
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 振り返り手帳術 伊藤精哉/著 新泉社

2 002.7 とっておき輝くあの人の手帳ワザ
日本能率協会マネジメントセンター/
編

日本能率協会マネジメン
トセンター

3 007.1 AI時代の憲法論 木村草太/編著 佐藤優/著 毎日新聞出版

4 007.1 シンギュラリティ 神崎洋治/著 創元社

5 007.1 「人工知能」前夜 杉本舞/著 青土社

6 007.1 ディープラーニング活用の教科書 日経クロストレンド/編 日本ディー
プラーニング協会/監修 日経BP社

7 007.1 知らなかった!AI<人工知能>とは? 入門編 日本AIコンサルティング協会/編 日本経営センター

8 007.1 AI入門講座 野口悠紀雄/著 東京堂出版

9 007.1 近未来のコア・テクノロジー 三津村直貴/著 翔泳社

10 007.1 これからのAIビジネス 谷田部卓/著
エムディエヌコーポレー
ション

11 007.3 これからのIoTビジネス
IoT産業技術研究会/著 デリバリーコ
ンサルティング/監修

エムディエヌコーポレー
ション

12 007.3 機械学習エンジニアになりたい人のための本 石井大輔/著 翔泳社

13 007.3 すいません、ほぼ日の経営。 糸井重里/語り手 川島蓉子/聞き手 日経BP社

14 007.3 操られる民主主義 ジェイミー・バートレット/著 秋山
勝/訳 草思社

15 007.3 これからのブロックチェーンビジネス 森川夢佑斗/著
エムディエヌコーポレー
ション

16 007.5 検索スキルをみがく
原田智子/編著 情報科学技術協会/監
修 樹村房

17 007.6 誰でもできる!MESH導入ガイド 阿部信行/著 サテライトオフィス/監
修 日経BP社

18 007.6 スラスラわかるC# 五十嵐祐貴/著 岩永信之/著・監修 翔泳社

19 007.6 RとShinyで作るWebアプリケーション 梅津雄一/著 中野貴広/著 シーアンドアール研究所

20 007.6 今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト/著 技術評論社編集部/著 技術評論社

21 007.6 ソフトウェア品質保証の基本 梯雅人/著 居駒幹夫/著 日科技連出版社

22 007.6 今すぐ使えるかんたんMac完全(コンプリート)ガイドブック 技術評論社編集部/著 技術評論社

23 007.6 トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻佳壽美/著 日刊工業新聞社

24 007.6 これからはじめるプログラミング基礎の基礎 谷尻かおり/著 谷尻豊寿/監修 技術評論社

25 007.6 ひと目でわかるOffice 365 導入・運用管理編 平野愛/著 日経BP社

26 007.6 決定版サイバーセキュリティ Blue Planet-works/著 東洋経済新報社

27 007.6 Minecraftではじめる「おとな」のプログラミング PROJECT KySS/著 秀和システム

28 011.3 未来の図書館、はじめます 岡本真/著 青弓社

29 015.8 図書館とゲーム 井上奈智/著 高倉暁大/著 日本図書館協会

30 016.2 子ども文庫の100年 高橋樹一郎/著 みすず書房

31 016.2 挑戦する公共図書館 長塚隆/著 日外アソシエーツ

32 016.2 オランダ公共図書館の挑戦 吉田右子/著 新評論

33 019.1 即効!成果が上がる速読の技術 佐々木豊文/著 明日香出版社

34 019.1 大人の読解力 ビジネスフレームワーク研究所/編 青春出版社

35 019.5 日本昭和トンデモ児童書大全 中柳豪文/著 辰巳出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 019.9 書評キャンパスat読書人 2017 大学生と「週刊読書人」編集部/著 読書人

37 019.9 遊読365冊 松岡正剛/著 荒俣宏/協力 工作舎

38 019.9 効く「ビジネス書」徹底ガイド  宝島社

39 021.2 「広告の著作権」実用ハンドブック 志村潔/著 北村行夫/監修 太田出版

40 021.2
すぐに役立つ改正対応著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決
マニュアル 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

41 021.4 いま、息をしている言葉で。 駒井稔/著 而立書房

42 021.4 共犯者 芝田暁/著 駒草出版

43 022.5 文字組デザイン講座 工藤強勝/著 誠文堂新光社

44 023.0 私説集英社放浪記 鈴木耕/著 河出書房新社

45 051.8 想い出の少女雑誌物語 村崎修三/著 熊本出版文化会館

46 080 周作人読書雑記 5 周作人/著 中島長文/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 答えのない世界に立ち向かう哲学講座 岡本裕一朗/著 早川書房

2 116 1日1問!面白いほど地頭力がつく思考実験 北村良子/著 PHP研究所

3 116 発想力を鍛える33の思考実験 北村良子/著 彩図社

4 121.6 日本哲学史 藤田正勝/著 昭和堂

5 123.8 論語 孔子/著 鳩山友紀夫/名誉総編集 三冬社(発売)

6 131 ギリシア哲学30講人類の原初の思索から 上 日下部吉信/著 明石書店

7 134.4 ヘーゲルを越えるヘーゲル  （講談社現代新書） 仲正昌樹/著 講談社

8 141.1 才能の正体 坪田信貴/著 幻冬舎

9 141.2 バイオハッキング カーラ・プラトーニ/著 田沢恭子/訳 白揚社

10 141.5 サバイバル決断力 印南一路/著 NHK出版

11 141.5 マインドマップ最強の教科書 トニー・ブザン/著 近田美季子/監修
小学館集英社プロダク
ション

12 141.5 「アタマのやわらかさ」の原理。 松永光弘/著 インプレス

13 141.6 孤独 榎本博明/著
クロスメディア・パブ
リッシング

14 141.9 パーソナリティ心理学入門 鈴木公啓/著 荒川歩/著 ナカニシヤ出版

15 143.5 “妻の地雷”を踏まない本 鶴田豊和/著 ぴあ

16 146.8 大丈夫。人間だからいろいろあって 香山リカ/著 新日本出版社

17 146.8 いろ習慣 七江亜紀/著 中央公論新社

18 148.3 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2019〜2020年版 たまごクラブ/編 栗原里央子/監修
ベネッセコーポレーショ
ン

19 151.6 お金があれば幸せになれるのか
フレデリック・ルノワール/著 田島
葉子/訳 柏書房

20 159 あなたはあなたが使っている言葉でできている ゲイリー・ジョン・ビショップ/著
高崎拓哉/訳

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

21 159 にぎやかだけど、たったひとりで 丸尾孝俊/著 吉本ばなな/著 幻冬舎

22 159 私が選んだもので私は充分 ドミニック・ローホー/著 原秋子/訳 講談社

23 159.4 自分のために働く 岩本敏男/著 ダイヤモンド社

24 159.4 ムダな努力ゼロで大成長賢い仕事術 木下雅幸/著 ダイヤモンド社

25 159.4 ビジネスマンのための「習慣力」養成講座 小宮一慶/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

26 159.4 まっすぐしなやかに働くしごとの「わ」術 チームしごとのわ/著 インプレス

27 159.4 考え方の工夫 松浦弥太郎/著 朝日新聞出版

28 159.6 女も男もあこがれるハンサム美人な「しぐさ」 中井信之/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

29 159.6 You are Enough キャシー・メンドーサ=ジョーンズ/
著 宮垣明子/訳 辰巳出版

30 159.7 人生のピークを90代にもっていく! 枝廣淳子/著 大和書房

31 159.7 年を重ねて、今がいちばん 下重暁子/著 大和出版

32 160 世界を読み解く「宗教」入門 小原克博/著 日本実業出版社

33 160 異教の隣人 釈徹宗/著 毎日新聞「異教の隣人」
取材班/著 晶文社

34 160 グローバル時代の宗教と情報 保坂俊司/著 北樹出版

100  哲学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 160.4 いま宗教に向きあう 2 池澤優/編集委員 藤原聖子/編集委員 岩波書店

36 169.1 オウムと死刑 河出書房新社編集部/編 古川日出男
/[ほか]著 河出書房新社

37 170.6 徹底検証神社本庁  （ちくま新書） 藤生明/著 筑摩書房

38 175.5 こまいぬ 1 宮本和義/写真・文 アトリエM5

39 175.9 神社のどうぶつ図鑑 茂木貞純/監修 二見書房

40 180 仏教と仏事のすべて 大久保良峻/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

41 180 仏教なんでも相談室 続 鈴木永城/著 大法輪閣

42 180.4 気になる仏教語辞典 麻田弘潤/著 誠文堂新光社

43 185.9 プチ修行できるお寺めぐり 産業編集センター/編集 全日本仏教
青年会/監修 産業編集センター

44 186.9 九州八十八ケ所百八霊場めぐり「九八巡拝」ルートガイド 「旅ムック」編集部/著 メイツ出版

45 188.8 禅僧が教える考えすぎない生き方 藤田一照/著 大和書房

46 193.0 契約があらわすキリスト
O.パーマー・ロバートソン/著 高尾
直知/訳 PCJ出版

47 198.2 特別展キリシタン-日本とキリスト教の469年- 國學院大學博物館/編 西南学院大学
博物館/編 六一書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 文明と身体 牛村圭/編 臨川書店

2 204 あなたは自由か  （ちくま新書） 西尾幹二/著 筑摩書房

3 211 日本人はどのように自然と関わってきたのか コンラッド・タットマン/著 黒沢令
子/訳 築地書館

4 211 日本国紀 百田尚樹/著 幻冬舎

5 211 北海道150年の写真記録 米倉正裕/著 フォト・パブリッシング

6 212 縄文のビーナス 古村恭三郎/著 郁朋社

7 213.2 玉 古代歴史文化協議会/編 ハーベスト出版

8 213.2 古墳のひみつ 古代浪漫探究会/著 メイツ出版

9 214.7 戦国の城の一生 竹井英文/著 吉川弘文館

10 214.7 戦う大名行列  （ベスト新書） 乃至政彦/著 ベストセラーズ

11 215 輪切りの江戸文化史 鈴木健一/編 勉誠出版

12 215.2 踏み絵とガリバー 松尾龍之介/著 弦書房

13 215.8 幕末政治と開国 奥田晴樹/著 勉誠出版

14 215.8 新徴組の真実にせまる 千葉弥一郎/原著 西脇康/編著 文学通信

15 215.8 再考寺田屋事件と薩長同盟 宮川禎一/著 教育評論社

16 216 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利/著 大和書房

17 217.6 革命とサブカル 安彦良和/編著 言視舎

18 217.6 ぼくら「昭和33年」生まれ 四家秀治/著 言視舎

19 217.7 平成論  （NHK出版新書） 池上彰/著 上田紀行/著 NHK出版

20 219.3 小田原藩 下重清/著 現代書館

21 219.4 鷹峯を越え百万石文化創成の群像 横山方子/著 北國新聞社

22 219.6 近世への扉を開いた羽柴秀吉 太田浩司/著 サンライズ出版

23 219.6 信長と京都 河内将芳/著 淡交社

24 222 歴史で読む中国の不可解 岡本隆司/著 日本経済新聞出版社

25 222.0 世界史のなかの文化大革命  （平凡社新書） 馬場公彦/著 平凡社

26 222.0 魯迅と紹興酒 藤井省三/著 東方書店

27 222.6 モンゴル人の中国革命  （ちくま新書） 楊海英/著 筑摩書房

28 233.0 <海賊>の大英帝国 薩摩真介/著 講談社

29 234.0 ヴィルヘルム二世と第一次世界大戦 義井博/著 清水書院

30 240 新書アフリカ史  （講談社現代新書） 宮本正興/編 松田素二/編 講談社

31 280.4 屈服しない人々 ツヴェタン・トドロフ/著 小野潮/訳 新評論

32 281.0 義のアウトサイダー 新保祐司/著 藤原書店

200  歴史・地理 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 281.0 ヘッポコ征夷大将軍 長谷川ヨシテル/著 柏書房

34 288.3 加賀藩前田家と八丈島宇喜多一類 大西泰正/著 桂書房

35 288.4 明治天皇の聖蹟を歩く 西日本編 打越孝明/著 KADOKAWA

36 288.4 天皇家125代 大角修/編著 枻出版社

37 288.4 旅する天皇 竹内正浩/著 小学館

38 288.4 これならわかる天皇の歴史Q&A 歴史教育者協議会/編 岩本努/著 大月書店

39 289.1 薩摩の密偵桐野利秋  （NHK出版新書） 桐野作人/著 NHK出版

40 289.1 陸奥宗光  （中公新書） 佐々木雄一/著 中央公論新社

41 289.1 松浦武四郎の生涯 更科源藏/著 淡交社

42 289.1 高坂正堯  （中公新書） 服部龍二/著 中央公論新社

43 289.3 ホーキング博士 人類と宇宙の未来地図 竹内薫/著 宝島社

44 289.3 スティーブ・ジョブズ ケヴィン・リンチ/著 明浦綾子/訳 実業之日本社

45 290.1 ランドマーク 津川康雄/著 古今書院

46 290.8 ここでしか見られない感動する風景! ナショナルジオグラフィック/編著
黒田眞知/訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

47 290.9 週末海外 小林希/著 ワニブックス

48 290.9 地球の歩き方 A17 ウィーンとオーストリア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

49 290.9 地球の歩き方 A24 ギリシアとエーゲ海の島々＆キプロス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

50 290.9 地球の歩き方 A06 フランス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

51 290.9 地球の歩き方 C10 ニュージーランド 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

52 290.9 地球の歩き方 C04 グアム 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

53 290.9 地球の歩き方 D04 大連･瀋陽･ハルピン 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

54 290.9 ファーストクラスで世界一周 たかせ藍沙/著 ブックマン社

55 290.9 この世界で死ぬまでにしたいこと2000 TABIPPO/著 ライツ社

56 291 図説日本の島 平岡昭利/編 須山聡/編 朝倉書店

57 291.0 森の教え、海の教え 芦原伸/著 天夢人

58 291.0 船の旅 2018-2019版  地方創生支援協会

59 291.2 るるぶ青森  '19  JTBパブリッシング

60 291.3 おとなの「ひとり休日」行動計画 カベルナリア吉田/著 WAVE出版

61 291.3 地図で楽しむすごい埼玉 都道府県研究会/著 洋泉社

62 291.3 茨城  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

63 291.3 千葉・房総  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

64 291.3 東京 [2018]  JTBパブリッシング

65 291.3 日光・戦場ケ原・奥鬼怒  （ブルーガイド）  実業之日本社

66 291.3 冬こそ登りたい山詳細ルートガイド  枻出版社

67 291.3 るるぶ千葉房総  '19  JTBパブリッシング

68 291.4 新潟県の山 陶山聡/著 石倉敏之/著 山と溪谷社

69 291.4 金沢・能登 加賀温泉郷  朝日新聞出版

70 291.4 福井 恐竜博物館  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

71 291.5 るるぶ静岡  '19  JTBパブリッシング

72 291.6 兵庫ぶらり歴史探訪ルートガイド 兵庫五国探訪の会/著 メイツ出版

73 291.6 京都・大阪・神戸  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

74 291.6 るるぶ南紀白浜伊勢志摩  '19  JTBパブリッシング

75 291.6 るるぶ兵庫  '19  JTBパブリッシング

76 291.7 島根県の山 岡本良治/著 山と溪谷社

77 291.7 鳥取県の山 藤原道弘/著 山と溪谷社

78 291.7 岡山・倉敷  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

79 291.7 るるぶ岡山倉敷蒜山  '19  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 291.8 愛媛  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

81 291.8 るるぶ愛媛  '19  JTBパブリッシング

82 291.9 大分・別府 由布院  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

83 291.9 宮崎 高千穂  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

84 292.2 香港&マカオ  （ハレ旅）  朝日新聞出版

85 292.3 シンガポール  （ハレ旅）  朝日新聞出版

86 293.3 ロンドン  （ハレ旅）  朝日新聞出版

87 293.5 人生はどこでもドア 稲垣えみ子/著 東洋経済新報社

88 293.5 曜日別パリ案内 荻野雅代/著 桜井道子/著 パイインターナショナル

89 293.5 モン・サン・ミッシェルと近郊の街へ 浜口謙司/著 イカロス出版

90 293.5 パリ16区美しく生きる人の12か月 家名田馨子/著 SBクリエイティブ

91 293.8 森とコーヒー薫る街歩きノルウェーへ 真木彩衣/著 イカロス出版

92 295.3 合衆国滞在記 トクヴィル/著 大津真作/訳 京都大学学術出版会

93 295.3 ポートランド地図帖 デービッド・バニス/著 ハンター・
ショービー/著 鹿島出版会

94 297.6 るるぶハワイ  '19  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 ビジネスを揺るがす100のリスク 日経BP総研/編著 日経BP社

2 302.2 ガザに地下鉄が走る日 岡真理/著 みすず書房

3 302.2 スッキリ中国論 田中信彦/著 日経BP社

4 302.2 現代イランの社会と政治 山岸智子/編著 吉村慎太郎/[ほか著] 明石書店

5 302.2 わたしの町は戦場になった ミリアム・ラウィック/著 フィリッ
プ・ロブジョワ/著 東京創元社

6 302.3 池上彰の世界の見方 ロシア 池上彰/著 小学館

7 302.3 ウクライナを知るための65章 服部倫卓/編著 原田義也/編著 明石書店

8 304 ニッポン2021-2050 落合陽一/著 猪瀬直樹/著 KADOKAWA

9 304 日本アホバカ勘違い列伝 北岡俊明/著 ワック

10 304 「日本バイアス」を外せ! パトリック・ハーラン/著 小学館

11 304 長谷川慶太郎の大局を読む 2019 長谷川慶太郎/著 李白社

12 304 2019年日本はこうなる
三菱UFJリサーチ&コンサルティング/
編 東洋経済新報社

13 304 文藝春秋オピニオン2019年の論点100  文藝春秋

14 312.1 日本政治の展開 井田正道/著 北樹出版

15 312.1 今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る 馬屋原吉博/著 すばる舎

16 312.1 政治を再建する、いくつかの方法 大山礼子/著 日本経済新聞出版社

17 312.1 政衰記2011-2018 西川伸一/著 五月書房新社

18 312.5 ケネディとニューフロンティア 中屋健一/著 清水書院

19 312.9 AI時代の新・地政学  （新潮新書） 宮家邦彦/著 新潮社

20 316.1 「表現の自由」の明日へ 志田陽子/著 大月書店

21 316.4 プッシー・ライオットの革命
マリヤ・アリョーヒナ/著
aggiiiiiii/訳 DU BOOKS

22 316.8 こころ揺らす 北海道新聞社/編 北海道新聞社

23 318.2 47都道府県政治地図 八幡和郎/著 新世紀政経研究所/編著 啓文社書房

24 318.4 地方選挙実践マニュアル 三浦博史/著 第一法規

25 318.5 自治体の住民説明会の進め方 秋田将人/著 学陽書房

26 318.6 神山進化論 神田誠司/著 学芸出版社

27 318.6 地方を変える女性たち 麓幸子/著 日経BP社

28 318.6
今こそ知りたい!ふるさと納税、ホントのところ  （ブルーガイド・グラ
フィック）  トラストバンク

29 319 リベラルvs.力の政治 ニーアル・ファーガソン/著 ファ
リード・ザカリア/著 東洋経済新報社

30 319.1 機密費外交  （講談社現代新書） 井上寿一/著 講談社

300 社会科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 319.1 知ってはいけない 2 （講談社現代新書） 矢部宏治/著 講談社

32 319.1 日米安保体制史  （岩波新書 新赤版） 吉次公介/著 岩波書店

33 319.2 ASEANの奇跡 キショール・マブバニ/著 ジェフェ
リー・スン/著 新日本出版社

34 319.2 朝鮮半島 危機から対話へ 李鍾元/編 木宮正史/編 岩波書店

35 320.4 誰のために法は生まれた 木庭顕/著 朝日出版社

36 320.9 新・判例ハンドブック 情報法 宍戸常寿/編著 日本評論社

37 322.1 現代語訳近代日本を形作った22の言葉 片山杜秀/著 荻上チキ/著 朝日新聞出版

38 323.9
紛争リスクを回避する自治体職員のための住民監査請求・住民訴訟の基礎
知識 松村享/著 第一法規

39 324 今日から役立つ民法 鎌野邦樹/著 ナツメ社

40 324 ファーストステップ改正民法 西口竜司/編著 小田紗織/著 中央経済社

41 324.1 一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A 平松慎矢/著 清文社

42 324.2 マンションにおける共同利益背反行為への対応 関口康晴/著 町田裕紀/著 日本加除出版

43 324.5 逐条解説・製造物責任法 消費者庁消費者安全課/編 商事法務

44 324.5 逐条講義製造物責任法 土庫澄子/著 勁草書房

45 324.7 相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山和弘/著 家の光協会

46 324.7
すぐに役立つ相続法改正対応!入門図解相続・遺言・遺産分割の法律と手
続き実践文例82 松岡慶子/監修 三修社

47 324.8 Q&A登記手続と登記簿等の見方 山本芳治/著 アズミ

48 325.1 現代商法総則・商行為法 岡田豊基/著 中央経済社

49 325.6 ビジネスツール手形法・小切手法 池島真策/著 税務経理協会

50 326.3 犯罪加害者と表現の自由 松井茂記/著 岩波書店

51 329 国際法入門 山形英郎/編 法律文化社

52 329.2 これだけは知っておきたい!弁護士による宇宙ビジネスガイド 第一東京弁護士会/編 同文舘出版

53 329.3 国際連合の基礎知識 [2018] 国際連合広報局/著 八森充/訳
関西学院大学総合政策学
部

54 329.6 考証東京裁判 宇田川幸大/著 吉川弘文館

55 329.8 国際私法 中西康/著 北澤安紀/著 有斐閣

56 329.9 ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 出入国管理関係法令研究会/編 日本加除出版

57 330 小宮一慶の「日経新聞」深読み講座 2019年版 小宮一慶/著 日本経済新聞出版社

58 330 図解でわかる経済の基本いちばん最初に読む本 遠山眞人/監修 アニモ出版

59 331 世界の経済学50の名著 T.バトラー=ボードン/著 大間知知子
/訳

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

60 331.2 英語原典で読む経済学史 根井雅弘/著 白水社

61 332.1 AI×人口減少 中原圭介/著 東洋経済新報社

62 332.1 日本は経済から再起動する フォーラム21・梅下村塾31期生/著 丸善プラネット

63 332.1 「10%消費税」が日本経済を破壊する 藤井聡/著 晶文社

64 332.2 GAFA vs.中国 渡邉哲也/著 ビジネス社

65 333.6 1ドル札の動きでわかる経済のしくみ ダーシーニ・デイヴィッド/著 池上
彰/監訳 かんき出版

66 333.6 バブル経済とは何か  （平凡社新書） 藤田勉/著 平凡社

67 334.4 移民国家アメリカの歴史  （岩波新書 新赤版） 貴堂嘉之/著 岩波書店

68 335 女性のための「起業の教科書」 豊増さくら/編著 日本実業出版社

69 335 世界のビジネスリーダーがいまアートから学んでいること
ニール・ヒンディ/著 長谷川雅彬/監
訳

クロスメディア・パブ
リッシング

70 335 ゼロからの起業術 福山敦士/著 大和書房

71 335 センスメイキング
クリスチャン・マスビアウ/著 斎藤
栄一郎/訳 プレジデント社

72 335 ビジネスの限界はアートで超えろ! 増村岳史/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

73 335.1 稲盛和夫魂の言葉108 稲盛和夫/述 宝島社

74 335.1 イーロン・マスクの言葉 桑原晃弥/著 きずな出版

75 335.1 SDGs経営の時代に求められるCSRとは何か 関正雄/著 第一法規

76 335.2 長寿企業の秘密 西日本編 日本商工会議所/編 日本商工会議所

77 335.2 長寿企業の秘密 東日本編 日本商工会議所/編 日本商工会議所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 336 総務の仕事便利帳 新井博/著 高橋美智恵/著 法学書院

79 336 ISO21500から読み解くプロジェクトマネジメント 榎本徹/著 オーム社

80 336 マネジメント格差 小坂信之/著 丸田大祐/著 技術評論社

81 336 儲かりたいならまずココから変えなさい! 小山昇/著 朝日新聞出版

82 336 メジャー・ホワット・マターズ ジョン・ドーア/著 土方奈美/訳 日本経済新聞出版社

83 336 イノベーターになる 西口尚宏/著 紺野登/著 日本経済新聞出版社

84 336 悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル
藤川元/編集代表 市民と企業のリス
ク問題研究会/編 民事法研究会

85 336 会社は生き返る 藤原敬三/著 日刊工業新聞社

86 336.1 大前研一 デジタルシフト革命 大前研一/編著 プレジデント社

87 336.1 クリエイティブ・スーパーパワーズ ローラ・ジョーダン・バーンバック/
編 マーク・アールズ/編 左右社

88 336.1 イシューを探せ! 田中陽一/著 杉山徳伸/著
クロスメディア・パブ
リッシング

89 336.1 「事業計画書」作成講座 手塚貞治/著 日本実業出版社

90 336.1 産業界を生き抜くための技術力 西田新一/著 アグネ技術センター

91 336.1 研究開発を成功に導くプログラムマネジメント 日本プロジェクトマネジメント協会/
編 近代科学社

92 336.1 社員10人の会社の1人当たり経常利益倍増ノート 曲渕博史/著 あさ出版

93 336.2 仕事は将棋に置きかえればうまくいく 加藤剛司/著 扶桑社

94 336.3 「かたづけ思考」こそ最強の問題解決 小松易/著 PHP研究所

95 336.3 管理職になったら読む本 吉原俊一/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

96 336.4 パートさんを集める技術 赤沼留美子/著 商業界

97 336.4 組織の未来はエンゲージメントで決まる 新居佳英/著 松林博文/著 英治出版

98 336.4 懲戒処分-適正な対応と実務- 石井妙子/著 西濱康行/著 労務行政

99 336.4 外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A 板倉由実/編著 弘中章/編著 労働調査会

100 336.4 「言いづらいこと」を、サラリと伝える技術 稲垣陽子/著 三笠書房

101 336.4 世界が認めた東大卒マジシャンが教える不可能を可能にする超仕事術 入江田翔太/著 KADOKAWA

102 336.4 「働き方改革関連法」改正にともなう就業規則変更の実務 岩出誠/編著 清文社

103 336.4 敵とのコラボレーション アダム・カヘン/著 小田理一郎/監訳 英治出版

104 336.4 日本一わかりやすい健康経営 金城実/著 プレジデント社

105 336.4 改正対応入門図解労働時間と給与計算の法律と手続き 小島彰/監修 三修社

106 336.4 大人の対応力 齋藤孝/著 ワニブックス

107 336.4 従業員50名未満限定最強の「労務管理」 柴田千華/著 松本崇宏/監修
クロスメディア・パブ
リッシング

108 336.4 気づきを促す対話型研修のススメ 島森俊央/著
日本生産性本部生産性労
働情報センター

109 336.4 ケーススタディ職場のLGBT 寺原真希子/編集代表 東京表参道法
律事務所/編著 ぎょうせい

110 336.4 お客様の心をつかむ魔法のほめ言葉事典 仲亀彩/著 秀和システム

111 336.4 共感力 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社

112 336.4 幸福学 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社

113 336.4 「年上の部下」をもったら読む本 濱田秀彦/著 きずな出版

114 336.4 マンガでわかる!すぐに使えるNLP 藤川とも子/著 日本実業出版社

115 336.4 社員が「いつの間にか」成長するスゴイ育て方 富士通ラーニングメディア/著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

116 336.4 一生働きたい職場のつくり方 前川孝雄/著 田岡英明/著 実業之日本社

117 336.4 「部下ノート」がすべてを解決する 望月禎彦/著 高橋恭介/著 アスコム

118 336.4 中堅・中小企業の「働き方改革」 山田コンサルティンググループ/監修 日本経済新聞出版社

119 336.4 実践健康経営 吉岡拓也/著 根本大介/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

120 336.4 先進企業の新人事制度事例集 労務行政研究所/編 労務行政

121 336.5 60分でわかる!RPAビジネス最前線 RPAビジネス研究会/著 アイティ
フォー/監修 技術評論社

122 336.5 プロジェクト実行ガイド大全 大場京子/著 日経BP社

123 336.5 いちばんやさしいRPAの教本 進藤圭/著 インプレス

124 336.5 面倒くさがりやの超整理術 美崎栄一郎/著 総合法令出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

125 336.8 財務経営力の強化書 赤岩茂/著 鈴木信二/著 あさ出版

126 336.8 Q&A「資金繰り」早わかり事典 上羽宏/著 セルバ出版

127 336.8 企業価値評価 入門編 鈴木一功/著 ダイヤモンド社

128 336.8 損する起業・得する起業 谷口雅和/著 同文舘出版

129 336.8 中小企業のためのクラウドファンディング入門 丸山隆平/著 経済産業調査会

130 336.8 実践理解/管理会計の基本・経営改善のポイント 和田正次/著 税務研究会出版局

131 336.9 図解証券投資の経理と税務 平成30年度版
SMBC日興証券ソリューション企画部/
編 中央経済社

132 336.9 10%対応消費税の軽減税率と日本型インボイス制度 熊王征秀/著 税務研究会出版局

133 336.9 飲食料品取扱関連事業者のための消費税軽減税率取扱いの実務 島添浩/著 清文社

134 336.9 図解いちばんやさしく丁寧に書いた法人税申告の本 19年版 須田邦裕/著 成美堂出版

135 336.9 事業承継・相続対策の法律と税務 PwC税理士法人/編 税務研究会出版局

136 336.9 みなし配当をめぐる法人税実務 諸星健司/著 税務研究会出版局

137 338 金融用語がよくわかる本 石原敬子/著 秀和システム

138 338 ブロックチェーンビジネスとICOのフィジビリティスタディ 小笠原匡隆/編著 商事法務

139 338 仮想通貨法の仕組みと実務 畠山久志/編著 横田清典/著 日本加除出版

140 338.1 デイトレードの基本と原則 アンドリュー・アジズ/著 長尾慎太
郎/監修 パンローリング

141 338.3 日銀日記 岩田規久男/著 筑摩書房

142 338.3 黒田日銀
大村敬一/[ほか]著 日本経済新聞社/
編 日本経済新聞出版社

143 338.5 事業性評価の推進マニュアル 鍵谷英二/著 中央経済社

144 338.5 これだけは知っておきたいM&Aの常識 田中佑児/著 中央経済社

145 338.9 ずっと使えるFXチャート分析の基本 田向宏行/著 自由国民社

146 345.3 実務担当者・社員のための給与と源泉徴収 杉山茂/共著 上野登/共著 税務研究会出版局

147 345.3 いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2019年版 土屋裕昭/監修 樋川智子/監修 ダイヤモンド社

148 345.3 年末調整の実務と法定調書の作り方 平成30年分 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

149 345.3 自分でパパッと書ける確定申告 平成31年3月15日締切分 平井義一/監修 翔泳社

150 345.5 資産タイプ別相続・生前対策パーフェクトガイド 岸田康雄/著 中央経済社

151 349 一番やさしい自治体財政の本 小坂紀一郎/著 学陽書房

152 349.4 予算の見方・つくり方 平成30年版 小笠原春夫/著 学陽書房

153 349.5 図解地方税 平成30年版 逸見幸司/編著 大蔵財務協会

154 351 統計でふりかえる平成日本の30年  双葉社

155 361.0 社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸政彦/著 北田暁大/著 有斐閣

156 361 社会学大図鑑 クリストファー・ソープ/ほか著 沢
田博/訳 三省堂

157 361 退行の時代を生きる ジグムント・バウマン/著 伊藤茂/訳 青土社

158 361.1 「もしもあの時」の社会学 赤上裕幸/著 筑摩書房

159 361.2 フランクフルト学派と批判理論 スティーヴン・エリック・ブロナー/
著 小田透/訳 白水社

160 361.4 15秒あれば人間関係は変えられる 齋藤孝/著 PHP研究所

161 361.4 その「日本人論」に異議あり! スティーブ・モリヤマ/著 芸術新聞社

162 361.4 ウケる話し方 野呂エイシロウ/著 総合法令出版

163 361.5 現代文化への社会学 高野光平/編著 加島卓/編著 北樹出版

164 361.5 越境する文化・コンテンツ・想像力 高馬京子/編 松本健太郎/編 ナカニシヤ出版

165 361.5 現代文化論 吉見俊哉/著 有斐閣

166 361.7 都市社会学 吉原直樹/著 東京大学出版会

167 364.3 やさしくわかる社労士業務便覧 古川飛祐/著 税務経理協会

168 364.6 就労にまつわる障害年金請求・相談のポイント 高橋裕典/共著 加賀佳子/共著 日本法令

169 364.6 入院・手術給付金を受けたら見る障害年金の本 野中房代/著 近代セールス社

170 365 あやしい催眠商法だましの全手口 ロバート・熊/著 自由国民社

171 366 君たちはどう働きますか 西本甲介/著 東洋経済新報社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

172 366 ギグ・エコノミー襲来
マリオン・マクガバン/著 斉藤裕一/
訳 CCCメディアハウス

173 366.1 Q&A働き方改革法の解説と企業の実務対応 岩出誠/代表編集 ロア・ユナイテッ
ド法律事務所/編著 ロギカ書房

174 366.1 働き方改革法 大村剛史/著 高亮/著 労務行政

175 366.1 働き方改革のすべて 岡崎淳一/著 日本経済新聞出版社

176 366.1 社長、辞めた社員から内容証明が届いています 島田直行/著 プレジデント社

177 366.2 大人のOB訪問 2 小さい書房/編 小さい書房

178 366.2 働き方改革は若者の就業を変えるか 中込賢次/著
日本生産性本部生産性労
働情報センター

179 366.3 労働運動を切り拓く 浅倉むつ子/編著 萩原久美子/編著 旬報社

180 366.3 わたし8歳、職業、家事使用人。 日下部尚徳/著 合同出版

181 366.3 パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン/著 repicbook

182 366.3 ここからセクハラ! 牟田和恵/著 集英社

183 366.4 最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし 後藤道夫/編 中澤秀一/編 大月書店

184 366.6 ストする中国 郝仁/編 レイバーネット日本国際部/
訳編 彩流社

185 366.9 過労死落語を知ってますか 桂福車/著 松井宏員/著 新日本出版社

186 367.7 ルポひきこもり未満  （集英社新書） 池上正樹/著 集英社

187 367.7 シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢さよ子/編 湯澤直美/編 大月書店

188 367.7 凶暴老人  （小学館新書） 川合伸幸/著 小学館

189 367.7 没イチ 小谷みどり/著 新潮社

190 367.7 脱!暴走老人 谷本真由美/著 朝日出版社

191 367.7 ビンボーでも楽しい定年後  （中公新書）ラクレ 森永卓郎/著 中央公論新社

192 367.7 年代別医学的に正しい生き方  （講談社現代新書） 和田秀樹/著 講談社

193 367.9 オトナの保健室 朝日新聞「女子組」取材班/著 集英社

194 367.9 カミングアウト ジョン・ブラウン/著 松本裕/訳 英治出版

195 368.2 ルポ西成 國友公司/著 彩図社

196 368.5 ブラック・ハンド スティーヴン・トールティ/著 黒原
敏行/訳 早川書房

197 368.7 少年と罪 中日新聞社会部/編 ヘウレーカ

198 368.8 標的：麻薬王エル・チャポ
アンドルー・ホーガン/著 ダグラ
ス・センチュリー/著

ハーパーコリンズ・ジャ
パン

199 369 社会を希望で満たす働きかた 今中博之/著 朝日新聞出版

200 369.1 「介護施設長&リーダー」の教科書 糠谷和弘/著 PHP研究所

201 369.1 100歳時代の新しい介護哲学 久田恵/編著 花げし舎/編著 現代書館

202 369.2 穏やかな死のために 石飛幸三/著 さくら舎

203 369.2 あなたが介護で後悔する35のこと 上村悦子/著 講談社

204 369.2 親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 太田差惠子/著 翔泳社

205 369.2 車いすや寝たきりの人でも楽しめるシニアの1〜2分間ミニレク52 斎藤道雄/著 黎明書房

206 369.2 強制断種・不妊、障害者の「安楽殺」と優生思想 清水貞夫/著 クリエイツかもがわ

207 369.2 MSPA<発達障害の要支援度評価尺度>の理解と活用 船曳康子/著 勁草書房

208 369.2 生活保護獲得ガイド 矢野輝雄/著 緑風出版

209 369.2 仕事と介護の両立に悩んだとき読む本 山川仁/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

210 369.2 障害者総合支援法事業者ハンドブック 2018年版報酬編  中央法規出版

211 369.3 雪かきで地域が育つ 上村靖司/[ほか]編著 筒井一伸/[ほ
か]編著 コモンズ

212 369.3 新時代の水とひとの生き方
国土交通省水管理・国土保全研究会/
編著 大成出版社

213 369.4 ゆりかごにそっと 蓮田太二/著 方丈社

214 370.6 必要なところに私は行く 宮澤保夫/著 丸善雄松堂

215 371.3 学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす 中山芳一/著 東京書籍

216 371.3 学校プラットフォーム 山野則子/著 有斐閣

217 371.4 我が子のいじめに親としてどうかかわるか 阿形恒秀/著 子どもの未来応援団/企
画・編集 ジアース教育新社

218 373.2 少子化に対応した学校教育充実の処方箋 高橋興/著 ぎょうせい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

219 374 スクールロイヤー 神内聡/著 日本加除出版

220 375.1 EdTechが変える教育の未来 佐藤昌宏/著 インプレス

221 375.1 部活動改革2.0 長沼豊/編著 中村堂

222 375.3 誰が「道徳」を殺すのか  （新潮新書） 森口朗/著 新潮社

223 376.1 森の幼稚園
イングリッド・ミクリッツ/著 国土
緑化推進機構/監訳 風鳴舎

224 377.1 専門職大学の課題と展望 川廷宗之/編著 安岡高志/[ほか]共著 ヘルス・システム研究所

225 377.9
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー 2020エントリー
シート編

キャリアデザインプロジェクト/編著 PHP研究所

226 377.9 私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー 2020面接編 キャリアデザインプロジェクト/編著 PHP研究所

227 377.9 採用側の本音を知れば就職面接は9割成功する 渡部幸/著 KADOKAWA

228 378 療育って何? 近藤直子/編著 全国発達支援通園事
業連絡協議会/編著 クリエイツかもがわ

229 378 先生、ぼくら、しょうがいじなん? 成沢真介/著 現代書館

230 378.8 発達障害のある子と家族が幸せになる方法 原哲也/著 学苑社

231 379 生涯発達と生涯学習 堀薫夫/著 ミネルヴァ書房

232 379.9 パパのための娘トリセツ 小野寺敦子/監修 講談社

233 379.9 「潜在意識」が子どもの才能を伸ばす 齋藤直美/著 さくら舎

234 379.9 3男1女東大理Ⅲ合格百発百中 算数国語絶対やるべき勉強法 佐藤亮子/著 幻冬舎

235 379.9 家でできる「自信が持てる子」の育て方 沼田晶弘/著 あさ出版

236 379.9 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす! 藤崎達宏/著 三笠書房

237 379.9 「非認知能力」の育て方 ボーク重子/著 小学館

238 382.5 「ファット」の民族誌 碇陽子/著 明石書店

239 383.8 辺境メシ 高野秀行/著 文藝春秋

240 383.8 ジビエの歴史 ポーラ・ヤング・リー/著 堤理華/訳 原書房

241 384.5 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和30〜39年編  小学館

242 384.6 女わざ 森田珪子/著 新泉社

243 384.9 柳都新潟古町芸妓ものがたり 小林信也/著 ダイヤモンド社

244 385.6 いまどきの納骨堂 井上理津子/著 小学館

245 386 クリスマスの歴史
ジュディス・フランダーズ/著 伊藤
はるみ/訳 原書房

246 386.1 日本の祭り解剖図鑑 久保田裕道/著 エクスナレッジ

247 387 ペットと葬式  （朝日新書） 鵜飼秀徳/著 朝日新聞出版

248 387 北の白山信仰 前田速夫/著 河出書房新社

249 388.9 日本の子守唄 西舘好子/著 游学社

250 391.2 日本空襲の全容 小山仁示/訳 東方出版

251 391.6 情報と戦争 ジョン・キーガン/著 並木均/訳 中央公論新社

252 392.1 自衛隊の闇組織  （講談社現代新書） 石井暁/著 講談社

253 392.1 使ってはいけない集団的自衛権  （角川新書） 菊池英博/著 KADOKAWA

254 392.1 自衛隊の今がわかる本 菊池雅之/著 ウェッジ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 科学哲学の源流をたどる 伊勢田哲治/著 ミネルヴァ書房

2 402 科学大図鑑 アダム・ハート=デイヴィス/ほか著
田淵健太/訳 三省堂

3 402.8 世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル・スワビー/著 堀越英美/
訳 青土社

4 407 論文を書くための科学の手順 山田俊弘/著 文一総合出版

5 410 数って不思議!!…∞ 蟹江幸博/著 近代科学社

6 410 数学の世界 数の神秘編  ニュートンプレス

7 410.4 数学ガールの秘密ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

8 412 素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない。 ヴィッキー・ニール/著 千葉敏生/訳 岩波書店

9 413 はじめての解析学  （ブルーバックス） 原岡喜重/著 講談社

400 自然科学  
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 415 位相のあたま 石川剛郎/著 共立出版

11 417 はじめてのRStudio 浅野正彦/共著 中村公亮/共著 オーム社

12 417 統計学入門 渋谷綾子/著 税務経理協会

13 417 7日間集中講義!Excel回帰分析入門 米谷学/著 オーム社

14 417.6 <実例で学ぶ>データ科学推論の基礎 広津千尋/著 岩波書店

15 418.1 Excelで操る!ここまでできる科学技術計算 神足史人/著 丸善出版

16 418.1 エレガントなSciPy
Juan Nunez-Iglesias/著 Stéfan van
der Walt/著

オライリー・ジャパン

17 420 教養としての物理学入門 笠利彦弥/著 藤城武彦/著 講談社

18 421.2 時間とは何か  ニュートンプレス

19 423.4 独楽の科学  （ブルーバックス） 山崎詩郎/著 講談社

20 431.1 量子化学 金折賢二/著 講談社

21 431.8 コロイド・界面化学 尾関寿美男/共編 岩橋槇夫/共編 オーム社

22 432 はじめての基礎化学実験 山崎友紀/共著 平山美樹/共著 オーム社

23 440 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない ジョージ・チャム/著 ダニエル・ホ
ワイトソン/著 ダイヤモンド社

24 442.1 全国公開天文台ガイド 日本公開天文台協会/監修 恒星社厚
生閣編集部/編 恒星社厚生閣

25 448.9 NEVER LOST AGAIN ビル・キルデイ/著 大熊希美/訳 TAC株式会社出版事業部

26 449.1 時間と時計の歴史
ジェームズ・ジェスパーセン/著
ジェーン・フィツ=ランドルフ/著 原書房

27 451.8 HOPE
マイケル・ブルームバーグ/著 カー
ル・ポープ/著 ダイヤモンド社

28 451.8 地球46億年気候大変動  （ブルーバックス） 横山祐典/著 講談社

29 455.1 日本列島の下では何が起きているのか  （ブルーバックス） 中島淳一/著 講談社

30 457.2 古琵琶湖の足跡化石を探る 岡村喜明/著 サンライズ出版

31 457.3 古生物ビジュアル大図鑑  洋泉社

32 461.1 生老死の進化 高木由臣/著 京都大学学術出版会

33 462.4 マダガスカル島の自然史 長谷川政美/著 海鳴社

34 465 追跡!辺境微生物 中井亮佑/著 築地書館

35 465.8 ウイルスは悪者か 高田礼人/著 亜紀書房

36 468 なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか クリス・D.トマス/著 上原ゆうこ/訳 原書房

37 468.6 プランクトンハンドブック 淡水編 中山剛/著 山口晴代/著 文一総合出版

38 474.9 ミクロコスモス 森の地衣類と蘚苔類と 大橋弘/著 つかだま書房

39 480.4 春・夏・秋・冬どうぶつえん 森由民/著 東洋館出版社

40 480.7 大人のための水族館ガイド 錦織一臣/監修・編著 天野未知/[ほ
か]著 養賢堂

41 481.3 嗅覚はどう進化してきたか 新村芳人/著 岩波書店

42 481.7 動物たちのセックスアピール マイケル・J.ライアン/著 東郷えり
か/訳 河出書房新社

43 484.7 タコの心身問題 ピーター・ゴドフリー=スミス/著 夏
目大/訳 みすず書房

44 486.0 本と虫は家の邪魔 奥本大三郎/著 青土社

45 487.5 魚たちの愛すべき知的生活
ジョナサン・バルコム/著 桃井緑美
子/訳 白揚社

46 488.1 鳥説 鳥くん/著 主婦の友社

47 488.4 ライチョウを絶滅から守る! 中村浩志/著 小林篤/著 しなのき書房

48 489.5 日本の食肉類 増田隆一/編 東京大学出版会

49 489.6 出動!イルカ・クジラ110番 松石隆/著 海文堂出版

50 490.1 現代の死に方
シェイマス・オウマハニー/著 小林
政子/訳 国書刊行会

51 490.1 家で死んでもいいんだよ 川上嘉明/著 法研

52 490.1 シスター・ヒロ子の看取りのレッスン 小出美樹/著 KADOKAWA

53 490.7 こんなとき、英語で何と言う? グローバルヘルスケア財団/監修 日
経メディカル/編集 日経BP社

54 490.9 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 櫻井大典/著 ナツメ社

55 491.2 人体はこうしてつくられる ジェイミー・A.デイヴィス/著 橘明
美/訳 紀伊國屋書店

56 491.3 「こころ」はいかにして生まれるのか  （ブルーバックス） 櫻井武/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 491.3 若返るクラゲ老いないネズミ老化する人間
ジョシュ・ミッテルドルフ/著 ドリ
オン・セーガン/著

集英社インターナショナ
ル

58 491.6 10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち マーク・ジョンソン/著 キャスリー
ン・ギャラガー/著 紀伊國屋書店

59 491.6 がんの時代 中川恵一/著 海竜社

60 491.8 美しき免疫の力 ダニエル・M.デイヴィス/著 久保尚
子/訳 NHK出版

61 492.5 医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本
中野ジェームズ修一/著 田畑尚吾/監
修 日経BP社

62 492.9 7つの「看護の知」 山中恵利子/著 晃洋書房

63 493.1 いつもと違う高齢者をみたら 荒井千明/著 医歯薬出版

64 493.1 シニアの筋トレ・口トレ・骨体操 荒井秀典/[ほか]監修 NHK出版

65 493.1 血糖を下げるすぐ効く食べ方食べ物 石原結實/著 三笠書房

66 493.1 症例を通して学ぶ年代別食物アレルギーのすべて 海老澤元宏/編 南山堂

67 493.1 その不調、冷えが原因です 川嶋朗/監修 池田書店

68 493.4 胃弱のトリセツ 池谷敏郎/著 毎日新聞出版

69 493.4 クローン病・潰瘍性大腸炎のノンオイル作りおき 田中可奈子/著 女子栄養大学出版部

70 493.7 大人の発達障害 市橋秀夫/監修 講談社

71 493.7 脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵絢子/著 河出書房新社

72 493.7 家族ができる摂食障害の回復支援 鈴木高男/著 星和書店

73 493.7 身近な人が認知症かなと思ったら読む本 高室成幸/監修 自由国民社

74 493.7 変わる!あなたのてんかん治療 中里信和/著 NHK出版

75 493.7 うつ消しごはん 藤川徳美/著 方丈社

76 493.7 この先どうすればいいの?18歳からの発達障害 宮尾益知/監修 大和出版

77 493.7 会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと 山口健太/著 内外出版社

78 493.7 先生!親がボケたみたいなんですけど… 和田秀樹/著 祥伝社

79 493.9 食物アレルギーお弁当のABC 有田孝司/編著 高松伸枝/編著 第一出版

80 493.9 アナフィラキシー 角田和彦/著 柘植書房新社

81 493.9 発達障害がよくわかる本 本田秀夫/監修 講談社

82 493.9 被災地の子どものこころケア 松浦直己/編著 八木淳子/著 中央法規出版

83 494.6 痔で悩む人の毎日ごはん
松島誠/病態監修 新妻京子/栄養指
導・献立 女子栄養大学出版部

84 494.7 あなたの指先、変形していませんか? 笠原巖/著 自由国民社

85 494.7 ひざ痛は消える! 中村哲也/著 自由国民社

86 494.9 患者と家族のためのおいしい透析食レシピ
愛媛大学医学部附属病院栄養部/編
横山雅好/監修 PHP研究所

87 494.9 専門医が教える組み合わせ自在腎臓病レシピ 両角國男/監修 朝倉洋平/監修 西東社

88 495 女性のための漢方生活レッスン 薬日本堂/監修 主婦の友社

89 495.4 乳がんのことがよくわかる本 山内英子/監修 講談社

90 496.3 40歳から気をつけたい「眼の成人病」 坂西良彦/著 現代書林

91 497 長生きしたければ「口」を鍛えなさい! 日本訪問歯科協会/監修 現代書林

92 497.3 自分で治す!顎関節症 藤原邦康/著 吉野敏明/監修 洋泉社

93 497.8 金属アレルギーをまなぶ 服部正巳/編集 池戸泉美/[ほか]執筆 永末書店

94 498.0 過疎医療はおもしろい! 大森英俊/著 現代書林

95 498.1 美容医療トラブル解決への実務マニュアル 末吉宜子/著 寺尾幸治/著 日本加除出版

96 498.3 「遺伝子スイッチ」を切り替える最高の健康法 小林弘幸/著 玉谷卓也/監修 辰巳出版

97 498.3 病気の9割は歩くだけで治る! PART2 長尾和宏/著 山と溪谷社

98 498.3 精神科医が教えるシニアのためのゆるっと感情ストレッチ 保坂隆/著 祥伝社

99 498.3 足裏を鍛えれば死ぬまで歩ける! 松尾タカシ/著 前田慶明/監修 池田書店

100 498.5 ボケないレシピ 麻生れいみ/著 丸山道生/監修 光文社

101 498.5 60歳からの筋活ごはん 荒木厚/監修 府川則子/監修 女子栄養大学出版部

102 498.5 NHK出版からだのための食材大全 池上文雄/監修 加藤光敏/監修 NHK出版

103 498.5 脳神経外科医が教える糖質制限ホントの話 石原信一郎/著 現代書林
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No, 分類 書名 著者名 出版社

104 498.5 抗がん剤の世界的権威が伝授!最強の野菜スープ活用レシピ 前田浩/著 古澤靖子/著 マキノ出版

105 498.5 温まって、おいしいフォンダンウォーター 楊さちこ/著 小学館

106 498.5 食品の科学知識  ニュートンプレス

107 498.8 中高年に効く!メンタル防衛術  （文春新書） 夏目誠/著 文藝春秋

108 498.8 発達障害を職場でささえる 宮木幸一/著 東京大学出版会

109 499.1 大麻大全 阿部和穂/著 武蔵野大学出版会

110 499.8 ドイツのナチュラルコスメ・ハーバルライフ 山口久美子/著 Myriam Müller/著 パイインターナショナル

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 世界史を変えた新素材 佐藤健太郎/著 新潮社

2 501.5 詳解非破壊検査ガイドブック 大岡紀一/編集委員長 日本規格協会

3 501.6 2040年のエネルギー覇権 平沼光/著 日本経済新聞出版社

4 504 Society 5.0 日立東大ラボ/編著 日本経済新聞出版社

5 507 技術者倫理 秋山仁/特別監修 藤本義彦/編集 実教出版

6 507.7 技術者のためのテクニカルライティング入門講座 高橋慈子/著 翔泳社

7 507.7 技術者のための社内文書の書き方 中川和明/著 日刊工業新聞社

8 507.9 バイク模型の作り方 小田俊也/著 くろすぴー/著 新紀元社

9 507.9 凄い!ジオラマ<改> 情景師アラーキー/著 誠文堂新光社

10 509.2 無人化と労働の未来
コンスタンツェ・クルツ/著 フラン
ク・リーガー/著 岩波書店

11 509.5 見える化4.0 木村尚敬/著 沼田俊介/著 日本経済新聞出版社

12 509.6 稼働率神話が工場をダメにする 近江堅一/著 近江良和/著 日刊工業新聞社

13 509.6 内部監査のためのマネジメントシステムの重要ポイント 内藤壽夫/編著 元廣祐治/編著 日科技連出版社

14 509.6 わかる!使える!TPM入門 日本プラントメンテナンス協会/編 日刊工業新聞社

15 509.6 ザ・ゴールドマイン金脈が眠る工場
フレディ・バレ/著 マイケル・バレ/
著

日本能率協会マネジメン
トセンター

16 509.8 労働安全衛生マネジメントシステムISO45001実践ハンドブック
黒崎由行/著 BSIグループジャパン株
式会社/監修 労働調査会

17 509.8 職場のリスクをゼロにする監督者の安全衛生管理 林利成/著 日科技連出版社

18 511.7 コンクリートの耐久性 Jochen Stark/著 Bernd Wicht/著 技報堂出版

19 514 トコトンやさしい道路の本 峯岸邦夫/編著 日刊工業新聞社

20 517.7 日本のダム美 川崎秀明/著 ミネルヴァ書房

21 517.7 ツウになる!ダムの教本 宮島咲/著 秀和システム

22 518.2 町自慢、マンホール蓋700枚。 池上修/著 池上和子/著 論創社

23 518.8 オリンピックと東京改造  （光文社新書） 川辺謙一/著 光文社

24 519.2 環境史入門 J.ドナルド・ヒューズ/著 村山聡/訳 岩波書店

25 519.6 環境騒音のはなし 末岡伸一/著 日本騒音制御工学会/編 技報堂出版

26 519.8 北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり 竹田津実/著 平凡社

27 521 木の国の歴史 中嶋尚志/著 里文出版

28 521.8 蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み 多川俊映/著
集英社インターナショナ
ル

29 521.8 明治神宮の建築 藤岡洋保/著 鹿島出版会

30 523.1 鉄川与助の大工道具 山田由香里/編著 長崎文献社

31 523.2 ジョージアの歴史建築 ヴァフタング・ベリゼ/著 藤田康仁/
編 彩流社

32 523.3 アルヴァ・アアルト-もうひとつの自然  国書刊行会

33 524.5 楽しく分かる!木構造入門 佐藤実/著 エクスナレッジ

34 525.1 現場で役立つ建築図面の基本と実際 渋田雄一/著 秀和システム

35 525.1 世界で一番美しい建築デザインの教科書 鈴木敏彦/著 松下希和/著 エクスナレッジ

36 525.5 絵でつづる塗り壁が生まれた風景 小林澄夫/文 村尾かずこ/絵 農山漁村文化協会

37 526.6 都市を予約する 都市アーキビスト会議/編 建築資料研究社

38 526.6 話題のショップをつくる注目の空間デザイナー・建築家100人の仕事 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

500 技術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 527 暮らしやすい家づくりのアイデア100 2019 建築家住宅R+houseネットワーク/著 エクスナレッジ

40 527 家づくり至高ガイド 2019 新井聡/著 勝見紀子/著 エクスナレッジ

41 527 子育て世代が2000万円台で建てるナチュラルスタイルの家  主婦と生活社

42 527.8 よくわかる最新マンション建築設備 内野栄吉/著 秀和システム

43 528.1 団地の給水塔大図鑑 小山祐之/著 シカク出版

44 528.4 世界で一番やさしい照明 安齋哲/著 エクスナレッジ

45 531.2 機械材料学 平川賢爾/著 遠藤正浩/著 朝倉書店

46 532 わかる!使える!作業工具・取付具入門 澤武一/著 日刊工業新聞社

47 532 切削加工大全 森脇俊道/編著 日刊工業新聞社

48 536.0 日本を動かした50の乗り物 若林宣/著 原書房

49 536.8 知識ゼロでもわかる!クロスバイクの教科書  
スタジオタッククリエイ
ティブ

50 536.8 ロードバイク最新メンテナンス  枻出版社

51 537.1 くるまの音 瀧口士郎/著 日本騒音制御工学会/編 技報堂出版

52 537.2 乗用車用ガソリンエンジン入門 林義正/著 グランプリ出版

53 537.9 ダットサン車の開発史 原禎一/著 グランプリ出版

54 538.9 最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 齊田興哉/著 秀和システム

55 540.6 パナソニック、「イノベーション量産」企業に進化する! 片山修/著 PHP研究所

56 542.1 自作マニアのための小型モータ・パーフェクトブック
マシュー・スカルピノ/著 百目鬼英
雄/監訳 技術評論社

57 543.5 新・なぜ脱原発なのか 西尾漠/著 緑風出版

58 547.3 大橋慎の真空管・オーディオ本当のはなし 大橋慎/著 立東舎/編 立東舎

59 547.3 音楽クリエイターのためのマイクロフォン事典 林憲一/著 DU BOOKS

60 548.3 シーケンス制御が一番わかる 武永行正/著 技術評論社

61 549 ハードウェアハッカー アンドリュー“バニー”ファン/著
高須正和/訳 技術評論社

62 556.9 図解潜水艦 高平鳴海/著 野神明人/著 新紀元社

63 566.1 鋳物 中江秀雄/著 法政大学出版局

64 584.7 楽しく磨けて靴も輝く靴磨きスタートブック 佐藤我久/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

65 588.0 日清食品創業者 安藤百福一日一得 石山順也/著 ロングセラーズ

66 588.3 捨てないパン屋 田村陽至/著 清流出版

67 588.5 意外と知らないお酒の科学 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

68 588.5 日本ワイン礼讃 辰巳琢郎/著 主婦と生活社

69 588.5 ウイスキー&シングルモルト完全ガイド PAMPERO/編著 池田書店

70 588.5 甲州・信州のちいさなワイナリーめぐりプレミアム  G.B.

71 589.2 いつまでも美しく装うための30のこころえ 相原幸子/著 文化学園文化出版局

72 589.2 新大人の普段着 金子敦子/著 主婦と生活社

73 589.2 NY流「見た目」のルール コモンるみ/著 KADOKAWA

74 589.2 男の服選びがわかる本 森井良行/著 池田書店

75 589.2 ものがたりのあるものづくり 山田敏夫/著 日経BP社

76 589.7 文房具改造マニュアル 小野忠/著 枻出版社

77 590 片づけられない人はまずは玄関の靴を数えましょう 井田典子/著 主婦の友社

78 590 すっきり暮らすための家事の仕組みづくり 主婦の友社/編 主婦の友社

79 590 50代からの暮らしの整え方 Rin/著 オーバーラップ

80 590.4 いとおしむ暮らし 内田彩仍/著 主婦と生活社

81 590.4 ドイツ人が教えてくれたストレスを溜めない生き方 久保田由希/文・写真 産業編集センター

82 591 年収の2割が勝手に貯まる家計整え術 稲村優貴子/著 河出書房新社

83 593.1 帯を切らずにつくれるかんたん作り帯 和らく会/著 セブン&アイ出版

84 593.3 かんたんおしゃれ!手ぬいで楽しむ大人服 高橋恵美子/著 ブティック社

85 593.3 型紙いらずの着物リメイク 羽織と帯でつくるワードローブ 松下純子/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

86 593.3 エプロン全書  ブティック社

87 593.3 大人のパンツ  日本ヴォーグ社

88 593.3 心地よい暮らしの手作り服  ブティック社

89 593.3 コットンフレンドソーイング  ブティック社

90 593.3 ステキを作る60代からのソーイング vol.2  ブティック社

91 593.3 素材をいかして和服のリメイク  ブティック社

92 593.8 お茶の先生に教わるきちんときもの手ほどき帖 北見雅子/著 淡交社

93 593.8 シーラの着物スタイル シーラ・クリフ/著 タッド・フォン
グ/撮影 東海教育研究所

94 593.8 初めてでもピタッと決まる!笹島式らくワザ着付け術 笹島寿美/監修 世界文化社

95 593.8 よくわかるスカーフ、ストール&マフラーの巻き方バイブル 主婦の友社/編 主婦の友社

96 593.8 浅草でそろう江戸着物 富田里枝/文 平野恵理子/絵 晶文社

97 594 いちばんやさしい手作りわんこ服 武田斗環/著 日東書院本社

98 594 身近なもので作るハンドメイドレク 寺西恵里子/著 朝日新聞出版

99 594 ペットボトルキャップで作るかわいいこもの  ブティック社

100 594 和布で楽しむ季節のお飾りとこもの  ブティック社

101 594 和布で作るアクセサリー  ブティック社

102 594.2 クラミサヨのちくちく刺繡帖 クラミサヨ/著 日東書院本社

103 594.2 立体刺繡で作る12カ月の花のアクセサリー PieniSieni/著 KADOKAWA

104 594.2 クリスマス刺しゅう356  アップルミンツ

105 594.2 刺しゅう全書  ブティック社

106 594.3 白い糸で編むセーターの本 サイチカ/著 文化学園文化出版局

107 594.3 ニットで奏でるエクローグ 嶋田俊之/著 文化学園文化出版局

108 594.3 ニットのヘアアクセサリー 神宮司芳子/著 Hamanaka/著 文化学園文化出版局

109 594.3 もっと知りたいアフガン編み 林ことみ/著 日本ヴォーグ社

110 594.3 余り毛糸で楽しく編むかわいい小物100点  ブティック社

111 594.3 かわいいかぎ針編み子供のアニマル帽子&冬こものベストセレクション  アップルミンツ

112 594.3 和文様の編み込みミトン&手袋  日本ヴォーグ社

113 594.7 きれいに仕立てるパッチワークバッグ  ブティック社

114 594.8 美しく魅せるハーバリウム 青山智美/著 日東書院本社

115 594.9 フェルトでつくるアニマルトロフィー Hande und Stitch/著 誠文堂新光社

116 594.9 シルバニアファミリーの着せかえBOOK  ブティック社

117 595.4 グレイヘアの美しい人  主婦の友社

118 595.5 最速でカッコよくなるメンズメイクBOOK 高橋弘樹/著 扶桑社

119 595.6 30秒で腹筋100回分!リンパひねりで全身がやせる 高橋義人/著 PHP研究所

120 596 これが男の本気メシ 今井亮/著 成美堂出版

121 596 子どもはレシピ10個で育つ。 上田淳子/著 光文社

122 596 ほぼ10分でトロッとなる煮込みです。 牛尾理恵/著 池田書店

123 596 一汁一飯があればいい 梅崎和子/著 家の光協会

124 596 やみつき小鍋 大友育美/著 学研プラス

125 596 やわらかいごちそう 川上文代/著 辰巳出版

126 596 糖質オフの蒸し料理レシピ 栗原毅/監修 岩崎啓子/料理 河出書房新社

127 596 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ 佐古田三郎/監修 舘野真知子/料理 PHP研究所

128 596 煮込み料理はフライパンで 堤人美/著 立東舎

129 596 フライパンに材料を入れてから火にかけるだけ!レシピ 武蔵裕子/著 学研プラス

130 596 おいしいパターンで気ままに作るごはん ムラヨシマサユキ/著 西東社

131 596 ラクしてやせる!ゆる糖質オフのダイエット鍋 柳澤英子/著 扶桑社

132 596.2 スパイス生活 シャンカール・ノグチ/著 地球丸
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No, 分類 書名 著者名 出版社

133 596.2 ばぁばの100年レシピ 鈴木登紀子/著 文化学園文化出版局

134 596.2 味噌汁専門店のおかず味噌汁100 美噌元/監修 世界文化社

135 596.2 西洋料理の黄金比 マイケル・ルールマン/著 谷水奈子/
訳 楽工社

136 596.2 あつあつ!グラタンとオーブン焼きの本  枻出版社

137 596.3 りんご、レモン、いちご、栗のお菓子と料理 有元葉子/著 文化学園文化出版局

138 596.3 野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木徹/著 島本美由紀/著 毎日新聞出版

139 596.3 焼肉語辞典 田辺晋太郎/監修 平井さくら/絵 誠文堂新光社

140 596.3 野菜がおいしいのはスープだから 堤人美/著 学研プラス

141 596.3 これで差がつく!本格そば打ち上達のコツ50 手打ち蕎麦研究会/著 メイツ出版

142 596.6 日本一適当なパン教室のいちばん簡単&おいしいパン Backe晶子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

143 596.6 シュトレン シュトレン編集委員会/編 旭屋出版

144 596.6 ひだまり商店がおやつの時間をおとどけします。 いてのまみ/著 学研プラス

145 596.6 ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ 今井ようこ/著 家の光協会

146 596.6 ホットサンド倶楽部 大林千茱萸/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

147 596.6 全国もなかぼん オガワカオリ/著 書肆侃侃房

148 596.6 ポリパン! 梶晶子/著 学研プラス

149 596.6 あまくないからおいしいお菓子 坂田阿希子/著 家の光協会

150 596.6 バビブベボナさん 樋口正樹/著 文化学園文化出版局

151 596.6 和菓子こよみ ユイミコ/著 文化学園文化出版局

152 596.6 レトロスイーツ 若山曜子/著 文化学園文化出版局

153 596.7 手作り酵素シロップ 続 杉本雅代/著 文化学園文化出版局

154 596.7 英国式5つのティータイムの愉しみ方 藤枝理子/著 清流出版

155 596.7 カクテルの教科書 山田高史/著 宮之原拓男/著 柴田書店

156 596.9 台所にこの道具 宮本しばに/著 KTC中央出版

157 596.9 うちの台所道具 ワタナベマキ/著 主婦と生活社

158 597.5 気がつけば、ずっと無印良品でした。 梶ケ谷陽子/著 あきばさやか/画 G.B.

159 597.9 予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事BOOK タスカジ/監修 扶桑社

160 598.3 最新!赤ちゃんの病気新百科 横田俊一郎/総監修
ベネッセコーポレーショ
ン

161 599.3 最新!幼児食新百科mini  
ベネッセコーポレーショ
ン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 ビレッジプライド 寺本英仁/著 ブックマン社

2 611 農家が消える 寺西俊一/編著 石田信隆/編著 みすず書房

3 611.1 農業保護政策の起源 佐々田博教/著 勁草書房

4 611.1 奇跡の集落 多田朋孔/著 地域おこし/著 農山漁村文化協会

5 611.2 一問一答新しい都市農地制度と税務 佐藤啓二/共著 今仲清/共著 ぎょうせい

6 611.4 稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川伊津/著 農山漁村文化協会

7 611.7 家族農業経営の変容と展望
日本農業経営学会/編 酒井富夫/責任
編集 農林統計出版

8 611.8 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木武/著 林田雅夫/著 農山漁村文化協会

9 611.9 イナカをツクル 嵩和雄/著 筒井一伸/監修 コモンズ

10 612.1 日本農業再生案 尾ノ井憲三/著 筑波書房

11 615.8 農作物を守る鳥獣害対策 江口祐輔/編著 誠文堂新光社

12 627 咲くとうれしい!やさしい山野草 主婦の友社/編 主婦の友社

13 627.1 もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木 高柳良夫/著 矢端亀久男/監修 日本文芸社

14 627.5 春蘭平成登録図鑑 全国日本春蘭連合会/監修 栃の葉書房

15 627.8 長くきれいに楽しむハンギングバスケット寄せ植えの法則 井上まゆ美/著 講談社

16 627.8 コケリウム 陶武利/監修 笠倉出版社

600 産業 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 627.8 はじめての盆栽 山田香織/著 世界文化社

18 627.9 京都の花屋プーゼの花日誌 浦沢美奈/著 文化学園文化出版局

19 629.6 桂離宮に学ぶ敷石と飛石の極意 豊藏均/著 講談社

20 629.7 コケを楽しむ庭づくり 大野好弘/著 講談社

21 629.9 公園のグッドプラクティス
公園のユニバーサルデザイン研究
チーム/著 鹿島出版会

22 645.6 平成犬バカ編集部 片野ゆか/著 集英社

23 645.6 愛犬と20年いっしょに暮らせる本 星野浩子/著 さくら舎

24 645.7 ジャクソン・ギャラクシーの猫を幸せにする飼い方
ジャクソン・ギャラクシー/著 ミケ
ル・デルガード/著 エクスナレッジ

25 645.7 日本と世界の猫のカタログ 2019年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

26 648.2 「生ハム」「サラミ」大全 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

27 653.1 葉を見て枝を見て 菊沢喜八郎/著 巌佐庸/コーディネー
ター 共立出版

28 661.5 漁船保険の解説 三宅哲夫/共著 浅田賢一/共著 成山堂書店

29 667.5 今日のおでんが元気とキレイを作る!「全国のおでん厳選30」 鈴木海央/著 創英社

30 670.9 悪文・乱文から卒業する正しい日本語の書き方 スクール東京/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

31 670.9 はじめてでも読みこなせる英文契約書 本郷貴裕/著 明日香出版社

32 673.3 これだけできれば大丈夫!すぐ使える!接客1年生 七條千恵美/著 ダイヤモンド社

33 673.3 成約のコード クリス・スミス/著 神田昌典/監訳 実業之日本社

34 673.3 営業は自分の「特別」を売りなさい 辻盛英一/著 あさ出版

35 673.3 楽天、Amazon、ヤフー次の戦略&成長企業の事例12選  インプレス

36 673.7 かわいい市場  リイド社

37 673.8 消費者視点の小売イノベーション 高橋広行/著 有斐閣

38 673.8 イオンを創った女 東海友和/著 プレジデント社

39 673.9 居酒屋チェーン戦国史  （イースト新書） 中村芳平/著 イースト・プレス

40 673.9 売れない・貸せない・利益が出ない負動産スパイラル 姫野秀喜/著 乾比呂人/著 清文社

41 674 地方の中小企業が全国ブランドになるための広報PRパブリシティ戦略 妹尾浩二/著 合同フォレスト

42 674 販促コピーとデザイン「売れる」公式50
日本SPセンターシニアマーケティン
グ研究室/著 翔泳社

43 674.1 炎上しない企業情報発信 治部れんげ/著 日本経済新聞出版社

44 674.3 おいしいデザイン グラフィック社/編 尾原美保/訳 グラフィック社

45 674.3 実例つきロゴのデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

46 675 消費者理解に基づくマーケティング 須永努/著 有斐閣

47 675 マーケティングの本質 ADEX SYNRIラボ/編著 日本経済新聞出版社

48 675 実践「ジョブ理論」 早嶋聡史/著 総合法令出版

49 675 マーケティングの仕事と年収のリアル 山口義宏/著 ダイヤモンド社

50 675 消費者心理学 山田一成/編著 池内裕美/編著 勁草書房

51 675 データサイエンティスト養成読本 ビジネス活用編  技術評論社

52 675.2 品切れ、過剰在庫を防ぐ技術  （光文社新書） 山口雄大/著 光文社

53 675.5 築地から豊洲へ 小松正之/著 伊藤裕康/監修 マガジンランド

54 675.5 築地-鮭屋の小僧が見たこと聞いたこと 佐藤友美子/著 いそっぷ社

55 681.3 簡裁交通損害賠償訴訟実務マニュアル 園部厚/著 青林書院

56 683.2 客船の世界史 野間恒/著 潮書房光人新社

57 685.2 廃道を歩く 石井あつこ/著 洋泉社

58 686.2 東京の地下鉄相互直通ガイド 所澤秀樹/著 来住憲司/著 創元社

59 686.2 JR特急列車年鑑 2019  イカロス出版

60 686.3 JR東日本最強の秘密  洋泉社

61 687.3 ジェット・セックス ヴィクトリア・ヴァントック/著 浜
本隆三/訳 明石書店

62 689.2 外国人が見た日本  （中公新書） 内田宗治/著 中央公論新社

63 689.5 東京ディズニーシー完全ガイド 2019-2020 講談社/編 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 693.8 テーマ別風景印大百科 Vol.3  日本郵趣出版

65 693.8 日本普通切手専門カタログ VOL.3  日本郵趣協会

66 699.2 臨時災害放送局というメディア 大内斎之/著 青弓社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.3 砂漠芸術論 佐々木成明/著 彩流社

2 702.1 興福寺  洋泉社

3 702.2 タイの地獄寺 椋橋彩香/著 青弓社

4 702.3 世界でいちばん素敵な西洋美術の教室 永井龍之介/監修 三才ブックス

5 711.6 ヒンメリをつくる 山本睦子/編 誠文堂新光社

6 713.0 近代彫刻の天才佐藤玄々<朝山> 佐藤玄々/著 求龍堂

7 718.3 不動明王を彫る 松久宗琳佛所/監修 松久佳遊/監修 淡交社

8 718.3 運慶・快慶と慶派の美仏  枻出版社

9 720.6 消えたフェルメール  （インターナショナル新書） 朽木ゆり子/著
集英社インターナショナ
ル

10 721 源氏絵の系譜 稲本万里子/著 森話社

11 721.5 風俗絵師・光琳 小田茂一/著 青弓社

12 723.3 もっと知りたいムンク 千足伸行/監修・著 冨田章/著 東京美術

13 723.3 マルセル・デュシャンとは何か 平芳幸浩/著 河出書房新社

14 723.3 エドゥアール・マネ 三浦篤/著 KADOKAWA

15 726.1 未来を予告していた黒い手塚治虫 中野晴行/著 徳間書店

16 726.5 美しい情景イラストレーション ノスタルジー編 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

17 726.5 丸山浩ウルトラデザイン画集 丸山浩/著 洋泉社

18 726.5 背景イラストアイデア図鑑 六七質/著 空想画廊/著 ナツメ社

19 726.6 音叉
エドワード・ゴーリー/著 柴田元幸/
訳 河出書房新社

20 726.6 ペンギンは短足じゃない図鑑 さかざきちはる/著 復刊ドットコム

21 727.8 つくろうよ!アンビグラム 野村一晟/著 飛鳥新社

22 728.4 作品づくりを楽しむ禅語の書100 西村玉翠/著 日貿出版社

23 733.0 小原古邨の小宇宙(ミクロコスモス) 小原古邨/作 小池満紀子/著 青月社

24 746.7 Final Cut Pro Ⅹガイドブック 加納真/著 ビー・エヌ・エヌ新社

25 748 磐座 山村善太郎/著 求龍堂

26 749.0 2代目社長のための、成長率150%を可能にする会社経営 小田原洋一/著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

27 751 はじめての金継ぎ 坂田太郎/監修 中島靖高/監修 世界文化社

28 751.1 観じる名碗 樂吉左衞門/著 坂東玉三郎/[ほか]述 世界文化社

29 751.3 近代横浜の輸出陶磁器 近藤裕美/編著 里文出版

30 751.4 粘土でつくる空想生物 松岡ミチヒロ/著 ホビージャパン

31 751.4 MARUGOのねんどで作る小さな多肉植物 MARUGO/著 厳珮寧/訳 主婦の友社

32 751.4 登呂で、わたしは考えた。 本原令子/著 静岡新聞社

33 751.5 ガラスフュージングの技法 坂見保子/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

34 751.5 バーナーワーク教本 volume01  亥辰舎

35 753.8 日本ムラサキ草栽培の探求 大河内ただし/著 農山漁村文化協会

36 754.9 切る、折る、紙のテクスチャ サーフェスデザインのためのテクニック ポール・ジャクソン/著 三谷純/訳 文化学園文化出版局

37 754.9 折り花アレンジメント 田中たか子/著 河出書房新社

38 754.9 クイリングのかわいいスイーツ なかたにもとこ/著 日本ヴォーグ社

39 754.9 パッチワーク折り紙の壁飾り 堀込好子/著 ブティック社

40 755.5 ドールのための可愛い革小物 大河なぎさ/著 河出書房新社

41 757 駆け出しクリエイターのためのお金と独立準備Q&A 桑原清幸/著 玄光社

42 757.0 ケの美 佐藤卓/編著 新潮社

700 芸術 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 757.3 フランスの美しい配色 ナイスク/編
エムディエヌコーポレー
ション

44 759 モンチッチボン  東京ニュース通信社

45 759.9 フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり
フィリップ・ワイズベッカー/著 葛
西薫/監修 青幻舎

46 760.7 僕がジュリアードとバークリーで学んだこと 藤原清登/著 河出書房新社

47 762.3 メンデルスゾーンの音符たち 池辺晋一郎/著 音楽之友社

48 762.3 東欧音楽綺譚 伊東信宏/著 音楽之友社

49 762.3 幸せのレッスン エレーヌ・グリモー/著 横道朝子/訳 春秋社

50 762.3 ヘルベルト・ブロムシュテット自伝 ヘルベルト・ブロムシュテット/著
ユリア・スピノーラ/聞き手

アルテスパブリッシング

51 763.2 ピアノが2倍楽しくなる!コードが弾けるガイドブック 秋谷えりこ/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

52 763.2 目からウロコのピアノ脱力法 馬塲マサヨ/著 ヤマハミュージックEH

53 763.6 もっと音楽が好きになる上達の基本トランペット 高橋敦/著 音楽之友社

54 763.7 もっと音楽が好きになる上達の基本フルート 神田寛明/著 音楽之友社

55 763.7 もっと音楽が好きになる上達の基本クラリネット サトーミチヨ/著 音楽之友社

56 763.7 もっと音楽が好きになる上達の基本サクソフォーン 平野公崇/著 音楽之友社

57 764.7 ジャズは本棚に在り 行方均/著
シンコーミュージック・
エンタテイメント

58 764.7 村井邦彦のLA日記 村井邦彦/著 リットーミュージック

59 767.8 デヴィッド・ボウイ1983-1988 大久達朗/監修
シンコーミュージック・
エンタテイメント

60 767.8 にっぽん漂流 加藤登紀子/著 アルファベータブックス

61 767.8 タブレット純のエレジー・エナジー歌謡曲 タブレット純/著 ヤマハミュージックEH

62 767.8 彗星の孤独 寺尾紗穂/著 スタンド・ブックス

63 769.9 大人のためのバレエの体づくり 大月恵/監修 メイツ出版

64 770.4 演劇プロデューサーという仕事 細川展裕/著 小学館

65 770.4 文化水流探訪記 やけのはら/著 青土社

66 771.5 照明家(あかりや)人生 吉井澄雄/著 早川書房

67 774.7 鼓に生きる 田中佐太郎/著 氷川まりこ/聞き書き 淡交社

68 775.1 野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる 野田秀樹/著 鎌田浩毅/著 ミネルヴァ書房

69 775.4 寝ても醒めてもタカラヅカ!! 牧彩子/著 平凡社

70 778.0 スポーツ映画トップ100  （文春新書） 芝山幹郎/著 文藝春秋

71 778.0 すきな映画を仕事にして 中野理惠/著 現代書館

72 778.2 大林宣彦 大林宣彦/著 宇井洋/編・構成 平凡社

73 778.2 あの映画に、この鉄道 川本三郎/著 キネマ旬報社

74 778.2 時の過ぎゆくままに 佐々木史朗/著 松田広子/編 ワイズ出版

75 778.2 忘れられそうで忘れられない映画 和田誠/著 ワイズ出版

76 778.7 ミッキーマウスクロニクル90年史 ディズニーファン編集部/編 講談社

77 778.7 ミッキーマウス90のひみつ 小宮山みのり/文 講談社/編 講談社

78 778.7 ゲームチェンジング・ドキュメンタリズム
サムワンズガーデン/編著 BUG/編集
協力

ビー・エヌ・エヌ新社

79 778.7 未来のミライARTBOOK スタジオ地図LLP/監修 ニュータイプ
/編 KADOKAWA

80 778.7 日本のアニメーションはいかにして成立したのか 西村智弘/著 森話社

81 778.7 アートで見るウォルト・ディズニーとミッキーマウス ジェシカ・ワード/文 杉本あり/訳 講談社

82 778.8 秋風羽織の教え 人生は半分、青い。 秋風羽織/著 北川悦吏子/著 マガジンハウス

83 779.1 風に戦いで 桂文枝/著 ヨシモトブックス

84 780 スポーツ産業論  SPORTS PERSPECTIVE SERIES 相原正道/著 庄子博人/著 晃洋書房

85 780 スポーツビジネスを知るための基礎知識 浦久保和哉/著 文眞堂

86 780.1 Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本 第一東京弁護士会総合法律研究所ス
ポーツ法研究部会/編 同文舘出版

87 780.1 基礎から学ぶ「スポーツセルフコンディショニング」 西村典子/著 日本文芸社

88 780.6 オリンピック全史 デイビッド・ゴールドブラット/著
志村昌子/訳 原書房

89 780.6 <東京オリンピック>の誕生 浜田幸絵/著 吉川弘文館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 780.7 アスリートのための筋力トレーニングバイブル 谷本道哉/編・著 荒川裕志/編・著 ナツメ社

91 783.4 ドイツに学ぶ最強GKの育て方  B.B.MOOK 川原元樹/著
ベースボール・マガジン
社

92 783.4 黙ってられるか  （新潮新書） 川淵三郎/著 新潮社

93 783.4 サッカーiQが高まる得点シーン100問ドリル 篠幸彦/著 東邦出版

94 783.4 ラグビーもっとも受けたいコーチングの授業 徳増浩司/著
ベースボール・マガジン
社

95 783.5 佐藤翔治のバドミントン世界最高の基本技術 佐藤翔治/著
ベースボール・マガジン
社

96 783.6 卓球ラージボール上達への道 片野賢二/著
ベースボール・マガジン
社

97 783.6 日本卓球は中国に打ち勝つ  （祥伝社新書） 宮崎義仁/著 祥伝社

98 783.7 これで差がつく!勝つ!ソフトボール上達のポイント50 小川幸三/監修 高橋流星/監修 メイツ出版

99 783.7 決断=実行 落合博満/著 ダイヤモンド社

100 783.7 「甲子園」の眺め方 白川哲夫/編 谷川穣/編 小さ子社

101 783.7 ドラガイ 田崎健太/著 カンゼン

102 783.7 北海道日本ハムファイターズの食事術 日本ハム株式会社/著 女子栄養大学出版部

103 783.7 止めたバットでツーベース 村瀬秀信/著 双葉社

104 783.8 体が硬い人のためのゴルフスイング講座 中井学/著 学研プラス

105 783.8 中井学ゴルフがいきなり上手くなる素振りレッスン 中井学/著 主婦の友社

106 783.8 中井学プロのシンプルゴルフ90が切れるスウィング 中井学/著 ゴマブックス

107 784.3 スキーレベルアップバイブル正しい技術で完全走破! 佐々木常念/監修 メイツ出版

108 784.3 Skiトレーニングの科学 竹腰誠/監修 佐藤紀隆/監修 洋泉社

109 784.6 チーム・ブライアン新たな旅 ブライアン・オーサー/著 樋口豊/監
修 講談社

110 786.1 一生、山に登るための体づくり 石田良恵/著 枻出版社

111 787.1 ひと目でわかる簡単!海釣り仕掛け集 近藤利紀/著 コスミック出版

112 788.1 大相撲の不思議  （潮新書） 内館牧子/著 潮出版社

113 788.2 国宝級マスク研究 ドクトル・ルチャ/監修 辰巳出版

114 789.2 空手「組手」戦術の極意55 荒賀道場/監修 メイツ出版

115 789.2 少林寺拳法剛法の秘密
SHORINJI KEMPO UNITY/監修 少林寺
拳法連盟/編集

ベースボール・マガジン
社

116 789.3 女子の居合道プログラム 新陰流協会/監修 体育とスポーツ出版社

117 791.5 百の手すさび 池田瓢阿/監修 MIHO MUSEUM/企画・
編集 淡交社

118 795 決定版!囲碁9路盤完全ガイド 安斎伸彰/著 マイナビ出版

119 796 緩急自在の新戦法!三間飛車藤井システム 佐藤和俊/著 マイナビ出版

120 796 将棋・究極の勝ち方入玉の極意 杉本昌隆/著 マイナビ出版

121 796 史上初の符号を使わない将棋の指し方入門 砂村洋輔/著 主婦の友社

122 796 コンピュータは将棋をどう変えたか? 西尾明/著 マイナビ出版

123 798.5 ビデオゲームの美学 松永伸司/著 慶應義塾大学出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 813.1 大槻文彦『言海』 安田敏朗/著 慶應義塾大学出版会

2 813.4 小学館四字熟語を知る辞典 飯間浩明/編 小学館

3 813.4 小学館故事成語を知る辞典 円満字二郎/編 小学館

4 813.4 小学館ことわざを知る辞典 北村孝一/編 小学館

5 814 一生役立つ語彙力の育て方 石黒圭/著 柏野和佳子/著 KADOKAWA

6 814 知性と教養が一瞬で伝わる!一流の語彙力ノート 山口謠司/著 宝島社

7 815.1 考えるための日本語入門 井崎正敏/著 三省堂

8 816 つたえるエッセイ 重里徹也/著 助川幸逸郎/著 新泉社

9 816 即効!成果が上がる文章の技術 尾藤克之/著 明日香出版社

10 816.5 大学生のためのレポート・論文術  （講談社現代新書） 小笠原喜康/著 講談社

11 829.1 これなら聞ける話せる!実践ハングル 塩田今日子/著 NHK出版

800 語学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 829.3 ニューエクスプレスプラス タイ語 水野潔/著 白水社

13 829.7 1日1課のアラビア語 水谷周/著 国書刊行会

14 829.9 ニューエクスプレスプラス ペルシア語 浜畑祐子/著 白水社

15 830.7 英語は「英語で学ぶ」とうまくいく 西ジェームス/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

16 836.6 デイビッド・セイン流なやまず書ける英文メール&SNSトレーニング
デイビッド・セイン/著 古正佳緒里/
編集 河出書房新社

17 837.8 カジュアル英語トーク 島崎秀定/著 DHC

18 837.8 デイビッド・セイン流とことん話せる英会話トレーニング
デイビッド・セイン/著 古正佳緒里/
編集 河出書房新社

19 837.8
何もしないまま出発日になってしまった人の機内で一夜づけ海外旅行英会
話

デイビッド・セイン/著 廣岡アテナ/
著 主婦の友社

20 837.8 バンバン話すための瞬間英作文「基本動詞」トレーニング 森沢洋介/著 ベレ出版

21 855 フランス語ほんとうに必要なところをまとめました。 関未玲/著 ベレ出版

22 867.7 スペイン語で楽しむ世界昔ばなし F.ハビエル・デ・エステバン・バケ
ダノ/スペイン語 中園竜之介/解説 IBCパブリッシング

23 894.2 古代エジプトの動物・要語の語源つれづれ 長谷川蹇/著 弥呂久

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 詩の約束 四方田犬彦/著 作品社

2 901.3 周縁から生まれる 越川芳明/著 彩流社

3 901.3 物語を旅する 佐藤義隆/著 あさ出版パートナーズ

4 902.3 娯楽としての炎上 藤田直哉/著 南雲堂

5 905 たべるのがおそい vol.6(2018Autumn)  書肆侃侃房

6 910.2 武蔵野をよむ  （岩波新書 新赤版） 赤坂憲雄/著 岩波書店

7 910.2 折口信夫的思考 上野誠/著 青土社

8 910.2 高橋和巳の文学と思想 太田代志朗/編 田中寛/編 コールサック社

9 910.2 山椒魚の忍耐 勝又浩/著 水声社

10 910.2 <焼跡>の戦後空間論 逆井聡人/著 青弓社

11 910.2 沖縄文学の一〇〇年 仲程昌徳/著 ボーダーインク

12 910.2 <異>なる関西 日本近代文学会関西支部編集委員会/
編 田畑書店

13 910.2 トラブゾンの猫 玄順恵/著 岩波書店

14 910.2 通俗小説論 広岡守穂/著 有信堂高文社

15 910.2 ただの文士 堀田百合子/著 岩波書店

16 910.2 傍らにいた人 堀江敏幸/著 日本経済新聞出版社

17 910.2 宮部みゆき全一冊 宮部みゆき/著 新潮社

18 910.2 加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか 鷲巣力/著 岩波書店

19 911.1 百人一首に絵はあったか 寺島恒世/著 平凡社

20 911.1 現代万葉集 2018年版 日本歌人クラブ/編 NHK出版

21 911.1 遠くの敵や硝子を 服部真里子/著 書肆侃侃房

22 911.1 歌枕の聖地 山本啓介/著 平凡社

23 911.3 俳句の水脈を求めて 角谷昌子/著 角川文化振興財団

24 911.3 朝ごはんと俳句365日 船団の会/編 人文書院

25 911.3 語り継ぐいのちの俳句 高野ムツオ/著 朔出版

26 911.3 俳句づくりに役立つ!旧かな入門 山西雅子/著 NHK出版

27 911.5 紫雲天気、嗅ぎ回る 暁方ミセイ/著 港の人

28 911.5 赤牛と質量 小池昌代/著 思潮社

29 911.5 許そう。 葉祥明/著 日本標準

30 912.6 風の演劇 内田洋一/著 白水社

31 914.6 大人の流儀 8 伊集院静/著 講談社

32 914.6 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館牧子/著 主婦の友社

33 914.6 針と糸 小川糸/著 毎日新聞出版

900 文学 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 914.6 日本国憲法と本土決戦 神山睦美/著 幻戯書房

35 914.6 先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内寂聴/著 伊藤比呂美/著
集英社インターナショナ
ル

36 914.6 女も好きなことをして死ねばいい 曽野綾子/著 青萠堂

37 914.6 「雑」の思想 高橋源一郎/著 辻信一/著 大月書店

38 914.6 人生の十か条  （中公新書ラクレ） 辻仁成/著 中央公論新社

39 914.6 90歳を生きること 童門冬二/著 東洋経済新報社

40 914.6 芸能の不思議な力 なかにし礼/著 毎日新聞出版

41 914.6 猫のためいき鵜の寝言十七音の内と外 正木ゆう子/著 春秋社

42 914.6 猫がいなけりゃ息もできない 村山由佳/著 ホーム社

43 914.6 森には森の風が吹く 森博嗣/著 講談社

44 914.6 老いと孤独の作法  （中公新書ラクレ） 山折哲雄/著 中央公論新社

45 914.6 おばちゃん介護道 山口恵以子/著 大和出版

46 915.6 東京23区外さんぽ 泉麻人/著 平凡社

47 915.6 新・旧銀座八丁 東と西 坪内祐三/著 講談社

48 916 “介護後”うつ 安藤和津/著 光文社

49 916 うちの子もいじめられました 鈴木真治/著 WAVE出版

50 916 「ホーホー」の詩、それから 信田敏宏/著 出窓社

51 916 ハンセン病家族の絆 福西征子/著 昭和堂

52 916 セルツェ-心 不破理江/著 東洋書店新社

53 916 まんが少年、空を飛ぶ 山崎祐則/著 稲泉連/解説 偕成社

54 916 僕たちが零戦をつくった 台湾少年工の手記 劉嘉雨/著 潮書房光人新社

55 917 太宰治の絶望語録 太宰治/著 豊岡昭彦/編 WAVE出版

56 917 女のホンネ男のホンネ 田辺聖子/著 文藝春秋

57 923.7 自転車泥棒 呉明益/著 天野健太郎/訳 文藝春秋

58 929.1 原州通信 イギホ/著 清水知佐子/訳 クオン

59 929.1 遠足 チョンソンテ/著 小山内園子/訳 クオン

60 929.1 風船を買った チョギョンナン/著 呉永雅/訳 クオン

61 929.1 夜よ、ひらけ チョンミギョン/著 きむふな/訳 クオン

62 929.1 あの夏の修辞法 ハソンナン/著 牧瀬暁子/訳 クオン

63 929.1 ホール ピョンヘヨン/著 カンバンファ/訳 書肆侃侃房

64 930.2 探偵小説の黄金時代 マーティン・エドワーズ/著 森英俊/
訳 国書刊行会

65 930.2 C.S.ルイスの読み方 A.E.マクグラス/著 佐柳文男/訳 教文館

66 933.6 好古家 ウォルター・スコット/著 貝瀬英夫/
訳 朝日出版社

67 934.7 アメリカ死にかけ物語 リン・ディン/著 小澤身和子/訳 河出書房新社

68 933.7 パワー ナオミ・オルダーマン/著 安原和見/
訳 河出書房新社

69 933.7 刑事シーハン/紺青の傷痕
オリヴィア・キアナン/著 北野寿美
枝/訳 早川書房

70 933.7 パトリック・メルローズ 1 エドワード・セント・オービン/著
国弘喜美代/訳 早川書房

71 933.7 スウィートビター ステファニー・ダンラー/著 吉嶺英
美/訳

TAC株式会社出版事業部

72 933.7 ブラック・スクリーム
ジェフリー・ディーヴァー/著 池田
真紀子/訳 文藝春秋

73 933.7 綿畑の小屋 ジム・トンプスン/著 小林宏明/訳 文遊社

74 933.7 鮮血の撃墜王 キム・ニューマン/著 鍛治靖子/訳 アトリエサード

75 933.7 夜のふたりの魂 ケント・ハルフ/著 橋本あゆみ/訳 河出書房新社

76 933.7 トム・ハザードの止まらない時間 マット・ヘイグ/著 大谷真弓/訳 早川書房

77 933.7 西欧の東 ミロスラフ・ペンコフ/著 藤井光/訳 白水社

78 933.7 ダライ・ラマの猫 デビッド・ミチー/著 梅野泉/訳 二見書房

79 942.7 三文オペラ ベルトルト・ブレヒト/著 大岡淳/訳 共和国

80 943.7 黄色の扉は永遠(とわ)の階 ケルスティン・ギア/著 遠山明子/訳 東京創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

81 943.7 奇跡にそっと手を伸ばす ドーリス・デリエ/著 小川さくえ/訳 鳥影社・ロゴス企画

82 949.8 ブリット=マリーはここにいた フレドリック・バックマン/著 坂本
あおい/訳 早川書房

83 949.8 『ニルスのふしぎな旅』と日本人 村山朝子/著 新評論

84 950.2 フランス文学を旅する60章 野崎歓/編著 明石書店

85 953.7 『失われた時を求めて』殺人事件 アンヌ・ガレタ/著 高柳和美/訳 水声社

86 953.7 ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ/著 高橋啓/訳 東京創元社

87 953.7 十三の謎と十三人の被告
ジョルジュ・シムノン/著 松井百合
子/訳 論創社

88 953.7 美女と拳銃 オリヴィエ・プリオル/著 中条省平/
訳

TAC株式会社出版事業部

89 953.7 パリの片隅を実況中継する試み ジョルジュ・ペレック/著 塩塚秀一
郎/訳 水声社

90 953.7 もし太陽が戻らなければ C.F.ラミュ/著 佐原隆雄/訳 国書刊行会

91 953.7 もどってきた鏡 アラン・ロブ=グリエ/著 芳川泰久/
訳 水声社

92 956 母の前で ピエール・パシェ/著 根本美作子/訳 岩波書店

93 963 ライオンを殺せ ホルヘ・イバルグエンゴイティア/著
寺尾隆吉/訳 水声社

94 965 ガルシア=マルケス「東欧」を行く G.ガルシア=マルケス/著 木村榮一/
訳 新潮社

95 973 帰れない山 パオロ・コニェッティ/著 関口英子/
訳 新潮社

96 973 カフカの父親 トンマーゾ・ランドルフィ/著 米川
良夫/訳 白水社

97 989.2 宰相の象の物語
イヴォ・アンドリッチ/著 栗原成郎/
訳 松籟社

98 989.4 コブザール
タラス・シェフチェンコ/著 藤井悦
子/編訳 群像社

99 989.5 長い長い郵便屋さんのお話 カレル・チャペック/著 栗栖茜/訳 海山社

100 989.8 祖霊祭 ヴィリニュス篇 アダム・ミツキェーヴィチ/著 関口
時正/訳 未知谷

101 991 トロイア戦争の三人の英雄たち 川井万里子/著 春風社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 血の雫 相場英雄/著 新潮社

2 F まぁちんぐ! 赤澤竜也/著 KADOKAWA

3 F 祭火小夜の後悔 秋竹サラダ/著 KADOKAWA

4 F ぼくは朝日 朝倉かすみ/著 潮出版社

5 F 読むたびに、心がスーッと澄みわたるお話 浅田宗一郎/著 PHP研究所

6 F ラストラン あさのあつこ/著 幻冬舎

7 F 新・二都物語 芦辺拓/著 文藝春秋

8 F 倉敷高梁川の殺意 梓林太郎/著 祥伝社

9 F 凛の弦音(つるね) 我孫子武丸/著 光文社

10 F 家康 2 安部龍太郎/著 幻冬舎

11 F 雑賀のいくさ姫 天野純希/著 講談社

12 F 哲司、あんたのような人間を世の中ではクズと呼ぶんやで 石田香織/著 河出書房新社

13 F 崖の上で踊る 石持浅海/著 PHP研究所

14 F 男たちの船出 伊東潤/著 光文社

15 F 見返り検校 乾緑郎/著 新潮社

16 F ひゃっか! 今村翔吾/著 文響社

17 F ラストレター 岩井俊二/著 文藝春秋

18 F 呪い釘 宇江敏勝/著 新宿書房

19 F 54字の物語 怪 氏田雄介/作・絵 PHP研究所

20 F ネクスト・ギグ 鵜林伸也/著 東京創元社

21 F 海底大陸 海野十三/著 河出書房新社

22 F この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山佳佑/著 集英社

23 F 満洲ラプソディ 江宮隆之/著 河出書房新社

24 F 覇権交代 1 大石英司/著 中央公論新社

F 小説 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 F 犬も食わない 尾崎世界観/著 千早茜/著 新潮社

26 F 二十五年後の読書 乙川優三郎/著 新潮社

27 F 川野京輔探偵小説選 2 川野京輔/著 論創社

28 F チンギス紀 3 北方謙三/著 集英社

29 F まれびとパレード 越谷オサム/著 KADOKAWA

30 F エムエス 今野敏/著 講談社

31 F 建設現場 坂口恭平/著 みすず書房

32 F 炎の銀行家 佐藤三武朗/著 栄光出版社

33 F 佐野洋子の動物ものがたり 佐野洋子/著 広瀬弦/絵 小学館

34 F どんまい 重松清/著 講談社

35 F 人喰観音 篠たまき/著 早川書房

36 F 岬 柴田翔/著 幻戯書房

37 F リベンジ 柴田哲孝/著 双葉社

38 F ウラミズモ奴隷選挙 笙野頼子/著 河出書房新社

39 F 無事に返してほしければ 白河三兎/著 小学館

40 F ヘブン 新野剛志/著 幻冬舎

41 F こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保裕一/著 文藝春秋

42 F 硬い爪、切り裂く指に明日 菅野彰/著 河出書房新社

43 F デルタ 杉山隆男/著 新潮社

44 F 14歳、明日の時間割 鈴木るりか/著 小学館

45 F 戒名探偵卒塔婆くん 高殿円/著 KADOKAWA

46 F あなたはここで、息ができるの? 竹宮ゆゆこ/著 新潮社

47 F 穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子/著 文藝春秋

48 F 東京輪舞(ロンド) 月村了衛/著 小学館

49 F エル・グレコの首飾り 佃一可/著 樹村房

50 F 辻章著作集 第5巻 辻章/著 『辻章著作集』刊行会/編 作品社

51 F 不意撃ち 辻原登/著 河出書房新社

52 F 銀色の青 笑い飯哲夫/著 サンマーク出版

53 F 白いジオラマ 堂場瞬一/著 中央公論新社

54 F 零號琴 飛浩隆/著 早川書房

55 F 救済 長岡弘樹/著 講談社

56 F いつか、あなたと 中川秀樹/著 幻冬舎

57 F ダンデライオン 中田永一/著 小学館

58 F 斗星、北天にあり 鳴神響一/著 徳間書店

59 F 黄泉坂案内人 [4条目] 仁木英之/著 KADOKAWA

60 F リトルガールズ 錦見映理子/著 筑摩書房

61 F まぜまぜ 野村喜和夫/著 河出書房新社

62 F 神さまを待っている 畑野智美/著 文藝春秋

63 F 曙に咲く 蜂谷涼/著 柏艪舎

64 F 虚飾の王妃エンマ 榛名しおり/著 講談社

65 F 幸福の王子エドマンド 榛名しおり/著 講談社

66 F はんぷくするもの 日上秀之/著 河出書房新社

67 F 柳は萌ゆる 平谷美樹/著 実業之日本社

68 F 群青の魚 福澤徹三/著 光文社

69 F 黒いピラミッド 福士俊哉/著 KADOKAWA

70 F ハロー・ワールド 藤井太洋/著 講談社

71 F 海とジイ 藤岡陽子/著 小学館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 F 燃えよ、あんず 藤谷治/著 小学館

73 F 平成くん、さようなら 古市憲寿/著 文藝春秋

74 F とても短い長い歳月 古川日出男/著 三田村真/再編集 河出書房新社

75 F 月 辺見庸/著 KADOKAWA

76 F 時代 本城雅人/著 講談社

77 F 私はあなたの瞳の林檎 舞城王太郎/著 講談社

78 F 「浪士」石油を掘る 真島節朗/著 共栄書房

79 F ぎょらん 町田そのこ/著 新潮社

80 F ミッドワイフの家 三木卓/著 水窓出版

81 F レベル95少女の試練と挫折 汀こるもの/著 講談社

82 F 30センチの冒険 三崎亜記/著 文藝春秋

83 F 夜のリフレーン 皆川博子/著 日下三蔵/編 KADOKAWA

84 F 走馬灯症候群 嶺里俊介/著 双葉社

85 F 神さまのいる書店 [3] 三萩せんや/著 KADOKAWA

86 F 野の春  流転の海　9巻 宮本輝/著 新潮社

87 F 決戦!設楽原 宮本昌孝/著 佐藤巖太郎/著 講談社

88 F エリザベスの友達 村田喜代子/著 新潮社

89 F はつ恋 村山由佳/著 ポプラ社

90 F ペンチメント 茂木健一郎/著 講談社

91 F 雨上がりの川 森沢明夫/著 幻冬舎

92 F 熱帯 森見登美彦/著 文藝春秋

93 F 風牙 門田充宏/著 東京創元社

94 F 刀と算盤 谷津矢車/著 光文社

95 F いつか深い穴に落ちるまで 山野辺太郎/著 河出書房新社

96 F セレナード 横光利一/著 長山靖生/編 彩流社

97 F 西郷を破滅させた男 益満休之助 芳川泰久/著 河出書房新社

98 F 前世は兎 吉村萬壱/著 集英社

99 F 手をつないだままさくらんぼの館で 令丈ヒロ子/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B216.2 鹿児島戦争記 篠田仙果/作 松本常彦/校注 岩波書店

2 B309.7 狂い咲け、フリーダム 栗原康/編 筑摩書房

3 B772.1 現場者(もん) 大杉漣/著 文藝春秋

4 B778.7 もう一つの「バルス」 木原浩勝/著 講談社

5 B914.4 方丈記 鴨長明/著 蜂飼耳/訳 光文社

6 B914.6 柴田元幸ベスト・エッセイ 柴田元幸/編著 筑摩書房

7 B915.6 三島由紀夫紀行文集 三島由紀夫/著 佐藤秀明/編 岩波書店

8 B933.7 無痛の子 リサ・ガードナー/著 満園真木/訳 小学館

9 B933.7 黒海に消えた金塊を奪取せよ 上･下
クライブ・カッスラー/著 ダーク・
カッスラー/著 扶桑社

10 B933.7 これほど昏い場所に ディーン・クーンツ/著 松本剛史/訳
ハーパーコリンズ・ジャ
パン

11 B933.7 われらはレギオン 3 デニス・E.テイラー/著 金子浩/訳 早川書房

12 B933.7 泥棒はスプーンを数える ローレンス・ブロック/著 田口俊樹/
訳 集英社

13 B933.7 カササギ殺人事件 上･下 アンソニー・ホロヴィッツ/著 山田
蘭/訳 東京創元社

14 B933.7 ホテル・リッツの婚約者 スーザン・イーリア・マクニール/著
圷香織/訳 東京創元社

15 B933.7 六つの航跡 上･下 ムア・ラファティ/著 茂木健/訳 東京創元社

16 B949.8 兄弟の血 上･下 アンデシュ・ルースルンド/著 ステ
ファン・トゥンベリ/著 早川書房

17 B953.6 未来のイヴ ヴィリエ・ド・リラダン/著 高野優/
訳 光文社

B 文庫本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 B953.6 三つの物語 フローベール/著 谷口亜沙子/訳 光文社

19 BF 明日なき十代 赤川次郎/著 KADOKAWA

20 BF 灰色のパラダイス 赤川次郎/著 光文社

21 BF 夜 赤川次郎/著 KADOKAWA

22 BF 終電の神様 [2] 阿川大樹/著 実業之日本社

23 BF ひぐまのキッチン 石井睦美/著 中央公論新社

24 BF 放課後の名探偵 市川哲也/著 東京創元社

25 BF 浪人奉行 5ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

26 BF 外患の兆 上田秀人/著 幻冬舎

27 BF 祇園白川小堀商店レシピ買います 柏井壽/著 新潮社

28 BF 暗闇のふたり 小杉健治/著 光文社

29 BF 出奔 小杉健治/著 朝日新聞出版

30 BF 火影 小杉健治/著 祥伝社

31 BF やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記 小松左京/著 新潮社

32 BF 木枯らしの 佐伯泰英/著 光文社

33 BF 火盗改しノ字組 1･2巻 坂岡真/著 文藝春秋

34 BF 作家たちのオリンピック 城山三郎/著 浅田次郎/著 PHP研究所

35 BF チョコレート・セレブレーション 星奏なつめ/著 KADOKAWA

36 BF 鯖猫長屋ふしぎ草紙 5 田牧大和/著 PHP研究所

37 BF 天地の螢 辻堂魁/著 祥伝社

38 BF 逃れ道 辻堂魁/著 祥伝社

39 BF 剣客旗本春秋譚 [2] 鳥羽亮/著 実業之日本社

40 BF 東京すみっこごはん [4] 成田名璃子/著 光文社

41 BF 十津川捜査班の「決断」 西村京太郎/著 双葉社

42 BF 日本敵討ち集成 長谷川伸/著 伊東昌輝/編・校訂 KADOKAWA

43 BF みずうみの妻たち 上･下 林真理子/著 KADOKAWA

44 BF 最後の名裁き 早見俊/著 中央公論新社

45 BF サムデイ 福田和代/著 幻冬舎

46 BF 狐の嫁入り 藤井邦夫/著 双葉社

47 BF 北風 藤島大/著 集英社

48 BF 秋の蟬 藤原緋沙子/著 光文社

49 BF 恋の櫛 藤原緋沙子/著 新潮社

50 BF 初霜 藤原緋沙子/著 祥伝社

51 BF 幻想短編集 堀川アサコ/著 講談社

52 BF 仕掛け絵本の少女 堀川アサコ/著 小学館

53 BF サトミとアオゲラ探偵 松尾由美/著 ポプラ社

54 BF 星の陣 上･下 森村誠一/著 祥伝社

55 BF 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう [5] 山本巧次/著 宝島社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R007.0 子どもの本 野口武悟/編 日外アソシエーツ

2 R023.8 自費出版年鑑 2018 サンライズ出版/編集 サンライズ出版

3 R028.0 ヤングアダルトの本 社会を読み解く4000冊 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

4 R028.0 ヤングアダルトの本 悩みや不安迷ったときに読む4000冊 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

5 R031 現代用語の基礎知識 2019 自由国民社/編集 自由国民社

6 R281.0 人物レファレンス事典 郷土人物編第2期<2008-2017> 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

R 参考図書 

★ 参考図書は館内でご覧ください 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 R281.0 日本人物レファレンス事典 教育篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

8 R318.0 全国市町村要覧 平成30年版 市町村要覧編集委員会/編 第一法規

9 R320.9 実用六法 平成31年版 加藤晋介/監修 成美堂出版

10 R326.3 犯罪被害者白書 平成30年版 国家公安委員会/編集 警察庁/編集 日経印刷

11 R335.0 帝国データバンク会社年鑑 99版(2019)西日本1･2巻  帝国データバンク

12 R335.0 帝国データバンク会社年鑑 99版(2019)東日本1･2巻  帝国データバンク

13 R335.4 全国企業あれこれランキング 2019  帝国データバンク

14 R335.5 公正取引委員会年次報告 平成30年版 公正取引委員会/編 公正取引協会

15 R338.9 日本企業のアジア進出総覧 2018 重化学工業通信社/編 重化学工業通信社

16 R351 統計でみる市区町村のすがた 2018 総務省統計局/編集 日本統計協会

17 R361.9 アンケート調査年鑑 2018年版 並木書房編集部/編 並木書房

18 R366.0 労働経済白書 平成30年版 厚生労働省/編 勝美印刷

19 R368.3 自殺対策白書 平成30年版 厚生労働省/編集 日経印刷

20 R369.2 介護・看護サービス統計データ集 2019-2020 廣瀬輝夫/監修 三冬社

21 R369.2 障害者総合支援六法 平成30年版  中央法規出版

22 R369.4 保育所運営ハンドブック 平成30年版 中央法規出版編集部/編集 中央法規出版

23 R370.5 教育アンケート調査年鑑 2018
「教育アンケート調査年鑑」編集委
員会/編 創育社

24 R376.1 認定こども園運営ハンドブック 平成30年版 中央法規出版編集部/編集 中央法規出版

25 R452.0 海洋大図鑑 内田至/日本語版総監修 ネコ・パブリッシング

26 R486.8 新蝶類生物学英和辞典 鍛治勝三/著 岩野秀俊/監修 北隆館

27 R487.8 日本産カエル大鑑 松井正文/解説 前田憲男/写真 文一総合出版

28 R488.7 世界のフクロウ全種図鑑
ハイモ・ミッコラ/著 早矢仕有子/監
修 エクスナレッジ

29 R498.5 国民健康・栄養の現状 [平成28年] 医薬基盤・健康・栄養研究所/監修 第一出版

30 R535.4 科学・分析機器総覧 2018 日本科学機器協会/編集 日本科学機器協会

31 R678.5 現行輸入制度一覧 平成30年度版 経済産業調査会/編集 経済産業調査会

32 R681.3 交通統計 平成29年版  
交通事故総合分析セン
ター

33 R683.9 数字でみる港湾 2018 国土交通省港湾局/監修 日本港湾協会

34 R689.7 全国会場Navi 2019年版  ピーオーピー

35 R703.1 西洋美術作品レファレンス事典 第2期絵画篇 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

36 R791.5 茶道具の名工・作家名鑑 淡交社編集局/編 淡交社

37 R810.3 日本語学大辞典 日本語学会/編 東京堂出版

38 R813.1 三省堂現代新国語辞典 小野正弘/編 市川孝/編 三省堂

39 R813.4 四字熟語ときあかし辞典 円満字二郎/著 研究社

40 R833.3 コンパスローズ英和辞典 赤須薫/編 大西泰斗/「語のイメー
ジ」監修 研究社

41 R903.1 作品名から引ける世界文学全集案内 第3期 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

42 R910.2 作品名から引ける日本文学全集案内 第3期 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 T163 立山曼荼羅の成立と縁起・登山案内図 福江充/著 岩田書院

2 T209.5 政隣記 寛政2-4年 津田政隣/著 高木喜美子/校訂・編集 桂書房

3 T220 黒部川扇状地 第43号 研究紀要編集委員会/編 黒部川扇状地研究所

4 T232.8 日本海側最大級の縄文貝塚 小竹貝塚 町田賢一/著 新泉社

5 T233.2 小糸の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/編 佐田保

6 T233.2 東猪谷の史跡・見学ポイントガイドブック 佐田保/編 佐田保

7 T290.9 富山delicious  とやま観光推進機構

8 T318.3 富山市刊行物目録 平成29年1月-12月 富山市立図書館/編 富山市立図書館

T 郷土資料 

- 27 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

9 T330 北陸地域設備投資計画調査 2017・2018・2019年度
日本政策投資銀行北陸支店富山事務
所/編 日本政策投資銀行

10 T365 富山県で幸せ家族の家づくり 竹田敏信/著 エル書房

11 T369.2 ねんりんピック富山2018大会総合ガイドブック ねんりんピック富山2018実行委員会
事務局/編 富山県

12 T373.4 教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 平成29年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

13 T911.6 海鳴り 畠山満喜子歌集 畠山満喜子/著 畠山/満喜子

14 T914 南砺市福野川柳大会報 第48回 福野川柳社/編 福野川柳社

15 T911.2 万葉の史的世界 川崎晃/著 慶應義塾大学出版会

16 T911.2 大伴家持歌をよむ 1  笠間書院

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいさつできるよ リチャード・スキャリー/さく 木坂
涼/やく 好学社

2 E あおいちきゅうのいちにち [4]
エラ・ベイリー/さく せなあいこ/や
く 評論社

3 E あずき 荒井真紀/さく 福音館書店

4 E あらしのよるに
きむらゆういち/原作・文 あべ弘士/
絵 講談社

5 E イーストンと音楽会 巣山ひろみ/文 佐竹美保/絵 出版ワークス

6 E いじめているきみへ 春名風花/ぶん みきぐち/え 朝日新聞出版

7 E いじわるちゃん たんじあきこ/作・絵 岩崎書店

8 E 1日10分なるほど国旗のお話絵本 あきやまかぜさぶろう/著 白泉社

9 E いちにちなぞのいきもの  PHPにこにこえほん
ふくべあきひろ/さく かわしまなな
え/え PHP研究所

10 E いっすんぼうし はたこうしろう/作 あすなろ書房

11 E インサイドアウトサイド アンヌ=マルゴ・ラムシュタイン/作
マティアス・アレギ/作 ほるぷ出版

12 E えっ!わたしだけの学校? 劉旭恭/文・絵 松本猛/訳 新日本出版社

13 E オーロラの国の子どもたち
イングリ・ドーレア/さく エド
ガー・パーリン・ドーレア/さく 福音館書店

14 E おせんべやけたかな こがようこ/構成・文 降矢なな/絵 童心社

15 E おなじ月をみて ジミー・リャオ/作 天野健太郎/訳 ブロンズ新社

16 E おばあちゃんのおくりもの キャリー・ガラッシュ/文 サラ・ア
クトン/絵 WAVE出版

17 E おふろにジャブン1、2、3! ももろ/著 小学館

18 E オムライスパーティー たちもとみちこ/さく・え 教育画劇

19 E かいちゅうでんとう みやこしあきこ/さく 福音館書店

20 E 風のぼうけん 曹文軒/文 アレクサンダル・ゾロ
ティッチ/絵 樹立社

21 E カどこいった? 鈴木のりたけ/作・絵 小学館

22 E がんばれちびゴジラ さかざきちはる/作 講談社

23 E くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿悦子/作 末崎茂樹/絵 ひかりのくに

24 E クリスマス★げきじょう ザ・キャビンカンパニー/作 小学館

25 E クリスマスだよ、デイビッド! デイビッド・シャノン/さく 小川仁
央/やく 評論社

26 E クリスマスツリーをかざろう パトリシア・トート/文 ジャーヴィ
ス/絵 BL出版

27 E クリスマスのおかいもの ルー・ピーコック/ぶん ヘレン・ス
ティーヴンズ/え ほるぷ出版

28 E ゴリラのくつや 谷口智則/作 あかね書房

29 E ごろりんたまねぎ いわさゆうこ/さく 童心社

30 E さかなちゃん 平田昌広/作 平田景/絵 少年写真新聞社

31 E 3人の王子 バーリー・ドハティ/著 かわこうせ
い/絵 バベルプレス

32 E しばいぬケンくんとあおいくるまくん すずもりみかん/さく・え 学研プラス

33 E ジャーニー国境をこえて フランチェスカ・サンナ/作 青山真
知子/訳 きじとら出版

34 E しょくパンにんじゃ 苅田澄子/作 モカ子/絵 PHP研究所

35 E ショッキングピンク・ショック!
キョウ・マクレア/文 ジュリー・
モースタッド/絵 フレーベル館

36 E セリョージャとあそぼう! ナディア・コズリナ/絵デザイン ナ
ディア・コズリナ/文訳 カランダーシ

E 絵本 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 E せん スージー・リー/作 岩波書店

38 E 徂徠どうふ 宝井琴調/文 ささめやゆき/絵 福音館書店

39 E そらはあおくて シャーロット・ゾロトウ/文 なかが
わちひろ/訳 あすなろ書房

40 E それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ/著 白泉社

41 E だいこんさんおふろにはいる 岡田よしたか/さく PHP研究所

42 E たのしい絵ずかんのりもの いとう良一/絵 交通新聞社

43 E ダビッコラと宇宙へ 濱口瑛士/絵と文 白泉社

44 E ダヤンと魔法の本 池田あきこ/著 ほるぷ出版

45 E ちいさなエリオット あそびにいこう マイク・クラトウ/作 福本友美子/訳 マイクロマガジン社

46 E チキンライスがいく。 はらぺこめがね/作 あかね書房

47 E ツバメ トーマス・ミュラー/文と絵 堀込-
ゲッテ 由子/訳 エディション・エフ

48 E どうぶつたちのクリスマスって?
アン・ウィットフォード・ポール/ぶ
ん デイヴィッド・ウォーカー/え 岩崎書店

49 E どこがながいかわかる? みやにしたつや/作・絵 金の星社

50 E どんどんばしわたれ こばやしえみこ/案 ましませつこ/絵 こぐま社

51 E なりたいのは 長田真作/作 絵本塾出版

52 E にぎやかなおでん 犬飼由美恵/文 出口かずみ/絵 教育画劇

53 E ねーずみねーずみどーこいきゃ? こがようこ/構成・文 降矢なな/絵 童心社

54 E ねこのピート クリスマスをとどけよう
エリック・リトウィン/作 ジェーム
ス・ディーン/絵 ひさかたチャイルド

55 E ねこぼうとふらわあちゃん きたやまようこ/著 講談社

56 E ねずみくんのおくりもの つちだよしはる/文絵 あべやすつぐ/
原作 教育画劇

57 E ねずみさんちのはじめてのクリスマス
キャラリン・ビーナー/文 マーク・
ビーナー/絵 徳間書店

58 E ねむりどり
イザベル・シムレール/作 河野万里
子/訳 フレーベル館

59 E のりものなあにかな かきもとこうぞう/絵 はせがわさと
み/文 学研プラス

60 E はらぺこゾウのうんち 藤原幸一/写真・文 偕成社

61 E はりねずみくんのあかいマフラー はらだよしこ/作 講談社

62 E ハンナとシュガー
ケイト・ベアビー/ぶん・え 中井貴
惠/やく

イマジネイション・
プラス

63 E 100年たったら 石井睦美/文 あべ弘士/絵 アリス館

64 E びゅんびゅんはやいはやぶさごう 溝口イタル/え 交通新聞社

65 E 藤城清治影絵の絵本 アンデルセン アンデルセン/原作 藤城清治/作 講談社

66 E ふたりママの家で
パトリシア・ポラッコ/絵・文 中川
亜紀子/訳 サウザンブックス社

67 E ふたをぱかっ 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

68 E ふって!ふって!ぺこぺこバニー クラウディア・ルエダ/さく 二宮由
紀子/やく フレーベル館

69 E へっこぷっとたれた こがようこ/構成・文 降矢なな/絵 童心社

70 E ポカポカスープ うえきまさのぶ/作 相野谷由起/絵 ひさかたチャイルド

71 E ぼくたちのうた 山崎優子/作 小学館

72 E ぼくたちのプレゼントはどこ?
リチャード・スキャリー/さく 木坂
涼/やく 好学社

73 E ぼくってかわいそう! パメラ・ダンカン・エドワーズ/作
ベンジー・デイヴィス/絵 フレーベル館

74 E ぼくのたび みやこしあきこ/作 ブロンズ新社

75 E ぼくのばしょなのに 刀根里衣/著 NHK出版

76 E ポケットに色をつめこんで エイミー・グリエルモ/文 ジャク
リーン・トゥールヴィル/文 フレーベル館

77 E ぽめちゃん 柴田ケイコ/著 白泉社

78 E まっかなおはなのトーマス ウィルバート・オードリー/原作 ポプラ社

79 E マッチうりのしょうじょ アンデルセン/原作 やなぎやけいこ/
文 フレーベル館

80 E まぼろしえほん 井上洋介/作・絵 鈴木出版

81 E まめつぶこぞうパトゥフェ 宇野和美/文 ささめやゆき/絵 BL出版

82 E まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ/さく たにかわ
しゅんたろう/やく ポプラ社

83 E みずとはなんじゃ? かこさとし/作 鈴木まもる/絵 小峰書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 E Michi みち junaida/著 福音館書店

85 E ムカッやきもちやいた かさいまり/さく 小泉るみ子/え くもん出版

86 E もみじのてがみ きくちちき/作・絵 小峰書店

87 E ゆうたのおじいちゃん きたやまようこ/作 あかね書房

88 E ゆうたのおばあちゃん きたやまようこ/作 あかね書房

89 E ゆうなとスティービー 堀米薫/さく 丸山ゆき/え ポプラ社

90 E 雪の花
セルゲイ・コズロフ/原作 オリガ・
ファジェーエヴァ/絵 偕成社

91 E ゆめのとびらをひらくとき カール・ニューソン/作 岡田千晶/絵 岩崎書店

92 E わたしのもりをぬけたら レイチェル・ウッドワース/さく サ
ン・ミャオ/え フレーベル館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 AIのひみつ 1 香山瑞恵/監修 フレーベル館

2 K007 コーディングフォービギナーズPYTHON ルーイ・ストウェル/著 ロージー・
ディキンズ/著 日経BP社

3 K007 10歳からのプログラミング
中野コンテンツネットワーク協会/編
著 オーム社

4 K130 10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉 岩村太郎/著 千野エー/イラスト えほんの杜

5 K160 世界とつながるみんなの宗教ずかん 中村圭志/監修 ほるぷ出版

6 K204 歴史について知っておくべき100のこと
ローラ・コーワン/[ほか]文 フェデ
リコ・マリアーニ/イラスト 小学館

7 K210 はじめての明治史  （ちくまプリマー新書） 山口輝臣/編 筑摩書房

8 K288 こども世界国旗図鑑 苅安望/編著 平凡社

9 K288 天皇と元号の大研究 高森明勅/監修 PHP研究所

10 K289 豊臣秀吉 仲野ワタリ/著 ふさ十次/本文絵 駒草出版

11 K289 織田信長 藤咲あゆな/著 おおつきべるの/絵 駒草出版

12 K291 るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科  JTBパブリッシング

13 K297 ふしぎな北極のせかい 山崎哲秀/著 repicbook

14 K316 国際化の時代に生きるためのQ&A 1-4巻  創元社

15 K366 大人になったらしたい仕事 2 朝日中高生新聞編集部/編 朝日学生新聞社

16 K366 お仕事ナビ 17 お仕事ナビ編集室/編 理論社

17 K369 子どもの権利宣言 シェーヌ出版社/編 遠藤ゆかり/訳 創元社

18 K369 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 高橋うらら/著 岩崎書店

19 K369 よくわかる介護の仕事・施設 結城康博/監修 PHP研究所

20 K375 部活やめてもいいですか。 梅津有希子/文 片塩広子/絵 講談社

21 K378 点字はじめの一歩 3 黒崎惠津子/文 朝倉めぐみ/絵 汐文社

22 K378 はじめての子ども手話 谷千春/監修 主婦の友社

23 K383 ビジュアル日本の服装の歴史 1 増田美子/監修 ゆまに書房

24 K388 もしものときの妖怪たいさくマニュアル １･2巻 村上健司/著 山口まさよし/絵 汐文社

25 K404 ジュニア空想科学読本 7 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

26 K462 やんばるの森 湊和雄/写真・文 少年写真新聞社

27 K485 ここにも!そこにも!ダニ 皆越ようせい/写真・文 ポプラ社

28 K488 げんきくん物語 山岸哲/文 講談社

29 K489 奄美の空にコウモリとんだ 木元侑菜/文 松橋利光/写真 アリス館

30 K489 キタリス・ウーと森のお医者さん 竹田津実/文・写真 瀬川尚志/絵 PHP研究所

31 K491 読書がたくましい脳をつくる 川島隆太/著 くもん出版

32 K510 歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物! 1  教育画劇

33 K537 はたらくじどう車くらべ 1 国土社編集部/編 国土社

34 K538 きみは宇宙飛行士!
ロウイー・ストーウェル/文 竹内薫/
監訳 偕成社

35 K576 香りと歴史7つの物語  （岩波ジュニア新書） 渡辺昌宏/著 岩波書店

K 児童図書 
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 K588 ふしぎなカビ オリゼー 竹内早希子/著 岩崎書店

37 K596 季節の10分スイーツ しらいしやすこ/著 小澤綾乃/著 理論社

38 K616 お米のこれからを考える 1-4巻 「お米のこれからを考える」編集室/
編 理論社

39 K645 犬の車いす物語 沢田俊子/文 講談社

40 K686 日本鉄道地図鑑 地理情報開発/編 平凡社

41 K750 調べる!47都道府県伝統工芸で見る日本 こどもくらぶ/編 同友館

42 K753 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田香歩/著 偕成社

43 K754 5回で折れる季節と行事のおりがみ 3 いしかわまりこ/作 汐文社

44 K754 距離型キッズおり紙ヒコーキ 戸田拓夫/著 いかだ社

45 K780 クーベルタン 大野益弘/文 しちみ楼/絵 小峰書店

46 K780 嘉納治五郎 佐野慎輔/文 しちみ楼/絵 小峰書店

47 K783 10才からのサッカーIQドリル 大宮アルディージャジュニア/監修 メイツ出版

48 K795 はじめての囲碁 実戦編 東京大学囲碁部/構成・原稿執筆 光
永淳造/監修 理論社

49 K795 はじめての囲碁 入門編 東京大学囲碁部/構成・原稿執筆 光
永淳造/監修 理論社

50 K796 勝つための将棋 作戦編 片上大輔/監修 東京大学将棋部/構
成・原稿執筆 理論社

51 K796 勝つための将棋 入門編 片上大輔/監修 東京大学将棋部/構
成・原稿執筆 理論社

52 K798 かるた大会で大活躍!「百人一首」必勝のポイント50 全日本かるた協会/監修 メイツ出版

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

54 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば 第2期[3] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

55 K816
5日で学べて一生使える!レポート・論文の教科書  （ちくまプリマー新
書） 小川仁志/著 筑摩書房

56 K821 漢字なりたちブック 1-6年生 伊東信夫/著 金子都美絵/絵 太郎次郎社エディタス

57 K902 少年少女のためのミステリー超入門 芦辺拓/著 岩崎書店

58 K911 みんなで遊ぼう!!百人一首大図鑑 吉海直人/監修 国土社編集部/編 国土社

59 K913 落語ねこ 赤羽じゅんこ/作 大島妙子/絵 文溪堂

60 K913 まっしょうめん! [2] あさだりん/作 新井陽次郎/絵 偕成社

61 K913 うみのとしょかん ウミウシはじめてのこい 葦原かも/作 森田みちよ/絵 講談社

62 K913 魔女パールと幸運の8つの宝石 あんびるやすこ/作・絵 講談社

63 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 06 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

64 K913 学校へ行こう いとうひろし/作 理論社

65 K913 ジャンプ!ジャンプ!ジャンプ!! イノウエミホコ/作 またよし/絵 ポプラ社

66 K913 キダマッチ先生! 3 今井恭子/文 岡本順/絵 BL出版

67 K913 世界一クラブ 2-4巻 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

68 K913 世界のはてのペンギン・ミステリー 岡田貴久子/作 ミヤハラヨウコ/絵 理論社

69 K913 つっきーとカーコのけんか おくはらゆめ/作 佼成出版社

70 K913 ヴンダーカンマー 樫崎茜/著 上路ナオ子/画 理論社

71 K913 魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 柏葉幸子/作 長田恵子/絵 理論社

72 K913 ぼくとニケ 片川優子/著 講談社

73 K913 エレベーターのふしぎなボタン 加藤直子/作 杉田比呂美/絵 ポプラ社

74 K913 まえばちゃん かわしまえつこ/作 いとうみき/絵 童心社

75 K913 はりねずみのルーチカ [7] かんのゆうこ/作 北見葉胡/絵 講談社

76 K913 魔女ののろいアメ 草野あきこ/作 ひがしちから/絵 PHP研究所

77 K913 マリー・アントワネットと名探偵! 楠木誠一郎/作 たはらひとえ/絵 講談社

78 K913 夜カフェ 1 倉橋燿子/作 たま/絵 講談社

79 K913 そしてぼくらは仲間になった 小嶋陽太郎/作 高森美由紀/作 ポプラ社

80 K913 おはなしどうぶつえん さいとうしのぶ/作・絵 成島悦雄/監
修 PHP研究所

81 K913 ふしぎパティシエールみるか 4 斉藤洋/作 村田桃香/絵 あかね書房

82 K913 ボンぼうや 橘春香/作・絵 PHP研究所
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83 K913 右手にミミズク 蓼内明子/作 nakaban/絵 フレーベル館

84 K913 竹取物語 長尾剛/文 若菜等/絵 汐文社

85 K913 ジグソーステーション 中澤晶子/作 ささめやゆき/絵 汐文社

86 K913 青影神話 名木田恵子/著 ポプラ社

87 K913 ここから続く道 日本児童文学者協会/編 偕成社

88 K913 なぞの扉をひらく 日本児童文学者協会/編 偕成社

89 K913 百物語 4 日本児童文学者協会/編 文溪堂

90 K913 魔法のハロウィン・パイ 野中柊/作 長崎訓子/絵 理論社

91 K913 この川のむこうに君がいる 濱野京子/作 理論社

92 K913 こごろうくんと消えた時間 林原玉枝/文 高垣真理/絵
冨山房インターナ
ショナル

93 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 10 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

94 K913 メガネくんとハダシくん 二見正直/さく 偕成社

95 K913 わんこのハッピーごはん研究会! 堀直子/作 木村いこ/絵 あかね書房

96 K913 クルルちゃんとコロロちゃん 松本聰美/作 平澤朋子/絵 出版ワークス

97 K913 五七五の秋 万乃華れん/作 黒須高嶺/絵 文研出版

98 K913 ぎりぎりの本屋さん まはら三桃/著 菅野雪虫/著 講談社

99 K913 ユンボのいる朝 麦野圭/作 大野八生/絵 文溪堂

100 K913 七転びダッシュ! 2 村上しいこ/作 木乃ひのき/絵 講談社

101 K913 図工室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

102 K913 みけねえちゃんにいうてみな 村上しいこ/作 くまくら珠美/絵 理論社

103 K913 さよ 森川成美/作 槇えびし/画 くもん出版

104 K913 マレスケの虹 森川成美/作 小峰書店

105 K913 おばあちゃんのわすれもの 森山京/作 100%ORANGE/絵 のら書店

106 K913 二年二組のたからばこ 山本悦子/作 佐藤真紀子/絵 童心社

107 K913 ナイスキャッチ! 4 横沢彰/作 スカイエマ/絵 新日本出版社

108 K913 一ツ蝶物語 横山充男/作 辻恵/絵 ポプラ社

109 K931 クマのプーさんとぼく A.A.ミルン/著 E.H.シェパード/絵 河出書房新社

110 K931 クリストファー・ロビンのうた A.A.ミルン/著 E.H.シェパード/絵 河出書房新社

111 K933 サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー/作
武富博子/訳 評論社

112 K933 明日のランチはきみと
サラ・ウィークス/作 ギーター・
ヴァラダラージャン/作 フレーベル館

113 K933 その年、わたしは噓をおぼえた ローレン・ウォーク/作 中井はるの/
訳 さ・え・ら書房

114 K933 グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

115 K933 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス/著 ロス・アス
クィス/絵 大月書店

116 K933 アーサー王の世界 4 斉藤洋/作 静山社

117 K933 ハートウッドホテル 1 ケイリー・ジョージ/作 久保陽子/訳 童心社

118 K933 マドモアゼル・シック
ジェニファー・L.スコット/作 たん
じあきこ/絵 大和書房

119 K933 ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ/作 金原瑞
人/訳 理論社

120 K933 開かずの部屋となぞの人形 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

121 K933 野生のロボット
ピーター・ブラウン/作・絵 前沢明
枝/訳 福音館書店

122 K933 クリスマスをとりもどせ! マット・ヘイグ/文 クリス・モルド/
絵 西村書店

123 K933 変化球男子 M.G.ヘネシー/作 杉田七重/訳 鈴木出版

124 K933 まさかのハッピーエンド 2 サラ・ムリノフスキ/著 櫛田理絵/訳 PHP研究所

125 K933 ソロモンの白いキツネ ジャッキー・モリス/著 千葉茂樹/訳 あすなろ書房

126 K933 おっとあぶない マンロー・リーフ/さく わたなべし
げお/やく 復刊ドットコム

127 K933 アポロンと5つの神託 2 リック・リオーダン/著 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

128 K933 薬屋の魔女ティファニー 2 アビー・ロングスタッフ/作 中野聖/
訳 学研プラス
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