
メイキング・オブ・勉強の哲学 千葉　雅也／著

調べるチカラ 野崎　篤志／著

できるPhotoshop Elements 2018 樋口　泰行／著

はじめての著作権法 池村　聡／著

「日本の伝統」の正体 藤井　青銅／著

なぜ世界は存在しないのか マルクス・ガブリエル／著

「論理」を分析する 八木沢　敬／著

敏感すぎて困っている自分の対処法 苑田　純子／著

遺伝子スイッチ・オンの奇跡 工藤　房美／著

教育勅語を読んだことのないあなたへ 佐藤　広美／著

アソビくるう人生をきみに。 あんちゃ／著
ニューヨークが教えてくれた
「誰からも大切にされる」31のヒント

エリカ／著

あなたがそこで生きる理由(わけ) 高橋　佳子／著

必ず役立つ仏教ドリル 瓜生　中／監修

るるぶ　西国三十三所めぐり

るるぶ　四国八十八カ所　2018

日本問答 田中　優子／著

レンズが撮らえた幕末維新の日本 高橋　則英／監修

大日本史 山内　昌之／著

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田　ミサオ／著

神楽坂純愛 深井　美野子／著

地球の歩き方　B07ボストン／C03サイパン島
／　D22アンコールワットとカンボジア　／
D27フィリピン

地球の歩き方編集室
／編集

古地図から読み解く城下町の不思議と謎 山本　博文／監修

奈良・大和を愛したあなたへ 千田　稔／著

楽楽　東京　2018　／　沖縄 2018

まっぷるマガジン　青森　'18  ／ 岩手　'18
／　山口・萩・下関　'18
／　大阪ベストスポット2018
るるぶ  山陽山陰ベスト　'18　／　佐賀呼子
唐津有田嬉野　2018　／　宮崎高千穂'18
／　屋久島奄美種子島　'18　／　沖縄

るるぶ　フィリピン　2018／ポルトガル　2018
／南イタリア・シチリア　2018

9.11後の現代史 酒井　啓子／著

総　　記

哲　　学

歴　史　・　地　理

社　会　科　学　

反・幸福論 佐伯　啓思／著

2030年未来への選択 西川　潤／著

オリバー・ストーン オン プーチン プーチン／述

悪だくみ 森　功／著

自民党秘史 岡崎　守恭／著

「中国」という神話 楊　海英／著

偽装の被爆国 太田　昌克／著

朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか 五味　洋治／著

独裁の宴 手嶋　龍一／著

米中海戦はもう始まっている マイケル・ファベイ／著

親が認知症になる前に知っておきたいお金の話 横手　彰太／著

あんた、ご飯食うたん? 中本　忠子／著

「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう／著

アベノミクスによろしく 明石　順平／著

ゼロからいくらでも生み出せる!
起業1年目のお金の教科書 今井　孝／著

1分で打ち解ける!　戦略的な雑談術 伊庭　正康／著

経費で落とす!　領収書がわかる本 鎌倉　圭／著

社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方 矢萩　大輔／共著

ラクして速いが一番すごい 松本　利明／著

「もしかしてコミュ障かも?」という人のた
めの気くばりのコツ大全 トキオ・ナレッジ／著

超一流できる人の質問力 安田　正／著

日本の財政を考える 馬場　義久／著

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2018年版 土屋　裕昭／監修

住宅ローン控除・住宅取得資金贈与のトクす
る確定申告ガイド　平成30年3月申告用 塚本　和美／著

労働組合たんけん隊 長久　啓太／著

今すぐ取りかかりたい最高の終活 眞鍋　淳也／著

高齢者と家族のためのQ&A 延命法律事務所／編

もっと知りたい!　定年の楽しみ方 遠山　紘司／著

SURVIVE! ガイ・キャンベル／ほか著

英語教育の危機 鳥飼　玖美子／著

保育に活かすおはなしテクニック こが　ようこ／著

中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法 高濱　正伸／著

楽しいエプロンシアター　3 中谷　真弓／著
ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD
お母さんが「コレだけ」は知っておきたい発
達障害の基礎知識

宮尾　益知／監修

学童保育に作業療法士がやって来た 糸山　智栄／編著

子どものお金IQ伸ばすのはどっち? 大城　太／著

「おカネの天才」の育て方 ベス・コブリナー／著

大洪水が神話になるとき 庄子　大亮／著

かしこい人は算数で考える 芳沢　光雄／著

周期表に強くなる! 齋藤　勝裕／著

最新気象学のキホンがよ～くわかる本 岩槻　秀明／著

図解なんかへんな生きもの ぬまがさ　ワタリ／絵・文

べんりなしっぽ!　ふしぎなしっぽ! 小宮　輝之／文・写真

ぴかぴか深海生物 エリック・ホイト／著

安楽死を遂げるまで 宮下　洋一／著

医者の逆説 里見　清一／著

おっぱい体操で乳がん予防はじめます! 神藤　多喜子／著

子どもの歯と口のケガ 宮新　美智世／著

最新医療費の仕組みと基本がよ～くわかる本 伊藤　哲雄／編著

正しく知れば体が変わる!　栄養素の摂り方便利帳 中村　丁次／監修

薬に頼らず病気に克つ最強の食事術 高浜　はま子／著

味噌をまいにち使って健康になる 渡邊　敦光／著

絵解きでわかる日本の城 山田　雅夫／著

60歳からはじめるSNS 岡本　ゆかり／著

わかる!　使える!　溶接入門 安田　克彦／著

日本の伝統 発酵の科学 中島　春紫／著

夫・彼氏のがっかりファッション改造計画 三村　愛／著

幸せに暮らすくふう

みんなの家事日記 みんなの日記編集部／編

簡単!　住まいのDIYマニュアル 床<フローリ
ング> <クッションフロア><タイルカーペット＞
無垢材で作る本格木工家具入門

いちばんやさしい着物リメイク 松下　純子／著

七緒　vol.52

畳縁ハンドメイドBOOK

ちりめんで楽しむ季節のお飾りとこもの
はじめてママでもきちんと作れる!
作ってあげたい通園通学グッズ
ていねいでやさしい暮らしの中の、
手づくり布小物

美濃羽　まゆみ／著

カンタン!　かわいい
イギリス・ロンドンの刺しゅう500

技　術　・　生　産

自　然　科　学

はじめての恐竜刺しゅう 千葉　美波子／著

世界の編物　2017-2018秋冬号

畳へりで作るバッグとこもの

ウチのコそっくりボンボン猫人形 佐藤　法雪／著

南久美子のかわいくて*きちんと使えるパッ
チワーク

南　久美子／著

レシピを見ないで作れるようになりましょう。有元　葉子／著

作りおきより簡単便利レトルトアレンジレシ
ピ50 今泉　マユ子／著

おいしい!　楽しい!!　コストコLifeポケット

おもてもてなしうらもてなし 笠原　将弘／著

毎日食べても飽きない!　みんなのこだわり
鍋

もっとおいしい、だし生活。 梅津　有希子／著

チーズ☆マジック 小野　孝予／著

ぜんぶ卵レシピ 重信　初江／著

ぜんぶもやしレシピ きじま　りゅうた／著

へたおやつ 白崎　裕子／著

友スイーツBOOK

バターを使わない作り置きのお菓子 吉川　文子／著

暮らしのまんなか　vol.29

1日1分!　お金も時間も貯まる片づけの習慣 小松　易／著

とことん使える!　無印良品 小林　尚子／著

とりわけごはん 熊谷　しのぶ／著

手作り知育おもちゃの本 京都幼児教室／監修

和風総本家二十代目豆助オフィシャルフォト
ブック

森下　泰樹／撮影

ぐでねこライくん ojarinn／著

仕事で悩んだらねこと働きなさい 樺木　宏／著

UPSTARTS ブラッド・ストーン／著

超一流のクレーム対応 谷　厚志／著

えきたの　アート編 伊藤　博康／著

エアラインGUIDE BOOK 中西　克吉／ほか本文執筆

子どもといく東京ディズニーシーナビガイド
2018-2019
東京ディズニーランドパーフェクトガイド
ブック　2018

ディズニーファン編
集部／編

黄金のテレビデイズ2004-2017 亀和田　武／著

産　　　業

2018 年2018 年

4 月4 月



美術の力 宮下　規久朗／著

ART GALLERY　6 青柳　正規／監修

絵巻水滸伝　第2部　招安篇3 正子　公也／著

犬から聞いた話をしよう 椎名　誠／著

オーブンでつくる陶器の動物アクセサリー かりた　ひかり／著

頭がよくなる魔法の折り紙あそび 杉之原　眞貴

クラシック音楽とは何か 岡田　暁生／著

ウクレレが上手くなる方法　2017 Lele de Bossa／編著

生きつづける言葉 平尾　誠二／著

心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司／著
ネイティブが教えるマンガで身につく!　中
国語 楊　光俊／著

海外ドラマはたった350の単語でできている Cozy／著

おしゃべりがはずむフランスの魔法のフレー
ズ トリコロル・パリ／著

ものの見方が変わる座右の寓話 戸田　智弘／著

コバルト文庫40年カタログ 烏兎沼　佳代／著

六輔五・七・五 永　六輔／著

オンナの奥義 阿川　佐和子／著

思えば、孤独は美しい。 糸井　重里／著

にっぽんの履歴書 門井　慶喜／著

生きてこそ 瀬戸内　寂聴／著

私の漂流記 曾野　綾子／著

常識は凡人のもの 藤原　正彦／著

スピンクの壺 町田　康／著

90歳。一人暮らしをたのしんで生きる 吉沢　久子／著

すべての始まり 吉本　ばなな／著

忘れたふり 吉本　ばなな／著
特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブ
レークスルー

カズオ・イシグロ／著

ファミリー・ライフ アキール・シャルマ／著

ハックルベリー・フィンの冒けん マーク・トウェイン／著

ハウスキーピング マリリン・ロビンソン／著

アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコ
ブス／著

世間を渡る読書術 パオロ・マッツァリーノ／著

逆境を越える「こころの技法」 田坂　広志／著

日本百名宿 柏井　壽／著

やさしい行動経済学 日本経済新聞社／編

漬け物大全 小泉　武夫／著

ザ・粉飾 山口　義正／著

芸 術 ・ ス ポ ー ツ

言　　　語

文　　　学

覚えておきたい日本の美しい季節の言葉 日本の言葉研究所／著

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子／著

一日だけの花嫁 リン・グレアム／著

さよならは私から ジェシカ・スティール／著

苦い求婚 ケイ・ソープ／著

代理恋愛 ダイアナ・パーマー／著

紙の魔術師 チャーリー・N.ホーム
バーグ／著

硝子の魔術師
チャーリー・N.ホーム
バーグ／著

奪われた贈り物 ミシェル・リード／著

報いのときは、はかなく J.D.ロブ／著

赤いリボンの殺意 J.D.ロブ／著

幼子は悲しみの波間に J.D.ロブ／著

あやかし恋古書店 蒼井　紬希／著

おとこの秘図　上巻 池波　正太郎／著

おとこの秘図　中巻 池波　正太郎／著

おとこの秘図　下巻 池波　正太郎／著

御盾 上田　秀人／著

破矛 上田　秀人／著

隠密味見方同心　9 風野　真知雄／著

野獣王の劍 菊地　秀行／著

げんげ 佐伯　泰英／著

たぶん、出会わなければよかった噓つきな君
に

栗俣　力也／原案

望月のうさぎ 篠　綾子／著

菊のきせ綿 篠　綾子／著

梟の城 司馬　遼太郎／著

大脱走 鈴木　英治／著

兄妹剣士 鳥羽　亮／著

幽霊舟 鳥羽　亮／著

座敷童子の代理人　1 仁科　裕貴／著

座敷童子の代理人　2 仁科　裕貴／著

隠密旗本 福原　俊彦／著

再会の街 藤田　宜永／著

開ける男 本田　久作／著

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　7 望月　麻衣／著

凛と咲きて 矢野　隆／著

紅霞後宮物語　第7幕 雪村　花菜／著

南蛮菓子 和田　はつ子／著

花嫁をガードせよ! 赤川　次郎／著

雲上雲下 朝井　まかて／著

風が吹いたり、花が散ったり 朝倉　宏景／著

「鬼平犯科帳」から見える東京21世紀 小松　健一／著

百年泥 石井　遊佳／著

1ミリの後悔もない、はずがない 一木　けい／著

小説禁止令に賛同する いとう　せいこう／著

天の花 伊吹　有喜／著

屍人荘の殺人 今村　昌弘／著

砂冥宮 内田　康夫／著

モモコとうさぎ 大島　真寿美／著

雪の階 奥泉　光／著

メゾン刻の湯 小野　美由紀／著

定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨／著

ビニール傘 岸　政彦／著

雪子さんの足音 木村　紅美／著

路上のX 桐野　夏生／著

祝葬 久坂部　羊／著

謎々将棋・囲碁 新井　素子／著

分かったで済むなら、名探偵はいらない 林　泰広／著

焰 星野　智幸／著

愛が挟み撃ち 前田　司郎／著

ディレイ・エフェクト 宮内　悠介／著

刑事の怒り 薬丸　岳／著

しょったれ半蔵 谷津　矢車／著

光点 山岡　ミヤ／著

新日本語-手話辞典 全国手話研修センター日
本手話研究所／編集

質問する、問い返す 名古谷　隆彦／著
ホントの自分がわかる!?
心理テストキラキラ★スペシャル

マーク・矢崎治信／監修

世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺　健介／著

エリザベス女王 石井　美樹子／監修

木戸孝允と高杉晋作 梅屋敷　ミタ／まんが

土方歳三と新選組 菱山　瑠子／まんが

お仕事ナビ　13 お仕事ナビ編集室／編

学校にある道具使い方事典 梅澤　真一／監修

マルコとパパ グスティ／作・絵

ネコ博士が語る科学のふしぎ ドミニク・ウォーリマン／文

単位のひみつモノの数え方 桜井　進／監修

カブトムシ・クワガタムシ 小池　啓一／執筆・
企画構成

戦うムシ大百科 岡島　秀治／監修

鳥 上田　恵介／監修

水はどこから来るのか? 高堂　彰二／監修

地球の危機をさけぶ生きものたち　2 藤原　幸一／写真・文

児童図書

郷 土 資 料 ・ 参 考 図 書

だいしゅうごう!　はたらくくるま

そうだったのか!　しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真

おりがみ百科 3・4・5才 津留見　裕子／折り紙指導

おりがみ百科 5・6・7才 津留見　裕子／折り紙指導

チア☆ダン 円山　夢久／著

仰天!　感動!　サッカーヒーロー超百科 日本編 オグマ　ナオト／編

伝えるための教科書 川井　龍介／著

マンガでおぼえる英単語 齋藤　孝／著

東海道中膝栗毛 十返舎　一九／原作

坊っちゃん 夏目　漱石／原作

こんぴら狗 今井　恭子／作

RDG 荻原　規子／著

イケカジなぼくら　2 川崎　美羽／作

声優さんっていいな 如月　かずさ／作

となりの火星人 工藤　純子／著

フルスイング! くすのき　しげのり／作

グドーさんのおさんぽびより たかどの　ほうこ／著

レインボールームのエマ 戸森　しるこ／作

さよなら、ぼくらの千代商店 中山　聖子／作

かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原　ゆたか／さく・え

ひとりぼっちの教室 小林　深雪／著
名探偵コナンエピソード“ONE”小さくなった
名探偵

青山　剛昌／原作

小説チア☆ダン 林　民夫／映画脚本

わたしの本 緑川　聖司／作

ラストで君は「まさか!」と言う　望みの果て PHP研究所／編

ラストで君は「まさか!」と言う　デジャヴ PHP研究所／編

わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク／作

アンパンマンどっち?　どっち?　めいろ やなせ　たかし／原作

もうちょっともうちょっと きむら　ゆういち／文

しあわせならてをたたこう きむら　りひと／詞

ワタナベさん 北村　直子／作

おもちおばけ ささき　ようこ／さく・え

ぼくのどうぶつえん ねじめ　正一／作

おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー／
ぶん

つないでつないで 福知　伸夫

ばすくんのともだち みゆき　りか／さく

あかいふうせん 山田　和明／作・絵

くらやみのゾウ ルーミー／原作

よみもの

えほん・かみしばい


