
JavaScript 1年生 リブロワークス／著
ミニサイトをつくって儲ける法 和田　亜希子／著
パラダイス文書 奥山　俊宏／著
新聞記者 望月　衣塑子／著

夢をかなえる小さな習慣 相川　圭子／著
美しい日本のくせ字 井原　奈津子／著
アイデア大全 読書猿／著
ビジネスで差がつく論理アタマのつくり 平井　基之／著
「意識しない」力 小林　弘幸／著
「ありがとう」100万回の奇跡 工藤　房美／語り
斎藤一人神様にかわいがられる
豊かで幸せな生き方 斎藤　一人／著
40代でシフトする働き方の極意 佐藤　優／著
定年の後をしあわせに生きる ケネス・S.シュル／著
ポスト平成のキャリア戦略 塩野　誠／著
PEAK PERFORMANCE最強の成長術 ブラッド・スタル／著
「自分」を仕事にする生き方 はあちゅう／著
言い訳してる場合か! 坂東　眞理子／著
ライフハック大全 堀　正岳／著
一流の老人 山崎　武也／著
ひとりを怖れない 矢作　直樹／著
池上彰特別授業『君たちはどう生きる 池上　彰／著
日本の神様解剖図鑑 平藤　喜久子／著
図説一度は訪ねておきたい!
日本の七宗と総本山・大本山 永田　美穂／監修

幸運は、必ず朝に訪れる。 枡野　俊明／著

日本人が知らない最先端の「世界史」1 福井　義高／著
もういちど読む山川日本史史料 下山　忍／編
不死身の特攻兵 鴻上　尚史／著
イタリアの歴史を知るための50章 高橋　進／編著
コーヒーはぼくの杖 岩野　響／著
信長公記 太田　牛一／著
小児科医ドクター・ストウ伝 長澤　克治／著
夕暮れもとぼけて見れば朝まだき 高見　のっぽ／著
慶喜邸を訪れた人々 前田　匡一郎／編
日野原重明の世界 新老人の会／編集
地球の歩き方　A17　ウィーンとオース
地球の歩き方　A06　フランス
地球の歩き方　B23　ペルー
地球の歩き方　C12　ゴールドコースト
地球の歩き方　C04　グアム
旅歌ダイアリー　1 ナオト・インティライミ／著
ブラタモリ　11　・　12 NHK「ブラタモリ」／監修
京都、朝あるき ことり会／著
淡路島'18　・　神戸 '18　まっぷるマガジン
るるぶ　淡路島　'18
尾道、食べさんぽ。 左古　文男／著

破綻するアメリカ 会田　弘継／著
台湾で見つけた、日本人が忘れた「日本」 村串　栄一／著
超AI時代の生存戦略 落合　陽一／著
「暴走する」世界の正体 宮崎　学／著

総　　記

哲　　学

歴　史　・　地　理

社　会　科　学　

地球の歩き方編集室／
編集

活動報告 中山　千夏／著
リベラルという病 山口 真由
北朝鮮がアメリカと戦争する日 香田　洋二／著
エスカレーション 藤田　直央／著

北朝鮮核の資金源 古川　勝久／著
檻の中のライオン 楾　大樹／著
残される母親が安心して暮らすための手
続のすべて

えがお相続相談室
／著

債権総論 平野　裕之／著
避けられたかもしれない戦争 ジャン=マリー・ゲーノ／著
ビジネス現場で役立つ経済を見る眼 伊丹　敬之／著
幸せとお金の経済学 ロバート・H.フランク／著
ヘンテコノミクス 佐藤　雅彦／原作
世界の一流企業は「ゲーム理論」で決めている デビッド・マクアダムス／著
中国 新たな経済大革命 肖　敏捷／著
閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済 水野　和夫／著
この1冊でわかる世界経済の新常識 熊谷　亮丸／監修
貧しい人を助ける理由 デイビッド・ヒューム／著
だから、居場所が欲しかった。 水谷　竹秀／著
起業の科学 田所　雅之／著
管理職1年目の教科書 櫻田　毅／著
税理士の仕事図鑑 木村　聡子／編
組織を動かす働き方改革 立花　則子／編著
孫社長にたたきこまれたすごい
「数値化」仕事術 三木　雄信／著

日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法 菊地　正俊／著
ビットコイン投資やってみました! たまき　ちひろ／著
入門ビットコインとブロックチェーン 野口　悠紀雄／著
ロボアドバイザーでお金を増やそう! Fintech協会／協力
ふるさと納税最強ガイド　最新版2017-2018年 金森　重樹／監修
日本会議の正体 青木　理／著
京都ぎらい　官能篇 井上　章一／著
0円で生きる 鶴見　済／著
働く女子のキャリア格差 国保　祥子／著
サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ
65 深田　晶恵／著
児童虐待から考える 杉山　春／著
死ねない老人 杉浦　敏之／著
定年バカ 勢古　浩爾／著
老いの整理学 外山　滋比古／著

ケアマネジャーをめざす人の本　'18年版 コンデックス情報研究
所／編著

高齢者ホーム　2018
レクリエ　2018-1・2月
次の震災について本当のことを話してみよう。福和　伸夫／著
子どもの貧困対策と教育支援 末冨　芳／編著
やってはいけない勉強法 石井　貴士／著
保育で大活躍!　もっと楽しい!
手袋シアター amico／著

留学ライフ　2018年版春・夏号
「気になる」子ども保護者にどう伝える？ 佐藤　愼二／著
うちの子は字が書けない 千葉　リョウコ／著
こうすればうまくいく!　自閉症スペクト
ラムの子どもの保育 水野　智美／著

読み書きが苦手な子もイキイキ唱えて覚
える漢字指導法 道村　静江／著

読むだけで点数が上がる!　東大生が教えるずるい術 西岡　壱誠／著
怒らないですむ子育て 水島　広子／著

おもしろ文明開化百一話 鳥越　一朗／著
おにぎりと日本人 増淵　敏之／著
思わず使ってみたくなる知られざること 時田　昌瑞／著

日本人の9割が答えられない理系の大疑問 話題の達人倶楽部／編
ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧 ジョエル・サート／著
人生の暗号 村上　和雄／著
シニアの糖尿病 荒木　厚／監修
NHKガッテン!　腰痛をラクに改善する!
科学の特効ワザ

NHK科学・環境番
組部／編

認知症は接し方で100%変わる! 吉田　勝明／著
うつ・パニックは「鉄」不足が原因だった 藤川　徳美／著
心と体を蝕む「ネット依存」から子ども
たちをどう守るのか 樋口　進／監修

子どものアレルギー 大矢　幸弘／編監
脊柱管狭窄症は自分で治せる! 酒井　慎太郎／著
耳鳴り・難聴・めまいを自力でぐんぐん
治す 中川　雅文／監修

健康という病 五木　寛之／著
40歳を過ぎて最高の成果を出せる
「疲れない体」と「折れない心」のつくり

葛西　紀明／著

暮らし上手のカラダ改善
100歳まで動ける体になる「筋リハ」 久野　譜也／著
らくちん!　かんたん!　「ねこ背」が
スッキリ治る本 碓田　拓磨／監修

心と体に効かせるはじめてヨガ 綿本　彰／著
スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治／著
他人とうまく関われない自分が変わる本 長沼　睦雄／著
1日1杯のココアが老けない体をつくる 松生　恒夫／著
抗がん剤の世界的権威が直伝!　最強の野
菜スープ 前田　浩／著

自分もSNSもかわいすぎてツラい♡ LAURIER PRESS／編
いちばんやさしい60代からのiPad 増田　由紀／著
図解世界の武器の歴史 チャック・ウィル／著
人生で大切なことは月光荘おじさんから学んだ 月光荘画材店／著
実験でわかる電気をとおすプラスチック 白川　英樹／共著
大切な靴と長くつきあうための靴磨き・
手入れがよくわかる本 飯野　高広／著

図説ビール キリンビール株式会社／著
直線で作れて素敵に見えるきものリ ハルメク編集部／著
かんたん手ぬい犬の服 了戒　かずこ／著
ボンボンでつくるふわふわサンリオキャラ 須佐　沙知子／著
猫ぽんぽん trikotri／著
なぜか美人に見える人は髪が違う 津村　佳奈／著
Myベストヘア　2018
ちょこっと楽しむ保存食 伊藤　玲子／著
登紀子ばぁばの昔ながらのおかずをきち
んと作るコツ 鈴木　登紀子／著

「旬」おかずで今日も元気! 高城　順子／著
高松こだわりの美食GUIDE Word inc.／著
15分で一汁一菜 武蔵　裕子／著
食材たった10アイテムで献立コーディ 武蔵　裕子／著
ゆでおき 牧野　直子／監修
haru_mi　vol.46(2018冬) 栗原　はるみ／著

技　術　・　生　産

自　然　科　学

作って楽しい!　食べておいしい!!　巻きずし飾　巻子／著
すし 日本調理科学会／企画・編集
辰巳芳子のことば 辰巳　芳子／著
鎌倉・不識庵 宗哲和尚の精進レシピ 藤井　宗哲／著
有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元　葉子／著
愛しのから揚げレシピ94 今井　亮／著
野菜だし イチカワ　ヨウス／著
小麦粉なし、砂糖なし!　おからマフィン 粟辻　早重／著
たのしいあんこの本 なかしま　しほ／著
モンテールのスイーツでできた!　サンリ
オキャラクターのHAPPYおやつ

モンテール／企
画・制作

もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田　光代／著
酒場STORY 吉田　類／監修
本場に学ぶ中国茶 王　広智／監修
COFFEE BOOK Anette Moldvaer／著
驚きのパワー!　重曹・セスキ掃除術 石鹼百科／監修
Come home!　vol.48
住まいの修繕&リフォームが自分でできる本 山田　芳照／監修
人生を思い通りに操る片づけの心理法則 メンタリスト
とことん収納 本多　さおり／著
3～6歳のこれで安心子育てハッピーアドバイス 明橋　大二／著
ふたりは同時に親になる 狩野　さやか／著
人生の基盤は妊娠中から3歳までに決まる 白川　嘉継／著
すくすくスケッチ 杉浦　さやか／著

おいしく実る!　果樹の育て方 三輪　正幸／著
ガーデンリフォーム百科
ねこといぬ 岩合　光昭／著
森のたからもの探検帳 飯田　猛／著
アマゾンが描く2022年の世界 田中　道昭／著
シェアリングエコノミーまるわかり 野口　功一／著
勘違いをなくせば、あなたのホームペー
ジはうまくいく 中山　陽平／著

中高年シングルが日本を動かす 三浦　展／著
山陽本線昭和の思い出アルバム 牧野　和人／著
東京ディズニーリゾートおまかせガイド

知られざる日本に眠る若冲 狩野　博幸／監修
北斎漫画、動きの驚異 藤　ひさし／著
ゆるかわ妖怪絵 安村　敏信／編・著
ART GALLERY　5 青柳　正規／監修
石ノ森章太郎論 山田　夏樹／著
LEGEND!　1　・　2 正子　公也／著
文字に美はありや。 伊集院　静／著
人気陶芸作家の凄技ファイル 陶工房編集部／編
おりがみパズル 大原　まゆみ／著
ピアノのお悩み解決クリニック　演奏テ
クニック編　・　練習向上編 春畑　セロリ／著

藝人春秋　2上　・　下 水道橋博士／著
ドラマ「鬼平犯科帳」ができるまで 春日　太一／著
瀬戸内シネマ散歩　3 鷹取　洋二／著
「ポスト宮崎駿」論 長山　靖生／著
スター・ウォーズキャラクター事典 サイモン・ビーク／著
浅草ロック座の母 齋藤　智恵子／著
#腹筋女子 山崎　麻央／監修
野村のイチロー論 野村　克也／著

産　　　業

芸術・スポーツ

2018 年2018 年
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声が20歳若返るトレーニング 上野　実咲／著
日本人とリズム感 樋口　桂子／著
ほんとうに頭がよくなる世界最高の子ど 斉藤　淳／著
社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井　志延／編
カナヘイの小動物 絵をみてパッとおぼえ
る英文法

カナヘイ／イラスト

このミステリーがすごい!　2018年版 『このミステリー
がすごい!』編集部

名作なんか、こわくない 柚木　麻子／著
怪人江戸川乱歩のコレクション 平井　憲太郎／著
文豪の女遍歴 小谷野　敦／著
深読み日本文学 島田　雅彦／著
漱石を知っていますか 阿刀田　高／著
俳句で夜遊び、はじめました 岸本　葉子／著
サラリーマン川柳なっとく傑作選30回記念版 やく　みつる／選
往復書簡 初恋と不倫 坂元　裕二／著
女盛りは腹立ち盛り 内館　牧子／著
珈琲が呼ぶ 片岡　義男／著
ブスのたしなみ カレー沢薫／著
やらない理由 カレー沢薫／著
オッパイ入門 東海林　さだお／著
身辺整理、わたしのやり方 曽野　綾子／著
ダンナの骨壺 高峰　秀子／著
楽天家は運を呼ぶ 高橋　三千綱／著
お話はよく伺っております 能町　みね子／著
はじめての八十歳 山藤　章二／著
遺言。 養老　孟司／著
こういう旅はもう二度としないだろう 銀色　夏生／著
112日間のママ 清水　健／著
生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズースー／著
潜入 エフタ・ライチャー・

アティル／著
オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ／著
ギデオン・マック牧師の数奇な生涯 ジェームズ・ロバートソン／著
切り裂きジャックからの手紙 J.D.ロブ／著
あの頃を思い出して　第2部 J.D.ロブ／著
アティカス、冒険と人生をくれた犬 トム・ライアン／著
ミレニアム　5　上　・　下
女王ロアーナ、神秘の炎　上　・　下 ウンベルト・エーコ／著
あやかし恋手紙 蒼井　紬希／著
哀しい殺し屋の歌 赤川　次郎／著
鷹の砦 麻見　和史／著
奈落の偶像 麻見　和史／著
幽霊刑事(デカ) 有栖川　有栖／著
相棒　season15下 輿水　泰弘／ほか
黒白　上巻　・下巻 池波　正太郎／著
黒白　下巻 池波　正太郎／著
百年泥 石井　遊佳／著
奈良まちはじまり朝ごはん いぬじゅん／著
噓八百 足立　紳／脚本
旅発(たびだち) 上田　秀人／著
少数株主 牛島　信／著
氷の森 大沢　在昌／著
噓を愛する女 中江　和仁／脚本
春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎　琢磨／著
口笛の上手な白雪姫 小川　洋子／著
海馬の尻尾 荻原　浩／著
カシス川 荻野　アンナ／著
父子(おやこ)ゆえ 梶　よう子／著
殺生伝　3 神永　学／著
七色結び 神田　茜／著
竹林精舎 玄侑　宗久／著

言　　　語

文　　　学

おとめの流儀。 小嶋　陽太郎／著
調香師レオナール・ヴェイユの優雅な日 小瀬木　麻美／著
『このミステリーがすごい!』大賞作家書
き下ろしBOOK　vol.19

『このミステリーがす
ごい!』編集部／編

棲月 今野　敏／著
剣と十字架 佐伯　泰英／著
故郷はなきや 佐伯　泰英／著
祝言日和 佐伯　泰英／著
政宗遺訓 佐伯　泰英／著
英龍伝 佐々木　譲／著
スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤　亜紀／著
夏草の賦　上　・　下 司馬　遼太郎／著
死の棘 島尾　敏雄／著
新鮮THEどんでん返し 青柳　碧人／著
黒猫茶房の四季つづり　1　・　２ 菅沼　理恵／著
怪奇編集部『トワイライト』　2 瀬川　貴次／著
反撃のスイッチ 大門　剛明／著
辞令 高杉　良／著
花木荘のひとびと 高森　美由紀／著
ハリケーン 高嶋　哲夫／著
ぼくたちはこの国をこんなふうに愛する
ことに決めた 高橋　源一郎／著

ラストレシピ 田中　経一／著
花筐 檀　一雄／著
コルトM1847羽衣 月村　了衛／著
居酒屋恋しぐれ 鳥羽　亮／著
源九郎の涙 鳥羽　亮／著
上意 鳥羽　亮／著
護られなかった者たちへ 中山　七里／著
神様の定食屋　2 中村　颯希／著
青梅線レポートの謎 西村　京太郎／著
北のロマン 青い森鉄道線 西川　三郎／著
十津川警部秩父SL・
三月二十七日の証言(アリバイ) 西村　京太郎／著

罠 西村　京太郎／著
夜更けの川に落葉は流れて 西村　賢太／著
九十八歳になった私 橋本　治／著
蒼き山嶺 馳　星周／著
花精の舞 波多野　聖／著
舎人の部屋 花村　萬月／著
一網打尽 濱　嘉之／著
完全黙秘 濱　嘉之／著
機密漏洩 濱　嘉之／著
巨悪利権 濱　嘉之／著
政界汚染 濱　嘉之／著
濁流資金 濱　嘉之／著
カルマ真仙教事件　上　・　中　・　下 濱　嘉之／著
天翔ける 葉室　麟／著
玄鳥さりて 葉室　麟／著
逆軍の旗 藤沢　周平／著
最後の晩ごはん　9 椹野　道流／著
天帝のみはるかす桜火 古野　まほろ／著
活版印刷三日月堂　3 ほしお　さなえ／著
小説DESTINY鎌倉ものがたり 西岸　良平／原作
ヒトラーの試写室 松岡　圭祐／著
ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨　幸子／著
風神の手 道尾　秀介／著
U 皆川　博子／著
淋しい狩人 宮部　みゆき／著
ステップファザー・ステップ 宮部　みゆき／著
噓 村山　由佳／著
婚約迷走中 群　ようこ／著
みかづき 森　絵都／著

牛天神 山本　一力／著
メガネと放蕩娘 山内　マリコ／著
提灯奉行 和久田　正明／著

雲を斬る　上・下 池永　陽／著
とりつくしま 東　直子／著
残り火　上・下 小杉　健治／著
四十八人目の忠臣　上・中・下 諸田　玲子／著
レオン氏郷　上・中・下 安部　龍太郎／著

nanとカフェの１２ヵ月 難波　絵美子／著
やさしき神の手 有木　きょう子／著
広辞苑 新村　出／編

プログラミングについて調べよう 川崎　純子／文
気をつけよう!　情報モラル　4
新聞記者は、せいぎの味方? みうら　かれん／作
すみっコぐらし心理テスト 阿雅佐／著
ときめき!　心理テスト大じてん マーク・矢崎治信／監修
こども日本の歴史 齋藤　孝／著
新選組 大石　学／監修
日本史探偵コナン　1・２・８ 青山　剛昌／原作
伊藤博文 季武　嘉也／監修
クレオパトラ女王 近藤　二郎／監修
西郷隆盛 海野　そら太／まんが
同級生は外国人!?　1 吉富　志津代／監修
東南アジアで働く 横山　和子／著
大人になってこまらないマンガで身につ
く友だちとのつきあい方 相川　充／監修

こどもおしごとキャラクター図鑑 給料BANK／著
ジュニア空想科学読本　12 柳田　理科雄／著
実験対決　26 洪　鐘賢／絵
桜井先生のひらめき算数パズル 桜井　進／監修
統計と地図の見方・使い方 渡辺　美智子／監修
大昔の動物
恐竜 真鍋　真／監修
ザバ～ン! 荒俣　宏／監修
危険生物◆外来生物大図鑑 今泉　忠明／監修
からだ事件簿 坂井　建雄／監修
すてきな3K いとう　みく／作
日本の手仕事　4 遠藤　ケイ／絵と文
ごみはどこへ行くのか? 熊本　一規／監修
かのこと小鳥の美容院 市川　朔久子／作
大根はエライ 久住　昌之／文・作
クレヨンで描いたおいしい魚図鑑 加藤　休ミ／著
魚市場で働く 鑓田　浩章／著
ウルトラマン全戦士超ファイル
基本から大会まで勝つ!　長なわ8の字跳
び最強のコツ 西沢　尚之／監修
ビジュアル大相撲図鑑 服部　祐兒／監修
羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺　隆幸／著
子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部／編
あそぼう、あやとり 野口　とも／監修
部首から知る漢字のなりたち 落合　淳思／監修
大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野　真二／著
おもしろい!　楽しい!　うれしい!　手紙　1 スギヤマ　カナヨ／著
おにさんばなし 大泉書店編集部／編

うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる やすこ／作・絵
真夜中の電話 赤川　次郎／著
いみちぇん!　1～１０ あさば　みゆき／作
墓守りのレオ　2 石川　宏千花／著
おもしろい話、集めました。　D・S・G・３ 宗田　理／作
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きくち駄菓子屋 かさい　まり／文
図書館につづく道 草谷　桂子／著
図書館の怪談 斉藤　洋／作
きらわれもののこがらしぼうや 仁科　幸子／作・文
十二大戦対十二大戦 西尾　維新／小説
魔女とカレンダーの精たち 橋立　悦子／作・文
さよなら、おばけ団地 藤重　ヒカル／作
天国の犬ものがたり 堀田　敦子／原作
天使が知っている 藤本　ひとみ／原作
バレンタインは知っている 藤本　ひとみ／原作
ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょ
うできました

ふじもと　みさと
／作

怪談収集家 山岸良介と学校の怪談 緑川　聖司／作
怪談収集家 山岸良介と人形村 緑川　聖司／作
怪談収集家 山岸良介の帰還 緑川　聖司／作
怪談収集家 山岸良介の冒険 緑川　聖司／作
僕のヒーローアカデミア雄英白書　1 堀越　耕平／原・作
ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル／作
かがみの国のアリス ルイス・キャロル／作
レモンの図書室 ジョー・コットリ／作
名探偵シャーロック・ホームズ コナン・ドイル／作
シロクマが家にやってきた! マリア・ファラー／作

小さいママと無人島 キャロル・ライリー・
ブリンク／作

くまのプーさん A.A.ミルン／作
ペーパープレーン スティーブ・ワーランド／作
水瓶座の少女アレーア　2 タニヤ・シュテーブナー／著
怪盗アルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン／作

安西水丸のどうぶつパシャパシャ 安西　水丸／え
1日10分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやま　かぜさぶろう／作
うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ／ぶん
きつねのがっこう いもと　ようこ／作
マフィー&ジオ空とぶレシピ 石津　ちひろ／文
ラッパのつぎはパンツ? 生田　竜司／ぶん
ペンギンホテル 牛窪　良太／作
だるまちゃんとかまどんちゃん 加古　里子／さく
だるまちゃんとキジムナちゃん 加古　里子／さく
だるまちゃんとはやたちゃん 加古　里子／さく
今、世界はあぶないのか?　3　・　4 ハナネ・カイ／絵
おとしだまをいっぱいもらうコツ きむら　ゆういち／さく
恐竜トリケラトプスとウミガメのしま 黒川　みつひろ／作・絵
密林一きれいなひょうの話 工藤　直子／おはなし
さがして!　みつけて!　美女と野獣 斎藤　妙子／訳
ちいさなちいさなこおりのくに さかい　さちえ／作
ふわふわふうせん 白川　三雄／作
にゃんにゃん せな　けいこ／さく
ローラとわたし キアラ・ヴァレン

ティーナ・セグレ／文
かくれんぼ 種村　有希子／作
しろいかみ 谷内　つねお／作
せつぶんのおに 常光　徹／文
マローネとつくるクッキー 刀根　里衣／著
ともだちのやくそく 中川　ひろたか／さく
泣いた赤おに 浜田　広介／作
わたしのおひっこし イヴ・バンティン／文
じてんしゃのれるかな 平田　利之／作
子ネコのスワン ホリー・ホビー／作
おまえうまそうだな 宮西　達也／作・絵
La ZOOのトリックアートBOOK La ZOO／著
タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リ

チャードソン／文
ららちゃんとおまじない 渡辺　智子／さく

えほん・かみしばい


