフランス 尾上修悟/著 明石書店

32 312.3 わたしの信仰 アンゲラ・メルケル/著 フォル
カー・レージング/編

新教出版社

33 312.5 恐怖の男 ボブ・ウッドワード/著 伏見威蕃/訳 日本経済新聞出版社

34 312.5 記者、ラストベルトに住む 金成隆一/著 朝日新聞出版

35 312.5 トランプのアメリカ ニュート・ギングリッチ/著 あえば
直道/監修

産経広告社

36 312.5 ローズヴェルト 新川健三郎/著 清水書院

37 312.5 まさかの大統領 A.J.ベイム/著 河内隆弥/訳 国書刊行会

38 313 政治の衰退 下 フランシス・フクヤマ/著 会田弘継/
訳

講談社

39 316.8 ユダヤ人の歴史と思想 黒川知文/著 ヨベル

40 317.6 公文書問題と日本の病理  （平凡社新書） 松岡資明/著 平凡社

41 318.2 福岡市を経営する 高島宗一郎/著 ダイヤモンド社

42 318.5 起案例文集 自治体法務研究所/編 ぎょうせい

43 318.6 「地域人口ビジョン」をつくる 藤山浩/編著 農山漁村文化協会

44 319.5 アメリカ侵略全史 ウィリアム・ブルム/著 益岡賢/訳 作品社

45 320.7 法律英語の用法・用語 長谷川俊明/著 第一法規

46 323.1 憲法ルネサンス 共同通信社編集委員室/編 インパクト出版会

47 323.1 憲法9条へのカタバシス 木庭顕/著 みすず書房

48 323.1 図録日本国憲法 斎藤一久/編 堀口悟郎/編 弘文堂

49 323.1 憲法学読本 安西文雄/著 巻美矢紀/著 有斐閣

50 324.1 民法総則 生田敏康/著 下田大介/著 法律文化社

51 324.2 所有者不明私道への対応ガイドライン 共有私道の保存・管理等に関する事
例研究会/著

金融財政事情研究会

52 324.5 改正民法と新収益認識基準に基づく契約書作成・見直しの実務 横張清威/共著 伊勢田篤史/共著 日本法令

53 324.6 事例解説未成年後見実務 相原佳子/編 石坂浩/編 日本加除出版

54 324.7 はじめての相続+遺品整理 明石久美/著 上東丙唆祥/著 水王舎

55 324.7 家族を「争族」から守った遺言書30文例 相続診断協会/編 日本法令

56 324.7 もめない相続困らない相続税 坪多晶子/共著 坪多聡美/共著 清文社

57 324.7 自分でできる!遺産分割調停・審判の進め方 松村武/編著 平田雅也/共著 日本法令

58 325.2 法人成りの活用と留意点 柴田知央/共著 青木治雄/共著 税務研究会出版局

59 326 刑法概説 松原芳博/著 成文堂

60 327.2 よくわかる民事裁判 山本和彦/著 有斐閣
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 327.8 あふれでたのはやさしさだった 寮美千子/著 西日本出版社

62 331.0 よりよき世界へ ジャコモ・コルネオ/著 水野忠尚/訳 岩波書店

63 331.2 経済学者はこう考えてきた  （平凡社新書） 根井雅弘/著 平凡社

64 332.0 資本主義の歴史 ユルゲン・コッカ/著 山井敏章/訳 人文書院

65 332.1 未来経済都市沖縄 安里昌利/著 おきぎん経済研究所/監
修

日本経済新聞出版社

66 332.1 経済がわかる論点50 2019 みずほ総合研究所/著 東洋経済新報社

67 332.3 ビジネスマン・プーチン 加藤学/著 東洋書店新社

68 333.6 この1冊でわかる世界経済の新常識 2019 熊谷亮丸/監修 大和総研/編著 日経BP社

69 333.6 フラグメント化する世界 鈴木裕人/共著 三ツ谷翔太/共著 日経BP社

70 333.6 グローバル化の光と影 高橋信弘/編著 晃洋書房

71 334.3 無子高齢化 前田正子/著 岩波書店

72 334.4 ルポ不法移民とトランプの闘い  （光文社新書） 田原徳容/著 光文社

73 334.4 日米開戦の人種的側面アメリカの反省1944 カレイ・マックウィリアムス/著 渡
辺惣樹/訳

草思社

74 335 司法書士目線で答える会社の法務実務 早川将和/編著 堀江泰夫/監修 日本加除出版

75 335.1 1時間だけ話を聞いてください。仕事で本当に使える経営学がわかります。 平野敦士カール/監修 宝島社

76 335.1 集中講義高校生の経営学 洞口治夫/編著 小池祐二/編著 文眞堂

77 335.2 「好き」を仕事にする働き方 イッサイガッサイ東東京モノづくり
HUB/編

Book & Design

78 335.2 国際産業立地論への招待 鈴木洋太郎/著 新評論

79 335.4 現代コーポレートガバナンス 江川雅子/著 日本経済新聞出版社

80 335.5 ASEANの多国籍企業 牛山隆一/著 文眞堂

81 335.7 公共IoT 井熊均/著 井上岳一/著 日刊工業新聞社

82 335.7 PPP-PFI事業提案書の作り方 岡崎明晃/著 日刊工業新聞社

83 335.8 だれも置き去りにしない トーマス・グレイアム/著 久米五郎
太/日本語版監修・訳

文眞堂

84 336 見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス/著 荒木博行/執筆
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

85 336 小さくても儲ける会社の「社長」のチェックボックス 酒井英之/著 明日香出版社

86 336 HUMAN+MACHINE人間+マシン ポール・R.ドーアティ/著 H.ジェー
ムズ・ウィルソン/著

東洋経済新報社

87 336 黒字を実現する20の「仕組み」の進め方 宮内健次/著 中央経済社

88 336.1 デジタル・ビジネスモデル ピーター・ウェイル/著 ステファ
ニー・L.ウォーナー/著

日本経済新聞出版社

89 336.1 クリエイティブ・スイッチ アレン・ガネット/著 千葉敏生/訳 早川書房

90 336.1 図解研究開発テーマの価値評価 出川通/著 大澤良隆/著 言視舎

91 336.1 デジタルトランスフォーメーションDXの衝撃 日経xTECH/編集 日経BP社

92 336.1 NEW POWER ジェレミー・ハイマンズ/著 ヘン
リー・ティムズ/著

ダイヤモンド社

93 336.1 よくわかるオープンイノベーションアクセラレータ入門 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/
著

日科技連出版社

94 336.2 圧倒的な成果を生み出す「劇薬」の仕事術 足立光/著 ダイヤモンド社

95 336.2 仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる! 飯田剛弘/著 明日香出版社

96 336.2 考える力とは、問題をシンプルにすることである。 苅野進/著 ワニブックス

97 336.3 本物のリーダーは引っ張らない 河合太介/著 講談社

98 336.3 最強チームをつくる方法 ダニエル・コイル/著 楠木建/監訳 かんき出版

99 336.3 最強のポジティブチーム ジョン・ゴードン/著 稲垣みどり/訳 日経BP社

100 336.3 社員に任せるから会社は進化する 近藤宣之/著 PHP研究所

101 336.3 <イラスト解説>ティール組織 フレデリック・ラルー/著 エティエ
ンヌ・アペール/イラスト

技術評論社

102 336.4 人事コンサルタントが教える生産性アップにつながる「50」の具体策 岩下広文/著 中央経済社

103 336.4 ちょっとズレてる部下ほど戦力になる! 加藤昌男/著 日本経済新聞出版社

104 336.4 欲しい人材がグッとくる求人・面接・採用のかくし味 川越雄一/著 労働調査会

105 336.4 新入社員に贈る言葉 2019 経団連出版/編 経団連出版

106 336.4 伸びてる会社がやっている「新卒」を「即戦力化」する方法 近藤悦康/著
クロスメディア・パブ
リッシング

107 336.4 ほめられると伸びる男×ねぎらわれるとやる気が出る女 佐藤律子/著 青春出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

108 336.5 中小企業の「システム外注」はじめに読む本 坂東大輔/著 すばる舎

109 336.5 セキュリティ設計実践ノウハウ 山口雅史/編著 日経SYSTEMS/編集 日経BP社

110 336.5 必ずOKがもらえる資料作成術  洋泉社

111 336.8 最新決算書の基本と分析がよ〜くわかる本 金井正義/著 秀和システム

112 336.8 いちばんやさしい会計の教本 川口宏之/著 インプレス

113 336.9 そのまま使える経理&会計のためのExcel入門 井ノ上陽一/著 日本実業出版社

114 336.9 入門図解中小企業経営者のための法人税と決算書のしくみと手続き 北川ワタル/監修 三修社

115 336.9 減価償却実務問答集 平成30年11月改訂 後藤加寿弥/編 納税協会連合会

116 336.9 消費税増税と軽減税率のキャッチアップガイド 佐藤明弘/共著 矢頭正浩/共著 税務経理協会

117 336.9 税理士になるには 西山恭博/著 ぺりかん社

118 336.9 武器としての会計ファイナンス 矢部謙介/著 日本実業出版社

119 336.9 経営者・経理担当者のための企業税務 山田&パートナーズ/編 税務研究会出版局

120 336.9 落とせる領収書と経費になる・ならないがはっきりわかる本 李顕史/著 ソシム

121 338 トコトンやさしいブロックチェーンの本 上野仁/著 日刊工業新聞社

122 338 誰がFinTechを制するのか 北澤直/著 KADOKAWA

123 338 マイン ジョージ・S/著 中上分維/訳 冬至書房

124 338 暗号通貨とブロックチェーンの先に見る世界 JBCIA/監修 栗山賢秋/著 梓書院

125 338.1 勝ち続ける投資家になるための株価予測の技術 伊藤智洋/著 日本実業出版社

126 338.1 クラウドファンディング2.0 佐藤公信/著 日本文芸社

127 338.1 世界一やさしい株の教科書1年生 ジョンシュウギョウ/著 ソーテック社

128 338.1 入門図解最新はじめての金融商品取引法 奈良恒則/監修 三修社

129 338.1 資産を10倍にする!株の達人が教える『会社四季報』のトリセツ 渡部清二/著 エミン・ユルマズ/著 宝島社

130 338.1 日経新聞マジ読み投資術 渡部清二/著 総合法令出版

131 338.7 こんな時代だからこそ、やっぱり会社は家族である 桑田純一郎/著 あさ出版

132 338.8 ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方 朝倉智也/著 幻冬舎

133 342.1 幸福の増税論  （岩波新書　新赤版） 井手英策/著 岩波書店

134 345 無税入門 只野範男/著 飛鳥新社

135 345 節税のツボとドツボ 森田聡子/著 日経BP社

136 345.1 図説日本の税制 平成30年度版 吉沢浩二郎/編著 財経詳報社

137 345.3 金融商品の仕組みと税金 平成31年3月申告用 阿部行輝/著 税務研究会出版局

138 345.3 すぐ書ける確定申告 平成31年3月15日申告分 須田邦裕/監修 成美堂出版

139 345.3 株・FX・仮想通貨一番トクする確定申告 平成31年3月15日申告分 千代田パートナーズ税理士法人/監修 成美堂出版

140 345.5 「みなし贈与」のすべて 伊藤俊一/著 ロギカ書房

141 345.5 相続で成功するポイントは不動産のプロが知っている! 大澤健司/共著 不動産相続の相談窓
口/共著

現代書林

142 345.5 図解相続税・贈与税 平成30年版 若木裕/編 大蔵財務協会

143 350.9 世界統計年鑑 2019 英『エコノミスト』誌編集部/編 宮
本裕樹/訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

144 361 デンマーク幸福研究所が教える「幸せ」の定義 マイク・ヴァイキング/著 枇谷玲子/
訳

晶文社

145 361 10代からの社会学図鑑 クリス・ユール/著 クリスト
ファー・ソープ/著

三省堂

146 361.3 交渉の武器 ライアン・ゴールドスティン/著 ダイヤモンド社

147 361.3 おとしどころの見つけ方 松浦正浩/著
クロスメディア・パブ
リッシング

148 361.4 まず、この質問で雑談はうまくいく 青木毅/著 朝日新聞出版

149 361.4 嫌われたかも!?と心配にならない話し方のルール 植西聰/著
クロスメディア・パブ
リッシング

150 361.4 フェイクニュースを科学する 笹原和俊/著 化学同人

151 361.4 現代メディア史 佐藤卓己/著 岩波書店

152 361.4 「私を怒らせる人」がいなくなる本 園田雅代/著 青春出版社

153 361.4 「沈黙」の会話力 谷原誠/著 フォレスト出版

154 361.4 リスクを伝えるハンドブック 西澤真理子/著 エネルギーフォーラム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

155 361.4 図説日本のメディア 藤竹暁/編著 竹下俊郎/編著 NHK出版

156 361.4 沈黙がコワい人のための聞き上手のコツ 本郷陽二/著 朝日新聞出版

157 361.8 水平社論争の群像 朝治武/著 解放出版社

158 361.8 エスタブリッシュメント オーウェン・ジョーンズ/著 依田卓
巳/訳

海と月社

159 364 新・お役立ちトク本 しんぶん赤旗日曜版編集部/著 新日本出版社

160 364.6 人生100年時代の年金戦略 田村正之/著 日本経済新聞出版社

161 365.3 官民ですすめる空き家対策 出井信夫/著 第一法規

162 365.3 家賃は今すぐ下げられる! 日向咲嗣/著 三五館シンシャ

163 365.3 マンション管理人の仕事とルールがよくわかる本 三村正夫/著 セルバ出版

164 366.1 パワハラ不当解雇 高橋秀直/著 旬報社

165 366.1 初任者・職場管理者のための労働基準法の本 労務行政研究所/編 労務行政

166 366.2
人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人のキャリアアップに必要な50
のこと

石井京子/著 池嶋貫二/著 弘文堂

167 366.2 AIと日本の雇用 岩本晃一/編著 日本経済新聞出版社

168 366.2 アスペルガー症候群に特化した就労支援マニュアルESPIDD 梅永雄二/著 井口修一/著 明石書店

169 366.2 退職・転職を考えたらこの1冊 岡田良則/著 自由国民社

170 366.2 私は自分の仕事が大好き 3 鴨頭嘉人/編著 かも出版

171 366.2 0円副業のススメ クリス・ギレボー/著 中西真雄美/訳
小学館集英社プロダク
ション

172 366.2 雇用システム論 佐口和郎/著 有斐閣

173 367.3 母と娘の心理臨床 内田利広/著 金子書房

174 367.3 現代家族を読み解く12章 日本家政学会/編 丸善出版

175 366.3 働く女子と罪悪感 浜田敬子/著 集英社

176 366.4 残業代請求の理論と実務 渡辺輝人/著 旬報社

177 367.2 「銃後史」をあるく 加納実紀代/著 インパクト出版会

178 367.2 東大を出たあの子は幸せになったのか 樋田敦子/著 大和書房

179 367.3 妻と正しくケンカする方法 小林美智子/著 大和書房

180 367.3 ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ/編 野沢慎司/編 金剛出版

181 367.6 楽しき哀しき昭和の子ども史 小泉和子/編著 河出書房新社

182 367.7 もしもの時の「終活・相続」バイブル 瀬野弘一郎/著
クロスメディア・パブ
リッシング

183 367.7 ジェロントロジー宣言  （NHK出版新書） 寺島実郎/著 NHK出版

184 367.7 精神科医が教える「がんばらない老後」のすすめ 保坂隆/著 廣済堂出版

185 367.9 LGBTと家族のコトバ LGBTER/著 双葉社

186 367.9 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間孝/著 河口和也/著 法律文化社

187 367.9 ゲイだけど質問ある? 鈴掛真/著 講談社

188 368.2 貧困問題最前線 大阪弁護士会/編 藤田孝典/[ほか]著 明石書店

189 368.2 釜ケ崎合唱団 釜ケ崎炊き出しの会/編著 ブレーンセンター

190 368.4 「身体(からだ)を売る彼女たち」の事情  （ちくま新書） 坂爪真吾/著 筑摩書房

191 369 これならわかる<スッキリ図解>共生型サービス 二本柳覚/編著 中川亮/著 翔泳社

192 369 はじめてのケア論 三井さよ/著 有斐閣

193 369.1 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤健/著 鵜尾雅隆/著 日本経済新聞出版社

194 369.1 ソーシャルワーク記録 副田あけみ/編著 小嶋章吾/編著 誠信書房

195 369.2 公私で支える高齢者の地域生活 第1巻 小賀野晶一/編 成本迅/編 勁草書房

196 369.2 生活困窮者自立支援 岡部卓/編著 中央法規出版

197 369.2 老後の誤算 日本とドイツ 川口マーン惠美/著 草思社

198 369.2 知的障害のある人たちと「ことば」 打浪文子/著 生活書院

199 369.2 介護はケアマネで9割決まる! 小林光恵/著 育鵬社

200 369.2 はじめてでも安心実地指導の準備と対策 高橋好美/監修 コンデックス情報研
究所/編著

成美堂出版

201 369.2 認知症フレンドリー社会  （岩波新書　新赤版） 徳田雄人/著 岩波書店

‐ 9 ‐



No, 分類 書名 著者名 出版社

202 369.2 生き方は自分で決める、そして逝き方も 堀田力/著 藤本武司/著 晃洋書房

203 369.3 復興と尊厳 内尾太一/著 東京大学出版会

204 369.3 わたしは13歳、シリア難民。 国境なき子どもたち/編著 合同出版

205 369.3 2018.9.6北海道胆振東部地震 北海道新聞社/編 北海道新聞社

206 369.4 まずはごはん CPAO/企画・編著 徳丸ゆき子/企画・
編著

日本機関紙出版セン
ター

207 369.4 よくわかる子ども家庭福祉 吉田幸恵/編著 山縣文治/編著 ミネルヴァ書房

208 370.4
0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる
人のための教科書

落合陽一/著 小学館

209 371.4 暴力を受けていい人はひとりもいない 阿部真紀/著 高文研

210 371.4 スマホ社会の落とし穴 清川輝基/共著 内海裕美/共著 少年写真新聞社

211 371.4
イライラに困っている子どものためのアンガーマネジメントスタートブッ
ク

佐藤恵子/著 遠見書房

212 374 「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり 貝ノ瀬滋/監修 稲井達也/編著 学事出版

213 374.9 給食の歴史  （岩波新書　新赤版） 藤原辰史/著 岩波書店

214 375.4 学校武道の歴史を辿る 藤堂良明/著 日本武道館

215 376.1 すぐにできる!保育者のための紙芝居活用ガイドブック 浅井拓久也/編著 明治図書出版

216 376.1 保育に役立つあそびのネタブック 2018 井上明美/編著 自由現代社(発売)

217 376.1 わかくさ保育園の7品目を使わないアレルギー対応レシピ 末次敦子/著 眞鍋穰/監修 芽ばえ社

218 376.1 たっぷり!年中行事シアター ひかりのくに編集部/編 ひかりのくに

219 376.3 学校の「当たり前」をやめた。 工藤勇一/著 時事通信出版局

220 376.8 受験はメンタルトレーニングで打ち勝て! 加藤史子/著 水王舎

221 378 障害児が変わる!脳・からだ・こころを目覚めさせる科学的発達支援 相馬範子/著 合同出版

222 378 ライブ講義高山恵子 1 高山恵子/著 岩崎学術出版社

223 378 障害を持った子どもたちのための水泳指導 直井寿徳/共著 増渕順恵/共著 健康ジャーナル社

224 378
発達障害の子の遂行機能「何度言ったらわかるの?」を「できた!」に変え
る上手な伝え方

本多和子/著 学研教育みらい

225 378
ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LDみんなといっしょにまなぶ・あそぶ発
達障害のお友だち

宮尾益知/監修 河出書房新社

226 379.7 紙1枚!独学法 浅田すぐる/著 SBクリエイティブ

227 379.9 武士の子育て 石川真理子/著 致知出版社

228 379.9 わが子を天才に導くうまい子育て 児玉光雄/著 河出書房新社

229 379.9 「稼ぐ子」に育てるために今すぐやめる24のタブー 午堂登紀雄/著 マガジンハウス

230 379.9 最高の学習法 武田利幸/著 ロングセラーズ

231 379.9 子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋英子/著 青春出版社

232 379.9 ひきたよしあきの親塾 ひきたよしあき/著 朝日学生新聞社

233 379.9 男の子を伸ばす母親が10歳までにしていること 柳沢幸雄/著 朝日新聞出版

234 382.1 陰陽五行でわかる日本のならわし 長田なお/著 淡交社

235 382.1 十二支の民俗誌 佐藤健一郎/著 田村善次郎/著 八坂書房

236 383.1 20世紀初頭のロマンティック・ファッション 長澤均/編著 青幻舎

237 384.9 江戸を賑わした色街文化と遊女の歴史 安藤優一郎/監修 カンゼン

238 384.9 遊廓へ 花房ゆい/著 柏書房

239 385.4 結婚する子どものために親がすること、できること 岡村奈奈/著 日本文芸社

240 385.6 葬儀・法要・お墓・相続の心得事典 二村祐輔/監修 汲田健/監修 池田書店

241 386.8 来訪神 仮面・仮装の神々 保坂達雄/著 福原敏男/著 岩田書院

242 387 奉納百景 小嶋独観/著 駒草出版

243 388 昔話とは何か 小沢俊夫/著 小沢昔ばなし研究所

244 388 妖精の手引き書 キャロリン・タージョン/著 グラフィック社

245 388 昔話は残酷か 野村泫/著 東京子ども図書館

246 388.1 妖怪たちのいるところ 水木しげる/絵 小松和彦/文 KADOKAWA

247 391.3 大戦略論 ジョン・ルイス・ギャディス/著 村
井章子/訳

早川書房

248 391.6 北朝鮮の漂着船 荒木和博/著 草思社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

249 395.3 この海/山/空はだれのもの!? 琉球新報社編集局/編著 高文研

250 396.2 ドローン情報戦 ブレット・ヴェリコヴィッチ/著 ク
リストファー・S.スチュワート/著

原書房

251 397.2 大日本帝国海軍全史  洋泉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 科学者の社会的責任 藤垣裕子/著 岩波書店

2 404 科学的とはどういうことか 板倉聖宣/著 仮説社

3 404 ちくま科学評論選 岩間輝生/編 坂口浩一/編 筑摩書房

4 404 トランスヒューマニズム マーク・オコネル/著 松浦俊輔/訳 作品社

5 407 研究者のコピペと捏造 時実象一/著 樹村房

6 407 地域が育てる科学の芽 藤嶋昭/監修 東京応化科学技術振興
財団/編

学研プラス

7 407 はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン Philip Hawke/著 太田敏郎/著 羊土社

8 410 数はふしぎ  （サイエンス・アイ新書） 今野紀雄/著 SBクリエイティブ

9 410.4 世界は足し算でできている 桜井進/著
PHPエディターズ・グ
ループ

10 410.7 ディック・ヘスの圧倒的パズルワールド Dick Hess/著 川辺治之/訳 共立出版

11 417 Excelで学ぶやさしい統計学 田久浩志/著 オーム社

12 417 JMPによる技術者のための多変量解析 廣野元久/著 日本規格協会

13 420.2 世界の歴史を変えたスゴイ物理学50 ジェームズ・リーズ/著 藤崎百合/訳 ゆまに書房

14 421.3 素粒子論の始まり 亀淵迪/著 日本評論社

15 440 絵でわかる宇宙地球科学 寺田健太郎/著 講談社

16 443.9 図解宇宙のかたち  （光文社新書） 松原隆彦/著 光文社

17 443.9 私たちは時空を超えられるか  （サイエンス・アイ新書） 松原隆彦/著 SBクリエイティブ

18 453.2 日本列島地震の科学 山賀進/監修 洋泉社

19 460.4 眠れなくなるほど面白い図解生物の話 廣澤瑞子/監修 日本文芸社

20 460.4 ナチュラリスト 福岡伸一/著 新潮社

21 464.2 どうして心臓は動き続けるの? 大阪大学蛋白質研究所/編 化学同人

22 467.3 よくわかるバイオインフォマティクス入門 藤博幸/編 講談社

23 469.2 人類の進化大図鑑 アリス・ロバーツ/編著 馬場悠男/日
本語版監修

河出書房新社

24 480.4 それでもがんばる!どんまいないきもの図鑑 今泉忠明/監修 宝島社

25 480.7 動物園巡礼 木下直之/著 東京大学出版会

26 488.9 謎のカラスを追う 中村純夫/著 築地書館

27 489.9 サルと屋久島 半谷吾郎/著 松原始/著 旅するミシン店

28 490.4 <あまり>病気をしない暮らし 仲野徹/著 晶文社

29 491.1 好きになる解剖学 Part3 竹内修二/著 講談社

30 491.3 フランスの天才学者が教える脳の秘密 イドリス・アベルカン/著 広野和美/
訳

TAC株式会社出版事業部

31 491.3 ぜんぶわかる心臓・血管の事典 古川哲史/監修 成美堂出版

32 491.3 体の科学知識 体質編  ニュートンプレス

33 491.3 人体完全ガイド  ニュートンプレス

34 491.8 生命科学の未来 本庶佑/著 藤原書店

35 492.5 森林浴 宮崎良文/著 創元社

36 493.1 血糖値は食べて下げる寝て下げる 田中俊一/著 浅野まみこ/著 アスコム

37 493.2 高脂血症を予防する肉も揚げ物もガマンしないおいしいレシピ 氏家弘/監修 川上文代/料理 マイナビ出版

38 493.2 更年期からのコレステロールを下げる毎日ごはん 田中明/病態監修 春日千加子/栄養指
導

女子栄養大学出版部

39 493.7 ヒトはなぜうつ病になるのか ルイス・ウォルパート/著 白上純一/
訳

ミネルヴァ書房

40 493.7 カサンドラ症候群  （角川新書） 岡田尊司/著 KADOKAWA

41 493.7 認知機能障害がある人の支援ハンドブック ジェーン・キャッシュ/著 ベアタ・
テルシス/著

クリエイツかもがわ

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 493.7 ポリヴェーガル理論入門 ステファン・W.ポージェス/著 花丘
ちぐさ/訳

春秋社

43 494.2 好きになる麻酔科学 横山武志/著 諏訪邦夫/監修 講談社

44 494.5 がん遺伝子治療のことがわかる本 石田幸弘/著 遺伝子治療研究会/監修 あさ出版

45 494.5 がん治療に殺された人、放置して生きのびた人 近藤誠/著 エクスナレッジ

46 494.6 鼓動が止まるとき スティーヴン・ウェスタビー/著 小
田嶋由美子/訳

みすず書房

47 494.6 38万人を診た専門医が教える自分で痔を治す方法 平田雅彦/著 アチーブメント出版

48 495.4 Q&Aでよくわかる「子宮体がん」 市川喜仁/著 講談社

49 495.4 自分で治す!頻尿・尿もれ 関口由紀/著 洋泉社

50 495.6 男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー 齊藤英和/編 杉森裕樹/編 大修館書店

51 496 世界最高医が教える目がよくなる32の方法 深作秀春/著 ダイヤモンド社

52 498.0 図説国民衛生の動向 2018/2019 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

53 498.0 がん、脳卒中、心臓病三大病死亡衝撃の地域格差 埴岡健一/著 福島安紀/著 中央公論新社

54 498.0 いのちの値段 読売新聞医療部/著 講談社

55 498.3 寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい! 安保雅博/著 中山恭秀/著 すばる舎

56 498.3 足腰が20歳若返る足指のばし 今井一彰/著 かんき出版

57 498.3 はたらく女性のコンディショニング事典 岩崎一郎/監修 松村和夏/監修
クロスメディア・パブ
リッシング

58 498.3 イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑 木野村朱美/著 中村知史/イラスト 池田書店

59 498.3 脳が老いない世界一シンプルな方法 久賀谷亮/著 ダイヤモンド社

60 498.3 巻き肩は治る! 小池義孝/著 東邦出版

61 498.3 自律神経を整える「1日30秒」トレーニング 小林弘幸/著 末武信宏/監修 イースト・プレス

62 498.3 100歳まで歩くには、椎間板をゆるめるしかない! 酒井慎太郎/著 幻冬舎

63 498.3 養生の智慧と気の思想 謝心範/著 講談社

64 498.3 健康マニア、何が楽しい 新見正則/著 集英社

65 498.3 動きが脳を変える アナット・バニエル/著 瀬戸典子/訳 太郎次郎社エディタス

66 498.3 最高の入浴法 早坂信哉/著 大和書房

67 498.3 健康の結論 堀江貴文/著 予防医療普及協会/監修 KADOKAWA

68 498.3 心を整える最高の坐禅と瞑想法  枻出版社

69 498.5 医者がすすめる“大豆ファースト” 池谷敏郎/医学監修 奥薗壽子/料理・
レシピ

主婦の友社

70 498.5 100歳まで元気!おいしく健康300レシピ 岩崎啓子/著 主婦の友社

71 498.5 食育のウソとホント 魚柄仁之助/著 こぶし書房

72 498.5 男・50代からの糖質制限 江部康二/著 東洋経済新報社

73 498.5 食のパラドックス スティーブン・R.ガンドリー/著 白
澤卓二/訳

翔泳社

74 498.5 薬膳・漢方検定公式テキスト 薬日本堂/監修 実業之日本社

75 498.5 平成30年食品衛生法等改正の解説 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛
生・食品安全企画課/監修

中央法規出版

76 498.5 美味しい食育レシピ 小嶋隆三/著 小川侑子/著 現代書林

77 498.5 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸/著 アスコム

78 498.5 最新食べて治す医学大事典 根本幸夫/監修 山ノ内愼一/監修 主婦と生活社

79 498.5 服部幸應の日本人のための最善の食事 服部幸應/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

80 498.7 「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班/著 朝日新聞出版

81 499.0 医薬品業界で働く 池田亜希子/著 ぺりかん社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 地熱資源をめぐる水・エネルギー・食料ネクサス 馬場健司/編著 増原直樹/編著 近代科学社

2 507.2 オリンピックVS便乗商法 友利昴/著 作品社

3 509.6 生産現場のリーダーの実務がよ〜くわかる本 菅間正二/著 秀和システム

4 509.8 巨大システム失敗の本質 クリス・クリアフィールド/著 アン
ドラーシュ・ティルシック/著

東洋経済新報社

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 509.8 やさしいISO 45001<JIS Q 45001>労働安全衛生マネジメントシステム入門 平林良人/著 日本規格協会

6 510.9 現代建設工事契約の基礎知識 島本幸一郎/著 川尻恵理子/著 大成出版社

7 515 最新橋構造 倉西茂/共著 中村俊一/共著 森北出版

8 518.8 コンパクトシティを考える 浅見泰司/編著 中川雅之/編著 プログレス

9 518.8 3・11復興プロジェクトの挑戦とその射程 伊澤岬/著 小林直明/著 彰国社

10 518.8 ジェイン・ジェイコブズ都市論集 ジェイン・ジェイコブズ/著 サミュ
エル・ジップ/編

鹿島出版会

11 519.8 世界自然遺産でたどる美しい地球 高木秀雄/監修 新星出版社

12 521.8 ハンドブック幕末日本の城 來本雅之/編著 小沢健志/監修 山川出版社

13 524.9 自分で耐震診断ができる本 木造住宅編 保坂貴司/著 ブックエンド

14 526.3 「地区の家」と「屋根のある広場」 小篠隆生/共著 小松尚/共著 鹿島出版会

15 526.3 グラフィックス×リノベーションでつくるこだわりのオフィスデザイン パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

16 527 家をセルフでビルドしたい 阪口克/著 文藝春秋

17 527 すてきな玄関と門まわり  ブティック社

18 527.1 良い間取り悪い間取り ザ・ハウス/著 エクスナレッジ

19 528 図解建築と設備の接点 日本建築協会/企画 仲本尚志/著 学芸出版社

20 529 世界で一番やさしいインテリア 和田浩一/著 富樫優子/著 エクスナレッジ

21 534.5 わかる!使える!油圧入門 渋谷文昭/著 日刊工業新聞社

22 536.5 新幹線車両大全 富田松雄/解説 新幹線EX編集部/編 イカロス出版

23 537.0 CASE革命 中西孝樹/著 日本経済新聞出版社

24 537.0 クルマをディーラーで買わなくなる日 桃田健史/著 洋泉社

25 537.9 オートバイの洗車・メンテナンス入門  
スタジオタッククリエ
イティブ

26 541.1 電気回路が一番わかる 有馬良知/著 技術評論社

27 547.4 DNSがよくわかる教科書 渡邉結衣/著 佐藤新太/著 SBクリエイティブ

28 548.2 ALL ABOUT Pi STARTER 松原拓也/著 スマイルブーム/監修 電波新聞社

29 548.3 マイクロマウスではじめようロボットプログラミング入門
アールティ/共編 「ロボコンマガジ
ン」編集部/共編

オーム社

30 548.3 シーケンス制御読本 実用編 大浜庄司/著 オーム社

31 548.3 IoT時代のサイバーセキュリティ 技術研究組合制御システムセキュリ
ティセンター/編

エヌ・ティー・エス

32 559 零士のメカゾーン 松本零士/著 毎日新聞出版

33 566.1 わかる!使える!鋳造入門 西直美/著 日刊工業新聞社

34 576.7 ロレアル「美」の戦略 ベアトリス・コラン/著 ジャン=フラ
ンソワ・デルプランク/著

中央経済社

35 584.7 至高の靴職人 竹川圭/著 小学館

36 585.5 段ボールはたからもの 島津冬樹/文と絵 柏書房

37 588.3 小さなパン屋が社会を変える 菅聖子/著 ウェッジ

38 588.3 世界に一軒だけのパン屋 野地秩嘉/著 小学館

39 588.5 美酒復権 一志治夫/著 プレジデント社

40 588.5 日本酒、米づくりから始める 世古一穂/著 土田修/著 七つ森書館

41 588.5 ツウになる!焼酎の教本 友田晶子/著 秀和システム

42 589.2 コンプレックスを個性に変える 石田純子/監修 主婦の友社

43 589.2 色合わせと着こなしの微差で一生おしゃれな人になる 日比理子/著 KADOKAWA

44 589.2 わたしの服の見つけかた クレア・マッカーデル/著 矢田明美
子/訳

アダチプレス

45 590 わたしの「ひとり暮らし」ルール インプレス書籍編集部/編 インプレス

46 590 わたしの暮らしのヒント集 4 暮しの手帖編集部/著 暮しの手帖社

47 590 もの選びで暮らしはぐんとラクになる yukiko/著 KADOKAWA

48 590.4 使い果たす習慣 森秋子/著 KADOKAWA

49 590.4 北欧が教えてくれたシンプルな幸せの見つけ方 結城アンナ/著 宝島社

50 591 老後資金は貯めるな! 長尾義弘/著 河出書房新社

51 591 節約ハック大百科 松本博樹/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 593.3 3つのシルエットで作る「羽織れる」コートドレス 鈴木圭/著 文化学園文化出版局

53 593.3 ゆったり着られるシニア世代の服  ブティック社

54 593.5 こだわる大人のお手入れマニュアル  枻出版社

55 593.8 笹島式帯結び100選 笹島寿美/指導 世界文化社

56 593.8 着物の教科書 全日本きもの振興会/監修 新星出版社

57 594 うちの犬(コ)の服+小物 金子俊雄/著 日本ヴォーグ社

58 594 素材とモチーフで楽しむ布小物 花岡瞳/著 グラフィック社

59 594 リネンで作る、つるし飾り 堀川波/著 誠文堂新光社

60 594 かわいい野菜とフルーツがいっぱい 前田智美/著 日本ヴォーグ社

61 594 初めてでもかんたん!年中使える手作りの通園通学グッズ 2019年版  ブティック社

62 594.2 大人の刺繡図案 土橋のり子/著 グラフィック社

63 594.2 野の花と小さな動物の刺繡 森本繭香/著 日本文芸社

64 594.2 クロスステッチで楽しむメルヘンハウス刺しゅう  アップルミンツ

65 594.2 ビーズ刺繡で作る動物と植物のモチーフ帖 吉丸睦/著 日本文芸社

66 594.2 いちばんていねいな刺しゅうレッスン  ナツメ社

67 594.2 刺しゅうハンドブック  日本ヴォーグ社

68 594.3 ゆびあみかんたんレッスン 篠原くにこ/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

69 594.3 いちばんわかる!ずっと使える!新・棒針編みの基本  ブティック社

70 594.3 かぎ針で編むルナヘヴンリィの小さな花と実のブーケ 中里華奈/著 河出書房新社

71 594.3 かぎ針で編む編み込み模様のぺたんこバッグ  アップルミンツ

72 594.3 風工房の定番ニット 風工房/著 日本ヴォーグ社

73 594.3 手編みのかわいい猫ハウス  エクスナレッジ

74 594.3 3日で完成!かぎ針で編む花のコサージュ大全集  アップルミンツ

75 594.3 かぎ針編みのスヌード  アップルミンツ

76 594.3 かぎ針編みの帽子  アップルミンツ

77 594.6 マルチホールで作る大人のビーズステッチアクセサリー  ブティック社

78 594.7 今すぐ作りたいバッグ&ポーチ  ブティック社

79 594.7 ちりめんで作るお細工巾着  ブティック社

80 594.7 使い勝手のよいいつものバッグ 後藤麻美/著 日本ヴォーグ社

81 594.7 ハギレを楽しむバッグ&ポーチ  ブティック社

82 594.8 ドライフラワーレッスン24 Kristen/著 主婦の友社

83 594.9 レトロですてきなおんなのこ あけつん!/著 文化学園文化出版局

84 594.9 大高輝美のコロコロ人形 大高輝美/著 ブティック社

85 594.9 キャンドル・カービングの教科書 影山真希子/著 山田梨絵/著 誠文堂新光社

86 594.9 斉藤謠子の手のひらのたからもの 斉藤謠子/著 日本ヴォーグ社

87 594.9 フェルトで作るゆかいな生きもの 佐々木公子/著 pote/著 ブティック社

88 594.9 ディズニーミニチュアドレス  ブティック社

89 594.9 パッチワークハンドブック  日本ヴォーグ社

90 595 桃尻トレーニング30days 岡部友/著 主婦の友社

91 595.5 整筋・顔体大全 村木宏衣/著 日経BP社

92 595.6 脚からやせる神トレ 石本哲郎/著 KADOKAWA

93 595.6 30日でスキニーデニムの似合う私になる 森拓郎/著 ワニブックス

94 596 ちょっと不調を感じたときのスープとドリンク 石澤清美/著 誠文堂新光社

95 596 面倒くさい日も、おいしく食べたい! 一田憲子/著 SBクリエイティブ

96 596 いきなり!レシピ エダジュン/著 枻出版社

97 596 休日が楽しみになる昼ごはん 小田真規子/料理 谷綾子/文 文響社

98 596 低温真空調理のレシピ 川上文代/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 596 ママがせんせい 小林カツ代/著 女子栄養大学出版部

100 596 予約のとれない料理教室ライクライクキッチン「おいしい!」の作り方 小堀紀代美/著 主婦の友社

101 596 がんばらない晩ごはん献立 重信初江/著 学研プラス

102 596 蔵人直伝日本酒つまみ 酒GO委員会/著 日東書院本社

103 596 白崎裕子の料理とおやつ 白崎裕子/著 農山漁村文化協会

104 596 No.1家事代行「ベアーズ」式楽ラクうちごはん 高橋ゆき/監修 ベアーズ/著 世界文化社

105 596 ティーとアペロ 長尾智子/著 柴田書店

106 596 家庭の低温調理 Lisa Q.Fetterman/著 Meesha Halm/
著

オライリー・ジャパン

107 596 5分スープ 牧野直子/著 SBクリエイティブ

108 596 予約の取れない家政婦マコのポリ袋でつくりおき mako/著 ワニブックス

109 596 旬菜ごよみ365日 ワタナベマキ/著 誠文堂新光社

110 596 四季の味 No.9冬 秋  ニューサイエンス社

111 596.0 バナナの丸かじり 東海林さだお/著 朝日新聞出版

112 596.0 頑張らない台所 村上祥子/著 大和書房

113 596.2 得意料理は和食です!と言えるようになれる本 市瀬悦子/著 主婦の友社

114 596.2 日本料理の季節の椀 奥田透/著 末友久史/著 柴田書店

115 596.2 はじめての台湾料理 星野奈々子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

116 596.2 フランス料理ソース進化と伝統 柳舘功/著 旭屋出版

117 596.2 南インドキッチンの旅 齋藤名穂/文・イラスト・写真 ブルーシープ

118 596.3 西洋お寺ごはん 青江覚峰/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

119 596.3 夜9時からの、のっけ飯 井澤由美子/料理 成美堂出版

120 596.3 おうちで作れる台湾小麦粉料理 周清源/著 世界文化社

121 596.4 1日でできる簡単おせちと、いつでも役立つおもてなし 小林まさみ/著 扶桑社

122 596.4 毎日ラクラク!中高生のお弁当304 成沢正胡/著 枻出版社

123 596.6 TOKYO BAKERY&CAFE 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

124 596.6 失敗なしのチーズケーキ 石澤清美/著 主婦の友社

125 596.6 さくほろっしゅわわなゆかいなおやつ 尾上由子/著 新星出版社

126 596.6 かわいいねりきり 桔梗有香子/著 日東書院本社

127 596.6 夢のゴージャスチョコレシピ 木村幸子/著 主婦の友インフォス

128 596.6 パティスリーみたいなケーキが作れる魔法のデコレーション・メソッド 熊谷裕子/著 河出書房新社

129 596.6 パティスリーみたいに作れるプティ・ガトーのデコレーション・メソッド 熊谷裕子/著 河出書房新社

130 596.6 ホーローバットで作る焼きっぱなしのバットクッキー 菖本幸子/著 立東舎

131 596.6 旅するパティシエの世界のおやつ 鈴木文/著 ワニ・プラス

132 596.6 こっくり甘い濃厚プリン、まろやかな食感の伝統菓子フラン 高石紀子/著 主婦と生活社

133 596.6 カンパーニュ ムラヨシマサユキ/著 グラフィック社

134 596.6 もう失敗しない!米粉の教科書 柳田かおり/著 みらいパブリッシング

135 596.6 ゼロ・シュガー・ケーキ 吉川文子/著 主婦と生活社

136 596.6 ホーローバットで作るバターを使わないお菓子  主婦と生活社

137 596.7 イノダアキオさんのコーヒーがおいしい理由 猪田彰郎/語り KTC中央出版

138 596.9 働く台所  エクスナレッジ

139 597.5 小学生のおかたづけ育 Emi/著 大和書房

140 597.5 転ばぬ先の「老前整理」 坂岡洋子/著 東京新聞

141 597.5 片づけのプロが教える心地いい暮らしの整え方 下村志保美/著 三笠書房

142 597.5 収納上手のインテリアかご 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

143 597.5 なかなか捨てられない人のための鬼速片づけ 吉川永里子/著 アスコム

144 597.5 シンプル収納のルール&アイデア  学研プラス

145 598.2 怖くない・痛くない・つらくない無痛分娩 林聡/著 柏木邦友/著
PHPエディターズ・グ
ループ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

146 599 偉人を生んだざんねんな子育て 三田晃史/著 高陵社書店

147 599.3 子どもと食べたい作りおきおかず 中村美穂/著 世界文化社

148 599.9 幸せの排泄コミュニケーション 和田智代/著 中野美和子/医学監修 言叢社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 一冊でまるわかり戦略的「地方創生」入門 片寄裕市/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2 611.7 これからの農業経営 田邉正/著 桂信太郎/著 千倉書房

3 611.9 輝く農山村 寺西俊一/編著 石田信隆/編著 中央経済社

4 612.2 ともに豊かになる有機農業の村 楠本雅弘/著 中島紀一/著 農山漁村文化協会

5 615.7 自然栽培 Vol.17 木村秋則/監修 農業ルネサンス『自
然栽培』編集部/編

東邦出版

6 615.7 養液栽培実用ハンドブック 日本養液栽培研究会/編 誠文堂新光社

7 615.7 タネと内臓 吉田太郎/著 築地書館

8 617.6 赤毛のアンとハーブのある暮らし 竹田久美子/絵・文 BABジャパン

9 619 小池芳子のこうして稼ぐ農産加工 小池芳子/著 農山漁村文化協会

10 625 名前がわかる!フルーツ&ベジタブル図鑑 主婦の友社/編 主婦の友社

11 625 果樹栽培実つきがよくなる「コツ」の科学 三輪正幸/著 講談社

12 625.5 育てて楽しむサクランボ 栽培・利用加工 富田晃/著 創森社

13 626 わたしのエコひいき農業 堀俊一/著 筑波書房

14 626.4 キクイモ王国 ザ・コミュニティ/編 みんなのキク
イモ研究会/編

日本地域社会研究所

15 627.7 多肉植物の栽培 羽兼直行/著 主婦の友社

16 645.6 戦時下の日本犬 川西玲子/著 蒼天社出版

17 645.6 ペットと暮らす掃除術 杉本彩/著 徳間書店

18 645.6 愛されトリミング&ペット・カット 鈴木雅実/著 緑書房

19 645.7 猫と一緒に生き残る防災BOOK 猫びより編集部/編 日東書院本社

20 645.7 猫がよろこぶ掃除・片づけ ヤノミサエ/著 辰巳出版

21 648.1 ツウになる!チーズの教本 佐野嘉彦/著 チーズプロフェッショ
ナル協会/監修

秀和システム

22 648.2 ジビエ解体・調理の教科書 日本ジビエ振興協会/監修 グラフィック社

23 649.0 動物医療42年最前線で治療を続ける町の獣医師の治し方 今林龍三/著 現代書林

24 654 保持林業 柿澤宏昭/編 山浦悠一/編 築地書館

25 664.7 牡蠣の歴史 キャロライン・ティリー/著 大間知
知子/訳

原書房

26 666.7 ボールパイソン完全飼育 石附智津子/著 川添宣広/編・写真 誠文堂新光社

27 670.9 ビジネスパーソンが知っておきたいエグゼクティブの英語 清水晶彦/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

28 670.9 外資系トップコンサルタントが教える英文履歴書完全マニュアル
松永エリック・匡史/監修・著 門田
裕次/著

ナツメ社

29 670.9 日本語でビジネスメール 松本節子/著 佐久間良子/著 ジャパンタイムズ

30 671.3 景品表示法の法律相談 加藤公司/編 伊藤憲二/編 青林書院

31 673.3 メルカリ 奥平和行/著 日経BP社

32 673.3 通販会社・ネットショップのための「リピート客を育てる技術」 辻口勝也/著 同信社

33 673.3 リクルートの営業コンサルが教える自分で動く若手営業の育てかた 的場正人/著 日本経済新聞出版社

34 673.3 INSIDE SALES究極の営業術 水嶋玲以仁/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

35 673.5 おかしの会社のおかしな社長 神吉一寿/著
トランスワールドジャ
パン

36 673.9 元手500万円から資産20億円!どんどん買い進める“北陸不動産投資”術 河上伸之輔/著 ごま書房新社

37 673.9 美容室の会計と税務 小林俊道/著 女性モード社

38 673.9 東京大田区・弁当屋のすごい経営 菅原勇一郎/著 扶桑社

39 673.9 イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊忠司/著 山崎真理子/絵 学研プラス

40 674.3 グラフィックデザイナーだからできるブランディング 内田喜基/著 誠文堂新光社

41 674.3 これからはじめる商品撮影の教科書 長谷川修/著 技術評論社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 673.3 特定商取引のトラブル相談Q&A 坂東俊矢/監修 久米川良子/編著 民事法研究会

43 673.9 最新不動産業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 磯村幸一郎/著 秀和システム

44 673.9 カフェノナマエ 川口葉子/著 キノブックス

45 673.9 居酒屋甲子園の奇跡 桑原才介/著 筑摩書房

46 673.9 カプリチョーザ愛され続ける味 神山典士/著 本多惠子/監修 プレジデント社

47 673.9 外食力 中田宏/著 ブックマン社

48 674.4 イノベーションデザイン イノベーションデザイン編集会議/著 日経BP社

49 674.6 Google AdSenseマネタイズの教科書 のんくら/著 a-ki/著 日本実業出版社

50 674.6 最短で収益を得るためのGoogleアドセンス攻略ガイドブック 古川英宏/著 技術評論社

51 675 余計なことはやめなさい! 氏家健治/著 集英社

52 675 できるところからスタートするコンテンツマーケティングの手法88 敷田憲司/共著 岡崎良徳/共著
エムディエヌコーポ
レーション

53 675 ブランディングの本質 平井克幸/著 タナベ経営ブランディ
ングコンサルティングチーム/編

ダイヤモンド社

54 675 共感マーケティングのすすめ 福田晃一/著 日経BP社

55 675 結果が出る<SNSマーケティング>てっぱん法則 森寛弘/著 扶桑社

56 675.1 堤信子のつつみ紙コレクション 堤信子/著 玄光社

57 675.2 マーケティング・リサーチ入門 朝野煕彦/編著 東京図書

58 675.3 アナログの逆襲 デイビッド・サックス/著 加藤万里
子/訳

インターシフト

59 681 MaaS 日高洋祐/著 牧村和彦/著 日経BP社

60 681.3 コーチングによる交通安全教育 太田博雄/編 ナカニシヤ出版

61 681.6 最新運輸業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 渡部幹/著 秀和システム

62 685.2 酷道大百科  （ブルーガイド・グラフィック） 鹿取茂雄/著 実業之日本社

63 686.0 小田急電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

64 686.0 京急電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

65 686.0 駅の文字、電車の文字 中西あきこ/著 鉄道ジャーナル社

66 686.2 たのしい路線図 井上マサキ/著 西村まさゆき/著 グラフィック社

67 686.2 電車たちの「第二の人生」  （交通新聞社新書） 梅原淳/著 交通新聞社

68 686.2 関西の国鉄アルバム 続 野口昭雄/写真 牧野和人/文
アルファベータブック
ス

69 686.2 モノクロームの私鉄原風景 諸河久/著 交通新聞社

70 686.3 地方民鉄旅ガイド 2018-2019年版 日本民営鉄道協会/編 日本民営鉄道協会

71 686.3 それゆけ!女性鉄道員 2  イカロス出版

72 686.9 京都の市電 福田静二/編著 トンボ出版

73 687.5 時空旅行 曽我誉旨生/資料所蔵・執筆 イカロス出版

74 689.3 2020を越えて勝ち残るインバウンド戦略12の極意 中村好明/著 時事通信出版局

75 689.4 DMO入門 大社充/著 事業構想大学院大学/編
先端教育機構事業構想
大学院大学出版部

76 689.5 東京ディズニーシーおまかせガイド 2019-2020  講談社

77 689.5 マップで歩く東京ディズニーリゾート 2019  講談社

78 689.8 Q&A旅館ホテル業トラブル解決の手引 雨宮眞也/編集代表 新日本法規出版

79 694.2 通信の世紀 大野哲弥/著 新潮社

80 699.6 菊地成孔の粋な夜電波 シーズン6-8 菊地成孔/著 TBSラジオ/著 キノブックス

81 699.6 テレビもあるでよ 坪内祐三/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 アートとは何か アーサー・C.ダントー/著 佐藤一進/
訳

人文書院

2 702.2 空をゆく巨人 川内有緒/著 集英社

3 704 美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザインプロジェクト 稲庭彩和子/著 伊藤達矢/著 青幻舎

4 708.7 書物のある風景 ディヴィッド・トリッグ/著 赤尾秀
子/訳

創元社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 708.7 日本のアール・ブリュット アール・ブリュット・コレクション/
編 藤森愛実/訳

国書刊行会

6 709.1 日本遺産 3 日本遺産プロジェクト/編 東京法令出版

7 711.6 幾何学模様の美しいヒンメリ 大岡真奈/著 河出書房新社

8 715 砂の中の太陽 原武典/著 原武典

9 721.8 司馬江漢  （集英社新書） 池内了/著 集英社

10 721.9 日本画の歴史 近代篇 （中公新書） 草薙奈津子/著 中央公論新社

11 721.9 日本画の歴史 現代篇 （中公新書） 草薙奈津子/著 中央公論新社

12 721.9 美しいものを、美しく 定家亜由子/著 淡交社

13 721.9 堀文子  平凡社

14 721.9 「折紙の詩」回想法 西川秀草/著 扶桑社

15 722.2 猫さえいれば 陳珮怡/著 青幻舎

16 723.3 フェルメール作品集 フェルメール/画 小林頼子/著 東京美術

17 723.3 レーピンとロシア近代絵画の煌めき 籾山昌夫/編著 東京美術

18 723.3 ムンクへの招待 朝日新聞出版/著 朝日新聞出版

19 723.3 名画の読み方 木村泰司/著 ダイヤモンド社

20 724 もっと自在に描ける!絵てがみ上達のコツ 渋谷綾乃/著 メイツ出版

21 724 絵具の科学 ホルベイン工業技術部/編 中央公論美術出版

22 724.1 一筆画で描く小さな花の四季 水野彩月/著 日貿出版社

23 724.4 行ってみたい風景が描ける水彩マニュアル 右近としこ/著 グラフィック社

24 725 5分で人物をとらえる!クロッキー20日間速習帳 糸井邦夫/監修 廣済堂出版

25 725.5 色えんぴつで描こう12か月のかわいいモチーフと花模様 田代知子/著
パイインターナショナ
ル

26 725.6 はじめてでも描けるペン風景画 師岡正典/著 マール社

27 726.1 これでいいのだ…さよならなのだ 赤塚不二夫/著 杉田淳子/著 小学館

28 726.1 石ノ森章太郎とサイボーグ009 ペン編集部/編 CCCメディアハウス

29 726.1 クラッシュ ジェイズパブリッシング/著 グラ
フィック社編集部/編

グラフィック社

30 726.1 僕らが愛した手塚治虫 5 二階堂黎人/著 南雲堂

31 726.1 キャラクターとモノの上手な描き方 ヒラタリョウ/著 誠文堂新光社

32 726.1 ザ・マンガホニャララ ブルボン小林/著 クラーケン

33 726.1 仕事にしばられない生き方  （小学館新書） ヤマザキマリ/著 小学館

34 726.5 おとぎ話のモノクロームイラスト傑作選 海野弘/解説★監修
パイインターナショナ
ル

35 726.5 乙女たちが愛した抒情画家蕗谷虹児 鈴木義昭/著 新評論

36 726.5 イラスト、漫画のための配色教室 松岡伸治/著
エムディエヌコーポ
レーション

37 726.5 MOZUトリックラクガキアート集 MOZU/画 玄光社

38 726.6 イギリスの絵本 下 吉田新一/編著 朝倉書店

39 727 ヴィクトリアンファッション素材集 キャロル・ベランガー・グラフトン/
編 石田亜矢子/訳

グラフィック社

40 727.8 ペン1本で描くアート文字ハンドレタリング 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

41 727.8 ボールペンでかんたん!プチかわいいデコ文字を楽しむ本
フィグインク/著 やましたなしえ/イ
ラスト

メイツ出版

42 728.2 なくした「手」を探して 小畑延子/著 皓星社

43 740 写真力アップのための新トレーニング 岡嶋和幸/著 インプレス

44 740.4 写真を読む夜 山内宏泰/著 高橋恭司/[ほか]述 誠文堂新光社

45 742.5 ヴィンテージ・フィルムカメラ・コレクション デビッド・エルワンド/著 飯田鉄/監
修

グラフィック社

46 743.6 動物撮影の教科書 ネイチャーズベストフォトグラ
フィーアジア/監修

ラトルズ

47 744.4 今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elementsフォトレタッチ入門 AYURA/著 技術評論社

48 746 写真の撮り方ガイドブック 河野鉄平/著 玄光社

49 746 すずちゃんの理解して学ぶカメラとレンズ 鈴木知子/著 インプレス

50 748 長崎・天草 潜伏キリシタン祈りの里 池田勉/著 朝日新聞出版

51 748 美とかたち 岩宮武二の仕事 岩宮武二/写真 近藤宏樹/監修 光村推古書院
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No, 分類 書名 著者名 出版社

52 748 GRACE OF LIGHT KYON.J/写真・文
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

53 748 エエマイシャツを着た男たち 佐藤加奈/フォト 岡田嘉夫/シャツデ
ザイン

出版ワークス

54 748 胎内都市 白汚零/著 草思社

55 748 天空の里 白鳥悳靖/著 新日本出版社

56 748 北に生きる猫 土肥美帆/著 河出書房新社

57 748 俳句の風景 日本風景写真協会会員/写真 光村推古書院

58 748 昭和を駆け抜ける 林忠彦/写真 クレヴィス

59 748 和解への祈り 桃井和馬/写真・文
日本キリスト教団出版
局

60 751.1 わかりやすく、くわしいやきもの入門 仁木正格/著 主婦の友社

61 751.1 天目  阿部出版

62 751.4 樹脂粘土でつくるわくわくミニチュアお弁当 関口真優/著 河出書房新社

63 751.5 はじめてのミクロモザイク なかの雅章/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

64 754.6 籐かご教室「紡ぎ」の籐編みのかご 籐かご教室紡ぎ/著 朝日新聞出版

65 754.9 大人かわいいかんたん実用おりがみ 石川眞理子/著 メイツ出版

66 754.9 カミキィの季節のおりがみ カミキィ/著 日本文芸社

67 754.9 ベルギーで習った私のカルトナージュ 河野圭子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

68 754.9 おりがみつき!かんたんあたらしいはじめての切り紙  日本ヴォーグ社

69 755.5 仕立ての差が出る本格トートバッグ 近野真弓/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

70 756.8 イギリスアンティーク手帖 ささきひとみ/著 河出書房新社

71 758 本能のデザイン 岩倉榮利/編著 中村風詩人/構成・写
真

実業之日本社

72 759 小さなフィギュアでDoll遊び グラフィック社編集部/編 グラフィック社

73 760.8 クラシック不滅の名盤1000 レコード芸術/編 音楽之友社

74 761.3 みんなで楽しむ手拍子リズムトレーニング 長野祐亮/著 リットーミュージック

75 761.8 一発で記憶に残る曲を作る!「9つのルール」 割田康彦/著 ヤマハミュージックEH

76 763.2 新発想で学ぶ楽譜が読めなくてもピアノが弾けるようになる本 [2018] 荻野直子/編著 自由現代社(発売)

77 763.2 幼少期ピアノお悩み相談室Q&A 笹本小野美/著 飯高陽子/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

78 763.2 はじめてのたのしいピアノの弾き方 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

79 763.2 リフレッシュ・ピアノ・メソッド 岳本恭治/著 春秋社

80 763.2 初中級者のための苦手意識がなくなるピアノ上達練習法 [2018] 東いづみ/編著 自由現代社(発売)

81 763.2 ピアニストのためのジャズ・コードBOOK 堀越昭宏/著 リットーミュージック

82 763.3 アコーディオンが上手くなる方法 片山真弥子/編著 自由現代社(発売)

83 763.5 初心者のためのエレキ・ベース講座 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

84 763.5 初心者のためのギター基礎教本 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

85 763.5 「次世代ペンタ」でワンランク上のギター・フレーズに! 野村大輔/著 リットーミュージック

86 763.5 ジャズ・リックを自在に操る7つのアプローチ・メソッド 名取穣一郎/著 ヤマハミュージックEH

87 763.6 上田じんの読むだけでトランペットがうまくなる本 上田じん/著 ヤマハミュージックEH

88 763.6 金管楽器マニュアル サイモン・クロフト/著 アンディ・
テイラー/著

ヤマハミュージックEH

89 763.7 フルートの正しい指使い 井上昭史/著 ドレミ楽譜出版社

90 763.7 はじめよう!オカリナ 続 山崎菜穂子/著 ヤマハミュージックEH

91 763.8 初心者のドラム基礎教本 2018 枝川淳一/編著 自由現代社(発売)

92 763.9 未来の<サウンド>が聞こえる マーク・ブレンド/著 ヲノサトル/訳
アルテスパブリッシン
グ(発売)

93 764.7 KING CRIMSON'S MUSIC,HISTORY&CONNECTION ストレンジ・デイズ/編 KADOKAWA

94 764.7 キング・クリムゾン・ディレクトリー 松井巧/監
スペースシャワーネッ
トワーク

95 764.7 スティーヴ・ルカサー自伝 スティーヴ・ルカサー/著 川村まゆ
み/訳

DU BOOKS

96 764.7 ジミ・ヘンドリックス伝説  河出書房新社

97 764.7 スイングジャーナル時代の中山康樹 中山康樹/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

98 764.7 Jazz Spot Jの物語 バードマン幸田/著 駒草出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 764.7 女ですもの泣きはしない 湯川れい子/著 KADOKAWA

100 764.7 50年目に聴き直す「ホワイト・アルバム」深掘り鑑賞ガイド  
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

101 767.1 最強の声と体を手に入れる!マッスルボイトレ 東哲一郎/著 ヤマハミュージックEH

102 767.8 現在(イマ)ここで、ちゃんとやれ!そして、夢よ叫べ! 遠藤賢司/著 湯浅学/監修・構成 リットーミュージック

103 767.8 ヒットソングを創った男たち 濱口英樹/著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

104 767.8 プリンス録音術 ジェイク・ブラウン/著 押野素子/訳 DU BOOKS

105 768.1 三線上達のポイント 日高桃子/監修 山城留美子/監修 メイツ出版

106 769.5 ロイ・フラー 山本順二/著 風媒社

107 769.9 ボリショイ卒業 大前仁/著 東洋書店新社

108 770.4 生き残る芸能人のすごい処世術 城下尊之/著 ベストセラーズ

109 770.4 スキャンダル 高部務/著 小学館

110 772.1 僕の戦後舞台・テレビ・映画史70年 久米明/著 河出書房新社

111 778.2 映画監督市川準 市川準/著 倉田剛/著 ワイズ出版

112 778.2 僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下ほうか/著 辰巳出版

113 778.2 冒険監督 塚本晋也/著 ぱる出版

114 778.2 東宝特殊美術部の仕事 映画・テレビ・CF編 ににたかし/著 新紀元社

115 778.2 幻に終わった傑作映画たち サイモン・ブラウンド/編 有澤真庭/
訳

竹書房

116 778.2 ヒッチコック  河出書房新社

117 778.4 撮影監督高間賢治の映画撮影記 高間賢治/著 玄光社

118 778.7 ミッキーマウスヴィンテージ物語 デイビッド・ガースタイン/編集・解
説 稲次信一郎/訳

うさぎ出版

119 778.7 映画『夜と霧』とホロコースト E.ファン・デル・クナープ/編 庭田
よう子/訳

みすず書房

120 778.7 映画を作りながら考えたこと 高畑勲/著 徳間書店

121 778.7 山本二三背景画集 山本二三/著 広済堂出版

122 778.8 夢(スーパーヒーロー)を追い続ける男 鈴木武幸/著 講談社

123 778.8 時代劇を見れば、日本史の8割は理解できます。 山本博文/著 ペリー荻野/著 徳間書店

124 779.0 全身芸人 田崎健太/取材・文 関根虎洸/写真 太田出版

125 779.3 日本奇術文化史 河合勝/著 長野栄俊/著 東京堂出版

126 779.3 DVDでわかる!魅せるコインマジック基本のコツ50 沢しんや/監修 メイツ出版

127 780 ホイチョイのリア充王 ホイチョイ・プロダクションズ/著 講談社

128 780.1 イップスは治る! 飯島智則/著 洋泉社

129 780.1 姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 膝・下腿の筋編 土屋真人/著 秀和システム

130 780.1 新・スポーツ生理学 三村寛一/編 鉄口宗弘/編 嵯峨野書院

131 780.7 プリズナートレーニング ポール・ウェイド/著 山田雅久/訳 CCCメディアハウス

132 780.7 体を鍛え、心を整える50歳からの筋トレ・メソッド 宮田みゆき/著 法研

133 780.7 筋力トレーニング解剖学 山口典孝/著
ベースボール・マガジ
ン社

134 781.4 はじめてのピラティス・プログラム 米田由紀/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

135 782 ランの伸びしろが見つかる本 佐藤基之/著 中野ジェームズ修一/監
修

カンゼン

136 782.3 マラソンランナーへの道 続 鍋倉賢治/著 大修館書店

137 782.3 スムーズな走りを極める!陸上競技ハードル 山崎一彦/監修 メイツ出版

138 782.3 箱根駅伝100年襷の記憶  
ベースボール・マガジ
ン社

139 783.1 100問の“実戦ドリル”でバスケiQが高まる 小谷究/著 佐々木クリス/著 東邦出版

140 783.2
「決定力」に差がつく!バレーボールアタッカー最強のポイント50  コツが
わかる本

山本隆弘/監修 メイツ出版

141 783.4 ルカ・モドリッチ ビセンテ・アスピタルテ/著 ホセ・
マヌエル・プエルタス/著

カンゼン

142 783.4 DVDでマスター!ラグビー 井上正幸/監修 学研プラス

143 783.4 1%の成功(ゴール)をつかむ99%の準備力 霜田正浩/著 朝日新聞出版

144 783.4 サッカーする子は「これ」で伸びる! 東邦出版編集部/編 東邦出版

145 783.5 自分でつくるテニス筋力 緑ケ丘テニスガーデン/監修 滝田英
作/監修

実業之日本社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

146 783.7 がんでも人生フルスイング 大島康徳/著 双葉社

147 783.7 野球母ちゃん 神川靖子/著 新評論

148 783.7 わいたこら。 新庄剛志/著 学研プラス

149 783.7 空に向かってかっ飛ばせ! 筒香嘉智/著 文藝春秋

150 783.7 日本野球をつくった男-石本秀一伝 西本恵/著 講談社

151 783.7 プロ野球バカ本 長谷川晶一/著 朝日新聞出版

152 783.7 代理人だからこそ書ける日米プロ野球の契約の謎  （ポプラ新書） 長谷川嘉宣/著 ポプラ社

153 783.7 ソフトボールの戦い方 福田五志/著
ベースボール・マガジ
ン社

154 783.7 プロ野球を選ばなかった怪物たち 元永知宏/著 イースト・プレス

155 783.7 最高のコーチは、教えない。 吉井理人/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

156 783.8 日本のゴルフ聖地100 大塚和徳/著 日本経済新聞出版社

157 784.3 日本スキー教程 全日本スキー連盟/著 山と溪谷社

158 784.3 日本スキー教程 安全編 全日本スキー連盟/著 山と溪谷社

159 784.3 山スキールート212 山とスキー編集部/編 山と溪谷社

160 786.1 スポーツクライミング「リード」上達バイブル 安間佐千/監修 メイツ出版

161 786.1 米国ハイキング大全 村上宣寛/著 枻出版社

162 787.1 ゼロから始めるウキフカセ釣り入門  コスミック出版

163 788.2 「プロレス」という文化 岡村正史/著 ミネルヴァ書房

164 791.7 茶席の和菓子帖 千和加子/監修 世界文化社

165 795 石の原点 金日煥/著 李夏林/著 東京創元社

166 795 置碁・黒の3大心得 平野正明/著 JDC出版

167 796 奇襲の王様筋違い角のすべて 武市三郎/著 美馬和夫/著 マイナビ出版

168 795 基礎から始める河野臨の詰碁 河野臨/著 マイナビ出版

169 796 新型雁木のすべて 稲葉陽/著 マイナビ出版

170 796 高橋道雄の将棋道場初段突破のコツ50 高橋道雄/監修 メイツ出版

171 796 この局面は詰みがあります どう詰むかな? 高橋道雄/著 創元社

172 796 藤井聡太推薦!将棋が強くなる基本3手詰 書籍編集部/編 日本将棋連盟

173 796 詰ます将棋 森信雄/著 実業之日本社

174 796.0 こどもをぐんぐん伸ばす「将棋思考」 高野秀行/著 ワニ・プラス

175 796.0 藤井聡太語録  ダイアプレス

176 798 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 第7巻
東京大学謎解き制作集団
AnotherVision/著

扶桑社

177 799 もっと魅せる!輝く!よさこい上達のコツ 吉田快/監修 メイツ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 810 ことば検定 <語彙>編 テレビ朝日「グッド!モーニング」/
編

朝日新聞出版

2 810 ことば検定 <漢字>編 テレビ朝日「グッド!モーニング」/
編

朝日新聞出版

3 810.2 ことばでたどる日本の歴史 幕末・明治・大正篇 今野真二/著 河出書房新社

4 813 和名類聚抄地名新考 工藤力男/著 和泉書院

5 814 大人の語彙力ノート どっちが正しい?編 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

6 814 世界に広めたい日本語大全 齋藤孝/著 ぴあ

7 816 100倍クリックされる超Webライティングバズる単語300 東香名子/著
パルコエンタテインメ
ント事業部

8 816 才能に頼らない文章術 上野郁江/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

9 816 1時間でわかるWebライティング ふくだたみこ/著 さかたみちこ/著 技術評論社

10 830.7 世界で成功する英語即聴力 小熊弥生/著 秀和システム

11 830.7 リラックスイングリッシュ ピョートル・フェリクス・グジバチ/
著

KADOKAWA

12 834 英語マニアなら知っておくべき500の英単語 キャロライン・タガート/著 大工原
彩/訳

すばる舎リンケージ

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 835 英文法の魅力  （中公新書） 里中哲彦/著 中央公論新社

14 837 天声人語 2018秋 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/
訳

原書房

15 837.8 英語は3語で伝わります 中山裕木子/著 ダイヤモンド社

16 856 フランス語日記 酒巻洋子/著 三修社

17 875 イタリア語のルール 森田学/著 白水社

18 889.9 ニューエクスプレスプラス ラトヴィア語 堀口大樹/著 白水社

19 894.2 古代エジプト語基本単語集 西村洋子/編著 平凡社

20 894.7 ニューエクスプレスプラス スワヒリ語 竹村景子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 現代日本の場面設定辞典 ライブ/編著 カンゼン

2 902.0 作家との遭遇 沢木耕太郎/著 新潮社

3 902.0 文豪の猫 アリソン・ナスタシ/著 浦谷計子/訳 エクスナレッジ

4 902.3 小説を深く読む 三田誠広/著 海竜社

5 904 百年の旅 立野正裕/著 彩流社

6 908 須賀敦子の本棚 3 池澤夏樹/監修 河出書房新社

7 909.3 もう一度読みたい少女小説の世界  双葉社

8 910.2 司馬遼太郎と明治  朝日新聞出版

9 910.2 堀田善衞を読む  （集英社新書） 池澤夏樹/著 吉岡忍/著 集英社

10 910.2 藤沢周平「人はどう生きるか」 遠藤崇寿/監修 遠藤展子/監修 悟空出版

11 910.2 日本の同時代小説  （岩波新書　新赤版） 斎藤美奈子/著 岩波書店

12 910.2 淳ちゃん先生のこと 重金敦之/著 左右社

13 910.2 島崎藤村と木曽の旅  産業編集センター

14 910.2 本格ミステリ・ベスト10 2019 探偵小説研究会/編著 原書房

15 910.2 三島由紀夫は一〇代をどう生きたか 西法太郎/著 文学通信

16 910.2 作家と楽しむ古典 古川日出男/著 岡田利規/著 河出書房新社

17 910.2 預言の哀しみ 渡辺京二/著 弦書房

18 910.8 ドナルド・キーン著作集 第15巻 ドナルド・キーン/著 新潮社

19 911.1 百人一首という感情 最果タヒ/著 リトルモア

20 911.3 記号論から見た俳句 有馬道子/著 開拓社

21 911.3 俳句歳時記 冬 角川書店/編 KADOKAWA

22 911.3 生きる力。 種田山頭火/著 山頭火ふるさと館/編
集

春陽堂書店

23 911.3 芭蕉二百回忌の諸相 綿抜豊昭/著 鹿島美千代/著 桂書房

24 911.5 幸せについて 谷川俊太郎/著 ナナロク社

25 911.6 たびうた アトリエタビト/編 梅原トシカヅ/編
ダイヤモンド・ビッグ
社

26 912.6 修道女たち ケラリーノ・サンドロヴィッチ/著 白水社

27 912.6 町の形見 柳美里/著 河出書房新社

28 912.6 穴 渋谷悠/著 論創社

29 913.5 新釈猫の妙術 佚斎樗山/著 高橋有/訳・解説 草思社

30 913.5 世間胸算用 井原西鶴/作 金井寅之助/校注 新潮社

31 914.6 にゃんこ天国 阿部昭/[ほか]著 河出書房新社

32 914.6 空を見てますか… 9 池辺晋一郎/著 新日本出版社

33 914.6 ナニカトナニカ 大竹伸朗/著 新潮社

34 914.6 雑誌に育てられた少年 亀和田武/著 左右社

35 914.6 母の教え  （集英社新書） 姜尚中/著 集英社

36 914.6 麦の日記帖 佐伯一麦/著 プレスアート

900 文学 
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37 914.6 安吾巷談 坂口安吾/著 三田産業

38 914.6 われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名誠/著 集英社

39 914.6 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内寂聴/著 瀬尾まなほ/著 光文社

40 914.6 人生の後片づけ 曾野綾子/著 河出書房新社

41 914.6 こといづ 高木正勝/著 木楽舎

42 914.6 わるい食べもの 千早茜/著 ホーム社

43 914.6 不良老人の文学論 筒井康隆/著 新潮社

44 914.6 ズレてる、私!? 中野翠/著 毎日新聞出版

45 914.6 ターコイズ・ブルーの海から 続 日高誠一/著 柏艪舎

46 914.6 人生是、途中なり 松尾スズキ/著 朝日新聞出版

47 914.6 「穴場」の喪失  （祥伝社新書） 本村凌二/著 マイク・モラスキー/著 祥伝社

48 914.6 都市のエクスタシー 山田登世子/著 藤原書店

49 914.6 猫も老人も、役立たずでけっこう 養老孟司/著 河出書房新社

50 914.6 お別れの色 吉本ばなな/著 幻冬舎

51 915.6 ビルの谷間のニューヨーク 佐々木健二郎/著 荒蝦夷

52 915.6 中野重治・堀田善衞往復書簡1953-1979 中野重治/著 堀田善衞/著 影書房

53 915.6 一私小説書きの日乗 新起の章 西村賢太/著 本の雑誌社

54 915.6 曙光を旅する 葉室麟/著 朝日新聞出版

55 916 ボンちゃんは82歳、元気だよ! 石山春平/著 社会評論社

56 916 ホスピス病棟の夏 川村湊/著 田畑書店

57 916 この地獄を生きるのだ 小林エリコ/著 イースト・プレス

58 916 がんに生きる なかにし礼/著 小学館

59 916 最後の「愛してる」 前田朋己/著 幻冬舎

60 916 前立腺歌日記 四元康祐/著 講談社

61 918 日本文学全集 05 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

62 918.6 山田美妙集 第7巻 山田美妙/著 『山田美妙集』編集委
員会/編

臨川書店

63 919.3 和漢朗詠集 藤原公任/撰 大曽根章介/校注 新潮社

64 919.6 正岡子規絶句集 正岡子規/著 播田松煌/編著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

65 923 中国奇想小説集 井波律子/編訳 平凡社

66 923.4 「玄怪録」と「伝奇」 牛僧孺/撰 裴【ケイ】/撰 東方書店

67 923.7 惑郷の人 郭強生/著 西村正男/訳 あるむ

68 929.1 82年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ/著 斎藤真理子/訳 筑摩書房

69 929.3 喜びの木陰 チェニイ/著 河東田静雄/訳 大同生命国際文化基金

70 929.7 クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット/著 母袋夏生/訳 河出書房新社

71 930.2 クトゥルー神話大事典 東雅夫/著 新紀元社

72 933.7 芥川龍之介選英米怪異・幻想譚 芥川龍之介/選 澤西祐典/編訳 岩波書店

73 933.7 あしながおじさん ジーン・ウェブスター/作 谷川俊太
郎/訳

朝日出版社

74 933.7 カート・ヴォネガット全短篇 2 カート・ヴォネガット/著 大森望/監
修

早川書房

75 933.7 ほんと、めちゃくちゃなんだけど ルーシー・ヴァイン/著 森信太郎/訳 CCCメディアハウス

76 933.7 ホフマン博士の地獄の欲望装置 アンジェラ・カーター/著 榎本義子/
訳

図書新聞

77 933.7 大統領失踪 上･下 ビル・クリントン/著 ジェイムズ・
パタースン/著

早川書房

78 933.7 四つの福音書の物語 F.W.クロフツ/著 熊木信太郎/訳 論創社

79 933.7 むずかしい女たち ロクサーヌ・ゲイ/著 小澤英実/訳 河出書房新社

80 933.7 何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト/著 小川高
義/訳

早川書房

81 933.7 鐘は歌う アンナ・スメイル/著 山田順子/訳 東京創元社

82 933.7 パトリック・メルローズ 2 エドワード・セント・オービン/著
国弘喜美代/訳

早川書房

83 933.7 巨大なラジオ/泳ぐ人 ジョン・チーヴァー/著 村上春樹/訳 新潮社
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84 933.7 淡い焰 ウラジーミル・ナボコフ/著 森慎一
郎/訳

作品社

85 933.7 ケイレブ ジェラルディン・ブルックス/著 柴
田ひさ子/訳

平凡社

86 933.7 ピアノ・レッスン アリス・マンロー/著 小竹由美子/訳 新潮社

87 933.7 精神病院の殺人 ジョナサン・ラティマー/著 福森典
子/訳

論創社

88 933.7 麗しき夫人 D.H.ロレンス/著 照屋佳男/訳 中央公論新社

89 933.7 ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック/著 高山真由美/
訳

早川書房

90 936 父と僕の終わらない歌 サイモン・マクダーモット/著 浅倉
卓弥/訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

91 936 帰還 ヒシャーム・マタール/著 金原瑞人/
訳

人文書院

92 936 グリーフ ヘレン・ガーナー/著 加藤めぐみ/訳 現代企画室

93 949.3 ネムレ! アンネリース・ヴェルベーケ/著 井
内千紗/訳

松籟社

94 950.2 ジョルジュ・サンド愛の食卓 アトランさやか/著 現代書館

95 953.6 死美人 フォルチュネ・デュ・ボアゴベー/著
黒岩涙香/文

河出書房新社

96 953.7 あやかしの裏通り ポール・アルテ/著 平岡敦/訳 行舟文化

97 953.7 名探偵ルパン モーリス・ルブラン/著 保篠龍緒/訳 論創社

98 953.7 反復 アラン・ロブ=グリエ/著 平岡篤頼/
訳

白水社

99 953.7 炎の色 ピエール・ルメートル/著 平岡敦/訳 早川書房

100 969.3 あけましておめでとう フーベン・フォンセッカ/著 江口佳
子/訳

水声社

101 988 不死 アンドレイ・プラトーノフ/著 工藤
順/編訳

未知谷

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 鼠、恋路の闇を照らす 赤川次郎/著 KADOKAWA

2 F らんちう 赤松利市/著 双葉社

3 F 田沼スポーツ包丁部! 秋川滝美/著 幻冬舎

4 F 魔術 芥川龍之介/著 長山靖生/編 彩流社

5 F 会社を綴る人 朱野帰子/著 双葉社

6 F 草々不一 朝井まかて/著 講談社

7 F 人生のピース 朝比奈あすか/著 双葉社

8 F 星詠師の記憶 阿津川辰海/著 光文社

9 F 降誕祭の手紙/地上の草 庵原高子/著 田畑書店

10 F 偽りのラストパス 生馬直樹/著 新潮社

11 F フーガはユーガ 伊坂幸太郎/著 実業之日本社

12 F ショートショート美術館 太田忠司/著 田丸雅智/著 文藝春秋

13 F 天下普請 稲葉稔/著 双葉社

14 F 刀と傘 伊吹亜門/著 東京創元社

15 F ドーナツの穴の向こう側 上田慎一郎/著 上田慎一郎/原案 星海社

16 F 聖者が街にやって来た 宇佐美まこと/著 幻冬舎

17 F ダンシング・マザー 内田春菊/著 文藝春秋

18 F 千のグラスを満たすには 遠藤彩見/著 新潮社

19 F 大江健三郎全小説 3 大江健三郎/著 講談社

20 F 大江健三郎全小説 7 大江健三郎/著 講談社

21 F 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき/著 早川書房

22 F それでも空は青い 荻原浩/著 KADOKAWA

23 F 海近旅館 柏井壽/著 小学館

24 F 厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山海百合/著 東京創元社

25 F 先人群像七話(ななつばなし) 第3集 かつおきんや/著 能登印刷出版部

26 F アトラス 神永学/著 新潮社

F 小説 
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27 F ポーラの戴冠式 茅田砂胡/著 中央公論新社

28 F トッピング 川上健一/著 集英社

29 F 太陽ときみの声 2 川端裕人/作 朝日学生新聞社

30 F 星の降る家のローレン 北川恵海/著 KADOKAWA

31 F 介護士K 久坂部羊/著 KADOKAWA

32 F 流砂 黒井千次/著 講談社

33 F 日本近代医学の父ポンペと幕末のオランダ人たち 上･下 桑原敏眞/著 文芸社

34 F 影を歩く 小池昌代/著 方丈社

35 F とちおとめのババロア 小谷野敦/著 青土社

36 F 不思議なシマ氏 小沼丹/著 幻戯書房

37 F キンモクセイ 今野敏/著 朝日新聞出版

38 F 雨上がり月霞む夜 西條奈加/著 中央公論新社

39 F 坂口安吾歴史小説コレクション 第2･第3巻 坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店

40 F トランスヒューマンガンマ線バースト童話集 三方行成/著 早川書房

41 F 青山に在り 篠綾子/著 KADOKAWA

42 F 戯れの魔王 篠原勝之/著 文藝春秋

43 F 反骨士学校 大郷戦棄/著 七つ森書館

44 F エイリア綺譚集 高原英理/著 国書刊行会

45 F トラペジウム 高山一実/著 KADOKAWA

46 F ライト・ノベル 滝本竜彦/著 KADOKAWA

47 F その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃/著 幻冬舎

48 F 彼女たちがやったこと 唯野未歩子/著 筑摩書房

49 F ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明恩/著 双葉社

50 F 正しい愛と理想の息子 寺地はるな/著 光文社

51 F ゴー・ホーム・クイックリー 中路啓太/著 文藝春秋

52 F 静おばあちゃんと要介護探偵 中山七里/著 文藝春秋

53 F ばけばけ 那須正幹/著 ポプラ社

54 F 知覧と指宿枕崎線の間 西村京太郎/著 KADOKAWA

55 F 羅針盤は壊れても 西村賢太/著 講談社

56 F そこにいるのに 似鳥鶏/著 河出書房新社

57 F 私以外みんな不潔 能町みね子/著 幻冬舎

58 F 花折 花村萬月/著 集英社

59 F 愉楽にて 林真理子/著 日本経済新聞出版社

60 F 常設展示室 原田マハ/著 新潮社

61 F 夜汐 東山彰良/著 KADOKAWA

62 F かけらのかたち 深沢潮/著 新潮社

63 F さよならの夜食カフェ 古内一絵/著 中央公論新社

64 F すみれ屋敷の罪人 降田天/著 宝島社

65 F リコール 保坂祐希/著 ポプラ社

66 F ぴりから 堀江貴文/著 田中里奈/著 幻冬舎

67 F されど私の可愛い檸檬 舞城王太郎/著 講談社

68 F 世界怪奇残酷実話 牧逸馬/著 河出書房新社

69 F 芙蓉の干城(たて) 松井今朝子/著 集英社

70 F 108 松尾スズキ/著 講談社

71 F あの日、あの時、あの場所から 水沢秋生/著 キノブックス

72 F 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき/著 文藝春秋

73 F 黒猫のいない夜のディストピア 森晶麿/著 早川書房
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74 F 古民家再生物語 森久美子/著 中央公論新社

75 F 水曜日の手紙 森沢明夫/著 KADOKAWA

76 F 風を越えて 森永泰信/著 文芸社

77 F 皆殺しの家 山田彩人/著 南雲堂

78 F 怪盗インビジブル 行成薫/著 講談社

79 F 由利・三津木探偵小説集成 1 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 少年の憂鬱 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B213 偽書が描いた日本の超古代史 原田実/著 河出書房新社

3 B289.1 紀州のドン・ファン殺害「真犯人」の正体 吉田隆/著 講談社

4 B757.3 色の秘密 野村順一/著 文藝春秋

5 B779.1 笑ってなんぼじゃ! 上 島田洋七/著 徳間書店

6 B786.1 青春を山に賭けて 植村直己/著 文芸春秋

7 B914.6 殿山泰司ベスト・エッセイ 殿山泰司/著 大庭萱朗/編 筑摩書房

8 B914.6 まあまあの日々 群ようこ/著 KADOKAWA

9 B933.7 消えた子供 クリス・ウィタカー/著 峯村利哉/訳 集英社

10 B933.7 楽園の泉 アーサー・C.クラーク/著 山高昭/訳 早川書房

11 B933.7 血のない殺人 上･下 フェイ・ケラーマン/著 林啓恵/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

12 B933.7 ミスコン女王が殺された ジャナ・デリオン/著 島村浩子/訳 東京創元社

13 B933.7 ファイアマン 上･下 ジョー・ヒル/著 白石朗/訳 小学館

14 B933.7 誰かが噓をついている カレン・M.マクマナス/著 服部京子/
訳

東京創元社

15 B933.7 不思議の国の少女たち ショーニン・マグワイア/著 原島文
世/訳

東京創元社

16 B933.7 サイレンズ・イン・ザ・ストリート エイドリアン・マッキンティ/著 武
藤陽生/訳

早川書房

17 B933.7 タンジェリン クリスティン・マンガン/著 府川由
美恵/訳

早川書房

18 B943.7 悪しき狼 ネレ・ノイハウス/著 酒寄進一/訳 東京創元社

19 B933.7 魔術師ペンリック ロイス・マクマスター・ビジョルド/
著 鍛治靖子/訳

東京創元社

20 B983 白痴 4 ドストエフスキー/著 亀山郁夫/訳 光文社

21 BF 黄金餅殺人事件 愛川晶/著 中央公論新社

22 BF 書店ガール 7 碧野圭/著 PHP研究所

23 BF 悪の華 赤川次郎/著 KADOKAWA

24 BF 今日の別れに 赤川次郎/著 KADOKAWA

25 BF 恐怖の報酬 赤川次郎/著 KADOKAWA

26 BF 自殺行き往復切符 赤川次郎/著 KADOKAWA

27 BF カカノムモノ 2 浅葉なつ/著 新潮社

28 BF よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり 天野頌子/著 ポプラ社

29 BF 暴れん坊将軍 2･3巻 井川香四郎/著 KADOKAWA

30 BF 喜連川の風 明星ノ巻1 稲葉稔/著 KADOKAWA

31 BF 仕掛 上田秀人/著 徳間書店

32 BF みつばの郵便屋さん 5 小野寺史宜/著 ポプラ社

33 BF 青の数学 1･2 王城夕紀/著 新潮社

34 BF たぬき芸者 風野真知雄/著 徳間書店

35 BF あなたを奪うの。 窪美澄/著 千早茜/著 河出書房新社

36 BF 毒死 小杉健治/著 双葉社

37 BF 花嫁人形 佐々木丸美/著 東京創元社

38 BF 忘れな草 佐々木丸美/著 東京創元社

B 文庫本 
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39 BF 公卿の罠 佐々木裕一/著 講談社

40 BF ちょっと一杯のはずだったのに 志駕晃/著 宝島社

41 BF スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕晃/著 宝島社

42 BF 味覚の冒険 集英社文庫編集部/編 嵐山光三郎/著 集英社

43 BF 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。 2 竹村優希/著 KADOKAWA

44 BF 入り婿侍商い帖　 凶作年の騒乱1･2巻 千野隆司/著 KADOKAWA

45 BF 蒲田行進曲 つかこうへい/著 KADOKAWA

46 BF 美少年M 西尾維新/著 講談社

47 BF 殺しはトロッコ列車で 西村京太郎/著 双葉社

48 BF 明暗 野口卓/著 KADOKAWA

49 BF ある閉ざされた雪の山荘で 東野圭吾/著 講談社

50 BF グアムの探偵 1 松岡圭祐/著 KADOKAWA

51 BF 湖底の光芒 松本清張/著 光文社

52 BF ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と不思議な客人たち 三上延/著 KADOKAWA

53 BF 京の縁結び 縁見屋と運命の子 三好昌子/著 宝島社

54 BF はるかな空の東 村山早紀/著 ポプラ社

55 BF 竜宮ホテル 村山早紀/著 徳間書店

56 BF 竜宮ホテル 水仙の夢 村山早紀/著 徳間書店

57 BF 竜宮ホテル 魔法の夜 村山早紀/著 徳間書店

58 BF 人間のように泣いたのか? 森博嗣/著 講談社

59 BF 永遠のマフラー 森村誠一/著 KADOKAWA

60 BF 少女架刑 吉村昭/著 中央公論新社

61 BF 透明標本 吉村昭/著 中央公論新社

62 BF はぐれ名医診療暦 和田はつ子/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G291.6 The Little Book of Kyoto ベン・シモンズ/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

2 G596.2 GYOZA パラダイス山元/著 Amelia Warren/
訳

チャールズ・イー・タ
トル出版

3 G627.8 MINIATURE JAPANESE GARDENS 小林健二/著 Leeyong Soo/訳
チャールズ・イー・タ
トル出版

4 G789.3 THE BOOK OF FIVE RINGS AND OTHER WORKS 宮本武蔵/著 アレキサンダー・ベ
ネット/訳

チャールズ・イー・タ
トル出版

5 G810.7 Japanese Kanji Fast Finder ローレンス・マシューズ/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R059 ブリタニカ国際年鑑 2018  ブリタニカ・ジャパン

2 R202.5 世界のピラミッド大事典 大城道則/著 青山和夫/著 柊風舎

3 R215.8 幕末維新史年表 大石学/編 東京堂出版

4 R320.9 有斐閣判例六法 平成31年版 長谷部恭男/編集代表 佐伯仁志/編集
代表

有斐閣

5 R334.0 人口学事典 日本人口学会/編 丸善出版

6 R336.9 英和・和英海外取引で使える会計・税務用語辞典 佐和周/著 中央経済社

7 R351 データでみる県勢 2019 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

8 R358.1 簡易生命表 平成29年 厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策、政策評価担当)/編

厚生労働統計協会

9 R370.3 全国学校総覧 2019年版 全国学校データ研究所/編 原書房

10 R376.1 子どものこころがみえてくる保育実践事典 幼少年教育研究所保育実践事典編集
委員会/編著

鈴木出版

11 R376.8 音楽大学・学校案内 2019  音楽之友社

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 

T 郷土資料 G 外国語資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 R403.6 理科年表 第92冊(平成31年) 国立天文台/編 丸善出版

13 R440.5 天文年鑑 2019年版 天文年鑑編集委員会/編 誠文堂新光社

14 R518.8 日本都市史・建築史事典 都市史学会/編 丸善出版

15 R519.0 環境年表 第6冊(2019-2020) 国立天文台/編 丸善出版

16 R570.3 化学品ハンドブック 2018 重化学工業通信社・化学チーム/編 重化学工業通信社

17 R610.5 食料・農業・農村白書参考統計表 平成30年版 農林水産省/編集 日経印刷

18 R629.4 自然公園実務必携 環境省自然環境局国立公園課/監修 中央法規出版

19 R699.3 日本民間放送年鑑 2018 日本民間放送連盟/編 コーケン出版(発売)

20 R833.2 ウィズダム和英辞典 岸野英治/編 三省堂

21 R833.3 ウィズダム英和辞典 井上永幸/編 赤野一郎/編 三省堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 富山大学人文学部紀要 第69号 富山大学人文学部/編 富山大学人文学部

2 T050 富山大学人間発達科学部紀要 第13巻第1号(2018) 富山大学人間発達科学部/編
富山大学人間発達科学
部

3 T163 立山の明治維新 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

4 T183 豊田山 蓮照寺史 蓮照寺/著 桂書房

5 T209.2 旧石器時代とはどのような時代だったのか! 富山県埋蔵文化財センター/編
富山県埋蔵文化財セン
ター

6 T209.4 前田利長 見瀬和雄/著 吉川弘文館

7 T209.6 米騒動という大正デモクラシーの市民戦線 井本三夫/著 現代思潮新社

8 T233.1 人やものを運ぶ 富山市大山歴史民俗資料館/編
富山市大山歴史民俗資
料館

9 T233.2 吉野の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/編 佐田保

10 T233.2 伏木の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/編 佐田保

11 T233.2 舟渡の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/編 佐田保

12 T244 古写真にみる高岡 高岡市立博物館/編 高岡市立博物館

13 T251 大境洞窟・朝日貝塚100年 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

14 T289 私の人生と寺社巡拝 藤田勇信/編 藤田/勇信

15 T314 富山県議会定例会会議録 平成30年6月 富山県議会/編 富山県議会

16 T318.3 富山市くらしの便利帳 2018 富山市市民生活相談課/編 富山市市民生活相談課

17 T318.3 富山市議会定例会議案 平成30年12月 富山市議会/編 富山市議会

18 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成30年9月 富山市議会/編 富山市議会

19 T344 予算特別委員会会議録 平成30年6月 富山県議会/編 富山県議会

20 T361.7 地域生活学研究 vol.8 富山大学地域生活学研究会/編
富山大学地域生活学研
究会

21 T367
男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画推進施策の実施の状況につい
ての報告書 2018年版

富山県総合政策局少子化対策・県民
活躍課/編

富山県総合政策局少子
化対策・県民活躍課

22 T367 地域における男女共同参画推進BOOK 2018 富山県総合政策局少子化対策・県民
活躍課/企画

富山県総合政策局少子
化対策・県民活躍課

23 T367 富山県民男女共同参画計画 第4次 富山県総合政策局少子化対策・県民
活躍課/編

富山県総合政策局少子
化対策・県民活躍課

24 T369.2 富山県障害福祉計画 第5期(平成30年3月) 富山県厚生部障害福祉課/編
富山県厚生部障害福祉
課

25 T369.3 二つの祖国を生きて 恵子と明子 向井嘉之/著 能登印刷出版部

26 T377.3 富山短期大学地域連携活動年報 平成29年度 富山短期大学地域連携センター/編
富山短期大学地域連携
センター

27 T405 富山市科学博物館研究報告 第42号(2018) 富山市科学博物館/編 富山市科学博物館

28 T519 富山市水道事業・工業用水道事業・公共下水道事業会計決算書 平成29年度 富山市/編 富山市

29 T521 論集・富山城研究 2 富山城研究会/編 富山城研究会

30 T686.9 路面電車EX vol.12(2018)  イカロス出版

31 T687 富山空港概要 平成30年度 富山県富山空港管理事務所/編
富山県富山空港管理事
務所

32 T706 アートはまちをすくわない? 松田愛/編 西島治樹/編 富山大学芸術文化学部

33 T706.9 富山県美術展入賞作品 第73回 富山県美術展実行委員会/編
富山県美術展実行委員
会

34 T708 カタログ 富山ガラス大賞展 2018 富山ガラス大賞展実行委員会事務局/
編

富山ガラス大賞展実行
委員会

T 郷土資料 T 郷土資料 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 T726 里中満智子「愛」のテーゼ 高志の国文学館/編 シー・エー・ピー

36 T786 ふるさとの山 僧ヶ岳 黒部市歴史民俗資料館/編 黒部市歴史民俗資料館

37 T905 いみずの文芸 第6号 射水市芸術文化協会文芸部/編
射水市芸術文化協会文
芸部

38 T946 海鳴り 畠山満喜子/著 畠山満喜子

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C かたつむり 宮崎二美枝/脚本 亀澤裕也/絵 鈴木出版

2 C しましま 森山京/脚本 松成真理子/絵 童心社

3 C かまた先生のアリとキリギリス 鎌田實/脚本 スズキコージ/絵 童心社

4 C たきびだたきびだぽっかぽか よこみちけいこ/脚本 石川えりこ/絵 童心社

5 C とうじかぼちゃでふゆもげんき! 土田義晴/脚本・絵 童心社

6 C ぶす 長野ヒデ子/脚本 本多ちかこ/絵 鈴木出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E いちごちゃん さとうめぐみ/作・絵 PHP研究所

2 E うーこのてがみ 小池アミイゴ/ぶん・え KADOKAWA

3 E 大雪 ゼリーナ・ヘンツ/文 アロイス・カ
リジェ/絵

岩波書店

4 E おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ・フッド/作 長谷川義史/訳 小学館

5 E おとぎばなしをしましょう フランチシェク・フルビーン/ぶん
イジー・トゥルンカ/え

プチグラパブリッシン
グ

6 E おもひでぽろぽろ 岡本 蛍/原作 徳間書店

7 E かぐや姫の物語 高畑勲/原案・脚本・監督 坂口理子/
脚本

徳間書店

8 E 崖の上のポニョ 宮崎駿/原作・脚本・監督 徳間書店

9 E 火星にいった3人の宇宙飛行士 U.エーコ/さく E.カルミ/え 六耀社

10 E 風の谷のナウシカ 上･下 宮崎 駿/原作 徳間書店

11 E がまとうさぎのもちあらそい おざわとしお/さいわ いとうあけみ/
さいわ

くもん出版

12 E 借りぐらしのアリエッティ メアリー・ノートン/原作 宮崎駿/企
画・脚本

徳間書店

13 E カレンダーでんしゃがやってくる! 丸山誠司/作 交通新聞社

14 E キリンのスパゲティとかめさんサラダ レザ・ダルバンド/さく はたこうし
ろう/やく

射水市大島絵本館

15 E こえにだしてよみましょう フランチシェク・フルビーン/ぶん
イジー・トゥルンカ/え

プチグラパブリッシン
グ

16 E コクリコ坂から 高橋千鶴/原作 佐山哲郎/原作 徳間書店

17 E ゴッホの星空 バーブ・ローゼンストック/文 メア
リー・グランプレ/絵

ほるぷ出版

18 E サーベルふじん 網代幸介/作・絵 小学館

19 E 鹿踊りのはじまり 宮沢賢治/作 ミロコマチコ/絵 三起商行

20 E セロ弾きのゴーシュ 藤城清治/影絵 宮沢賢治/原作 講談社

21 E ゾウさんをさがせ ギヨーム・コルネ/著 [柏書房編集部
/訳]

柏書房

22 E だいだいだいすき 石津ちひろ/ぶん たかくわこうじ/え ハッピーオウル社

23 E ダム デイヴィッド・アーモンド/文 レー
ヴィ・ピンフォールド/絵

評論社

24 E たんぽぽふうたろうと7ふしぎ くりはらたかし/作 小学館

25 E 天空の城ラピュタ 宮崎 駿/原作 徳間書店

26 E でんせつのじゃんけんバトル ドリュー・デイウォルト/ぶん アダ
ム・レックス/え

河出書房新社

27 E となりのトトロ 宮崎駿/原作・脚本・監督 徳間書店

28 E トムがてぶくろおとしたら ジム・エイルズワース/文 バーバ
ラ・マクリントック/絵

犀の工房

29 E とろとっと 内田麟太郎/文 西村繁男/絵 くもん出版

30 E なんげえはなしっこしかへがな 北彰介/文 太田大八/絵 BL出版

31 E ぬかどこすけ! かとうまふみ/作 あかね書房

E 絵本 

C かみしばい 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 E ぱんだがころんで… 得田之久/作 たるいしまこ/絵 童心社

33 E パンダコパンダ 宮崎駿/原案・脚本 徳間書店

34 E フェルメール キアーラ・ロッサーニ/文 アンドレ
ア・アレマンノ/絵

西村書店

35 E 平成狸合戦ぽんぽこ 高畑勲/原作 徳間書店

36 E ホーホケキョとなりの山田くん いしい ひさいち/原作 高畑 勲/脚
本・監督

徳間書店

37 E ぼくがすきなこと 中川ひろたか/文 山村浩二/絵 ハッピーオウル社

38 E ぼくはなにいろのネコ? ロジャー・デュボアザン/さく 山本
まつよ/やく

子ども文庫の会

39 E ぼくはフクロウ フィリップ・バンティング/作 木坂
涼/訳

BL出版

40 E ほしじいたけほしばあたけ いざ、せんにんやまへ 石川基子/作 講談社

41 E 星のひとみ せなけいこ/絵 石井睦美/文 KADOKAWA

42 E 火垂るの墓 野坂 昭如/原作 高畑 勲/監督 徳間書店

43 E ママー、ポケット! デヴィッド・エズラ・シュタイン/作
ふしみみさを/訳

光村教育図書

44 E まめとすみとわら せなけいこ/ぶん・え 廣済堂あかつき

45 E まんまちゃんのボールがポン! 中川ひろたか/作 長野ヒデ子/絵 童心社

46 E 耳をすませば 柊 あおい/原作 徳間書店

47 E めいたんていワンムズ のはなはるか/作絵 学研プラス

48 E メンフクロウ 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

49 E もののけ姫 上･下 宮崎駿/原作・脚本・監督 徳間書店

50 E もももすももも 新井洋行/作 講談社

51 E やまがあるいたよ 長新太/さく 亜紀書房

52 E やまもりラーメン 赤川明/作 文研出版

53 E ゆき はたこうしろう/絵 ひさかたチャイルド

54 E ルイーズ・ブルジョワ エイミー・ノヴェスキー/文 イザベ
ル・アルスノー/絵

西村書店

55 E わたしのげぼく 上野そら/作 くまくら珠美/絵 アルファポリス

56 E わたしのおじさんのロバ トビー・リドル/作 村上春樹/訳 あすなろ書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K193 謎解き聖書物語  （ちくまプリマー新書） 長谷川修一/著 筑摩書房

2 K210 歴史を知る楽しみ  （ちくまプリマー新書） 家近良樹/著 筑摩書房

3 K289 アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス/編 小林
エリカ/訳

ポプラ社

4 K289 伊達政宗 小沢章友/作 山田一喜/絵 講談社

5 K291 京都・奈良・大阪修学旅行パーフェクトガイド あんぐる/著 メイツ出版

6 K317 がんばれ、アンズ! 鈴木博房/作 宮尾和孝/絵 岩崎書店

7 K334 池上彰が解説したい!国民・移民・難民 1 稲葉茂勝/文 池上彰/監修 筑摩書房

8 K361 高校生からのリーダーシップ入門  （ちくまプリマー新書） 日向野幹也/著 筑摩書房

9 K366 夢をそだてるみんなの仕事300  講談社

10 K367 持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは 第4巻  新日本出版社

11 K369 なぜ人と人は支え合うのか  （ちくまプリマー新書） 渡辺一史/著 筑摩書房

12 K376 <超・多国籍学校>は今日もにぎやか!  （岩波ジュニア新書） 菊池聡/著 岩波書店

13 K378 手で読む心でさわるやさしい点字 4 日本点字委員会/監修 国土社編集部/
編集

国土社

14 K382 アイヌ文化の大研究 中川裕/監修 PHP研究所

15 K382 アイヌ民族：歴史と現在 第９版  アイヌ民族文化財団

16 K385 かんたん!かわいい!イベントラッピングとカード 武田真理恵/著 主婦の友社/編 主婦の友社

17 K404 5分間のサバイバル 1ねんせい 韓賢東/マンガ チーム・ガリレオ/文 朝日新聞出版

18 K404 ジュニア空想科学読本 12 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

19 K407 科学のタネを育てよう 2  少年写真新聞社

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 K446 月のかたち 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

21 K448 基礎からわかる地図の大百科 1 田代博/著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

22 K448 教科書にでてくる地図記号 1 日本地図センター/監修 ほるぷ出版

23 K450 ビジュアル地球探検図鑑 ジョン・ウッドワード/文 田近英一/
日本語版監修

ポプラ社

24 K460 世界をうごかした科学者たち 生物学者 フェリシア・ロー/文 本郷尚子/訳 ほるぷ出版

25 K471 まいて観察!たね図鑑 1 おくやまひさし/著 汐文社

26 K471 たねのふしぎものがたり 1 山田実/編著 森雅之/絵 岩崎書店

27 K480 じぶんでよめるいきものずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

28 K481 深海の生き物  学研プラス

29 K482 わけあって絶滅しました。 丸山貴史/著 今泉忠明/監修 ダイヤモンド社

30 K486 小さな生き物たちの世界をルーペで覗いてみたら 井上雅史/写真 岸本年郎/監修 マイルスタッフ

31 K489 ミッション・パンダ・レスキュー キットソン・ジャジンカ/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

32 K489 奈良 鹿ものがたり 中村文人/文 川上悠介/写真 佼成出版社

33 K504 生物に学ぶ技術の図鑑 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

34 K588 保存食の大研究 中居惠子/著 小清水正美/監修 PHP研究所

35 K590 しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦良枝/絵と文 白泉社

36 K596 はじめてのお菓子レッスンBOOK 阪下千恵/著 朝日新聞出版

37 K645 新・はたらく犬とかかわる人たち 1～3巻 こどもくらぶ/編 あすなろ書房

38 K653 ひろって調べる落ち葉のずかん 安田守/写真・文 中川重年/監修 岩崎書店

39 K686 おおさかの電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

40 K693 知ってる?郵便のおもしろい歴史 郵政博物館/編著 少年写真新聞社

41 K750 どんどん!どんぐり工作 1 まるばやしさわこ/作 汐文社

42 K754 ひとりできれいにおれるおりがみ 小林一夫/著 学研プラス

43 K767 こどものうた絵本140曲  ブティック社

44 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば 第2期[4] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

45 K913 受取人、不在につき 赤川次郎/著 汐文社

46 K913 トリガー いとうみく/著 ポプラ社

47 K913 風と行く者 上橋菜穂子/作 佐竹美保/絵 偕成社

48 K913 大どろぼうジャム・パン 2 内田麟太郎/作 藤本ともひこ/絵 文研出版

49 K913 ようかいとりものちょう 5 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

50 K913 ようかいとりものちょう 6 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

51 K913 キミマイ 1 緒川さよ/作 甘塩コメコ/絵 講談社

52 K913 SFショートストーリー傑作セレクション 時間篇 日下三蔵/編 汐文社

53 K913 ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠るい/作 サトウユカ/絵 講談社

54 K913 ホテルやまのなか小学校の時間割 小松原宏子/作 亀岡亜希子/絵 PHP研究所

55 K913 オリンピックのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

56 K913 南総里見八犬伝 3 曲亭馬琴/原作 時海結以/文 講談社

57 K913 たまねぎとはちみつ 瀧羽麻子/作 今日マチ子/絵 偕成社

58 K913 オバケがシツジの夏休み 田原答/作 渡辺ナベシ/絵 KADOKAWA

59 K913 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe2 田村理江/作 pon-marsh/絵 国土社

60 K913 スケッチブック ちばるりこ/作 シライシユウコ/絵 学研プラス

61 K913 いいね! 筒井ともみ/さく ヨシタケシンスケ/
え

あすなろ書房

62 K913 サラとピンキー サンタの国へ行く 富安陽子/作・絵 講談社

63 K913 ぼくの、ミギ 戸森しるこ/作 アンマサコ/絵 講談社

64 K913 おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル/さく・え ポプラ社

65 K913 おとのさま、ほいくしさんになる 中川ひろたか/作 田中六大/絵 佼成出版社

66 K913 きのうまでにさよなら 日本児童文学者協会/編 偕成社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 K913 友だちになる理由 日本児童文学者協会/編 偕成社

68 K913 迷い道へようこそ 日本児童文学者協会/編 偕成社

69 K913 かいけつゾロリロボット大さくせん 原ゆたか/さく・え ポプラ社

70 K913 ほんやのねこ ヒグチユウコ/絵と文 白泉社

71 K913 レイトンミステリー探偵社 1･2巻 日野晃博/原作 氷川一歩/著 小学館

72 K913 ひまわりと子犬の7日間 平松恵美子/脚本 五十嵐佳子/著 集英社

73 K913 工場長のひみつのおひるね みずのよしえ/作 いづのかじ/絵 偕成社

74 K913 転校生は忍者?! もとしたいづみ/作 田中六大/絵 佼成出版社

75 K913 むこう岸 安田夏菜/著 講談社

76 K913 ナニュークたちの星座 雪舟えま/文 カシワイ/絵 アリス館

77 K913 おばけのおばけやしき 吉田純子/作 つじむらあゆこ/絵 あかね書房

78 K913 昨日のぼくのパーツ 吉野万理子/著 講談社

79 K914 枕草子 清少納言/作 長尾剛/文 汐文社

80 K933 願いごとの樹 キャサリン・アップルゲイト/作 尾
高薫/訳

偕成社

81 K933 おじいちゃんの大脱走 デイヴィッド・ウォリアムズ/作 三
辺律子/訳

小学館

82 K933 その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス/著 橋本恵/訳 あすなろ書房

83 K933 ジュラシック・ワールド0 テス・シャープ/著 坂野徳隆/訳 小学館

84 K933 リスの森ひっこし大作戦 リン・レイ・パーキンス/作・絵 斎
藤倫子/訳

偕成社

85 K933 ミラクル シヴォーン・パーキンソン/作 浜田
かつこ/訳

金の星社

86 K933 名探偵テスとミナ 1 ポーラ・ハリソン/作 村上利佳/訳 文響社

87 K933 シロクマが空からやってきた! マリア・ファラー/作 ダニエル・リ
エリー/絵

あかね書房

88 K933 トンネルの向こうに マイケル・モーパーゴ/作 杉田七重/
訳

小学館

89 K943 水瓶座の少女アレーア 4 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智
子/訳

学研プラス

90 K943 魔法のフラワーショップ 4 ジーナ・マイヤー/著 若松宣子/訳 PHP研究所

91 K949 長くつ下のピッピの本 アストリッド・リンドグレーン/作 徳間書店

92 K953 地底旅行 ジュール・ヴェルヌ/作 平岡敦/訳 岩波書店

93 K973 ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ/作 関口
英子/訳

岩波書店

94 KT345 私たちのくらしと税 平成30年度版 富山市租税教育推進協議会/編
富山市租税教育推進協
議会

95 KT388 読もう とやまの民話 北日本新聞社読者局読者事業部ジュ
ニア新聞担当/取材・編集

北日本新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 KR031 こども大百科もっと大図解  小学館

KR 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 
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