
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 メモの魔力 前田裕二/著 幻冬舎

2 002.7 FACTFULNESS
ハンス・ロスリング/著 オーラ・ロ
スリング/著 日経BP社

3 007.1 いまこそ知りたいAIビジネス 石角友愛/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

4 007.1 暗号技術の教科書 吹田智章/著 ラトルズ

5 007.1 必要な数学だけでわかるディープラーニングの理論と実装 チーム・カルポ/著 秀和システム

6 007.1 必要な数学だけでわかるニューラルネットワークの理論と実装 チーム・カルポ/著 秀和システム

7 007.3 LINE,Instagram,Facebook,Twitterやりたいことが全部わかる本 アンドロック/著 SBクリエイティブ

8 007.3 ブロックチェーン、AIで先を行くエストニアで見つけたつまらなくない未来 小島健志/著 孫泰蔵/監修 ダイヤモンド社

9 007.3 世界一やさしいブログ×YouTubeの教科書1年生 染谷昌利/著 木村博史/著 ソーテック社

10 007.3 徹底研究!!GAFA  洋泉社

11 007.6 アルゴリズムの絵本 アンク/著 翔泳社

12 007.6 留学生のためのかんたんExcel入門 楳村麻里子/著 松下孝太郎/著 技術評論社

13 007.6 留学生のためのかんたんWord入門 楳村麻里子/著 松下孝太郎/著 技術評論社

14 007.6 できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel VBA きたみあきこ/著 できるシリーズ編
集部/著 インプレス

15 007.6 疲れないパソコン仕事術 小枝祐基/著 インプレス

16 007.6 Adobe XDプロトタイピング実践ガイド 境祐司/著 技術評論社

17 007.6 Webデザイン・スタンダード 境祐司/共著 小浜愛香/共著
エムディエヌコーポレー
ション

18 007.6 たくさがわ先生が教えるパソコンの困った!お悩み解決超入門 たくさがわつねあき/著 技術評論社

19 007.6 できるPhotoshop Elements 2019
樋口泰行/著 できるシリーズ編集部
/著 インプレス

20 007.6 できるWindows 10パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全
広野忠敏/著 できるシリーズ編集部
/著 インプレス

21 007.6 できるWindows 10 法林岳之/著 一ケ谷兼乃/著 インプレス

22 007.6 シニアよ、インターネットでつながろう! 牧壮/著
カナリアコミュニケー
ションズ

23 007.6 入門仮想通貨の作り方 松浦健一郎/著 司ゆき/著 秀和システム

24 007.6 プログラマのための文字コード技術入門 矢野啓介/著 技術評論社

25 007.6 いちばんやさしいGit & GitHubの教本 横田紋奈/著 宇賀神みずき/著 インプレス

26 007.6 iPadプロ技BESTセレクション リンクアップ/著 技術評論社

27 007.6 iPadがぜんぶわかる本 2019年最新版  洋泉社

28 007.6 Windows 10活用大事典  日経BP社

29 007.6 スマホの「わからない!」をぜんぶ解決する本  洋泉社

30 010 図書館概論 塩見昇/編著 日本図書館協会

31 010.8 わかる!図書館情報学シリーズ 第5巻 日本図書館情報学会研究委員会/編 勉誠出版

32 014.6 古文書保存・整理の手引き 新潟県歴史資料保存活用連絡協議会
/編

新潟県歴史資料保存活用
連絡協議会

33 015.9 公共図書館における障害者サービスに関する調査研究
国立国会図書館関西館図書館協力課
/編集 国立国会図書館

34 019.0 次の本へ V3  苦楽堂

35 019.1 精神科医が教える良質読書 名越康文/著 かんき出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 019.5 100歳までに読みたい100の絵本 木村民子/著 亜紀書房

37 019.5 絵本の泉 高原典子/著
いのちのことば社フォレ
ストブックス

38 019.9 ことばの生まれる景色 辻山良雄/文 nakaban/絵 ナナロク社

39 020.5 書物學 14  勉誠出版

40 021.2 音楽はどこへ消えたか? 城所岩生/著 みらいパブリッシング

41 022.2 世界で最も美しい12の写本
クリストファー・デ・ハーメル/著
加藤磨珠枝/訳 青土社

42 022.5 画家のブックデザイン 小林真理/著 誠文堂新光社

43 022.5 ペンギンクラシックスのデザイン ポール・バックリー/編集 井原恵子
/訳

スペースシャワーネット
ワーク

44 023 かんたん出版マニュアル
杉浦浩司/著 牧村康正/スーパーバ
イザー みなみ出版

45 023.5 ベストセラーはもういらない 秦隆司/著 ボイジャー

46 024.2 本の未来を探す旅台北 内沼晋太郎/編著 綾女欣伸/編著 朝日出版社

47 024.8 江戸の古本屋 橋口侯之介/著 平凡社

48 069.0 京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田忍/監修 メイツ出版

49 071 英文社説で読む平成 ジャパンタイムズ/編 ジャパンタイムズ

50 081.6 吉本隆明全集 18 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 100 世界の哲学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

2 104 考えるとはどういうことか  （幻冬舎新書） 梶谷真司/著 幻冬舎

3 104 棋士と哲学者 戸谷洋志/著 糸谷哲郎/著 イースト・プレス

4 124.1 大人のための儒教塾  （中公新書ラクレ） 加地伸行/著 中央公論新社

5 131.5 ストア派の哲人たち 國方栄二/著 中央公論新社

6 140.8 シリーズ心理学と仕事 6 太田信夫/監修 北大路書房

7 141.5 世界を動かすイノベーターの条件 メリッサ・A.シリング/著 染田屋茂
/訳 日経BP社

8 141.5 自己矛盾劇場 細谷功/著 dZERO

9 141.5 天才のひらめき ロバート・ルートバーンスタイン/
著 早稲田大学出版部

10 143.1 図解身近にあふれる「男と女の心理学」が3時間でわかる本 内藤誼人/著 明日香出版社

11 143.7 老いと記憶  （中公新書） 増本康平/著 中央公論新社

12 143.7 定年後の人生を変えるアドラー心理学 八巻秀/監修 講談社

13 146.1 生きる意味 アルフレッド・アドラー/著 長谷川
早苗/訳 興陽館

14 146.8 気持ちが晴れればうまくいく 大野裕/著 日経サイエンス社

15 146.8 心理カウンセラーをめざす人の本 19年版 新川田譲/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

16 146.8 「風の電話」とグリーフケア 矢永由里子/編著 佐々木格/編著 風間書房

17 147.0 オカルティズム 大野英士/著 講談社

18 148.9 タロット事典 アンソニー・ルイス/著 鏡リュウジ
/監訳 朝日新聞出版

19 159 60歳の壁  （朝日新書） 植田統/著 朝日新聞出版

20 159 ビッグ・ポテンシャル潜在能力を最高に引き出す法
ショーン・エイカー/著 高橋由紀子
/訳 徳間書店

21 159 たった1枚の紙で「続かない」「やりたくない」「自信がない」がなくなる 大平信孝/著 大和書房

22 159 超訳カーネギー道は開ける D.カーネギー/著 弓場隆/訳
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

23 159 自分の幸せに気づく心理学 加藤諦三/著
PHPエディターズ・グルー
プ

24 159 なれる最高の自分になる 小宮一慶/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

25 159 科学的潜在意識の書きかえ方 小森圭太/著 光文社

26 159 ぼくたちは習慣で、できている。 佐々木典士/著 ワニブックス

27 159 やってみてわかった成功法則完全実践ガイド 高田晋一/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

28 159 タモリさんに学ぶ「人生の後半」を生きるコツ  （廣済堂新書） 内藤誼人/著 廣済堂出版

29 159
あらゆる悩み・不満・ストレスが消える!最強の人生相談 家族・結婚・夫婦
編

ミセス・パンプキン/著 ムーギー・
キム/編集・全面協力 東洋経済新報社

30 159.4 勝者のゴールデンメンタル 飯山晄朗/著 大和書房

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 159.4 会社人生を後悔しない40代からの仕事術 石山恒貴/著 パーソル総合研究所/
著 ダイヤモンド社

32 159.4 これからの働き方を哲学する 小川仁志/著 リベラル社

33 159.4 働きアリからの脱出 越川慎司/著 集英社

34 159.4 20代で身につけたい働き方の基本 小杉樹彦/著 新評論

35 159.4 生き残った人の7つの習慣 小西浩文/著 山と溪谷社

36 159.7 医者が教える非まじめ老後のすすめ 大塚宣夫/著
PHPエディターズ・グルー
プ

37 159.7 脱・呪縛 鎌田實/著 こやまこいこ/絵 理論社

38 159.7 老後の運命は54歳で決まる! 櫻井秀勲/著 きずな出版

39 159.7 俺たちの定年後  （ワニブックス|PLUS|新書） 成毛眞/著 ワニブックス

40 159.7 60歳からの勉強法  （SB新書） 和田秀樹/著 SBクリエイティブ

41 159.8 年を重ねるほど心が若返る名言 保坂隆/著 永岡書店

42 160.4 いま宗教に向きあう 4
池澤優/編集委員 藤原聖子/編集委
員 岩波書店

43 162 宗教の世界史 4  山川出版社

44 163.1 山岳霊場の考古学的研究 時枝務/著 雄山閣

45 165.9 宗教法人ハンドブック 実藤秀志/著 税務経理協会

46 169.1 オウム死刑囚魂の遍歴 門田隆将/著 PHP研究所

47 169.1 オウム真理教元幹部の手記 富田隆/著 青林堂

48 175 日本の信仰がわかる神社と神々 かみゆ歴史編集部/編著 朝日新聞出版

49 175 図解大全日本の神社・お寺入門  洋泉社

50 175.9 神田明神のこころ 大鳥居信史/編著 春秋社

51 180.4 さよなら、仏教 高橋卓志/著 亜紀書房

52 180.9 チベット仏教入門  （ちくま新書） 吉村均/著 筑摩書房

53 186 和尚が教える極上のお葬式 石毛泰道/著 幻冬舎

54 186 知っておきたい法事・仏事のすべて 主婦の友社/編 主婦の友社

55 186.9 四国八十八ケ所札所めぐり遍路歩きルートガイド 小林祐一/著 メイツ出版

56 186.9 摂津国八十八ケ所めぐり 摂津国八十八ケ所霊場会/編 朱鷺書房

57 186.9 御朱印さんぽ関西北陸・瀬戸内の寺社  JTBパブリッシング

58 188.5 今を生きるための密教 本田不二雄/著 武藤郁子/著 天夢人

59 188.7 本願寺はなぜ東西に分裂したのか  （扶桑社新書） 武田鏡村/著 扶桑社

60 195 教会に生きる喜び 朝岡勝/著 教文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 昆虫考古学 小畑弘己/著 KADOKAWA

2 204 文明の精神 安田喜憲/著 古今書院

3 209 「王室」で読み解く世界史 宇山卓栄/著 日本実業出版社

4 209.6 「連動」する世界史 南塚信吾/著 岩波書店

5 209.7 大いなる聖戦 （上・下）
H.P.ウィルモット/著 等松春夫/監
訳 国書刊行会

6 209.7 日本と世界の今がわかる さかのぼり現代史 長谷川敦/著 祝田秀全/監修 朝日新聞出版

7 210.4 逆説の日本史 24 井沢元彦/著 小学館

8 210.4 日本史の新常識  （文春新書） 文藝春秋/編 文藝春秋

9 210.4 考える日本史  （河出新書） 本郷和人/著 河出書房新社

10 210.9 近代大礼関係の基本史料集成 所功/著 国書刊行会

11 211 地図でみるアイヌの歴史 平山裕人/著 明石書店

12 213 内戦の日本古代史  （講談社現代新書） 倉本一宏/著 講談社

13 213.6 武士の起源を解きあかす  （ちくま新書） 桃崎有一郎/著 筑摩書房

14 214.2 承久の乱  （中公新書） 坂井孝一/著 中央公論新社

15 214.3 海底に眠る蒙古襲来 池田榮史/著 吉川弘文館

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 214.5 新神風と悪党の世紀 海津一朗/著 文学通信

17 214.7 戦国大名と国衆 平山優/著 KADOKAWA

18 215.5 武士の人事 山本博文/著 KADOKAWA

19 215.8 薩長同盟論 町田明広/著 人文書院

20 216 図解近畿の城郭 5 中井均/監修 城郭談話会/編 戎光祥出版

21 216 創られた明治、創られる明治
日本史研究会/編 歴史科学協議会/
編 岩波書店

22 216.1 明治維新とは何か? 小路田泰直/編 田中希生/編 東京堂出版

23 216.1 フランス革命と明治維新 三浦信孝/編著 福井憲彦/編著 白水社

24 217.4 南京事件論争史 笠原十九司/著 平凡社

25 217.5 優位戦思考に学ぶ大東亜戦争「失敗の本質」 日下公人/著 上島嘉郎/著 PHP研究所

26 217.7 平成精神史  （幻冬舎新書） 片山杜秀/著 幻冬舎

27 219.0 九州の関ケ原 光成準治/著 戎光祥出版

28 219.3 その後の鎌倉 関幸彦/著 山川出版社

29 219.3 大江戸の都市力  洋泉社

30 219.4 石川県立歴史博物館 展示案内 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館

31 219.5 歴史家と噺家の城歩き 戦国大名武田氏を訪ねて 中井均/著 春風亭昇太/著 高志書院

32 219.5 今川氏の城郭と合戦 水野茂/編著 戎光祥出版

33 222.5 図説写真で見る満州全史 平塚柾緒/著 太平洋戦争研究会/編 河出書房新社

34 227.4 オスマン帝国  （中公新書） 小笠原弘幸/著 中央公論新社

35 230.5 記憶術全史 桑木野幸司/著 講談社

36 233 世界とつながるイギリス断片図鑑 エディング/編著 自由国民社

37 235.0 フランス現代史  （岩波新書　新赤版） 小田中直樹/著 岩波書店

38 253.0 若い読者のためのアメリカ史 ジェームズ・ウエスト・デイビッド
ソン/著 上杉隼人/訳 すばる舎

39 280.4 消えた屍体 ジャンニ・デイヴィス/著 堀口容子
/訳・著 グラフィック社

40 288.4 国民とともに歩まれた平成の30年 宮内庁侍従職/監修 毎日新聞社

41 288.4 皇室入門  （幻冬舎新書） 椎谷哲夫/著 幻冬舎

42 288.4 昭和天皇戦後巡幸資料集成 第7・8巻 瀬畑源/監修 ゆまに書房

43 288.4 美智子さま あの日あのとき 渡邉みどり/監修 講談社

44 288.4 英国ロイヤルスタイル  クレヴィス

45 288.9 国旗と国章図鑑 苅安望/著 世界文化社

46 289.1 吉田松陰190歳 一坂太郎/著 青志社

47 289.1 ときを紡ぐ 下 小澤俊夫/著 小澤昔ばなし研究所

48 289.1 小林一三 鹿島茂/著 中央公論新社

49 289.1 「影の総理」と呼ばれた男  （講談社現代新書） 菊池正史/著 講談社

50 289.1 菅原道真の史跡をめぐる 五島邦治/著 淡交社

51 289.1 井深大 武田徹/著 ミネルヴァ書房

52 289.1 中村桂子 中村桂子/著 のこす言葉編集部/
編・構成 平凡社

53 289.1 伝説の将軍藤原秀郷 野口実/著 吉川弘文館

54 289.1 山本五十六の戦争 保阪正康/著 毎日新聞出版

55 289.2 ガンディーとチャーチル 下 アーサー・ハーマン/著 田中洋二郎
/監訳 白水社

56 289.3 デール・カーネギーの知られざるリンカーン デール・カーネギー/著 関岡孝平/
訳 パンローリング

57 289.3 ヒトラーの家 デスピナ・ストラティガコス/著 北
村京子/訳 作品社

58 289.3 エドモンド・モレル 林田治男/著 ミネルヴァ書房

59 290 世界の国情報 2018  リブロ

60 290.1 島の地理学 スティーヴン・A.ロイル/著 中俣均
/訳 法政大学出版局

61 290.9 世界一周ビジネスクラスBOOK 世界一周NAVI編集部/編 イカロス出版

62 290.9 オフザロード ゲシュタルテン/編 渡部未華子/訳 グラフィック社

63 290.9 地球の歩き方 A09 イタリア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
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64 290.9 地球の歩き方 B01 アメリカ 『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 B15 アラスカ 『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 D20 シンガポール 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

67 290.9 地球の歩き方 D22 アンコール・ワットとカンボジア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

68 290.9 地球の歩き方 D27 フィリピン 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

69 290.9 世界の国境を歩いてみたら…
「世界の国境を歩いてみたら…」番
組取材班/著 河出書房新社

70 291.0 日本文学気まま旅 浅見和彦/著 三省堂

71 291.0 ブラタモリ 15・16巻 NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

72 291.0 グッとくる横丁さんぽ 村上健/絵と文 玄光社

73 291.0 秘境路線バスをゆく 5  イカロス出版

74 291.2 青森  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

75 291.2 岩手  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

76 291.2 るるぶ岩手  '20  JTBパブリッシング

77 291.3 地図で楽しむすごい群馬 都道府県研究会/著 洋泉社

78 291.3 るるぶ北関東 2018  JTBパブリッシング

79 291.3 るるぶ草津伊香保水上四万  '20  JTBパブリッシング

80 291.3 るるぶドライブ関東ベストコース  '20  JTBパブリッシング

81 291.3 るるぶ箱根  '20  JTBパブリッシング

82 291.3 るるぶ横浜中華街みなとみらい  '20  JTBパブリッシング

83 291.5 愛知  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

84 291.5 おとなの温泉宿ベストセレクション100 2019 （まっぷるマガジン）  昭文社

85 291.5 浜松・浜名湖 2020 （まっぷるマガジン）  昭文社

86 291.5 るるぶ伊豆  '20  JTBパブリッシング

87 291.5 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷  '20  JTBパブリッシング

88 291.6 大阪ぶらり古地図歩き歴史探訪ガイド 大阪歴史文化研究会/著 メイツ出版

89 291.6 大阪古地図むかし案内 本渡章/著 創元社

90 291.6 淡路島  '19 (まっぷるマガジン)  昭文社

91 291.6 大阪ベストスポット 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

92 291.6 神戸  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

93 291.6 南紀  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

94 291.6 奈良・大和路  (ブルーガイド)  実業之日本社

95 291.6 るるぶドライブ関西ベストコース  '20  JTBパブリッシング

96 291.6 るるぶ奈良  '20  JTBパブリッシング

97 291.7 山口・萩・下関  '19 (まっぷるマガジン)  昭文社

98 291.9 鹿児島  '19 (まっぷるマガジン)  昭文社

99 291.9 たけお散歩  ネコ・パブリッシング

100 291.9 長崎・ハウステンボス・五島列島 2018 (楽楽)  JTBパブリッシング

101 291.9 宮古島  (地球の歩き方JAPAN)  ダイヤモンド・ビッグ社

102 291.9 るるぶ石垣宮古竹富島西表島  '20  JTBパブリッシング

103 292.1 ソウル 釜山  （トラベルデイズ）  昭文社

104 292.2 香港  '19 （まっぷるマガジン）  昭文社

105 292.3 バンコク謎解き華人廟めぐり 桑野淳一/著 彩流社

106 292.3 ベトナム  （ブルーガイドわがまま歩き）  実業之日本社

107 292.3 るるぶタイ バンコク・アユタヤ  '20  JTBパブリッシング

108 292.5 インド祈りの女人たち 南藍海/著 彩流社

109 293.4 スイス旅行術ガイドブックに載らない達人の知恵50 ネプフリン松橋由香/著 メイツ出版

110 293.4 ドイツ  （ブルーガイドわがまま歩き）  実業之日本社

111 293.6 るるぶスペイン  '20  JTBパブリッシング
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112 293.7 イタリアの古都パレストリーナ P.G.トマッシ/[ほか]編 谷口伊兵衛
/訳 文化書房博文社

113 295.3 ニューヨーク  昭文社

114 297.6 るるぶこどもとハワイ  JTBパブリッシング

115 299.2 地図でみる東海と日本海 沈正輔/著 明石書店

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 激変の北東アジア 日本の新国家戦略 河東哲夫/著 美根慶樹/著 かもがわ出版

2 302.2 地図で見るインドハンドブック イザベル・サン=メザール/著 ユー
グ・ピオレ/地図製作 原書房

3 302.2 現代ブータンを知るための60章 平山修一/著 明石書店

4 302.2 シリア内戦 安武塔馬/著 あっぷる出版社

5 302.3 ルクセンブルクを知るための50章 田原憲和/編著 木戸紗織/編著 明石書店

6 302.3 北欧の小さな大国「スウェーデン」の魅力150 西田孝広/著 雷鳥社

7 302.3 ノニーン! スサンナ ペッテルソン/著 迫村裕
子/著

ネコ・パブリッシング

8 304 日本を殺すのは、誰よ! 新井紀子/著 ぐっちーさん/著 東邦出版

9 304 池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本 池上彰/著 KADOKAWA

10 304 ユーチューバーが消滅する未来  （PHP新書） 岡田斗司夫/著 PHP研究所

11 304 酔眼耄碌翁のたわごと 轡田隆史/著 出版芸術社

12 304 宿命に生き運命に挑む 橋本五郎/著 藤原書店

13 308 フロンティア実験社会科学 5 西條辰義/監修 勁草書房

14 310 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス/文 ロージー・
ホア/文 晶文社

15 312.1 解剖 加計学園問題 朝日新聞加計学園問題取材班/著 岩波書店

16 312.1 日本の連立政権 岩渕美克/編著 岩崎正洋/編著 八千代出版

17 312.1 官房長官と幹事長  （青春新書INTELLIGENCE） 橋本五郎/著 青春出版社

18 312.2 丹羽宇一郎 習近平の大問題 丹羽宇一郎/著 東洋経済新報社

19 312.9 世界の統合と分断の「橋」 アレクサンドラ・ノヴォスロフ/著
児玉しおり/訳 原書房

20 313.6 天皇論の名著 北影雄幸/著 勉誠出版

21 314.8 ドキュメント候補者たちの闘争 井戸まさえ/著 岩波書店

22 314.8 在外選挙ハンドブック 在外選挙研究会/編 ぎょうせい

23 316.1 カナダ人権史 ドミニク・クレマン/著 細川道久/
訳 明石書店

24 316.1 世界人権宣言 シェーヌ出版社/編 遠藤ゆかり/訳 創元社

25 316.8 平和のための闘い W.E.B.デュボイス/著 本田量久/訳 ハーベスト社

26 316.8 クルド人を知るための55章 山口昭彦/編著 明石書店

27 317 官僚の掟  （朝日新書） 佐藤優/著 朝日新聞出版

28 317.6 新・情報公開法の逐条解説 宇賀克也/著 有斐閣

29 317.6 武器としての情報公開  （ちくま新書） 日下部聡/著 筑摩書房

30 318 AI自治体 井熊均/著 井上岳一/著 学陽書房

31 318.0 地方自治問題解決事例集 第1～3巻 地方自治問題研究会/編著 ぎょうせい

32 318.2 異議アリ! 古谷よしゆき/著
PHPエディターズ・グルー
プ

33 318.4 こんなときどうする?Q&A選挙運動早わかり 全国町村議会議長会/編 学陽書房

34 318.6 まちづくりのエスノグラフィ 早川公/著 春風社

35 318.6 社会イノベーションと地域の持続性 松岡俊二/編 有斐閣

36 318.7 都市・地域のグローバル競争戦略 久保隆行/著 時事通信出版局

37 318.7 地方都市の持続可能性  （ちくま新書） 田村秀/著 筑摩書房

38 319 知りたくないではすまされない 江崎道朗/著 KADOKAWA

39 319.1 日中平和友好条約交渉と鄧小平来日 田島高志/著 高原明生/編集協力 岩波書店

40 319.1 天皇を救った男笠井重治 七尾和晃/著 東洋経済新報社

41 319.2 現代中国外交 毛里和子/著 岩波書店

300 社会科学
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42 319.3 コールダー・ウォー マリン・カツサ/著 渡辺惣樹/訳 草思社

43 319.3 ルポ プーチンの戦争 真野森作/著 筑摩書房

44 323.1 9条の挑戦 伊藤真/著 神原元/著 大月書店

45 324 オリエンテーション民法 松久三四彦/著 遠山純弘/著 有斐閣

46 324.1 一問一答・成年年齢引下げ 笹井朋昭/編著 木村太郎/編著 商事法務

47 324.1 時効の法律相談 鈴木銀治郎/編著 滝口博一/編著 青林書院

48 324.2 物権法 秋山靖浩/著 伊藤栄寿/著 日本評論社

49 324.2 すぐに役立つこれだけは知っておきたい空き家対策の法律・税金と活用法 北川ワタル/監修 服部真和/監修 三修社

50 324.4 最新民法改正の基本と勘所がよ〜くわかる本 萩原勇/著 秀和システム

51 324.6 家族法 本山敦/著 青竹美佳/著 日本評論社

52 324.7 Q&A遺言・信託・任意後見の実務 雨宮則夫/編著 寺尾洋/編著 日本加除出版

53 324.7 図解でわかる改正相続法入門 碓井孝介/著 日本加除出版

54 324.7 Q&A改正相続法の実務 東京弁護士会法友会/編 ぎょうせい

55 324.7 相続と遺言と相続税の法律案内 久恒三平/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

56 324.7 相続・贈与のしくみと手続き 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

57 324.8 地代家賃 権利金・敷金・保証金・承諾料 更新料・立退料 2018　第4版 安西勉/共著 國部徹/共著 自由国民社

58 324.8 公図の研究 藤原勇喜/著 朝陽会

59 325 新しい商法がわかる本 加藤晋介/監修 コンデックス情報研
究所/編著 成美堂出版

60 325.2 合同会社設立のすゝめ 伊藤健太/共著 飯塚正裕/共著 日本法令

61 325.2 会社法 田中亘/著 東京大学出版会

62 325.2 事業承継に活かす持分会社・一般社団法人・信託の法務・税務 牧口晴一/著 齋藤孝一/著 中央経済社

63 327.2 訴訟は本人で出来る 2018　第4版 石原豊昭/著 石原輝/著 自由国民社

64 327.2 完全講義民事裁判実務の基礎 入門編 大島眞一/著 民事法研究会

65 327.6 はじめての刑事訴訟法 尾崎哲夫/著 自由国民社

66 327.6 よくわかる!裁判員制度Q&A 最高裁判所/編 最高裁判所

67 327.6 裁判員制度ナビゲーション 2018  最高裁判所

68 329.6 東京裁判「神話」の解体  （ちくま新書） D.コーエン/著 戸谷由麻/著 筑摩書房

69 329.9 外国人の法律相談 東京弁護士会外国人の権利に関する
委員会/編 学陽書房

70 331 行動経済学 大垣昌夫/著 田中沙織/著 有斐閣

71 331 ベーシック経済学 古沢泰治/著 塩路悦朗/著 有斐閣

72 331.8 生産性とは何か  （ちくま新書） 宮川努/著 筑摩書房

73 331.8 生産性 森川正之/著 日本経済新聞出版社

74 332.1 日本人の勝算 デービッド・アトキンソン/著 東洋経済新報社

75 332.1 日本経済のマーケットデザイン スティーヴン・K.ヴォーゲル/著 上
原裕美子/訳 日本経済新聞出版社

76 332.1 経済が競争でない時代 大庫直樹/著 中央公論新社

77 332.1 洗脳された日本経済 浜矩子/著 日本文芸社

78 333.8 SDGsを学ぶ 高柳彰夫/編 大橋正明/編 法律文化社

79 333.8 新しい国際協力論 山田満/編 明石書店

80 334.4 西洋の自死 ダグラス・マレー/著 町田敦夫/訳 東洋経済新報社

81 334.6 縮減社会の合意形成 金井利之/編著 阿部昌樹/著 第一法規

82 335 問いからはじめる現代企業 小山嚴也/著 出見世信之/著 有斐閣

83 335.1 芸術文化の投資効果 加藤種男/著 水曜社

84 335.2 ルポ企業墓 山田直樹/著 イースト・プレス

85 335.3 地域産業の経営革新 西田安慶/編著 片上洋/編著 税務経理協会

86 335.3 事業承継の法律相談 和田倉門法律事務所/編著 高田剛/
編著 青林書院

87 335.4 「攻める」周年事業で会社を強くする! 大塚葉/著 日経BP社

88 335.4 税理士のための「廃業」を告げられたときの対応ガイド 杉井俊文/著 清文社

89 335.4 ESG経営を強くするコーポレートガバナンスの実践 松田千恵子/著 日経BP社
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90 335.7 民間主導・行政支援の公民連携の教科書 清水義次/著 岡崎正信/著 日経BP社

91 336 リーダーが育つ変革プロジェクトの教科書 白川克/著 日経BP社

92 336.1 企業リスクを避ける押さえておくべきIoTセキュリティ 荻野司/著 伊藤公祐/著 インプレス

93 336.1 変革のテクノロジー 日本総合研究所通信メディア・ハイ
テク戦略クラスター/著

日本能率協会マネジメン
トセンター

94 336.1 自社に合ったESG戦略の考え方・進め方 福岡貴美/著 中央経済社

95 336.1 Why Digital Matters?
プレジデント経営企画研究会/編 村
田聡一郎/監修 プレジデント社

96 336.1 SDGsが問いかける経営の未来 モニターデロイト/編 日本経済新聞出版社

97 336.2 仕事の速い人が絶対やらない段取りの仕方 伊庭正康/著 日本実業出版社

98 336.2 右脳思考 内田和成/著 東洋経済新報社

99 336.2 MBA問題解決100の基本 グロービス/著 嶋田毅/執筆 東洋経済新報社

100 336.2 仕事がサクサク終わって早く帰れる自働(ジバラ)大全 戸田覚/著 KADOKAWA

101 336.3 「全員活躍チーム」リーダーの心得 小笠原健/著 総合法令出版

102 336.4 就業規則の整備・見直し・運用チェックポイント 大西隆司/著 庄司茂/著 経済産業調査会

103 336.4 エンゲージメント経営 柴田彰/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

104 336.4 「ものの言い方」「文章の書き方」を知らずに大人になった人へ 清水克彦/著 PHP研究所

105 336.4 人事・労務の仕事便利帳 高橋美智恵/著 法学書院

106 336.4 人材を『人財』にアップデートする新しい手法と5つのポイント 田中隆司/著 新谷典子/著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

107 336.4 すぐに役立つ!コーチングの基本と活用法 中城卓哉/著 アニモ出版

108 336.4 ビジネスで使えるのは「友達の友達」 デビッド・バーカス/著 矢羽野薫/
訳 CCCメディアハウス

109 336.4 コミュニケーションの教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社

110 336.4 必ず成功する外国人雇用 浜川恭一/著 プチ・レトル

111 336.4 給与計算のツボとコツがゼッタイにわかる本 村田淳/著 秀和システム

112 336.5 ITエンジニアのための<業務知識>がわかる本 三好康之/著 翔泳社

113 336.5 よくわかる最新SAPの導入と運用 村上均/著 池上裕司/監修 秀和システム

114 336.8 成功するクラウドファンディング 小田恭央/著 あさ出版

115 336.9 会社の節税をするならこの1冊 アーク&パートナーズ/著 自由国民社

116 336.9 新収益認識の業務・システム対応 あずさ監査法人AAS事業部 中央経済社

117 336.9 経費で落ちる領収書大全 石渡晃子/著 ナツメ社

118 336.9 新しい収益認識基準のシステム対応 岩谷誠治/著 中央経済社

119 336.9 のれん・ソフトウェア・研究開発費 OAG税理士法人/編 中央経済社

120 336.9 図解国際税務「超」入門
加藤友彦/編著 山田&パートナーズ/
監修 税務経理協会

121 336.9 消費税軽減税率・インボイス対応マニュアル 熊王征秀/著 日本法令

122 336.9 ポイントで理解する消費税改正 椿隆/著 税務研究会出版局

123 336.9 図解電子申告・電子帳簿 豊森照信/著 ぎょうせい

124 336.9 オーナー社長のための税務調査完全対応マニュアル
渡邊勝也/監修 税務調査を支援する
税理士の会/著 あさ出版

125 338 仮想通貨の確定申告がわかる本 小山晃弘/著 ゴマブックス

126 338 AIが変えるお金の未来  （文春新書） 坂井隆之/著 宮川裕章/著 文藝春秋

127 338 QR決済
日経FinTech/編集 日経クロストレ
ンド/編集 日経BP社

128 338.0 アント・フィナンシャルの成功法則 由曦/著 永井麻生子/訳 中信出版日本

129 338.1 株でゆったり月20万円。「スイングトレード」楽すぎ手順 尾崎式史/著 ぱる出版

130 338.1 相場を大きく動かす「株価指数」の読み方・儲け方 菊地正俊/著 日本実業出版社

131 338.1 60代から楽しくはじめる「株」1年生 櫻井英明/著 明日香出版社

132 338.1 世界一やさしい株の信用取引の教科書1年生 ジョンシュウギョウ/著 ソーテック社

133 338.1 ティリングハストの株式投資の原則
ジョエル・ティリングハスト/著 長
尾慎太郎/監修 パンローリング

134 338.1 投資×ミライ 長期投資をはじめよう 日経ヴェリタス編集部/編 日本経済新聞出版社

135 338.1 だれでもカンタンにできる資産運用のはじめ方 まがいまさこ/著 ナツメ社

136 338.1 会社員をしつつ、株で元手40万から月250万ちょい稼いでいる件 まつのすけ/著 ぱる出版

137 338.3 アベノミクスの真価 原田泰/編著 増島稔/編著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

138 338.4 中央銀行 白川方明/著 東洋経済新報社

139 338.7 年次報告書 平成29年度  日本貸金業協会

140 345.1 図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 19年版 千代田パートナーズ税理士法人/監修 成美堂出版

141 345.1 はじめてでもできる個人事業者・フリーランスの青色申告 19年版 吉田信康/監修 成美堂出版

142 345.3 外国人の税務と手続き 阿部行輝/著 税務研究会出版局

143 345.3 医療費控除のすべてがわかる本 平成31年3月申告用
藤本清一/編集代表 税務研究会/編
集 税務研究会出版局

144 345.3 不動産賃貸の所得税Q&A 安井和彦/編著 税務研究会出版局

145 349 “財政が厳しい”ってどういうこと? 今村寛/著 ぎょうせい

146 349.5 地方交付税を考える 黒田武一郎/著 ぎょうせい

147 361 思考力を磨くための社会学 岩本茂樹/著 中央公論新社

148 361.1 その問題、数理モデルが解決します 浜田宏/著 ベレ出版

149 361.3 交渉学が君たちの人生を変える 印南一路/著 大和書房

150 361.4 孤立不安社会 石田光規/著 勁草書房

151 361.4 フェイクニュース  （角川新書） 一田和樹/著 KADOKAWA

152 361.4 インターネットの心理学
パトリシア・ウォレス/著 川浦康至
/訳 NTT出版

153 361.4 その部屋のなかで最も賢い人 トーマス・ギロビッチ/著 リー・ロ
ス/著 青土社

154 361.4 「聞く力」こそが最強の武器である 國武大紀/著 フォレスト出版

155 361.4 情報戦争を生き抜く  （朝日新書） 津田大介/著 朝日新聞出版

156 361.4 メディア判例百選 長谷部恭男/編 山口いつ子/編 有斐閣

157 361.7 サイレント・マジョリティとは誰か 川端浩平/編 安藤丈将/編 ナカニシヤ出版

158 361.8 部落解放論の最前線 朝治武/編著 谷元昭信/編著 解放出版社

159 361.9 地域と統計 埴淵知哉/編 村中亮夫/編 ナカニシヤ出版

160 364.3 「定年」前後の手続きと生活プラン 2019  日本実業出版社

161 364.5 労災事件救済の手引 古川拓/著 青林書院

162 364.6 障害給付Q&A  健康と年金出版社

163 365.3 老いた家衰えぬ街  （講談社現代新書） 野澤千絵/著 講談社

164 365.7 おひとりさま専用Walker 2019  KADOKAWA

165 366.2 月10万円副業! 秋田谷紘平/著 小林昌裕/監修 ぱる出版

166 366.2 雇用ビッグデータが地方を変える 梅屋真一郎/著 中央公論新社

167 366.2 ルポ中年フリーター  （NHK出版新書） 小林美希/著 NHK出版

168 366.2 飼い殺しさせないための支援 高原浩/著 河出書房新社

169 366.2 30代40代本気の転職完全対策ガイド 中谷充宏/著 ソシム

170 366.2 複業の教科書 西村創一朗/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

171 366.4 定年後の経済学 橘木俊詔/著 PHP研究所

172 366.6 平成「春闘」史 荻野登/著
産労総合研究所出版部経
営書院

173 367.1 Q&A DV事件の実務 打越さく良/著 日本加除出版

174 367.2 ムスリム女性に救援は必要か ライラ・アブー=ルゴド/著 鳥山純
子/訳 書肆心水

175 367.2 政治に口出しする女はお嫌いですか? 工藤庸子/著 勁草書房

176 367.3 子連れ婚のお悩み解消法 新川てるえ/著 さくら舎

177 367.6 デートDV予防学 伊田広行/著 かもがわ出版

178 367.7 100歳の秘訣  （新潮新書） 歌代幸子/著 新潮社

179 367.7 定年3.0 大江英樹/著 日経BP社

180 367.7 百まで生きる覚悟  （光文社新書） 春日キスヨ/著 光文社

181 367.7 50代必修の10科目 田井秀道/著 ビジネス教育出版社

182 367.7 この先をどう生きるか 藤原智美/著 文藝春秋

183 367.7 老後資金の「ちょこっとスマート」やりくり術 保坂隆/著 海竜社

184 367.9 はじめて学ぶLGBT 石田仁/著 ナツメ社

185 367.9 お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ! のじまなみ/著 辰巳出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

186 368.2 貧困を救えない国日本  （PHP新書） 阿部彩/著 鈴木大介/著 PHP研究所

187 368.2 格差社会を生き抜く読書  （ちくま新書） 佐藤優/著 池上和子/著 筑摩書房

188 368.3 自殺会議 末井昭/著 朝日出版社

189 368.6 人殺しの論理  （幻冬舎新書） 小野一光/著 幻冬舎

190 368.6 サイコパスの言葉
クリストファー・ベリー=ディー/著
ドーラン優子/訳 エクスナレッジ

191 368.6 地面師 森功/著 講談社

192 369.0 福祉原理 岩崎晋也/著 有斐閣

193 369.0 シャドーイングで学ぶ介護の日本語場面別声かけ表現集 田辺淳子/著 凡人社

194 369.1 Q&A訪問介護サービスのグレーゾーン 能本守康/編著 ぎょうせい

195 369.1 事例で理解する相談援助のキーワード 八木亜紀子/編著 菅野直樹/著 中央法規出版

196 369.2 障害ピアサポート 岩崎香/編著 中央法規出版

197 369.2 生活保護と貧困対策 岩永理恵/著 卯月由佳/著 有斐閣

198 369.2 ムリなくできる親の介護 工藤広伸/著 日本実業出版社

199 369.2 不如意の身体 立岩真也/著 青土社

200 369.2 公私で支える高齢者の地域生活 第2巻 成本迅/編 藤田卓仙/編 勁草書房

201 369.2 高齢者の手あそび・指あそび&足体操 原田律子/編著 いかだ社

202 369.2 同行援護ハンドブック 松井奈美/編著 日本医療企画

203 369.2 障害者の傷、介助者の痛み 渡邉琢/著 青土社

204 369.3 災害と防災これまでと今 志岐常正/著 本の泉社

205 369.3 熊本地震いのちを守る! 吉本洋/著 マネジメント社

206 371.3 ブラック化する教育 2014-2018 大内裕和/著 斎藤貴男/[ほか]対話 青土社

207 371.4 どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法 第二東京弁護士会子どもの権利に関
する委員会/編 現代人文社

208 371.4 <ヤンチャな子ら>のエスノグラフィー 知念渉/著 青弓社

209 371.4 5つの問題行動別「手に負えない思春期の子」への関わり方 土井高徳/著 小学館

210 371.4 笑おうね生きようね 本多正識/著 小学館

211 375.3 昔と今とはこんなに違う社会科の教科書 歴史・地理編 加藤好一/監修 水王舎

212 375.4 AI時代に輝く子ども 中村一彰/著 CCCメディアハウス

213 375.5 思春期からの子ども虐待予防教育 森岡満恵/著 明石書店

214 375.6 16歳からの起業塾 関西ニュービジネス協議会/著 どりむ社

215 376.1 幼児教育と対話 榎沢良彦/著 岩波書店

216 376.1 保育政策の国際比較
ルドヴィクァ・ガンバロ/編 キ
ティ・スチュワート/編 明石書店

217 376.1 保育の自由  （岩波新書　新赤版） 近藤幹生/著 岩波書店

218 376.1 選ばれる園になるための給食マネジメント 柴田豊幸/企画監修 三恭保育園事業
部給食課/編著 チャイルド社

219 376.4 通信制高校のすべて 手島純/編著 阿久澤麻理子/[ほか]
著 彩流社

220 376.8 1日1分文章力がなくてもスラスラ書ける小論文の超書き方講座 石橋知也/著 エール出版社

221 376.8 社会人から私の東京大学大学院合格大作戦 小田恵美子/著 エール出版社

222 377.9 最新理系就職ナビ 植島幹九郎/著 講談社ビーシー

223 377.9 東大闘争総括 折原浩/著 未來社

224 378.5 どもる子どもとの対話 伊藤伸二/編著 国重浩一/編著 金子書房

225 378.8 イラストでわかる子どもの場面緘黙サポートガイド 金原洋治/著 高木潤野/著 合同出版

226 379.2 「学びの公共空間」としての公民館 佐藤一子/著 岩波書店

227 379.7 スマホ勉強革命 吉田たかよし/著 青春出版社

228 379.9
何を言っても聞かない思春期の我が子が「ちょっと頑張ってみようかな」と
言い出すシンプルな3つの秘訣 木村玄司/著 ロングセラーズ

229 379.9 ひと声で変わる!子どもを伸ばすお片づけ 辰巳渚/文 岩崎書店

230 379.9 男の子の学力の伸ばし方 富永雄輔/著 ダイヤモンド社

231 379.9 女の子の学力の伸ばし方 富永雄輔/著 ダイヤモンド社

232 379.9 最上のほめ方 八田哲夫/著 原邦雄/著 光文社

233 379.9 すべての子どもは天才になれる、親(あなた)の行動で。 TORU FUNATSU/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

234 379.9 精神科医の思春期子育て講義 皆川邦直/著 生田憲正/編 岩崎学術出版社

235 379.9 あの天才たちは、こう育てられていた! 諸富祥彦/著 KADOKAWA

236 383.1 清正公の南蛮服 伊藤なお枝/著 花乱社

237 383.1 ふるまいの創造 香室結美/著 九州大学出版会

238 383.1 ファッションと哲学
アニェス・ロカモラ/編 アネケ・ス
メリク/編 フィルムアート社

239 383.3 アクセサリーの歴史事典 上 K.M.レスター/著 B.V.オーク/著 八坂書房

240 383.8 中世ヨーロッパのレシピ コストマリー事務局/著 新紀元社

241 383.8 酔っぱらいの歴史 マーク・フォーサイズ/著 篠儀直子
/訳 青土社

242 383.8 日本食と出汁 松本仲子/著 雄山閣

243 385.6 図解「やること・やる順」身内が亡くなったときの手続き 武藤頼胡/監修 廣田龍介/監修 日経HR

244 385.9 大使夫人にこっそり聞いた失敗しないヨーロッパ式マナーブック 六草いちか/著 大修館書店

245 388.2 韓国昔話集成 5 崔仁鶴/編著 厳鎔姫/編著 悠書館

246 388.3 語りのメソッド 剣持弘子/著 三弥井書店

247 391.2 戦場の素顔 ジョン・キーガン/著 高橋均/訳 中央公論新社

248 396.2 自衛官という生き方  （イースト新書Q） 廣幡賢一/著 イースト・プレス

249 396.2 自衛隊最強の部隊へ 偵察・潜入・サバイバル編 二見龍/著 誠文堂新光社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.8 世界を変えた科学者たち ジョン・ファーンドン/著 長田享一
/訳 悠光堂

2 404 図説シンギュラリティの科学と哲学 野田ユウキ/著 秀和システム

3 407 手作り実験工作室 1・2巻 久保利加子/著 工学社

4 407 理工系の技術文書作成ガイド 白井宏/著 コロナ社

5 410 数学大百科事典 蔵本貴文/著 翔泳社

6 410 ゲームで大学数学入門 安田健彦/著 共立出版

7 410.7 魔方陣の世界 大森清美/著 日本評論社

8 417 図解統計学超入門 高橋洋一/著 あさ出版

9 421 次元のすべて  ニュートンプレス

10 421.2 ブラックホールと時空の方程式 小林晋平/著 森北出版

11 421.5 今日から使える物理数学  （ブルーバックス） 岸野正剛/著 講談社

12 430 「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田淳一郎/著 ベレ出版

13 431.6 材料の熱力学入門 正木匡彦/著 コロナ社

14 431.9 高分子化学入門 蒲池幹治/著 エヌ・ティー・エス

15 440.4 地球一やさしい宇宙の話 吉田直紀/著 小学館

16 442.7 成澤広幸の星空撮影塾 成澤広幸/監修 フォトカルチャー倶
楽部/編集 双葉社

17 443.8 古代の星空を読み解く 中村士/著 東京大学出版会

18 448.9 オープンデータ+QGIS統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 朝日孝輔/著 大友翔一/著 技術評論社

19 448.9 図解よくわかる屋内測位と位置情報 西尾信彦/著 日刊工業新聞社

20 448.9 日本の近代地形図の始まり 細井將右/著 風間書房

21 451.2 気象予報と防災  （中公新書） 永澤義嗣/著 中央公論新社

22 452.9 水環境調査の基礎 鈴木裕一/著 佐藤芳徳/著 古今書院

23 453.8 火山のしくみパーフェクトガイド 高橋正樹/編著 誠文堂新光社

24 453.8 火山大国日本この国は生き残れるか 巽好幸/著 さくら舎

25 457.2 帰ってきた!日本全国化石採集の旅 大八木和久/著 築地書館

26 460.2 うつくしい博物画の記録
ウェルカム・コレクション/編 堀口
容子/訳 グラフィック社

27 465.8 ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ! 武村政春/著 さくら舎

28 465.8 ウイルスの意味論 山内一也/著 みすず書房

29 467.5 海と陸をつなぐ進化論  （ブルーバックス） 須藤斎/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 468 絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷いづみ/著 後藤章/絵 講談社

31 469 サピエンス異変
ヴァイバー・クリガン=リード/著
水谷淳/訳 飛鳥新社

32 469.2 人類との遭遇 イサンヒ/著 ユンシンヨン/著 早川書房

33 480.4 子どもには聞かせられない動物のひみつ ルーシー・クック/著 小林玲子/訳 青土社

34 481.7 水中生物音響学 赤松友成/共著 木村里子/共著 コロナ社

35 481.7 世界で一番美しいかくれんぼ
アンナ・レヴィン/文 西本かおる/
訳 小学館

36 483.3 不老不死のクラゲの秘密 久保田信/著 毎日新聞出版

37 486.7 写録ニホンミツバチ 藤井英美/作 新樹社

38 486.8 日本のチョウ 日本チョウ類保全協会/編 誠文堂新光社

39 487.8 野外観察のための日本産両生類図鑑 関慎太郎/著 松井正文/監修 緑書房

40 487.9 野外観察のための日本産爬虫類図鑑 関慎太郎/著 疋田努/監修 緑書房

41 489.5 犬であるとはどういうことか
アレクサンドラ・ホロウィッツ/著
竹内和世/訳 白揚社

42 490.1 後悔しない死の迎え方 後閑愛実/著 ダイヤモンド社

43 490.1 死ぬときに後悔しない生き方 内藤いづみ/著 総合法令出版

44 490.1 安楽死・尊厳死の現在  （中公新書） 松田純/著 中央公論新社

45 490.2 人体実験の哲学 グレゴワール・シャマユー/著 加納
由起子/訳 明石書店

46 490.4 医者・病院・薬局 失敗しない選び方・考え方 鈴木信行/著 さくら舎

47 490.9 漢方入門以前 小林宏/著 文芸社

48 490.9
現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 わかる!選べる!
漢方薬163 杉山卓也/著 翔泳社

49 491.3 世にも美しい人体図鑑 スティーブ・パーカー/文 アンド
リュー・ベイカー/絵

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

50 491.6 世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑 コリン・ソルター/著 石黒千秋/訳 エクスナレッジ

51 491.6 免疫と「病」の科学  （ブルーバックス） 宮坂昌之/著 定岡恵/著 講談社

52 492.1 女性のための「検査」がわかる本 小橋隆一郎/著 主婦の友社

53 492.1 ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 和田高士/監修 学研プラス

54 492.9 「家に帰りたい」「家で最期まで」をかなえる 藤田愛/著 医学書院

55 492.9 在宅無限大 村上靖彦/著 医学書院

56 493.1 おしり温活美人 キムソヒョン/著 ポプラ社

57 493.1 妊娠糖尿病からわたしとベビーを救った奇跡のメソッド 金子洋子/著 からだにいいこと

58 493.1 帝京大学医学部附属病院「糖尿病教室」のかんたん!自力ケア 帝京大学医学部附属病院/著 洋泉社

59 493.1 糖尿病と膵臓がん 長尾和宏/著 ブックマン社

60 493.2 薬に頼らず血圧を自力で下げるコツ 桑島巖/著 河出書房新社

61 493.2 薬に頼らずコレステロール・中性脂肪を下げる方法 長島寿恵/著 アチーブメント出版

62 493.4 つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる! 大竹真一郎/監修 学研プラス

63 493.7 精神科医が教える忘れる技術 岡野憲一郎/著 創元社

64 493.7 ゆかいな認知症  （講談社現代新書） 奥野修司/著 講談社

65 493.7 心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 功刀浩/著 翔泳社

66 493.7 よくわかる女性のアスペルガー症候群 司馬理英子/著 主婦の友社

67 493.7 NHKガッテン!認知症を防ぐ!脳若返り科学ワザ
NHK科学・環境番組部/編 主婦と生
活社「NHKガッテン!」編集班/編 主婦と生活社

68 493.7 順天堂大学が教えるパーキンソン病の自宅療法 服部信孝/著 順天堂大学医学部脳神
経内科/著 主婦の友社

69 493.7 敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 みさきじゅり/著 秀和システム

70 493.7 発達障害の人の「片づけスキル」を伸ばす本 村上由美/著 講談社

71 493.7 おとなの軽度発達障害 横山富士男/著 吉益晴夫/著 ライフサイエンス出版

72 493.9 ウイリアムズ症候群ガイドブック 大澤真木子/監修 中西敏雄/監修 中山書店

73 493.9 発達障害 崎濱盛三/著 十一元三/監修 ミネルヴァ書房

74 494.5 楕円形のこころ 樋野興夫/著 春秋社

75 494.5 福田式がんに勝つ最強スープレシピ 福田一典/監修 河出書房新社

76 494.7 100歳まで自分の足で歩けるひざ年齢若返りメソッド 磐田振一郎/著 辰巳出版

77 494.7 100歳まで自分の力で歩ける「ひざ」のつくり方 戸田佳孝/著 アルファポリス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 494.8 頑固なかゆみもアトピーも1分肌活で必ずよくなる 豊田雅彦/著 三笠書房

79 494.9 前立腺がん 赤倉功一郎/著 主婦の友社

80 494.9 最新ひと目でわかる腎臓病の人のための食品成分表 主婦の友社/編 主婦の友社

81 496.3 40代から高まる失明のリスク 舘奈保子/著 1万年堂出版

82 496.4 眼科専門医が作った貼るだけで目がよくなるすごい写真 林田康隆/著 アスコム

83 496.9 痙攣性発声障害のためのボイストレーニング 浅川礼子/編著 三恵社

84 497 歯は抜くな 岩田有弘/著 相澤るつ子/絵 文溪堂

85 498 空飛ぶ院長、医療過疎を救う! 今明秀/著 毎日新聞出版

86 498 新・患者学 前納宏章/著 現代書林

87 498 「自主逝」のすすめ 村松静子/著 海竜社

88 498.0 病者障害者の戦後 立岩真也/著 青土社

89 498.1 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 森田仁計/編著 秀和システム

90 498.1 看護の現場ですぐに役立つ患者接遇のキホン 三瓶舞紀子/著 秀和システム

91 498.3 はく・すうの法則 有吉与志恵/著 フクイサチヨ/絵 高橋書店

92 498.3 認知症をくいとめる!1日3分「脳番地」トレーニング 加藤俊徳/著 PHP研究所

93 498.3 体がみるみるよみがえる!5秒ひざ裏のばし完全ガイド 川村明/著 主婦の友社

94 498.3 最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方 久手堅司/著
クロスメディア・パブ
リッシング

95 498.3 1回10秒ひざ上げドリル 後藤淳一/著 主婦の友社

96 498.3 健康の正体 小林弘幸/著 セブン&アイ出版

97 498.3 やってはいけないセルフケア 財前知典/著 KADOKAWA

98 498.3 最強の体調管理 中根一/著 KADOKAWA

99 498.3 14歳からの瞑想「超」入門 ジョアンヌ・ベルナール/著 ロラ
ン・デュペイラ/著

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

100 498.3 脳の働きをまもるウォーキングのすすめ 宮下充正/著 杏林書院

101 498.3 寝たきりはイヤだ!介護はゴメンだ!  （新誠堂+新書） 森井勇/著 新誠堂印刷

102 498.3 仕事のストレスをなくす睡眠の教科書 和田隆/著 方丈社

103 498.3 フケ声がいやなら「声筋」を鍛えなさい 渡邊雄介/著 晶文社

104 498.5 免疫力アップの健康みそ汁 石原新菜/監修 岩崎啓子/料理 扶桑社

105 498.5 毎日の食事のカロリーガイド 香川明夫/監修 竹内冨貴子/料理&
データ作成 女子栄養大学出版部

106 498.5 赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事280品
川名有紀子/医学監修・栄養指導 高
橋嘉名芽/医学監修・栄養指導 学研プラス

107 498.5 ローカーボ+プロテインレシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

108 498.5 食品衛生法対応はじめてのHACCP
食品安全ネットワーク/監修 角野久
史/編著 日科技連出版社

109 498.5 病気を防ぐ!改善する!「食べ方」事典 「きょうの健康」番組制作班/編 主
婦と生活社L・P編集部/編 主婦と生活社

110 498.5 子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野直子/著 KADOKAWA

111 498.8 うつのリワークプログラム 五十嵐良雄/著 ふくいひろえ/文 日経BP社

112 498.8 Q&Aで学ぶワーク・エンゲイジメント 島津明人/編集代表 金剛出版

113 498.8 災害支援者支援 高橋晶/編著 日本評論社

114 499.8 魔女のシークレット・ガーデン 飯島都陽子/著・絵 山と溪谷社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.3 事故事例から学ぶ材料力学と強度設計の基礎 服部敏雄/著 日刊工業新聞社

2 501.8 わかる!使える!3Dプリンター入門 水野操/著 日刊工業新聞社

3 507.9 映像をつくる人のためのDRONE空撮GUIDEBOOK  玄光社

4 509.1 「中国製造2025」の衝撃 遠藤誉/著
PHPエディターズ・グルー
プ

5 515 世界の美しい橋 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

6 516.2 図解よくわかる電車線路のはなし 鈴木安男/著 猿谷應司/著 日刊工業新聞社

7 516.7 新幹線実現をめざした技術開発 下前哲夫/編著 成山堂書店

8 518.1 クレイジーで行こう! 加藤崇/著 日経BP社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 518.8 よくわかる都市計画法 都市計画法制研究会/編著 ぎょうせい

10 519.1 「ルール」徹底活用型ビジネスモデル入門 市川芳明/著 第一法規

11 520.2 世界の遺跡と名建築 ジョン・ズコウスキー/著 ロビー・
ポリー/著 東京書籍

12 520.4 空き家を活かす  （朝日新書） 松村秀一/著 朝日新聞出版

13 520.6 組織設計事務所が挑む都市と建築の提案
久米設計/著 日経アーキテクチュア
/企画・編集協力 日経BP社

14 520.8 みどりの建築術
古谷俊一/著 古谷デザイン建築設計
事務所/著 枻出版社

15 521.8 歴史作家の城めぐり 伊東潤/著 西股総生/監修 プレジデント社

16 521.8 日本の城 香川元太郎/著 学研プラス

17 521.8 復元CG日本の城 三浦正幸/監修 山川出版社

18 523.1 隈研吾という身体 大津若果/著 NTT出版

19 527 建物できるまで図鑑 瀬川康秀/絵 大野隆司/文 エクスナレッジ

20 527 世界のかわいい家 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

21 527 小さな家のリノベーション  エクスナレッジ

22 527 リノベーションでつくる心地よくておしゃれなわが家  主婦と生活社

23 527.1 住まいのデザインノート 石井秀樹/著 エクスナレッジ

24 527.1 成功する収納デザイン  エクスナレッジ

25 529 天井美術館 五十嵐太郎/編著 菊地尊也/編著 グラフィック社

26 533.3 トコトンやさしいボイラーの本 安田克彦/著 指宿宏文/著 日刊工業新聞社

27 536 日本の保存車100 感動編 笹田昌宏/著 イカロス出版

28 537.0 日産自動車極秘ファイル2300枚 川勝宣昭/著 勝見明/構成 プレジデント社

29 537.9 ざんねんなクルマ事典 片岡英明/監修 ベストカー編集部/
編集 講談社ビーシー

30 537.9 昭和青春バス紀行 続 鎌田実/写真 ネコ・パブリッシング

31 537.9 スーパーカブは、なぜ売れる 中部博/著
集英社インターナショナ
ル

32 537.9 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド 2019  JAFメディアワークス

33 538.8 クローズアップ!航空管制官 村山哲也/著 イカロス出版

34 538.9 宇宙の覇者ベゾスvsマスク クリスチャン・ダベンポート/著 黒
輪篤嗣/訳 新潮社

35 538.9 宇宙飛行士に聞いてみた! ティム・ピーク/著 柳川孝二/監修 日本文芸社

36 545 シッカリ学べる!照明系・投光系光学設計の基礎知識 牛山善太/著 日刊工業新聞社

37 547.3 その常識は本当かこれだけは知っておきたい実用オーディオ学 岡野邦彦/著 コロナ社

38 548.2 USBメモリー徹底活用技 オンサイト/著 技術評論社

39 548.2 PC自作の鉄則! 2019 日経WinPC/編 日経BP社

40 548.3 ScamperによるROS&Raspberry Pi製作入門 鹿貫悠多/著 リバスト/監修 オーム社

41 548.3 ロボットメカニクス 松元明弘/共著 横田和隆/共著 オーム社

42 549 ゼロからよくわかる!Arduinoで電子工作入門ガイド 登尾徳誠/著 技術評論社

43 556.9 護衛艦事典 JShips編集部/編 イカロス出版

44 566.2 矯正加工 日本塑性加工学会/編 コロナ社

45 572.1 世界を変える電池の科学 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

46 585 トコトンやさしい紙と印刷の本 前田秀一/著 日刊工業新聞社

47 588.3 サラリーマンショコラティエ 岡田晴彦/著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

48 588.3 ショコラ 土屋公二/著 自由国民社

49 588.5 日本の美しい酒蔵 木下光/著 東野友信/著 エクスナレッジ

50 588.5 泡盛マイスターの編集長と酒好きにすすめたい泡盛の香り
ファンファーレ・ジャパン編集部/
編著

ファンファーレ・ジャパ
ン

51 589.2 カジュアルファッションの教科書  枻出版社

52 590 ふたり暮らしのつくり方 saori/著 すばる舎

53 590 あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと 辰巳渚/著 文藝春秋

54 590 大人の暮らし方  学研プラス

55 590.4 50歳からもっと素敵に、もっと楽しく 谷島せい子/著 海竜社

56 591 年収3万円のお笑い芸人でも1億円つくれたお金の増やし方5.0 井村俊哉/著 日経BP社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 591 お金と時間が貯まる暮らしのルール づん/著 エクスナレッジ

58 591 58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書 田中佑輝/著 アスコム

59 592.7 超基本DIY木工  学研プラス

60 593.3 型紙いらずの着物リメイク・ドレス 松下純子/著 河出書房新社

61 593.3 作って楽しむ今の気分で着たい服  ブティック社

62 593.8 還暦着物日記 群ようこ/著 文藝春秋

63 594 はじめてのママとパパでもちゃんと作れる!手作り通園通学グッズ  ブティック社

64 594 フェルトで作りたいきれい色のつるし飾り  ブティック社

65 594.2 シックな色の糸とビーズで、花の刺繡ブローチ 小林彩乃/著 文化学園文化出版局

66 594.2 すてきなハーダンガー刺しゅう 竹内博子/著 日本ヴォーグ社

67 594.2 堀内友紀の動物たちの刺繡絵 堀内友紀/著 河出書房新社

68 594.2 かわいいミラー刺繡 宮内愛姫/著 誠文堂新光社

69 594.2 いちばんよくわかる刺し子の基礎  日本ヴォーグ社

70 594.2 可愛さにほっこり!マトリョーシカ刺しゅう350  アップルミンツ

71 594.2 透け感を楽しむオーガンジー刺しゅうのアクセサリー  河出書房新社

72 594.2 はじめての刺しゅう和ごころを楽しむクロスステッチ300  アップルミンツ

73 594.3 タティングレースで作るミニモチーフ78 北尾レース・アソシエイツ/編 アップルミンツ

74 594.3 かぎ針で編むモチーフデザインBOOK ザ・ハレーションズ/編 日本文芸社

75 594.3 マクラメの小さなインテリア 主婦の友社/編 主婦の友社

76 594.3 犬のおさんぽニット ひょうどうよしこ/著 文化学園文化出版局

77 594.3 ジュエリーバッグスタイル 三浦紀子/著 主婦と生活社

78 594.3 かぎ針で編む和柄の小物  アップルミンツ

79 594.3 気軽に編めちゃうどんぐり帽子とかわいい帽子  ブティック社

80 594.3 なわ編みのセーターと小もの  セブン&アイ出版

81 594.3 ハイミセスの手編みの帽子  ブティック社

82 594.3 はじめてでも編めるマルシェとハンドバッグ  エクスナレッジ

83 594.3 夢見るリカちゃんのコーディネートブック  アップルミンツ

84 594.3 M・Lサイズが編めるおばあちゃまの手編み秋冬  ブティック社

85 594.8 一番わかりやすいプリザーブドフラワーBOOK 長井睦美/著 ブティック社

86 594.9 Traditional Quilts作ってみたいトラディショナルキルト 有岡由利子/著 グラフィック社

87 594.9 ワイヤーで編む小さなアクセサリーの物語 きむらななえ/著 文化学園文化出版局

88 595.6 もっと自分が好きになる!究極のスリムダイエット術 太田優士/著 コスモ21

89 595.6 小さなダイエットの習慣 スティーヴン・ガイズ/著 田口未和
/訳 ダイヤモンド社

90 595.6 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛/著 坂井建雄/監修 KADOKAWA

91 595.6 世界一効く下半身ダイエット 松井薫/著 PHP研究所

92 596 栄養が溶け込んだおいしいスープ 阪下千恵/著 新星出版社

93 596 組み合わせ自由自在作りおきレンチンおかず353 食のスタジオ/編 西東社

94 596 シングルだしで、すぐごはん 堤人美/著 家の光協会

95 596 自炊力  （光文社新書） 白央篤司/著 光文社

96 596 おいしい!かんたん!はじめての作りおきおかず 橋本加名子/著 新星出版社

97 596 サラリーマンのごちそう帖 藤枝暁生/著 阿部結/絵 朝日新聞出版

98 596 料理が苦痛だ 本多理恵子/著 自由国民社

99 596 家政婦makoのずぼら冷凍レシピ mako/著 マガジンハウス

100 596 めんつゆレシピ みないきぬこ/著 枻出版社

101 596 まんぷく糖質オフごはん メロン/著 扶桑社

102 596 ワインと料理ペアリングの楽しみ方 森上久生/著 旭屋出版

103 596 食べて健康になるレシピ250  オレンジページ

104 596.0 旅する舌ごころ 白洲信哉/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 596.2 イェレナと学ぶセルビア料理 イェレナ・イェレミッチ/著 古賀亜
希子/訳

セルビア日本音楽交流推
進の会

106 596.2 ガイドブックでは分からない現地発!イタリア「街グルメ」美味しい話 大矢麻里/著 世界文化社

107 596.2 日曜日はプーレ・ロティ 川村明子/著 CCCメディアハウス

108 596.2 キッシュとテリーヌ 渡辺麻紀/著 池田書店

109 596.3 簡単!おいしい!いわし缶レシピ 磯村優貴恵/著 河出書房新社

110 596.3 いつもの野菜で新しいひと皿 カノウユミコ/著 文化学園文化出版局

111 596.3 やせる!健康になる!いわし缶レシピ 工藤孝文/著 検見崎聡美/料理 洋泉社

112 596.3 乾物マジックレシピ サカイ優佳子/著 田平恵美/著 山と溪谷社

113 596.3 やせるパスタ31皿 スギアカツキ/著 日本実業出版社

114 596.3 そばですよ 平松洋子/著 本の雑誌社

115 596.3 カット野菜でラクしてやせる 牧野直子/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

116 596.3 フランス式おいしい肉の教科書
アルテュール・ル・ケンヌ/著 ジャ
ン・グロッソン/絵

パイインターナショナル

117 596.3 子どもがどんどん食べる野菜レシピ  枻出版社

118 596.3 夢のやせる肉  オレンジページ

119 596.4 繰り返し作りたくなる!ラク弁当レシピスペシャル 長谷川りえ/著 枻出版社

120 596.4 持ちより、さし入れレシピBEST200  枻出版社

121 596.6 たっきーママの混ぜて入れるだけのかんたん可愛いスイーツの本 奥田和美/著 扶桑社

122 596.6 プチガトー・バイブル 及川太平/著 井上佳哉/著 ナツメ社

123 596.6 チョコレートのお菓子 坂田阿希子/著 グラフィック社

124 596.6 ハンバーガーの発想と組み立て 白根智彦/著 吉澤清太/技術監修 誠文堂新光社

125 596.6 はかりのいらないおいしいお菓子 パティシエール有希乃/監修 高橋書店

126 596.6 民芸お菓子 福田里香/著 ディスカバー・ジャパン

127 596.6 いちばんやさしいデコレーションの教科書 本橋雅人/著 文化学園文化出版局

128 596.6 イギリスお菓子百科 安田真理子/著 ソーテック社

129 596.6 バーミキュラで作る幸せなお菓子 吉川文子/著 主婦の友社

130 596.6 天板だけで作るケーキ 若山曜子/著 世界文化社

131 596.6 人気定番スイーツの基礎BOOK  アップルミンツ

132 596.7 おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田佐奈栄/著 主婦の友社

133 596.7 純喫茶の空間 難波里奈/著 エクスナレッジ

134 596.9 快適!キッチンのスゴ技 タスカジ/監修 徳間書店

135 597 大人の幸せなインテリア HERS編集部/編 光文社

136 597 定年後の断捨離 やましたひでこ/著 大和書房

137 597 行正り香の家作り 行正り香/著 講談社

138 597 原状復帰できる「自由な壁」作り  
スタジオタッククリエイ
ティブ

139 597.5 設計者主婦が教える片づく収納アイデア 伊藤茉莉子/著 工藤絵美子/著 エクスナレッジ

140 597.5 収納のおさよさんが教えるキレイが続く片づけ おさよさん/著 セブン&アイ出版

141 597.5 狭い部屋を楽しむ片づけのルール 高野ひかる/監修 ナツメ社

142 597.5 家中スッキリ片づく!「つっぱり棒」の便利ワザ 竹内香予子/著 青春出版社

143 598.2 心と体がラクになる産後の骨盤ケア 小林いづみ/著 原田美佐子/著 家の光協会

144 598.3 医師が教える!健康あんしん旅 JR東京総合病院/著・監修 交通新聞社

145 599 心と体がのびのび育つ0〜2歳児のあそび図鑑 波多野名奈/監修 モチコ/イラスト 池田書店

146 599.0 子どもが教えてくれた世界 片岡佳美/著 世界思想社

147 599.3 かしこい子どもに育つ!「育脳離乳食」 小山浩子/著 小学館

148 599.3 最新!幼児食新百科  
ベネッセコーポレーショ
ン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 610.4 誰も農業を知らない 有坪民雄/著 原書房

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 611.7 「農企業」のムーブメント 小田滋晃/編著 坂本清彦/編著 昭和堂

3 611.7 自然により近づく農空間づくり 田村雄一/著 築地書館

4 611.9 農村の歩みに命と共同を学ぶ 川尻裕一郎/著 日本経済評論社

5 613.5 土壌環境調査・分析法入門 田中治夫/編著 村田智吉/著 講談社

6 614.6 図解誰でもできる石積み入門 真田純子/著 農山漁村文化協会

7 617.6 知っておいしいハーブ事典 伊嶋まどか/監修 実業之日本社

8 619.8 ツウになる!紅茶の教本 磯淵猛/著 秀和システム

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

10 626 野菜と果物の品目ガイド  農経新聞社

11 626.1 野菜がおいしく育つ肥料の与え方  学研プラス

12 626.5 フェンネル 川合貴雄/著 藤原稔司/著 農山漁村文化協会

13 629 庭 234  建築資料研究社

14 645.7 ねこの法律とお金 渋谷寛/監修 廣済堂出版

15 645.9 フクロモモンガ完全飼育 大野瑞絵/著 三輪恭嗣/監修 誠文堂新光社

16 648.2 証言BSE問題の真実 唐木英明/編著 食の安全・安心財団

17 664.7 ロブスターの歴史 エリザベス・タウンセンド/著 元村
まゆ/訳 原書房

18 670 今すぐ使えるかんたんヤフオク!とことん稼ぐ攻略ガイドブック リンクアップ/著 技術評論社

19 670.4 日本社会の活力再構築 田中道雄/編著 濱田恵三/編著 中央経済社

20 673.3 売れる営業マンの「ノート」「メモ」「手帳」術 菊原智明/著 明日香出版社

21 673.3 100万ドル稼ぐトップセールスの仕事術 スティーブン・J.ハーヴィル/著 宮
本喜一/訳 アチーブメント

22 670.9 ビジネス英語フレーズブック 浅見ベートーベン/著 明日香出版社

23 670.9 ビジネス英語は1行だけで書ける!話せる!8割通じる! 和田徹/著 すばる舎

24 673.3 どんな人にも大切な「売る力」ノート 津田晃/著 かんき出版

25 673.9 不動産投資専門税理士が教える不動産投資の「収益計算」本格入門 稲垣浩之/著 中川理/著 ソシム

26 673.9 いつも予約でいっぱいの「評価の高い飲食店」は何をしているのか 大久保一彦/著 ぱる出版

27 673.9 トラブルに備える飲食店の危機管理<対策マニュアル>BOOK 神村護/著 赤土亮二/著 旭屋出版

28 673.9 公衆サウナの国フィンランド こばやしあやな/著 学芸出版社

29 673.9 満室賃貸革命 鈴木雄二/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

30 673.9 堀江貴文VS.鮨職人 堀江貴文/著 ぴあ

31 674 名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部/編 宣伝会議

32 674.3 ジャパンモチーフグラフィックス パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

33 674.3 反響を呼ぶデザインのアイデア パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

34 675 LINEマーケティング オプト/著 秀和システム

35 675 すべての企業はサービス業になる 室井淳司/著 宣伝会議

36 675 今すぐ使えるかんたんFacebookページ作成&運営入門 リンクアップ/著 斎藤哲/監修 技術評論社

37 678.2 貿易商人王列伝
スティーヴン・R.ボウン/著 荒木正
純/訳 悠書館

38 681.3 事故車は語る 川上明/著 講談社エディトリアル

39 681.3 後遺障害入門 小松初男/編 小林覚/編 青林書院

40 682.1 日本交通史 児玉幸多/編 吉川弘文館

41 683.8 船長論 逸見真/著 海文堂出版

42 683.9 詳解逐条解説港湾法 多賀谷一照/著 第一法規

43 685.5 ウーバー革命の真実 立入勝義/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

44 685.6 物流危機は終わらない  （岩波新書　新赤版） 首藤若菜/著 岩波書店

45 686.2 高崎線、上越線、信越本線 牧野和人/著 安田就視/写真 アルファベータブックス

46 686.9 阪神国道電車 神戸鉄道大好き会/編著 トンボ出版

47 689 数字でみる観光 2018年度版 日本観光振興協会/編 日本観光振興協会

48 689.2 旅行年報 2018  日本交通公社

49 689.5 東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック 2019 ディズニーファン編集部/編 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

50 689.5 子どもといく東京ディズニーランドナビガイド 2019-2020  講談社

51 693.2 信書便年報 平成29年度版  
総務省/情報流通行政局/
郵政行政部信書便事業課

52 699.2 テレビ社会ニッポン 太田省一/著 せりか書房

53 699.3 しなくていいがまん 小林麻耶/著 サンマーク出版

54 699.6 1秒でつかむ 高橋弘樹/著 ダイヤモンド社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 ソッカの美術解剖学ノート ソクジョンヒョン/著 チャンジニ/
訳 オーム社

2 701.5 名画と解剖学 原島広至/著 CCCメディアハウス

3 702.0 ジャポニスム  （講談社現代新書） 宮崎克己/著 講談社

4 702.1 フリーア美術館  平凡社

5 706.9 カフェのある美術館 青い日記帳/監修 世界文化社

6 706.9 展覧会プロデューサーのお仕事 西澤寛/著 徳間書店

7 708.7 言語と美術 平出隆/編著 DIC川村記念美術館

8 709 世界遺産ガイド ネパール・インド・スリランカ編
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/
企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

9 709 世界遺産ガイド バルト三国編
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/
企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

10 713 木で彫る根付入門 中川忠峰/著 日貿出版社

11 718 京都傑作美仏大全  枻出版社

12 718.0 てのひらのみほとけ  パイインターナショナル

13 721.8 北斎の肉筆 葛飾北斎/画 ジェームス・ユーラッ
ク/監修 青幻舎

14 721.8 江戸・幕末・明治おもちゃ絵・遊び絵の世界  河出書房新社

15 721.9 美人画づくし 2 池永康晟/監修 芸術新聞社

16 721.9 評伝田中一村 大矢鞆音/著 生活の友社

17 721.9 花ごよみ 堀文子/著 JTBパブリッシング

18 723 怖いへんないきものの絵 中野京子/著 早川いくを/著 幻冬舎

19 723.3 ゴッホ バーバラ・ストック/作 川野夏実/
訳 花伝社

20 723.3 語りたくなるフェルメール 西岡文彦/著 KADOKAWA

21 724.1 12色で描けるはじめての日本画教室 安原成美/編著 グラフィック社

22 724.4 小野月世の水彩画花レッスン 小野月世/著 日貿出版社

23 725 静物デッサンテクニック 阿部愛美/編・著 木下裕司/画 誠文堂新光社

24 725.4 パステル画技法と表現力を磨く50のポイント 高木匡子/監修 メイツ出版

25 725.6 ゼンタングル Suzanne McNeill/著 Sandy Steen
Bartholomew/著 ブティック社

26 726.1 大政翼賛会のメディアミックス 大塚英志/著 平凡社

27 726.1 日本の漫画本300年 清水勲/著 猪俣紀子/著 ミネルヴァ書房

28 726.1 CLIP STUDIO PAINT EX公式ガイドブック セルシス/監修
エムディエヌコーポレー
ション

29 726.1 サブカル勃興史  （角川新書） 中川右介/著 KADOKAWA

30 726.1 少女まんがは吸血鬼でできている 中野純/著 大井夏代/著 方丈社

31 726.5 背景パーツの描き方 佐藤夕子/著 グラフィック社

32 726.6 絵本作家のブルース 長谷川義史/著 読書サポート

33 727.0 細密装飾&文様の極みモダンデコラティブ・デザイン グラフィック社/編 和田侑子/訳 グラフィック社

34 727.0 引き算のデザイン グラフィック社/編 今井悟朗/訳 グラフィック社

35 727.8 文字のデザイン デザインノート編集部/編 誠文堂新光社

36 728 基本が身につく書道の教科書 青山浩之/著 池田書店

37 728.2 顔真卿伝 吉川忠夫/著 法藏館

38 743 物語と画作りで人を魅了する最高の一枚を写し出す写真術 別所隆弘/著 インプレス

39 743 カメラ1年生 iPhone・スマホ写真編 矢島直美/著 インプレス

40 743.6 野の花写真 いがりまさし/文・写真 技術評論社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 743.7 おいしいかわいい料理写真の撮り方 佐藤朗/著 小坂桂/著 イカロス出版

42 746.7 Premiere Pro & After Effectsいますぐ作れる!ムービー制作の教科書 阿部信行/著 技術評論社

43 748 夜鉄 相原正明/著 玄光社

44 748 美しい廃墟 日本編 MdN編集部/編
エムディエヌコーポレー
ション

45 750.2 つなぐ日本のモノづくり LEXUS NEW TAKUMI PROJECT/著 美術出版社

46 751.3 美しいフランステーブルウェアの教科書
イネス・ウージェル/文 クリスティ
アン・サラモン/写真

パイインターナショナル

47 753.3 「道明」の組紐 道明葵一郎/著 世界文化社

48 753.8 和更紗江戸デザイン帳 熊谷博人/著 クレオ

49 753.8 草木で染める和の絵柄と模様 染工房シゲタ/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

50 754.9 楽しいおりがみ歳時記 朝日勇/著 日貿出版社

51 754.9 王朝継ぎ紙づくり 近藤陽子/共著 王朝継ぎ紙研究会/
共著 マール社

52 754.9 折り紙建築世界遺産をつくろう! 続 茶谷正洋/著 茶谷亜矢/著 彰国社

53 754.9 新世代至高のおりがみ 山口真/著 西東社

54 754.9 牛乳パックで作る布箱とこもの46  ブティック社

55 755.5 レザーカービングの技法 フィギュアカービング編2  
スタジオタッククリエイ
ティブ

56 756.1 超技法桂盛仁の彫金 桂盛仁/編著 芸艸堂

57 757.3 日本の美しい色と言葉 桜井輝子/著 SBクリエイティブ

58 757.3 和のきれいな配色 ナイスク/編
エムディエヌコーポレー
ション

59 759.9 てのひらのえんぎもの 佐々木一澄/文と絵 二見書房

60 760.7 そうだ!音楽教室に行こう 大内孝夫/著 音楽之友社

61 760.7 幼児期だからこそ始めたい一生ものの音楽教育 笹森壮大/著 健康ジャーナル社

62 761.3 リズム練習がたのしくなる方法と前ノリ、後ノリのコツ いちむらまさき/著 リットーミュージック

63 761.9 ブルクミュラーで指揮法入門 山本訓久/著 アルテスパブリッシング

64 762.1 図解日本音楽史 田中健次/著 東京堂出版

65 762.3 ドビュッシー最後の一年 青柳いづみこ/著 中央公論新社

66 762.3 ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる  （文春新書） 片山杜秀/著 文藝春秋

67 762.3 カレル・アンチェル 高橋綾/著 アルファベータブックス

68 763.5 初心者のためのウクレレ講座 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

69 763.5 魂のフォーク・ソング大全集 2018 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

70 763.5 ジャズ・ギターの金字塔 布川俊樹/著・演奏 リットーミュージック

71 763.5 厳選!ギターのコツ100 2018 四月朔日義昭/著 自由現代社(発売)

72 763.6 初心者のトロンボーン基礎教本 2018 須賀裕之/編著 自由現代社(発売)

73 763.7 初心者のサックス基礎教本 2018 河原塚ユウジ/編著 自由現代社(発売)

74 763.9 シンセサイザー入門 松前公高/著 リットーミュージック

75 764.3 第九 祝祭と追悼のドイツ20世紀史 矢羽々崇/著 現代書館

76 764.6 必ず役立つマーチングハンドブック ドリルデザイン編 田中久仁明/監修 ヤマハミュージックEH

77 764.7 ザ・ビートルズの世界地図 大人のロック!/編 広田寛治/監修構
成 日経BP社

78 764.7 何者かになるのは決してむずかしいことじゃない MIYAVI/著 宝島社

79 764.7 猛老猫の逆襲 山下洋輔/著 新潮社

80 764.7 クイーン  
シンコーミュージック・
エンタテイメント

81 767.0 韓国歌謡史 1･2巻 朴燦鎬/著 邑楽舎

82 767.7 イラストレーションで奏でる童謡・唱歌の道づれ 松田抱空/著 文芸社

83 767.8 ソ連歌謡 蒲生昌明/著 パブリブ

84 767.8 蒼い空へ 木本美紀/著 小学館

85 767.8 コンタクト・ハイ ヴィッキー・トバック/著 押野素子
/訳

スペースシャワーネット
ワーク

86 767.8 輝く!日本レコード大賞公式データブック  
シンコーミュージック・
エンタテイメント

87 769.3 フラメンコ、この愛しきこころ 橋本ルシア/著 水曜社

88 769.9 世界の名門バレエ団 渡辺真弓/著 世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

89 771.7 西村雅彦の俳優入門 西村雅彦/著 飛鳥新社

90 772.1 演じることは、生きること 仲代達矢/著 PHP研究所

91 772.1 現代演劇大全 マガジンハウス/編 マガジンハウス

92 772.1 吉田謙吉と12坪の家  LIXIL出版

93 773.0 芸の心 野村四郎/著 山本東次郎/著 藤原書店

94 774 歌舞伎名演目 時代物 松竹株式会社/監修 美術出版社

95 774.2 図説江戸歌舞伎事典 1 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

96 774.2 平成の藝談  （岩波新書　新赤版） 犬丸治/著 岩波書店

97 774.2 歌舞伎 芸と血筋の熱い裏側 喜熨斗勝/著 講談社ビーシー

98 775.1 「大人計画」ができるまで 松尾スズキ/著 北井亮/聞き書き 文藝春秋

99 778.0 映画は千の目をもつ 海野弘/著 七つ森書館

100 778.0 映画がなければ生きていけない 2016-2018 十河進/著 水曜社

101 778.0 シネマの記憶装置 蓮實重彦/著 フィルムアート社

102 778.2 イラストでわかる映画の歴史 アダム・オールサッチ・ボードマン
/著 細谷由依子/訳 フィルムアート社

103 778.2 映画と芸術と生と 岡田温司/著 筑摩書房

104 778.2 ガメラの精神史 小野俊太郎/著 小鳥遊書房

105 778.2 泥沼スクリーン 春日太一/著 文藝春秋

106 778.2 女優にあるまじき高峰秀子 斎藤明美/著 草思社

107 778.2 愛し続ける私 十朱幸代/著 集英社

108 778.2 荒野とドルと拳銃と 二階堂卓也/著 彩流社

109 778.8 いだてん 前編 宮藤官九郎/作 NHKドラマ制作班/監
修 NHK出版

110 778.8 ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景 福嶋亮大/著
PLANETS/第二次惑星開発
委員会

111 779.1 素顔の岡村隆史 岡村隆史/述 本多正識/著 ヨシモトブックス

112 779.1 新世界 西野亮廣/著 KADOKAWA

113 779.1 一発屋芸人の不本意な日常 山田ルイ53世/文 朝日新聞出版

114 779.1 桂歌丸大喜利人生  ぴあ

115 779.3 クロースアップ・マジックコレクション カズ・カタヤマ/編 東京堂出版

116 779.5 木下サーカス四代記 山岡淳一郎/著 東洋経済新報社

117 780 スポーツ法へのファーストステップ 石堂典秀/編 建石真公子/編 法律文化社

118 780.4 遠きにありて 西川美和/著 文藝春秋

119 780.6 一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか 石坂友司/編著 松林秀樹/編著 青弓社

120 780.6 アフター1964東京オリンピック カルロス矢吹/著 サイゾー

121 781.4 みんなのストレッチ フィジカルトレーナー協会/著 中野
ジェームズ修一/監修 講談社

122 782 ランニングスタートブック 金哲彦/監修 ランニングスタイル編
集部/編 枻出版社

123 782.3 ゼロから始めるフルマラソンの本 内山雅博/監修 ランニングスタイル
編集部/編 枻出版社

124 782.3 箱根駅伝を超えようとした幻の「能登駅伝」 大久保英哲/編著 能登印刷出版部

125 782.3 箱根0区を駆ける者たち 佐藤俊/著 幻冬舎

126 782.3 自分流 中野孝行/著
ベースボール・マガジン
社

127 783.1 得点力に差がつく!バスケットボールシューティングガード上達のコツ50 辻直人/監修 メイツ出版

128 783.4 日本サッカーを強くする観戦力 清水英斗/著 WAVE出版

129 783.4 プロサッカー選手をめざす子どもの親が知っておくべきこと 西部謙司/著 日本実業出版社

130 783.4 サッカー育成改革論 本田裕一郎/著 カンゼン

131 783.4 前育主義 山田耕介/著 学研プラス

132 783.4 うつ病とサッカー ロナルド・レング/著 木村浩嗣/訳 ソル・メディア

133 783.5 試合で勝てる!テニス最強のメンタルトレーニング 海野孝/著 メイツ出版

134 783.7 20年目の松坂世代 上重聡/著 竹書房

135 783.7 球児に響く言葉力 小枝守/著 竹書房

136 783.7 ドラフト未来予想図 小関順二/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 783.7 道ひらく、海わたる 佐々木亨/著 扶桑社

138 783.7 水のように 杉内俊哉/著
ベースボール・マガジン
社

139 783.7 証言大谷翔平 野村克也/ほか著 張本勲/ほか著 宝島社

140 783.7 野村四録 指導の書 野村克也/著 セブン&アイ出版

141 783.7 野村メモ 野村克也/著 日本実業出版社

142 783.8 ゴルフiQが高まる秘策“メンタルスコア”CARD 児玉光雄/著 東邦出版

143 784.6 観戦力が高まる!フィギュアスケート「美」のツボ 今井遙/著 誠文堂新光社

144 785.2 DVDで記録を伸ばす!競泳最強のコツ50 原英晃/監修 メイツ出版

145 786 失われた、自然を読む力
トリスタン・グーリー/著 田淵健太
/訳 エイアンドエフ

146 786.1 太陽のかけら 大石明弘/著 山と溪谷社

147 788.1 大相撲力士名鑑 平成31年版 亰須利敏/編著 水野尚文/編著 共同通信社

148 789.2 金メダリスト瀧本誠が教える柔道観戦完全マニュアル 瀧本誠/著
ベースボール・マガジン
社

149 789.3 これで差がつく!勝つ剣道上達のコツ55 右田重昭/監修 メイツ出版

150 791.5 名物茶入の履歴書  （淡交新書） 木塚久仁子/著 淡交社

151 791.8 実用自分でつくる茶懐石 1 清真知子/著 淡交社編集局/編 淡交社

152 793 古流自由華教本 Ⅰ 廣岡理樹/著 講談社

153 795 寺山怜の流れをつかむ「弱い石」戦法 寺山怜/著 NHK出版

154 795 山下敬吾の現代囲碁の教科書 布石編 山下敬吾/著 マイナビ出版

155 795 棋力アップ総合問題集 上巻 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

156 796 将棋・基本戦法まるわかり事典 振り飛車編 安用寺孝功/著 マイナビ出版

157 796 自由自在!中飛車の新常識 今泉健司/著 マイナビ出版

158 796 プロが書けない「将棋界」 島津六/著 ごま書房新社

159 796 先崎学&中村太地この名局を見よ! 21世紀編 先崎学/著 中村太地/著 マイナビ出版

160 798 オセアニアのあやとり 1・2巻 野口とも/著 誠文堂新光社

161 798 南北アメリカのあやとり 野口とも/著 誠文堂新光社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 バイリンガルの世界へようこそ フランソワ・グロジャン/著 西山教
行/監訳 勁草書房

2 801.9 マンガでわかる手話と日本語のかけはし 竹村茂/著 たかねきゃら/絵 ジアース教育新社

3 810.4 気のきいたモノの言い方ができる本 中川路亜紀/著 ダイヤモンド社

4 810.4 できる大人はやっぱり!語彙力 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

5 814.7 日本と世界の時事キーワード 2019-2020年版 時事問題リサーチ/編著 ナツメ社

6 814.7 <図解>まるわかり時事用語 2019→2020年版 ニュース・リテラシー研究所/編著 新星出版社

7 816.5 受かる小論文の絶対ルール 樋口裕一/著 青春出版社

8 818 ことばの「なまり」が強みになる! 吉村誠/著 自由国民社

9 829.3 タイ語のことわざ・慣用句 シリラック・シリマーチャン/著 大
滝ミナ子/著 めこん

10 830.7 図解海外経験ゼロでも仕事が忙しくても英語は1年でマスターできる 三木雄信/著 PHP研究所

11 835 子どもに聞かれて困らない英文法のキソ 大竹保幹/著 アルク

12 837.7 対訳読売新聞「編集手帳」 読売新聞/著 The Japan News/著 研究社

13 837.8 イラストでわかる!ネイティブの句動詞 投野由紀夫/著 アスク出版

14 837.8 またまた出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー・スコット・ファイン/著 高橋書店

15 837.8 特派員直伝とらべる英会話 続 読売新聞国際部/著 The Japan
News/著 研究社

16 895.2 マヤ文字を書いてみよう読んでみよう 八杉佳穂/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901 差異を読む 武田悠一/著 彩流社

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 901.2 ストーリー ロバート・マッキー/著 越前敏弥/
訳 フィルムアート社

3 902.0 ブルジョワ
フランコ・モレッティ/著 田中裕介
/訳 みすず書房

4 902.7 NHKラジオ深夜便絶望名言 頭木弘樹/著 NHK<ラジオ深夜便>制
作班/著 飛鳥新社

5 910.2 三島由紀夫ふたつの謎  （集英社新書） 大澤真幸/著 集英社

6 910.2 三島由紀夫と天皇  （平凡社新書） 菅孝行/著 平凡社

7 910.2 近松秋江伝 小谷野敦/著 中央公論新社

8 910.2 漱石と戦争・植民地 関口すみ子/著 東方出版

9 910.2 漱石の記憶 夏目漱石記念年100人委員会/編集
井上ひさし/[ほか]著

夏目漱石記念年100人委員
会

10 910.2 <女流>放談
イルメラ・日地谷=キルシュネライ
ト/編 佐多稲子/[ほか述] 岩波書店

11 910.2 野の道 山尾三省/著 野草社

12 910.2 加藤周一青春と戦争 渡辺考/編著 鷲巣力/編著 論創社

13 910.6 死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山かおり/著 エクスナレッジ

14 911.1 怖い短歌  （幻冬舎新書） 倉阪鬼一郎/著 幻冬舎

15 911.1 「古今和歌集」の創造力 鈴木宏子/著 NHK出版

16 911.1 めくるめく短歌たち 錦見映理子/著 書肆侃侃房

17 911.1 海蛇と珊瑚 藪内亮輔/著 角川文化振興財団

18 911.1 コレクション日本歌人選 高橋虫麻呂と山部赤人  笠間書院

19 911.1 コレクション日本歌人選 前川佐美雄  笠間書院

20 911.1 コレクション日本歌人選 竹山広  笠間書院

21 911.3 俳句歳時記 新年 角川書店/編 KADOKAWA

22 911.3 季語をさかのぼる 小林祥次郎/著 勉誠出版

23 911.3 夏井いつきのおウチde俳句 夏井いつき/著 朝日出版社

24 911.5 声が世界を抱きしめます 谷川俊太郎/著 中地雅之/編著 東京学芸大学出版会

25 911.5 ふしぎなポケット まどみちお/詩 美智子/選・訳 文藝春秋

26 911.5 あなたと、わたし サヘル・ローズ/詩 安田菜津紀/写
真 日本写真企画

27 911.5 QQQ 和合亮一/著 思潮社

28 911.6 メロディに咲いた花たち 三和書籍/編 三和書籍

29 913.5 新選百物語 吉文字屋市兵衛/著 篠原進/監修 白澤社

30 913.7 古典落語100席 立川志の輔/選・監修 PHP研究所/編 PHP研究所

31 913.7 西郷隆盛 野花散人/著 論創社

32 914.6 お金がない! 赤瀬川原平/[ほか]著 河出書房新社

33 914.6 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川佐和子/著 中央公論新社

34 914.6 伊丹十三選集 1 伊丹十三/著 松家仁之/編 岩波書店

35 914.6 他人だったのに。 糸井重里/著 ほぼ日

36 914.6 男の不作法  （幻冬舎新書） 内館牧子/著 幻冬舎

37 914.6 80歳のマザーグース 桐島洋子/著 主婦と生活社

38 914.6 ん!? 宮藤官九郎/著 文藝春秋

39 914.6 駄目な世代 酒井順子/著 KADOKAWA

40 914.6 ばら色の京都あま色の東京 澤田康彦/著 PHP研究所

41 914.6 八十歳から拡がる世界 島健二/著 論創社

42 914.6 忘れるが勝ち! 外山滋比古/著 春陽堂書店

43 914.6 推薦文、作家による作家の 中村邦生/編 風濤社

44 914.6 私のティーアガルテン行 平出隆/著 紀伊國屋書店

45 914.6 読書間奏文 藤崎彩織/著 文藝春秋

46 914.6 画家のむだ歩き 牧野伊三夫/著 中央公論新社

47 914.6 雑品屋セイゴオ 松岡正剛/著 菊地慶矩/画 春秋社

48 914.6 海苔と卵と朝めし 向田邦子/著 河出書房新社

49 914.6 狭い道 山尾三省/著 野草社

‐ 22 ‐



No, 分類 書名 著者名 出版社

50 915.6 東海道ふたり旅 池内紀/著 春秋社

51 915.6 湯けむり行脚 池内紀/著 山川出版社

52 915.6 My Little New York Times 佐久間裕美子/著 伊藤総研+NUMABOOKS

53 916 認知症がやってきた! 酒井章子/著 産業編集センター

54 916 癌で妊婦で45歳です 森田美佐子/著 文芸社

55 917 眠れぬ夜のために  （新潮新書） 五木寛之/著 新潮社

56 919.5 江戸の大詩人 元政上人 植木雅俊/著 中央公論新社

57 925.7 我的日本 呉佩珍/編訳 白水紀子/編訳 白水社

58 929.1 言葉の品格 イギジュ/著 米津篤八/訳 光文社

59 929.1 星をかすめる風 イジョンミョン/著 鴨良子/訳 論創社

60 929.1 白仮面 金来成/著 祖田律男/訳 論創社

61 929.1 娘について キムヘジン/著 古川綾子/訳 亜紀書房

62 929.1 すべての、白いものたちの ハンガン/著 斎藤真理子/訳 河出書房新社

63 930.2 小泉八雲、開かれた精神(オープン・マインド)の航跡。 小泉凡/監修 小泉八雲記念館/編集 小泉八雲記念館

64 930.2 ルース・パーク自伝 上・下巻 ルース・パーク/著 柿田紀子/訳 万葉舎

65 933.7 クロストーク コニー・ウィリス/著 大森望/訳 早川書房

66 933.7 謎とき『風と共に去りぬ』 鴻巣友季子/著 新潮社

67 933.7 紫の雲 M.P.シール/著 南條竹則/訳 アトリエサード

68 933.7 パトリック・メルローズ 3 エドワード・セント・オービン/著
国弘喜美代/訳 早川書房

69 933.7 ポイント・オメガ ドン・デリーロ/著 都甲幸治/訳 水声社

70 933.7 おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン/著 越前敏弥
/訳 集英社

71 933.7 拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー/著 鈴木恵/
訳 早川書房

72 933.7 言葉人形 ジェフリー・フォード/著 谷垣暁美
/編訳 東京創元社

73 933.7 ジョー・グールドの秘密 ジョゼフ・ミッチェル/著 土屋晃/
訳 柏書房

74 933.7 大いなる過失 M.R.ラインハート/著 服部寿美子/
訳 論創社

75 934.7 ラディカルな意志のスタイルズ スーザン・ソンタグ/著 管啓次郎/
訳 河出書房新社

76 936 窓辺のキャンドル アリス・テイラー/著 高橋歩/訳 未知谷

77 943.7 凍 トーマス・ベルンハルト/著 池田信
雄/訳 河出書房新社

78 952.7 新訳ベケット戯曲全集 2 サミュエル・ベケット/著 岡室美奈
子/監修 白水社

79 953.6 イヴの娘 バルザック/著 宇多直久/訳 春風社

80 953.7 ミッテランの帽子
アントワーヌ・ローラン/著 吉田洋
之/訳 新潮社

81 963 なにもない カルメン・ラフォレット/著 木村裕
美/訳 河出書房新社

82 973 ブッツァーティ短篇集 2 ディーノ・ブッツァーティ/著 長野
徹/訳 東宣出版

83 983 iPhuck 10 ヴィクトル・ペレーヴィン/著 東海
晃久/訳 河出書房新社

84 989.8 不気味な物語 ステファン・グラビンスキ/著 芝田
文乃/訳 国書刊行会

85 991.9 カヴァフィス全詩 カヴァフィス/著 池澤夏樹/訳 書肆山田

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 早朝始発の殺風景 青崎有吾/著 集英社

2 F 跳ぶ男 青山文平/著 文藝春秋

3 F 酔象の流儀 赤神諒/著 講談社

4 F 幽霊解放区 赤川次郎/著 文藝春秋

5 F 平場の月 朝倉かすみ/著 光文社

6 F 北方領土秘録 数多久遠/著 祥伝社

7 F 境内ではお静かに 天祢涼/著 光文社

8 F 珠玉 彩瀬まる/著 双葉社

9 F コヨーテの翼 五十嵐貴久/著 双葉社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 F 髪結百花 泉ゆたか/著 KADOKAWA

11 F 青炎の剣士  紐結びの魔道師 乾石智子/著 東京創元社

12 F 月まで三キロ 伊与原新/著 新潮社

13 F 麒麟児 冲方丁/著 KADOKAWA

14 F 覇権交代 2 大石英司/著 中央公論新社

15 F 大江健三郎全小説 1 大江健三郎/著 講談社

16 F 帰去来 大沢在昌/著 朝日新聞出版

17 F 有村家のその日まで 尾崎英子/著 光文社

18 F この地上において私たちを満足させるもの 乙川優三郎/著 新潮社

19 F そして旅にいる 加藤千恵/著 幻冬舎

20 F 残心 鏑木蓮/著 徳間書店

21 F 南極メルトダウン 北沢栄/著 産学社

22 F 千年図書館 北山猛邦/著 講談社

23 F 小説日清戦争  甲午の年の蜂起 金重明/著 影書房

24 F 怪物の木こり 倉井眉介/著 宝島社

25 F エースの遺言 久和間拓/著 双葉社

26 F 骨まで愛して 小泉武夫/著 新潮社

27 F 人外サーカス 小林泰三/著 KADOKAWA

28 F AGRI 木間のどか/著 文響社

29 F 光まで5分 桜木紫乃/著 光文社

30 F うつくしい繭 櫻木みわ/著 講談社

31 F 神さまのお恵み 佐藤愛子/著 青志社

32 F あなたの愛人の名前は 島本理生/著 集英社

33 F 悲願花 下村敦史/著 小学館

34 F テレビ探偵 小路幸也/著 KADOKAWA

35 F お前の彼女は二階で茹で死に 白井智之/著 実業之日本社

36 F 府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 白田/著 ポプラ社

37 F 小説君の名は。 新海誠/著 汐文社

38 F 小説言の葉の庭 新海誠/著 汐文社

39 F 小説秒速5センチメートル 新海誠/著 汐文社

40 F 小説星を追う子ども 新海誠/原作 あきさかあさひ/著 汐文社

41 F 小説ほしのこえ 新海誠/原作 大場惑/著 汐文社

42 F 泥海 陣野俊史/著 河出書房新社

43 F 試験に出ないQED異聞 高田崇史/著 講談社

44 F 誰もいない街 高橋徹郎/著 書肆侃侃房

45 F 白魔のクリスマス 田中芳樹/著 祥伝社

46 F 姫君の賦 玉岡かおる/著 PHP研究所

47 F おとぎカンパニー 田丸雅智/著 光文社

48 F 神のダイスを見上げて 知念実希人/著 光文社

49 F 則天武后 (上・下) 塚本青史/著 日本経済新聞出版社

50 F 辻章著作集 第6巻 辻章/著 『辻章著作集』刊行会/編 作品社

51 F ピーク 堂場瞬一/著 朝日新聞出版

52 F 新宿の猫 ドリアン助川/著 ポプラ社

53 F わが夫啄木 鳥越碧/著 文藝春秋企画出版部

54 F 私に付け足されるもの 長嶋有/著 徳間書店

55 F ほどなく、お別れです 長月天音/著 小学館

56 F カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野まゆみ/著 河出書房新社

57 F ボス、俺を使ってくれないか? 中溝康隆/著 白泉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 F 十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 西村京太郎/著 実業之日本社

59 F 平戸から来た男 西村京太郎/著 徳間書店

60 F ゴールデン街コーリング 馳星周/著 KADOKAWA

61 F つくもがみ笑います 畠中恵/著 KADOKAWA

62 F フランス座 ビートたけし/著 文藝春秋

63 F 女警 古野まほろ/著 KADOKAWA

64 F 官邸ポリス 幕蓮/著 講談社

65 F 作りかけの明日 三崎亜記/著 祥伝社

66 F 蟻の棲み家 望月諒子/著 新潮社

67 F 開成をつくった男、佐野鼎 柳原三佳/著 講談社

68 F 開化鐵道探偵 2 山本巧次/著 東京創元社

69 F 由利・三津木探偵小説集成 2 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

70 F 本と鍵の季節 米澤穂信/著 集英社

71 F 恋するエクソシスト 6 梨沙/著 中川わか/イラスト イースト・プレス

72 F GENESiS 1  東京創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 面影日本 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B216 日本史は逆から学べ 河合敦/著 光文社

3 B309.0 国民論 マルセル・モース/著 森山工/編訳 岩波書店

4 B323.1 憲法講話 美濃部達吉/著 岩波書店

5 B332.1 価格でわかる日本経済 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

6 B726.1 ボクたちのBL論 サンキュータツオ/著 春日太一/著 河出書房新社

7 B908.3 栞子さんの本棚 2 江戸川乱歩/著 小林信彦/著 KADOKAWA

8 B908.3 猫のまぼろし、猫のまどわし 東雅夫/編 東京創元社

9 B910.2 小林秀雄 大岡昇平/著 中央公論新社

10 B914.6 これからを生きる人へ 瀬戸内寂聴/著 美輪明宏/著 PHP研究所

11 B914.6 獣医師の森への訪問者たち 竹田津実/著 集英社

12 B914.6 そしてだれも信じなくなった 土屋賢二/著 文藝春秋

13 B933.7 カエルの魔法をとく方法
シャンナ・スウェンドソン/著 今泉
敦子/訳 東京創元社

14 B933.7 レイチェルが死んでから フリン・ベリー/著 田口俊樹/訳 早川書房

15 B933.7 鷹の王 C.J.ボックス/著 野口百合子/訳 講談社

16 B933.7 不条理な殺人 パット・マガー/著 戸田早紀/訳 東京創元社

17 B933.7 THE NESSIE湖底に眠る伝説の巨獣 (上・下) ボイド・モリソン/著 阿部清美/訳 竹書房

18 B943.7 チャンドス卿の手紙/アンドレアス ホーフマンスタール/著 丘沢静也/
訳 光文社

19 B949.8 零下18度の棺 ステファン・アーンヘム/著 堤朝子
/訳

ハーパーコリンズ・ジャ
パン

20 B953.6 宝石/遺産 モーパッサン/著 太田浩一/訳 光文社

21 B993.6 殺人者の顔をした男
マッティ・ロンカ/著 古市真由美/
訳 集英社

22 BF 京都迷宮小路 浅田次郎/著 綾辻行人/著 朝日新聞出版

23 BF 少年Nのいない世界 05 石川宏千花/著 講談社

24 BF 日雇い浪人生活録 6 上田秀人/著 角川春樹事務所

25 BF 小説透明なゆりかご (上・下) 沖田×華/原作 橘もも/著 講談社

26 BF メゾン・ド・ポリス 2 加藤実秋/著 KADOKAWA

27 BF 科警研のホームズ 喜多喜久/著 宝島社

28 BF 隠密同心 2 小杉健治/著 KADOKAWA

29 BF 道標 小杉健治/著 朝日新聞出版

30 BF 流浪の皇女 五代ゆう/著 天狼プロダクション/
監修 早川書房

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 BF いざ帰りなん 佐伯泰英/著 新潮社

32 BF 新・浪人若さま新見左近 1 佐々木裕一/著 双葉社

33 BF セブンス・サイン 佐藤青南/著 宝島社

34 BF 江戸の雷神 鈴木英治/著 中央公論新社

35 BF 花怨 瀬戸内寂聴/著 講談社

36 BF 水神の棺 橘沙羅/著 角川春樹事務所

37 BF 定信の触 千野隆司/著 双葉社

38 BF 方壺園 陳舜臣/著 日下三蔵/編 筑摩書房

39 BF 風の市兵衛 辻堂魁/著 祥伝社

40 BF ラストライン 堂場瞬一/著 文藝春秋

41 BF 刹鬼たち 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

42 BF 鬼船の城塞 2 鳴神響一/著 角川春樹事務所

43 BF 逢魔の天狗 早見俊/著 二見書房

44 BF 幻の赦免船 早見俊/著 二見書房

45 BF 捕違い 藤井邦夫/著 双葉社

46 BF 阿修羅の微笑 藤井邦夫/著 光文社

47 BF 御刀番 藤井邦夫/著 光文社

48 BF 忍び崩れ 藤井邦夫/著 KADOKAWA

49 BF バチカン奇跡調査官 18 藤木稟/著 KADOKAWA

50 BF 夏の霧 藤原緋沙子/著 広済堂出版

51 BF ニャン氏の童心 松尾由美/著 東京創元社

52 BF 聖母の共犯者 吉川英梨/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G382.1 菊と刀 ルース・ベネディクト/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 R007.3 デジタルコンテンツ白書 2018
経済産業省商務情報政策局/監修 デ
ジタルコンテンツ協会/編

デジタルコンテンツ協会

2 R014.3 日本目録規則 日本図書館協会目録委員会/編 日本図書館協会

3 R028.0 大江健三郎全小説 2011-2013 DBジャパン/編集 DBジャパン

4 R070.5 日本新聞年鑑 2019 日本新聞協会/編集 日本新聞協会

5 R203.2 世界史年表・地図 亀井高孝/編 三上次男/編 吉川弘文館

6 R210.3 日本史年表・地図 児玉幸多/編 吉川弘文館

7 R281.0 職員録 平成31年版　(上・下) 国立印刷局/編 国立印刷局

8 R281.0 教科書に載った日本史人物1000人 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

9 R330.3 経済学辞典 辻正次/編著 竹内信仁/編著 中央経済社

10 R337.2 日本貨幣カタログ 2019 日本貨幣商協同組合/編集 日本貨幣商協同組合

11 R350.9 世界統計年鑑 61集 2018 国際連合統計局/編集 原書房編集部
/訳 原書房

12 R351 日本統計年鑑 第68回 2019 総務省統計局/編集 日本統計協会

13 R364.3 保険と年金の動向 2018/2019 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

14 R367.2 女性白書 2018 日本婦人団体連合会/編 ほるぷ出版

15 R369.2 介護老人施設・老人ホーム計画一覧 2018-2019  産業タイムズ社

16 R386.0 世界のお正月百科事典 ウィリアム・D.クランプ/著 澤田治
美/監訳 柊風舎

17 R452.9 雪と氷の事典 日本雪氷学会/監修 朝倉書店

18 R480.3 動物学の百科事典 日本動物学会/編 丸善出版

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

19 R485.7 日本産クモ類生態図鑑 小野展嗣/著 緒方清人/著 東海大学出版部

20 R491.3 骨の事典 鈴木隆雄/総編集 林泰史/総編集 朝倉書店

21 R539.0 原子力白書 平成29年度版 原子力委員会/編集 シンソー印刷

22 R606 ものづくり記念館博物館事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

23 R657.0 <原色>木材加工面がわかる樹種事典 河村寿昌/著 西川栄明/著 誠文堂新光社

24 R687.2 数字でみる航空 2018 国土交通省航空局/監修
空港振興・環境整備支援
機構

25 R689.4 アニメツーリズム白書 2018速報版  アニメツーリズム協会

26 R705.9 美術年鑑 2019 美術年鑑編集部/編集 美術年鑑社

27 R780.6 オリンピックの本3000冊 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

28 R810.7 日本語学校全調査 2018 エスアイケイアイ出版部/編集 エスアイケイアイ出版部

29 R813.2 角川新字源 小川環樹/編 西田太一郎/編 KADOKAWA

30 R813.2 漢字源 藤堂明保/編 松本昭/編 学研プラス

31 R813.2 例解新漢和辞典 山田俊雄/編著 戸川芳郎/編著 三省堂

32 R829.3 パスポート初級タイ語辞典 宇戸清治/編 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T027.3 久泉迪雄 著作・活動の記録 久泉迪雄/編 久泉迪雄

2 T188.7 ラジオde歎異抄 土岐慶正/著 富山新聞社

3 T209.6 米騒動100年 北日本新聞社編集局/編 北日本新聞社

4 T209.6 米騒動から100年 米騒動100年水橋実行委員会/編
米騒動100年水橋実行委員
会

5 T232.1 富山城跡発掘調査報告書 北陸航測株式会社/編
富山市教育委員会埋蔵文
化財センター

6 T290.9 何度も行きたい北陸の旅  京阪神エルマガジン社

7 T302 南砺 八魂一如 富山新聞社報道局/編 富山新聞社

8 T305 富大経済論集 第64巻第2号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

9 T314 富山県議会定例会会議録 平成30年9月 富山県議会/編 富山県議会

10 T317.6 富山県総合計画 元気とやま創造計画 富山県総合政策局企画調整室/編
富山県総合政策局企画調
整室

11 T318 水橋町合併史[複製] 水橋町/編 水橋町 水橋町

12 T344 予算特別委員会会議録 平成30年9月 富山県議会/編 富山県議会

13 T365 空き家のはなし 富山市都市整備部居住対策課/編 富山市

14 T369 富山県民福祉基本計画 富山県厚生部厚生企画課/編 富山県厚生部厚生企画課

15 T369 少年指導センター要覧 平成30年度 富山市少年指導センター/編 富山市少年指導センター

16 T369.2 みつけた!とやまde介護のお仕事 2019 Spring 富山県健康・福祉人材センター/編
富山県健康・福祉人材セ
ンター

17 T379.1 富山大学地域連携推進機構生涯学習部門年報 第20巻
富山大学地域連携推進機構生涯学習
部門/編

富山大学地域連携推進機
構生涯学習部門

18 T380.5 とやまの曳山 とやまの文化遺産魅力発信事業実行
委員会/編

とやまの文化遺産魅力発
信事業実行委員会

19 T490.5 富山県立中央病院医学雑誌 第41巻 第1.2号 平成30年 富山県立中央病院研修部/編 富山県立中央病院

20 T490.5 富山県立中央病院医学雑誌 第41巻 第3.4号 平成30年 富山県立中央病院研修部/編 富山県立中央病院

21 T499.3 富山県薬事総合研究開発センター年報 第45号 平成29年度
富山県薬事総合研究開発センター/
編

富山県薬事総合研究開発
センター

22 T519.5 富山大学環境報告書 2018 富山大学環境安全推進センター/編
富山大学環境安全推進セ
ンター

23 T519.5 産業廃棄物の適正処理を目指して 平成30年
富山県環境政策課廃棄物対策班/編
富山市環境政策課廃棄物対策係/編

富山県産業廃棄物協会

24 T596 街食本 2019 シー・エー・ピー/編 シー・エー・ピー

25 T908 四季 第46号 北日本四季の会/編 北日本四季の会

26 T911.2 大伴家持生誕1300年記念式典 富山県/編 富山県

27 T911.2 越の国から 吉崎四郎/監修 幡谷廣司/編 現代万葉の会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 147 冥途のお客 佐藤愛子/著 埼玉福祉会

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

2 215 学校では習わない江戸時代 山本博文/著 埼玉福祉会

3 490.4 小児病棟の四季 細谷亮太/著 埼玉福祉会

4 491.3 欲望する脳 茂木健一郎/著 埼玉福祉会

5 493.1 老人の取扱説明書 平松類/著 SBクリエイティブ

6 778.2 沢村貞子という人 山崎洋子/著 埼玉福祉会

7 914.6 不幸な国の幸福論 加賀乙彦/著 埼玉福祉会

8 914.6 漱石の長襦袢 （上・下） 半藤末利子/著 埼玉福祉会

9 914.6 その日暮らし 森まゆみ/著 埼玉福祉会

10 916 全盲の僕が弁護士になった理由(ワケ) 大胡田誠/著 大活字文化普及協会

11 F 難儀でござる （上・下） 岩井三四二/著 埼玉福祉会

12 F 愚者の毒 （1～3巻） 宇佐美まこと/著 大活字文化普及協会

13 F 家康、江戸を建てる （1～3巻） 門井慶喜/著 大活字文化普及協会

14 F 妻恋坂 （上・下） 北原亞以子/著 埼玉福祉会

15 F 和菓子のアン （上・下） 坂木司/著 埼玉福祉会

16 F かたみ歌 （1・2巻） 朱川湊人/著 埼玉福祉会

17 F 夏草の賦 （1～４巻） 司馬遼太郎/著 埼玉福祉会

18 F 残りの雪 （上 1・2巻) 立原正秋/著 大活字文化普及協会

19 F 残りの雪  (下 1・2巻) 立原正秋/著 大活字文化普及協会

20 F 菊日和 津村節子/著 埼玉福祉会

21 F 遍路みち 津村節子/著 埼玉福祉会

22 F 乱反射 （上・中・下） 貫井徳郎/著 埼玉福祉会

23 F 草笛物語 （1・2巻） 葉室麟/著 大活字文化普及協会

24 F 春風伝 （上・中・下） 葉室麟/著 埼玉福祉会

25 F 虎の城 （上 1～4巻） 火坂雅志/著 大活字文化普及協会

26 F 虎の城 （下 1～4巻） 火坂雅志/著 大活字文化普及協会

27 F 老いの入舞い （上・下） 松井今朝子/著 埼玉福祉会

28 F プライド （上・下） 真山仁/著 埼玉福祉会

29 F 遠い勝鬨 （上・下） 村木嵐/著 埼玉福祉会

30 F 人情裏長屋 （上・下） 山本周五郎/著 埼玉福祉会

31 F 血族 山口瞳/著 大活字文化普及協会

32 F 日曜日たち 吉田修一/著 埼玉福祉会

33 F 真相 （上・下） 横山秀夫/著 埼玉福祉会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あるけ!ねがいをこめて
モニカ・カリング/文 フェリシタ・
サラ/絵 フレーベル館

2 E あるひありのアントニオくん ばんそうこうたんじょうものがたり 石津ちひろ/ことば 高畠純/え ポプラ社

3 E 「いたいっ!」がうんだ大発明 ばんそうこうたんじょうものがたり
バリー・ウィッテンシュタイン/文
クリス・スー/絵 光村教育図書

4 E いちばんどりいちぬけた 日隈みさき/作 あかね書房

5 E うかいのうがい さくらせかい/作 ブロンズ新社

6 E うみのごちそうしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

7 E おおかみのおなかのなかで
マック・バーネット/文 ジョン・ク
ラッセン/絵 徳間書店

8 E お正月 桂文我/ぶん 国松エリカ/え BL出版

9 E おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? トロル/さく・え ポプラ社

10 E おにのおにいさん さいとうしのぶ/作・絵 ひさかたチャイルド

11 E オフロケット ザ・キャビンカンパニー/著 白泉社

12 E おやすみクマタン 若槻千夏/著 主婦の友社

13 E かんぺきなこども
ミカエル・エスコフィエ/作 マ
チュー・モデ/絵 ポプラ社

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 E 金の鳥 八百板洋子/文 さかたきよこ/絵 BL出版

15 E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん どうぶつのおはなし すとうあさえ/作・再話 くもん出版

16 E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん のりもののおはなし やまもとしょうぞう/作 くもん出版

17 E ごろべえもののけのくにへいく おおともやすお/作・絵 童心社

18 E さぁ、てをだして スギヤマカナヨ/著 アリス館

19 E さるのてぶくろ 花岡大学/作 野村たかあき/絵 鈴木出版

20 E スタシスさんのスポーツ仮面 スタシス・エイドリゲーヴィチュス
/絵 中川素子/文 岩崎書店

21 E ぜったいにさわっちゃダメ? ビル・コッター/さく サンクチュアリ出版

22 E そらのうえのそうでんせん 鎌田歩/作 アリス館

23 E だいじょうぶじゃない 松田もとこ/作 狩野富貴子/絵 ポプラ社

24 E だーるまさんだーるまさん おおなり修司/文 きむらよしお/絵 絵本館

25 E たぬきのおもち せなけいこ/作・絵 金の星社

26 E たべたよクマタン 若槻千夏/著 主婦の友社

27 E ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん 田島かおり/著 白泉社

28 E つちをほらなくなったスチームショベル
ジョージ・ウォルターズ/文 ロ
ジャー・デュボアザン/絵 好学社

29 E 南極点 関屋敏隆/文・型染版画 ポプラ社

30 E にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん
うえだしげこ/ぶん・え 山田雄司/
監修 大日本図書

31 E ねこのオーランドーたのしい日々 キャスリーン・ヘイル/さく こみや
ゆう/やく 好学社

32 E ねずみのマウリッツ イングリット・シューベルト/作
ディーター・シューベルト/作 文化学園文化出版局

33 E 歯のえほん エドワード・ミラー/作 千葉茂樹/
訳 光村教育図書

34 E ひだまり 林木林/文 岡田千晶/絵 光村教育図書

35 E ベンソン先生にあたしはきっと☆はもらえない ジェニファー・K.マン/作 青山南/
訳 光村教育図書

36 E まめまきできるかな すとうあさえ/ぶん 田中六大/え ほるぷ出版

37 E むし歯のしょうたい 楠章子/文 ながおかえつこ/絵 くもん出版

38 E ムーミントロールと氷のおまつり トーベ・ヤンソン/原作・絵 ラル
ス・ヤンソン/原作・絵 徳間書店

39 E ももももてんしのかぞえうた もとしたいづみ/ぶん みなみくうく
う/え アリス館

40 E やましたくんはしゃべらない 山下賢二/作 中田いくみ/絵 岩崎書店

41 E ゆきのよるに いもとようこ/文・絵 金の星社

42 E わるものパパのだいだいだーいファン 板橋雅弘/作 サトウマサノリ/絵 岩崎書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 AIのひみつ 2 香山瑞恵/監修 フレーベル館

2 K007 プログラミングえほん 2 松田孝/監修 フレーベル館

3 K007 Scratch3.0入門 RYUAN/著 ビー・エヌ・エヌ新社

4 K031 玉川百科こども博物誌 8 小原芳明/監修 玉川大学出版部

5 K159 きみを変える50の名言 佐久間博/文 pon-marsh/絵 汐文社

6 K167 モスクへおいでよ 瀧井宏臣/著 小峰書店

7 K211 わくわく!探検れきはく日本の歴史 4 国立歴史民俗博物館/編 吉川弘文館

8 K215 新選組 楠木誠一郎/文 山田章博/絵 講談社

9 K289 ある若き死刑囚の生涯  （ちくまプリマー新書） 加賀乙彦/著 筑摩書房

10 K289 星の旅人 小前亮/著 小峰書店

11 K290 世界あっちこっちくらし探検 スージー・レイ/文 グレッグ・パプ
ロツキ/絵 汐文社

12 K290 世界こども図鑑  昭文社

13 K291 都道府県ふるさとじまん図鑑 鎌田和宏/監修 学研プラス

14 K291 日本こども図鑑  昭文社

15 K302 世界のいまを伝えたい 久保田弘信/著 汐文社

16 K313 池上彰と考える「民主主義」 1 池上彰/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 K313 天皇制ってなんだろう? 宇都宮健児/著 平凡社

18 K319 こんなに恐ろしい核兵器 1 鈴木達治郎/著 光岡華子/著 ゆまに書房

19 K334 池上彰が解説したい!国民・移民・難民 2 稲葉茂勝/著 池上彰/監修 筑摩書房

20 K378 点字はじめの一歩 1 黒崎惠津子/文 朝倉めぐみ/絵 汐文社

21 K384 売り声図鑑 2 宮田章司/文 瀬知エリカ/絵 絵本塾出版

22 K388 日本の妖怪をさがせ! グループ・コロンブス/編 WAVE出版

23 K388 クセがつよい妖怪事典 左古文男/画と文 荒俣宏/監修 小学館

24 K388 もしものときの妖怪たいさくマニュアル 3 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 9 柳田理科雄/著 きっか/絵 汐文社

26 K407 科学のタネを育てよう 3・4巻  少年写真新聞社

27 K410 数学と恋に落ちて 方程式を極める篇 （岩波ジュニア新書）
ダニカ・マッケラー/著 菅野仁子/
訳 岩波書店

28 K410 数学と恋に落ちて 未知数に親しむ篇 （岩波ジュニア新書）
ダニカ・マッケラー/著 菅野仁子/
訳 岩波書店

29 K420 単位図鑑 高橋丈夫/監修 あかね書房

30 K430 めんそーれ!化学  （岩波ジュニア新書） 盛口満/著 岩波書店

31 K440 へんてこりんな宇宙図鑑 岩谷圭介/文 柏原昇店/絵 キノブックス

32 K445 火星を知る! 三品隆司/構成・文 吉川真/監修 岩崎書店

33 K448 基礎からわかる地図の大百科 2 田代博/著 こどもくらぶ/編 岩崎書店

34 K451 つらら 細島雅代/写真 伊地知英信/文 ポプラ社

35 K457 日本の恐竜大研究 冨田幸光/監修 PHP研究所

36 K471 まいて観察!たね図鑑 2 おくやまひさし/著 汐文社

37 K480 ブラックないきもの図鑑 今泉忠明/監修 横山みゆき/絵 朝日新聞出版

38 K480 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック 驚きのはなれワザ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ/編 NHK出版

39 K480 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック 子育てのふしぎ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ/編 NHK出版

40 K480 もっと!へんな生き物ずかん 早川いくを/著 柴田佳秀/監修 ほるぷ出版

41 K481 海でギリギリ生き残ったらこうなりました。 鈴木香里武/著 eko/絵 KADOKAWA

42 K482 劇場版ダーウィンが来た!アフリカ新伝説なぜ?なに?動物図鑑
NHK「ダーウィンが来た!」制作班/
著 犬養ヒロ/漫画 宝島社

43 K489 山の子テンちゃん 佐和みずえ/著 汐文社

44 K489 ミッション・ライオン・レスキュー アシュリー・ブラウン・ブリュエッ
ト/著 田中直樹/日本版企画監修

ハーパーコリンズ・ジャ
パン

45 K491 からだのなかのびっくり事典 こざきゆう/文 奈良信雄/監修 ポプラ社

46 K491 おしっこ“小”百科 ヤクプ・プラヒー/絵と文 阿部賢一
/訳 河出書房新社

47 K491 ミクロワールド人体大図鑑 5 宮澤七郎/監修 島田達生/監修 小峰書店

48 K502 くらしを変えた日本の技術 1 国立科学博物館産業技術史資料情報
センター/監修 くもん出版

49 K510 歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物! 2  教育画劇

50 K518 浄水場・下水処理場図鑑 梅澤真一/監修 金の星社

51 K518 清掃工場・リサイクル施設図鑑 梅澤真一/監修 金の星社

52 K519 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀/著 旬報社

53 K536 新しいでんしゃいっぱい図鑑 井上廣和/監修 チャイルド本社

54 K536 乗りもの 海老原美宜男/監修 学研プラス

55 K536 鉄道運転マニュアル  
スタジオタッククリエイ
ティブ

56 K548 micro：bitであそぼう! 高松基広/著 技術評論社

57 K588 にゅうさん菌 佐々木泰子/監修 ヒロミチイト/絵 農山漁村文化協会

58 K589 文房具を使いこなす 2 WILLこども知育研究所/編 フレーベル館

59 K596 にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西恵里子/作 汐文社

60 K602 地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 5 西戸山学/著 岩崎書店

61 K602 日本全国おみやげ図鑑 西日本編  フレーベル館

62 K616 ダイズの大百科 国分牧衛/編 農山漁村文化協会

63 K626 野菜を守れ!テントウムシ大作戦 谷本雄治/著 汐文社

64 K645 子ねこリレー大作戦 今西乃子/著 浜田一男/写真 合同出版

‐ 30 ‐



No, 分類 書名 著者名 出版社

65 K645 めざせ、和牛日本一! 堀米薫/著 くもん出版

66 K672 昭和のお店屋さん 藤川智子/作 ほるぷ出版

67 K709 みんなが知りたい!世界遺産 カルチャーランド/著 メイツ出版

68 K750 どんどん!どんぐり工作 2・3巻 まるばやしさわこ/作 汐文社

69 K754 人気の変な生き物と絶滅動物折り紙あそび いしばしなおこ/著 ブティック社

70 K780 参加しよう!東京パラリンピックとバリアフリー 2 山岸朋央/著 DPI日本会議/協力 汐文社

71 K780 アスリートがくれた元気が出る言葉  あかね書房

72 K782 金栗四三 佐野慎輔/文 しちみ楼/絵 小峰書店

73 K783 最強テクと戦い方がよくわかる!小学生の卓球必勝のポイント50 小泉慶秀己/監修 メイツ出版

74 K784 カーリング女子 田中充/編 汐文社

75 K786 BMXレース ベースボール・マガジン社/編集 渡
辺浩嗣/監修

ベースボール・マガジン
社

76 K796 将棋のすべて 1～3巻 村瀬信也/監修 岩崎書店

77 K798 じゃんけん必勝法 稲葉茂勝/著 今人舎

78 K798 天才ひっかけクイズ 東大ひっかけブラザーズ/作 オーモ
リシンジ/絵 ポプラ社

79 K814 知っておきたい教科書に出てくる故事成語 1～3巻 全国漢文教育学会/編 汐文社

80 K908 おはなしのろうそく 32 東京子ども図書館/編 東京子ども図書館

81 K908 5分後に意外な結末ex チョコレート色のビターエンド 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

82 K908 5分後に意外な結末ex バラ色の、トゲのある人生 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

83 K911 しびれる短歌  （ちくまプリマー新書） 東直子/著 穂村弘/著 筑摩書房

84 K912 義経千本桜 越水利江子/著 十々夜/絵 岩崎書店

85 K913 砂に書いた名前 赤川次郎/著 汐文社

86 K913 おねえちゃんって、まいにちはらはら! いとうみく/作 つじむらあゆこ/絵 岩崎書店

87 K913 花のお江戸の蝶の舞 岩崎京子/作 佐藤道明/絵 てらいんく

88 K913 おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン! 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

89 K913 SFショートストーリー傑作セレクション ロボット篇 日下三蔵/編 汐文社

90 K913 ハニーのためにできること 楠章子/作 松成真理子/絵 童心社

91 K913 少女は森からやってきた 小手鞠るい/著 PHP研究所

92 K913 わたしを決めつけないで 小林深雪/著 落合由佳/著 講談社

93 K913 ウパーラは眠る 小森香折/作 三村晴子/絵 BL出版

94 K913 子ども食堂かみふうせん 齊藤飛鳥/著 国土社

95 K913 天地ダイアリー ささきあり/作 フレーベル館

96 K913 Q部あるいはCUBEの始動 ささきかつお/著 PHP研究所

97 K913 あやめさんのひみつの野原 島村木綿子/作 かんべあやこ/絵 国土社

98 K913 女神のデパート 4 菅野雪虫/作 椋本夏夜/絵 ポプラ社

99 K913 牙王物語 戸川幸夫/著 田中豊美/画 新評論

100 K913 ゆかいな床井くん 戸森しるこ/著 講談社

101 K913 こちらへそ神異能少年団 奈雅月ありす/作 アカツキウォー
カー/絵 ポプラ社

102 K913 がんばれ給食委員長 中松まるは/作 石山さやか/絵 あかね書房

103 K913 窓をあけて、私の詩をきいて 名木田恵子/著 出版ワークス

104 K913 やぎこ先生いちねんせい ななもりさちこ/文 大島妙子/絵 福音館書店

105 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 恐怖の手紙 PHP研究所/編 PHP研究所

106 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 恋の手紙 PHP研究所/編 PHP研究所

107 K913 火狩りの王 1 日向理恵子/作 山田章博/絵 ほるぷ出版

108 K913 レイトンミステリー探偵社 3・4巻 日野晃博/原作 氷川一歩/著 小学館

109 K913 魔天使マテリアル 26 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/絵 ポプラ社

110 K913 俳句ガール 堀直子/作 高橋由季/絵 小峰書店

111 K913 わたしの家はおばけ屋敷 山中恒/作 ちーこ/絵 KADOKAWA

112 K913 はらぺこペンギンのぼうけん 吉野万理子/作 松成真理子/絵 講談社
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113 K913 戦国ベースボール 14 りょくち真太/作 トリバタケハルノ
ブ/絵 集英社

114 K915 ルイジンニョ少年 かどのえいこ/文 福原幸男/絵 ポプラ社

115 K933 若草物語 1 オルコット/作 谷口由美子/訳 講談社

116 K933 古代ローマ黄金のワシ メアリー・ポープ・オズボーン/著
食野雅子/訳 KADOKAWA

117 K933 マジックウッズ戦記 1 （上・下）
クレシッダ・コーウェル/作 相良倫
子/共訳 小峰書店

118 K933 ミオととなりのマーメイド 4
ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨
/訳 ポプラ社

119 K933 オポッサムはないてません フランク・タシュリン/文・絵 小宮
由/訳 大日本図書

120 K933 ぼくはくまですよ フランク・タシュリン/文・絵 小宮
由/訳 大日本図書

121 K933 ジュリアが糸をつむいだ日
リンダ・スー・パーク/作 ないとう
ふみこ/訳 徳間書店

122 K933 ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン/
さく 上條由美子/やく 福音館書店

123 K933 あべこべ世界の怪物たちクリーカーズ トム・フレッチャー/著 橋本恵/訳 静山社

124 K933 ステラ・モンゴメリーの冒険 1
ジュディス・ロッセル/作 日当陽子
/訳 評論社

125 K933 暗号クラブ 14 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

126 K943 くろグミ団は名探偵(消えた楽譜) ユリアン・プレス/作・絵 大社玲子
/訳 岩波書店

127 K949 ピッピ船にのる アストリッド・リンドグレーン/作 岩波書店

128 K989.5 ほたるっこ ヤン・カラフィアート/作 進藤嘉子
/訳 ドン・ボスコ社
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