
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 国家と教養  （新潮新書） 藤原正彦/著 新潮社

2 002.7 未来のエリートのための最強の学び方 佐藤優/著
集英社インターナショ
ナル

3 002.7 手帳と日本人  （NHK出版新書） 舘神龍彦/著 NHK出版

4 007.1 はじめての人工知能 淺井登/著 翔泳社

5 007.1 中学数学からはじめる暗号入門 関根章道/著 技術評論社

6 007.1 AIにできること、できないこと 藤本浩司/著 柴原一友/著 日本評論社

7 007.3 テクノロジーの地政学 シバタナオキ/著 吉川欣也/著 日経BP社

8 007.3 ビジネスに効く!教養として身につけたいテクノロジー 玉城絵美/著 総合法令出版

9 007.3 ITナビゲーター 2019年版 野村総合研究所ICTメディア・サービ
ス産業コンサルティング部/著 東洋経済新報社

10 007.3 人工知能と株価資本主義 本山美彦/著 明石書店

11 007.3 地域で活きる実践IoT テレコミュニケーション編集部/編
NTT東日本ビジネス開発本部/監修 リックテレコム

12 007.3 LINE/Facebook/Twitter/Instagramの「わからない!」をぜんぶ解決する本  洋泉社

13 007.6 Web学習アプリ対応C言語入門  (ブルーバックス) 板谷雄二/著 講談社

14 007.6 できるPowerPoint 2019 井上香緒里/著 できるシリーズ編集
部/著 インプレス

15 007.6 Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド 上野宣/著 翔泳社

16 007.6 ブロックチェーン  （ブルーバックス） 岡嶋裕史/著 講談社

17 007.6 今すぐ使えるかんたんJimdo 門脇香奈子/著 技術評論社

18 007.6 今すぐ使えるかんたんExcel 2019 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

19 007.6 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2019 技術評論社編集部/著 稲村暢子/著 技術評論社

20 007.6 今すぐ使えるかんたんWord & Excel 2019 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

21 007.6 今すぐ使えるかんたんWord 2019 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

22 007.6 キーワードで学ぶ最新情報トピックス 2019 久野靖/監修 佐藤義弘/監修 日経BP社

23 007.6 Illustratorはじめての教科書 齋藤香織/著 SBクリエイティブ

24 007.6 Vue.js & Nuxt.js超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

25 007.6 ドローンプログラミング 春原久徳/著 福地大輔/著 翔泳社

26 007.6 最新データサイエンスがよ〜くわかる本 高木章光/著 鈴木英太/著 秀和システム

27 007.6 やさしいJava 高橋麻奈/著 SBクリエイティブ

28 007.6 これだけやれば集客できるはじめてのSEO 瀧内賢/著 ソシム

29 007.6 できるExcel 2019
小舘由典/著 できるシリーズ編集部/
著

インプレス

30 007.6 できるWord 2019 田中亘/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

31 007.6 できるWord & Excel 2019 田中亘/著 小舘由典/著 インプレス

32 007.6 かんたんパソコン入門 丹羽信夫/著 Kaoru Walker/イラスト 技術評論社

33 007.6 UIデザインの教科書 原田秀司/著 翔泳社

34 007.6 できるゼロからはじめるiPhone ⅩS/ⅩS Max/ⅩR超入門 法林岳之/著 白根雅彦/著 インプレス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 007.6 いちばんやさしい60代からのiPhone ⅩS/ⅩS Max/ⅩR 増田由紀/著 日経BP社

36 007.6 はじめてのExcel 2019 村松茂/著 秀和システム

37 007.6 WordPressはじめてのデザイン&カスタマイズ入門 茂木葉子/著 岩本修/著 技術評論社

38 007.6 アルゴリズムはじめの一歩完全攻略 矢沢久雄/著 技術評論社

39 007.6 はじめてのWord 2019 吉岡豊/著 秀和システム

40 007.6 完全理解!macOS Mojaveスグ効く便利技  マイナビ出版

41 010.2 図書館の日本史 新藤透/著 勉誠出版

42 010.4 人物図書館 坂口雅樹/編著 郵研社

43 010.4 2033年の日本と図書館に向けて 吉井潤/著 樹村房

44 019 読書する人だけがたどり着ける場所  （SB新書） 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

45 019.1 偏差値95、京大首席合格者が教える「京大読書術」 粂原圭太郎/著 KADOKAWA

46 019.1 1冊読み切る読書術 齋藤孝/著 ダイヤモンド社

47 019.1 「すぐやる人」の読書術 塚本亮/著 明日香出版社

48 019.5 スポーツするえほん 中川素子/著 岩波書店

49 019.5 どの絵本読んだらいいですか? 向井惇子/述 向井ゆか/編 かもがわ出版

50 019.9 行く先はいつも名著が教えてくれる 秋満吉彦/著 日本実業出版社

51 024.0 “新しい「好き」”が生まれる場所へ僕たちが舵を切った日々のこと。 梅谷知宏/著 徳間書店

52 049 わたしのすきなもの 福岡伸一/著 婦人之友社

53 049 マイ遺品セレクション みうらじゅん/著 文藝春秋

54 049 できる大人は知っている!雑学無敵の237 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

55 080 大清律刑律 1 谷井俊仁/訳解 谷井陽子/訳解 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 暴力をめぐる哲学 飯野勝己/編著 樋口浩造/編著 晃洋書房

2 104 5歳からの哲学 ベリーズ・ゴート/著 モラグ・ゴー
ト/著 晶文社

3 104 今からはじめる哲学入門 戸田剛文/編 京都大学学術出版会

4 114.2 ひとりの覚悟  （ポプラ新書） 山折哲雄/著 ポプラ社

5 121.0 日本人の自然観 鈴木貞美/著 作品社

6 121.5 小林秀雄の悲哀 橋爪大三郎/著 講談社

7 121.5 江戸の思想闘争 山泰幸/著 KADOKAWA

8 130 哲学の話 朴一功/著 京都大学学術出版会

9 130.4 世界の哲学者に学ぶ人生の教室 白取春彦/著 冀剣制/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

10 140 進化心理学から考えるホモサピエンス
アラン・S.ミラー/著 サトシ・カナ
ザワ/著 パンローリング

11 141.3 KGBスパイ式記憶術 デニス・ブーキン/著 カミール・
グーリーイェヴ/著 水王舎

12 141.5 世界初は「バカ」がつくる 生田幸士/著 さくら舎

13 141.5 第一印象の科学 アレクサンダー・トドロフ/著 中里
京子/訳 みすず書房

14 146.8 すべての罪悪感は無用です 斎藤学/著 扶桑社

15 146.8 10代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄/著 誠文堂新光社

16 146.8 心の援助にいかす精神分析の治療ポイント 平井孝男/著 創元社

17 151.2 無責任の新体系 荒木優太/著 晶文社

18 151.6 本当にピンチの時に読む三大「幸福論」 齋藤孝/著 コスミック出版

19 155 国体はどのように語られてきたか 小林敏男/著 勉誠出版

20 155 くわしすぎる教育勅語 高橋陽一/著 太郎次郎社エディタス

21 159 孤独に強くなる9つの習慣 植西聰/著 ワニ・プラス

22 159 やってはいけない7つの「悪い」習慣
デビッド・M.R.コヴィー/著 ス
ティーブン・M.マーディクス/著 日本実業出版社

23 159 頭の中の貧乏神を追い出す方法 菅原道仁/著 KADOKAWA

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 159 頭が冴える!毎日が充実する!スゴい早起き 塚本亮/著 すばる舎

25 159 自分を動かす習慣 張替一真/著 横井いづみ/絵 ぱる出版

26 159.2 すぐに真似できる天才たちの習慣100 教養総研/著 KADOKAWA

27 159.4 すぐ「決めつける」バカ、まず「受けとめる」知的な人 安達裕哉/著 日本実業出版社

28 159.4 50代からの「稼ぐ力」 大前研一/著 小学館

29 159.4 天才を殺す凡人 北野唯我/著 日本経済新聞出版社

30 159.4 がんばらない働き方
ピョートル・フェリクス・グジバチ/
著

青春出版社

31 159.4 いつも成功している人の心のマネジメント術 田中晋也/著 合同フォレスト

32 159.4 仕事と心の流儀  （講談社現代新書） 丹羽宇一郎/著 講談社

33 159.4 NO HARD WORK! ジェイソン・フリード/著 早川書房

34 159.4 コーチングの神様が教える「できる女」の法則 サリー・ヘルゲセン/著 マーシャ
ル・ゴールドスミス/著 日本経済新聞出版社

35 159.6 誰かが私をきらいでも 及川眠子/著 ベストセラーズ

36 159.6 自分を躾ける 加藤ゑみ子/文と絵
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

37 159.6 子育てママがほっとする魔法の言葉 西沢泰生/著 秀和システム

38 159.6 笑顔と思いやりで幸せになる 坂東眞理子/著 清流出版

39 159.8 世界の名言名句1001 ロバート・アープ/責任編集 大野晶
子/訳 三省堂

40 162 古代オリエントの神々  （中公新書） 小林登志子/著 中央公論新社

41 164.1 風土記と古代の神々 滝音能之/著 平凡社

42 164.3 物語北欧神話 (上・下） ニール・ゲイマン/著 金原瑞人/訳 原書房

43 167.3 クルアーン 水谷周/監訳著 杉本恭一郎/訳補完 国書刊行会

44 169.1 「オウム」は再び現れる  （中公新書ラクレ） 島田裕巳/著 中央公論新社

45 176 事典古代の祭祀と年中行事 岡田莊司/編 吉川弘文館

46 182 仏教抹殺  （文春新書） 鵜飼秀徳/著 文藝春秋

47 184 脳に振り回されない生活 小池龍之介/著 朝日新聞出版

48 184 やっかいな人を自分のお城に入れない方法 小池龍之介/著 マガジンハウス

49 188.5 密教の仏がわかる本 下泉全暁/著 大法輪閣

50 188.6 里の播隆 黒野こうき/著 まつお出版

51 188.6 山の播隆 黒野こうき/著 まつお出版

52 188.8 禅に学ぶ明るい人生 釈宗演/著 国書刊行会

53 188.8 禅入門 細川晋輔/監修 淡交社

54 191.1 神とは何か  （講談社現代新書） 稲垣良典/著 講談社

55 193.1 旧約聖書入門 3 大野惠正/著 新教出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 若い読者のための考古学史
ブライアン・フェイガン/著 広瀬恭
子/訳

すばる舎

2 209 図解でわかる14歳から知る影響と連鎖の全世界史 インフォビジュアル研究所/著 大角
修/著 太田出版

3 209 人類5000年史 2 （ちくま新書） 出口治明/著 筑摩書房

4 210.2 日本考古学・最前線 日本考古学協会/編 雄山閣

5 211 日本国紀 百田尚樹/著 幻冬舎

6 211 「日本国紀」の副読本 百田尚樹/著 有本香/著 産経新聞出版

7 212.5 縄文時代の歴史  （講談社現代新書） 山田康弘/著 講談社

8 212.5 縄文探検隊の記録  （インターナショナル新書） 夢枕獏/著 岡村道雄/著
集英社インターナショ
ナル

9 213.2 邪馬台国時代の東海の王 東之宮古墳 赤塚次郎/著 新泉社

10 213.7 現代語訳小右記 7 藤原実資/記 倉本一宏/編 吉川弘文館

11 213.9 平氏が語る源平争乱 永井晋/著 吉川弘文館

12 214 中世史講義  （ちくま新書） 高橋典幸/編 五味文彦/編 筑摩書房

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 214 軍事の日本史  （朝日新書） 本郷和人/著 朝日新聞出版

14 215 墓が語る江戸の真実  （新潮新書） 岡崎守恭/著 新潮社

15 215 大江戸武士の作法 小和田哲男/監修 G.B.

16 216 日本人の明治観をただす 中塚明/著 高文研

17 217 国家はいかに「楠木正成」を作ったのか 谷田博幸/著 河出書房新社

18 217.5 シベリア抑留者への鎮魂歌(レクイエム) 富田武/著 人文書院

19 219.3 徳川家康の江戸プロジェクト  （祥伝社新書） 門井慶喜/著 祥伝社

20 219.4 地域・交流・暮らし 加能地域史研究会/編 群馬歴史民俗
研究会/編 岩田書院

21 220 読む事典シルクロードの世界 シルクロード検定実行委員会/編 NHK出版

22 221.0 高句麗建国物語 金基興/著 尹大辰/監訳 彩流社

23 222.0 「抗日」中国の起源 武藤秀太郎/著 筑摩書房

24 222.0 文化大革命五十年 楊継縄/著 辻康吾/編 岩波書店

25 230.4 図説十字軍 櫻井康人/著 河出書房新社

26 230.5 ヨーロッパ近代史  （ちくま新書） 君塚直隆/著 筑摩書房

27 233.0 乳母の文化史 中田元子/著 人文書院

28 233.0 図説英国執事 村上リコ/著 河出書房新社

29 233.0 <図説>ヴィクトリア朝時代 ジョン・D.ライト/著 角敦子/訳 原書房

30 234.0 民主主義とホロコースト 根本正一/著 現代書館

31 253 ファンタジーランド （上・下） カート・アンダーセン/著 山田美明/
訳 東洋経済新報社

32 280.4 こんな家に住んできた 稲泉連/著 文藝春秋

33 281.0 往生際の日本史 小山聡子/著 春秋社

34 282.2 本当の知性を身につけるための中国古典 守屋淳/著 PHP研究所

35 283.6 スペイン中世烈女物語 西川和子/著 彩流社

36 288.1 日本人のおなまえっ! 日本がわかる名字の謎 NHK番組制作班/編 森岡浩/監修
集英社インターナショ
ナル

37 288.4 天皇皇后両陛下 ともに歩まれた60年 宮内庁侍従職/監修 クレヴィス

38 288.4 降りつむ 皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読 宮内庁侍従職/監修 毎日新聞出版/編 毎日新聞出版

39 288.4 天皇の秘儀と秘史 竹内睦泰/著 学研プラス

40 288.4 知識ゼロからの天皇の日本史 山本博文/著 幻冬舎

41 288.4 皇位継承事典 吉重丈夫/著
PHPエディターズ・グ
ループ

42 288.4 天皇の日本史  洋泉社

43 289 ガンディー  （平凡社新書） 杉本良男/著 平凡社

44 289.1 鷹見泉石 片桐一男/著 中央公論新社

45 289.1 親を愛せない子、子を愛せない親たちへ 窪島誠一郎/著 彩流社

46 289.1 図説明智光秀 柴裕之/編著 戎光祥出版

47 289.1 源頼朝  (中公新書） 元木泰雄/著 中央公論新社

48 290.9 大人の男海外ひとり旅 伊藤伸平/著
ダイヤモンド・ビッグ
社

49 290.9 旅する歴史家 河合敦/著 産業編集センター

50 290.9 海外赴任ガイド 2019 JCM/編集・監修 丸善プラネット

51 290.9 冒険と探検の近代日本 鈴木康史/編著 せりか書房

52 290.9 地球の歩き方 A03 ロンドン 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

53 290.9 地球の歩き方 A21 マドリードとアンダルシア 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

54 290.9 地球の歩き方 A25 中欧 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

55 290.9 地球の歩き方 A27 ハンガリー 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

56 290.9 地球の歩き方 B09 ラスベガス 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

57 290.9 地球の歩き方 D03 北京 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

58 290.9 地球の歩き方 D13　台北・高雄 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

59 290.9 地球の歩き方 D17 タイ 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

60 290.9 地球の歩き方 E04 大連・瀋陽・ハルビン 『地球の歩き方』編集室/編集
ダイヤモンド・ビッグ
社

61 291 日本全国境界未定地の事典 浅井建爾/著 東京堂出版

62 291 読むだけですっきりわかる「やり直しの日本地理」 後藤武士/著 宝島社

63 291 真鍋博の鳥の眼 真鍋博/著 毎日新聞出版

64 291.0 ドライブイン探訪 橋本倫史/著 筑摩書房

65 291.0 ニッポン47都道府県正直観光案内 宮田珠己/著 本の雑誌社

66 291.2 秋田　角館・乳頭温泉郷  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

67 291.2 仙台・松島 宮城  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

68 291.3 文人たちのまち番町麴町 新井巌/著 言視舎

69 291.3 群馬　草津 伊香保・みなかみ  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

70 291.3 秩父・奥多摩　高尾山 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

71 291.3 東京完全版 2020  JTBパブリッシング

72 291.3 ドライブ関東甲信越ベスト  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

73 291.3 箱根  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

74 291.3 横浜　中華街・みなとみらい  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

75 291.4 るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷  '20  JTBパブリッシング

76 291.5 中世の東海道をゆく 榎原雅治/著 吉川弘文館

77 291.5 伊豆  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

78 291.5 家族でおでかけ東海北陸 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

79 291.5 ドライブ東海・北陸信州ベスト 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

80 291.5 名古屋東海北陸絶景さんぽ  JTBパブリッシング

81 291.5 飛驒高山　白川郷・下呂温泉  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

82 291.5 山梨　富士五湖・勝沼・甲府・清里  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

83 291.6 家族でおでかけ関西 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

84 291.6 ドライブ関西ベスト  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

85 291.6 奈良  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

86 291.6 るるぶ大阪ベスト  '20  JTBパブリッシング

87 291.6 るるぶ京都  '20  JTBパブリッシング

88 291.7 るるぶ山口萩下関  '20  JTBパブリッシング

89 291.8 高知県の山 高知県勤労者山岳連盟/著 山と溪谷社

90 291.9 石垣・宮古 竹富島・西表島  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

91 291.9 沖縄　慶良間諸島  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

92 291.9 九州  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

93 291.9 屋久島・奄美　種子島  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

94 291.9 るるぶ大分別府  '20  JTBパブリッシング

95 291.9 るるぶ九州  '20  JTBパブリッシング

96 292.2 台湾  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

97 292.2 24H Taiwan guide  Perfect trip for beginners & repeaters  朝日新聞出版

98 292.3 るるぶシンガポール  '20  JTBパブリッシング

99 292.5 イエティ 雪男伝説を歩き明かす ダニエル・C.テイラー/著 森夏樹/訳 青土社

100 292.9 国境の北と日本人 藤巻光浩/著 緑風出版

101 293.0 地中海を旅する62章 松原康介/編著 明石書店

102 293.7 イタリア  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

103 293.8 大自然とカラフルな街アイスランドへ 大丸智子/著 イカロス出版

104 295.3 ニューヨーク旅行術ガイドブックに載らない達人の知恵55 長峰愛/著 メイツ出版

105 295.3 観光コースでないワシントン 福田直子/著 高文研

106 296.0 パタゴニア、アンデス、アマゾン大自然ガイド さかぐちとおる/写真・文 彩流社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

107 297.8 極夜行前 角幡唯介/著 文藝春秋

108 297.9 南極ではたらく 渡貫淳子/著 平凡社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301.6 社会科学と因果分析 佐藤俊樹/著 岩波書店

2 302 西谷流地球の歩き方 上 西谷文和/著 かもがわ出版

3 302.2 凛としたアジア 伊藤千尋/著 新日本出版社

4 302.2 シリア拘束安田純平の40か月
安田純平/著 ハーバー・ビジネス・
オンライン/編

扶桑社

5 302.3 地図で見るフランスハンドブック 現代編 ジャック・レヴィ/編 コロス研究所/
地図製作 原書房

6 302.5 現代メキシコを知るための70章 国本伊代/編著 明石書店

7 304 問答無用 櫻井よしこ/著 新潮社

8 304 神は詳細に宿る 養老孟司/著 青土社

9 310.4 私が総理大臣ならこうする 大西つねき/著 白順社

10 311.1 サンデル教授、中国哲学に出会う マイケル・サンデル/編著 ポール・
ダンブロージョ/編著 早川書房

11 311.2 リバタリアニズム  （中公新書） 渡辺靖/著 中央公論新社

12 312.1 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上彰/著 海竜社

13 312.1 角さんとじゃじゃ馬 田中眞紀子/著 KADOKAWA

14 316.8 ユダヤ人とユダヤ教  （岩波新書　新赤版） 市川裕/著 岩波書店

15 316.8 わたしもじだいのいちぶです 康潤伊/編著 鈴木宏子/編著 日本評論社

16 316.8 大学による盗骨 松島泰勝/編著 木村朗/編著 耕文社

17 317.7 一目でわかる防火対象物用途別項判定早わかり 消防実務研究会/編著 近代消防社

18 317.7 消防活動教本 兵庫県西宮市消防局/協力・監修 イカロス出版

19 318.4 66の改革項目と事例でつかむ議会改革実践マニュアル 早稲田大学マニフェスト研究所議会
改革調査部会/編著 第一法規

20 319 21世紀,大転換期の国際社会 羽場久美子/編 羽場久美子/[ほか]著 法律文化社

21 319.0 グローバル異文化交流史 御手洗昭治/編著 小笠原はるの/著 明石書店

22 319.2 日本コンプレックス 高月靖/著 バジリコ

23 319.8 アジアの平和と核 広島市立大学広島平和研究所/編 共同通信社

24 319.8 いま、<平和>を本気で語るには ノーマ・フィールド/著 岩波書店

25 321.9 比較法学入門 貝瀬幸雄/著 日本評論社

26 324.1 図解超早わかり18歳成人と法律 南部義典/著
シーアンドアール研究
所

27 324.7 新しい相続・遺産分割のしくみ デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

28 324.7 相続相談標準ハンドブック 奈良恒則/共著 佐藤健一/共著 日本法令

29 324.8
相続・事業承継・認知症対策のためのいちばんわかりやすい家族信託のはな
し

川嵜一夫/著 蟹江乾道/税務監修 日本法令

30 324.8 図解相続対策で信託を使いこなす 宮田房枝/著 中央経済社

31 324.9 フランスの同性婚と親子関係 イレーヌ・テリー/著 石田久仁子/訳 明石書店

32 325 現代商法入門 近藤光男/編 有斐閣

33 327.0 司法試験・予備試験この勉強法がすごい! 平木太生/著 中央経済社

34 327.1 ゼロからスタート!海野禎子の司法書士1冊目の教科書
海野禎子/著 LEC東京リーガルマイン
ド/監修 KADOKAWA

35 327.1 ゼロからスタート!横溝慎一郎の行政書士1冊目の教科書
横溝慎一郎/著 LEC東京リーガルマイ
ンド/監修 KADOKAWA

36 327.3 競売不動産の教科書 山田純男/著 竹本裕美/著 プラチナ出版

37 327.4 一問一答・平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正 内野宗揮/編著 商事法務

38 327.6 東住吉冤罪事件 村山満明/著 岩波書店

39 329 国際法  （ちくま新書） 大沼保昭/著 筑摩書房

40 329.8 国際商取引法 高桑昭/著 東信堂

41 330.7 経済学者の勉強術 根井雅弘/著 人文書院

42 331 アセモグル/レイブソン/リスト マクロ経済学
ダロン・アセモグル/著 デヴィッ
ド・レイブソン/著

東洋経済新報社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 331 資本主義がわかる経済学 阿部太郎/著 大坂洋/著 大月書店

44 331 絵でわかるマクロ経済学 茂木喜久雄/著 講談社

45 331.8 値段と価値 ラジ・パテル/著 福井昌子/訳 作品社

46 332.0 資本主義って悪者なの? ジャン・ジグレール/著 鳥取絹子/訳 CCCメディアハウス

47 332.0 14歳からの資本主義 丸山俊一/著 大和書房

48 332.1 日本経済読本 大守隆/編 東洋経済新報社

49 332.1 日経キーワード 2019-2020 日経HR編集部/編著 日経HR

50 332.1 平成はなぜ失敗したのか 野口悠紀雄/著 幻冬舎

51 333.8 南スーダンに平和をつくる  （ちくま新書） 紀谷昌彦/著 筑摩書房

52 334.3 東大塾これからの日本の人口と社会 白波瀬佐和子/編 東京大学出版会

53 334.3 若者の就職移動と居住地選択 山口泰史/著 古今書院

54 334.4 地図でみる日本の外国人 石川義孝/編 ナカニシヤ出版

55 334.5 日本の「中国人」社会 中島恵/著 日本経済新聞出版社

56 335 法務の技法 芦原一郎/著 中央経済社

57 335 フリーランス1年目の教科書 飯野たから/著 上前剛/監修 自由国民社

58 335 会社は何度でも甦る ジム・ステンゲル/著 トム・ポスト/
著 CCCメディアハウス

59 335 起業と経営の基本知識がわかる本 東京弁護士会親和全期会/著 自由国民社

60 335 起業する前に読む本 橋本忠夫/著 芙蓉書房出版

61 335.2 ASEAN企業地図 桂木麻也/著 翔泳社

62 335.3 インパクトカンパニー 神田昌典/著 PHP研究所

63 335.3 ゼロからスタート!金城順之介の中小企業診断士1冊目の教科書
金城順之介/著 LEC東京リーガルマイ
ンド/監修 KADOKAWA

64 335.3 アトツギよ!ベンチャー型事業承継でカベを突き破れ! 忽那憲治/著 中央経済社

65 335.3 儲かる中小企業 中小企業庁/著 日経BP総研中堅・中
小企業経営センター/編 日経BP社

66 336 ビジネスマンに経営学が必要な理由 陰山孔貴/著
クロスメディア・パブ
リッシング

67 336
SNS公式アカウント運営者のための企業の信頼失墜を防ぐ法的リスク・炎上
対策

小山博章/編著 西頭英明/執筆 第一法規

68 336 一生食えるプロのPDCA 清水久三子/著 かんき出版

69 336 1冊でビシッと身につく!スピード仕事力&整理力 知的生産探求舎/著 PHP研究所

70 336 経営の技法 野村修也/著 久保利英明/著 中央経済社

71 336 図解最新総務・人事労務・経理部門の仕事の基本がわかる事典 林智之/監修 三修社

72 336.1 予測マシンの世紀 アジェイ・アグラワル/著 ジョシュ
ア・ガンズ/著

早川書房

73 336.1 戦略的IoTマネジメント 内平直志/著 ミネルヴァ書房

74 336.1 知識ゼロでも今すぐ使える!ビジネスモデル見るだけノート 平野敦士カール/監修 宝島社

75 336.1 持たざる経営の虚実 松岡真宏/著 日本経済新聞出版社

76 336.1 なかなか自分で決められない人のための「決める」技術 柳生雄寛/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

77 336.2 NOロジック思考 木村尚義/著 ベストセラーズ

78 336.2 実践パワーファシリテーション 楠本和矢/著 すばる舎

79 336.2 実践仮説思考2.0 中野崇/著 すばる舎

80 336.2 マインドフルネス ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編

ダイヤモンド社

81 336.2 効率を超える力
モートン・ハンセン/著 楠木建/監
訳・解説

三笠書房

82 336.2 本質思考トレーニング 米澤創一/著 日本経済新聞出版社

83 336.2 仕事で必ず結果が出るハイパフォーマー思考 渡邉光太郎/著 PHP研究所

84 336.3 誰にも負けない努力 稲盛和夫/述 稲盛ライブラリー/編 PHP研究所

85 336.3 できるリーダーは、「これ」しかやらない 伊庭正康/著 PHP研究所

86 336.3 「勇気づけ」でやる気を引き出す!アドラー流リーダーの伝え方 岩井俊憲/著 秀和システム

87 336.3 管理ゼロで成果はあがる 倉貫義人/著 技術評論社

88 336.3 マネージング・イン・ザ・グレー ジョセフ・L.バダラッコ/著 山形浩
生/訳 丸善出版

89 336.3 最高の上司は、何も教えない。 森泰造/著 ビジネス社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 336.4 即効!成果が上がる話し方の技術 大嶋利佳/著 明日香出版社

91 336.4 トヨタの話し合い 加藤裕治/著 ダイヤモンド社

92 336.4 最新給与計算事務のしくみと手続き 小島彰/監修 三修社

93 336.4 シニア社員の活かし方・処遇の仕方 齋藤清一/著 田中恒行/著 中央経済社

94 336.4 プレゼンの語彙力 下地寛也/著 たかだべあ/イラスト KADOKAWA

95 336.4 知らない人を採ってはいけない 白潟敏朗/著 KADOKAWA

96 336.4 コーチングの基本 鈴木義幸/監修 コーチ・エィ/著 日本実業出版社

97 336.4 まるわかり給与計算の手続きと基本 平成31年度版 竹内早苗/著 労務行政

98 336.4 図解でわかる人事・労務の知識 中田孝成/監修 総合法令出版/編 総合法令出版

99 336.4 伝わるスイッチ 深沢真太郎/著 大和書房

100 336.4 よくわかる自信がつくビジネスマナー 富士通エフ・オー・エム株式会社/著
制作 FOM出版

101 336.4 <イラスト&図解>社会人1年目の仕事とマナーの教科書 古谷治子/著 かんき出版

102 336.4 怒る上司のトリセツ 宮本剛志/著 時事通信出版局

103 336.4 できる人は必ずやっているビジネスマナー&整理術大全 リベラル社/編集 リベラル社

104 336.4 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬謙/著 インプレス

105 336.5 RPAの真髄 安部慶喜/共著 金弘潤一郎/共著 日経BP社

106 336.5 キングジム人も組織もうまくまわりだす超整理術213 キングジムファイリング研究室/著 KADOKAWA

107 336.5 よくわかるシステム監査の実務解説 島田裕次/著 同文舘出版

108 336.5 できるUiPath実践RPA 清水理史/著 できるシリーズ編集部/
著 インプレス

109 336.8 連結管理会計の導入マニュアル 飯塚幸子/著 中央経済社

110 336.8 図解&ストーリー「資本コスト」入門 岡俊子/著 中央経済社

111 336.9 公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 国見健介/著 秀和システム

112 336.9 キャッチアップ仮想通貨の最新税務 酒井克彦/編著 ぎょうせい

113 336.9 会計が動かす世界の歴史 ルートポート/著 KADOKAWA

114 336.9 面白いほどわかる!!会計とファイナンスの教科書  洋泉社

115 338 仮想通貨が1時間でわかる本 阿部悠人/著 自由国民社

116 338 米中知られざる「仮想通貨」戦争の内幕 伊藤秀俊/著 松田学/著 宝島社

117 338 60分でわかる!キャッシュレス決済最前線 キャッシュレス研究会/著 山本正行/
監修 技術評論社

118 338 キャッシュレス社会と通貨の未来 キャッシュレスの未来を考える会/編 民事法研究会

119 338 暗号通貨の経済学 小島寛之/著 講談社

120 338 経営者のための仮想通貨入門 杉田利雄/著 最首健嗣郎/著
シーアンドアール研究
所

121 338 エンジニアが学ぶ金融システムの「知識」と「技術」
大和総研フロンティアテクノロジー
本部/著 翔泳社

122 338 キャッシュレス経済圏のビジネスモデル 安岡孝司/著 日経BP社

123 338 入門仮想通貨のしくみ 頼藤太希/著 日本実業出版社

124 338.1 ゼロからスタート!岩田美貴のFP1冊目の教科書
岩田美貴/著 LEC東京リーガルマイン
ド/監修

KADOKAWA

125 338.1 マーケットの勘どころ
永井洋一/著 日経QUICKニュース社/
編 日本経済新聞出版社

126 338.1 「会社四季報」最強のウラ読み術 渡部清二/著 フォレスト出版

127 338.2 捨てられる銀行 3 （講談社現代新書） 橋本卓典/著 講談社

128 338.3 法律から見えてくる「金融」の未来 池田成史/著
クロスメディア・パブ
リッシング

129 338.6 最後の頭取 河谷禎昌/著 ダイヤモンド社

130 338.7 住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本 2019 西澤京子/監修 菊地則夫/監修 エクスナレッジ

131 338.7 住宅ローンはこうして借りなさい 深田晶恵/著 ダイヤモンド社

132 339.3 「金融パーソン」はどう生きるか 窪田泰彦/著 PHP研究所

133 339.8 海上保険 中出哲/著 有斐閣

134 345.3 〇×判定ですぐわかる所得税の実務 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

135 345.5 〇×判定ですぐわかる資産税の実務 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

136 345.7 徹底解説!消費税軽減税率150問150答 金井恵美子/著 清文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 350.1 統計と日本社会 国友直人/編 山本拓/編 東京大学出版会

138 361 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口剛司/著 KADOKAWA

139 361.3 キッシンジャー超交渉術 ジェームズ・K.セベニウス/著 R.ニ
コラス・バーンズ/著 日経BP社

140 361.4 大阪的  （幻冬舎新書） 井上章一/著 幻冬舎

141 361.4 平気で他人を攻撃する人たち 加藤諦三/著 大和書房

142 361.4 リラックスのレッスン 鴻上尚史/著 大和書房

143 361.4 中国人とはどういう人たちか 趙方任/著 論創社

144 361.4 コミュニケーション大百科 戸田久実/著 かんき出版

145 361.4 ウケる人、スベる人の話し方 渡辺龍太/著 PHP研究所

146 361.7 広がる食卓
世古一穂/編・著 伊藤規久子/[ほか]
著

梨の木舎

147 364.0 転機にたつフィンランド福祉国家 横山純一/著 同文舘出版

148 364.4 ケアマネのための最新介護保険ここを押さえる
寺島彰/監修 コンデックス情報研究
所/編著

成美堂出版

149 366 会社に頼れない時代の「資格」の教科書  （PHPビジネス新書） 『THE21』編集部/編 PHP研究所

150 366.1 人事労務担当者の疑問に答える平成30年改正労働基準法
岩出誠/編集代表 ロア・ユナイテッ
ド法律事務所/編集

第一法規

151 366.2 すごい副業 金川顕教/著 ポプラ社

152 366.2 女性の職業のすべて 2020年版 女性の職業研究会/編 啓明書房

153 366.2 自分を活かす会社でイキイキ働こう! 八木田鶴子/監修 みんプロ/編集 三恵社

154 366.3 なぜ働き続けられない?  （岩波新書　新赤版） 鹿嶋敬/著 岩波書店

155 366.6 労働組合現場執行委員のためのQ&A40 労働組合現場執行委員のためのQ&A40
製作委員会/編著

日本生産性本部生産性
労働情報センター

156 367.2 未来を切り拓く女性たちのNPO活動 金谷千慧子/著 柏木宏/著 明石書店

157 367.3 21世紀の家族づくり 増子勝義/編著 学文社

158 367.3 断捨離したいナンバーワン、それは夫です やましたひでこ/著 悟空出版

159 367.4 “結婚”をやめたパリジェンヌたち 酒巻洋子/著 産業編集センター

160 367.7
100のチャートで見る人生100年時代、「幸せな老後」を自分でデザインする
ためのデータブック 大石佳能子/著

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

161 367.7 定年前  （朝日新書） 大江英樹/著 朝日新聞出版

162 367.7 老後は非マジメのすすめ 立川談慶/著 春陽堂書店

163 368.3 つながりからみた自殺予防 太刀川弘和/著 人文書院

164 368.6 平成監獄面会記 片岡健/著 笠倉出版社

165 368.6 肉声 宮崎勤30年目の取調室 安永英樹/著 文藝春秋

166 369.2 利用者の思いにこたえる介護のことばづかい 遠藤織枝/著 三枝令子/著 大修館書店

167 369.2 地域に選ばれる特別養護老人ホームのつくり方 開設編 神林佑介/著 川原経営総合センター/
監修

日本医療企画

168 369.2 家族はなぜ介護してしまうのか 木下衆/著 世界思想社

169 369.2 まともがゆれる 木ノ戸昌幸/著 朝日出版社

170 369.2 ムリなくできる親の介護 工藤広伸/著 日本実業出版社

171 369.2 高齢者が元気になるレクリエーション 三瓶あづさ/著 土井剛彦/監修 日本文芸社

172 369.2 高齢者福祉白書 2019 全国老人福祉問題研究会/編 本の泉社

173 369.3 防災福祉コミュニティ形成のために 川村匡由/著 大学教育出版

174 369.3 東日本大震災100の教訓 地震・津波編 みやぎ震災復興研究センター/編 綱
島不二雄/編

クリエイツかもがわ

175 369.3 熊本地震復旧から復興へ 吉本洋/著 マネジメント社

176 369.9 貧者のホスピスに愛の灯がともるとき 山本雅基/著 春秋社

177 374 「学校における働き方改革」の先進事例と改革モデルの提案 藤原文雄/編著 生田淳一/[ほか]著 学事出版

178 374.3 教職入門 藤本典裕/編著 図書文化社

179 374.9 学校事故の防止と安全・防災対策の進め方 川崎雅和/著 現代学校事務研究会/編 学事出版

180 375.1 部活動指導の心得 杉本直樹/著 明治図書出版

181 375.1 新しい時代の教育方法 田中耕治/著 鶴田清司/著 有斐閣

182 376.1 絵かきうたあそび決定版110 阿部恵/著 学研教育みらい

183 376.1 こころとからだを育む1〜5歳のたのしいリトミック 神原雅之/監修 ナツメ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

184 376.1 作って楽しい!園行事の製作アイデアBOOK ポット編集部/編 チャイルド本社

185 376.8 勉強大全 伊沢拓司/著 KADOKAWA

186 376.8 ゆる中学受験 亀山卓郎/著 現代書林

187 376.8 小中高・不登校生の居場所探し 2019〜2020年版  学びリンク

188 377.1 講座社会人教授入門 松野弘/著 ミネルヴァ書房

189 377.1 マナベの「標語」100 真鍋恒博/著 彰国社

190 377.9 大学生の内定獲得 梅崎修/編著 田澤実/編著 法政大学出版局

191 377.9 歴史としての東大闘争  （ちくま新書） 富田武/著 筑摩書房

192 378 学習障害のある子どもを支援する 宮本信也/編 日本評論社

193 378.2 新しい手話 2019 全日本ろうあ連盟/編集 全日本ろうあ連盟

194 378.8 発達障害のバリアを超えて 漆葉成彦/編著 近藤真理子/編著 クリエイツかもがわ

195 378.8 最新図解ADHDの子どもたちをサポートする本 榊原洋一/著 ナツメ社

196 379.0 社会教育における防災教育の展開 野元弘幸/編著 大学教育出版

197 379.2 公民館はどう語られてきたのか 牧野篤/著 東京大学出版会

198 379.7 ハーバード・ジュリアードを首席卒業した私の「超・独学術」 廣津留すみれ/著 KADOKAWA

199 379.9 祖父母学 大森弘/著 グッドブックス

200 379.9 あなたと子どものお金が増える大金持ちの知恵袋30 菅井敏之/著 集英社

201 379.9 こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー/著 星野靖子/訳 NTT出版

202 379.9 うつぬけ精神科医が教える心が折れない子を育てる親の習慣 宮島賢也/著 KADOKAWA

203 380.4 柳田國男 柳田國男/著 平凡社

204 382 開幕!世界あたりまえ会議 斗鬼正一/著 ワニブックス

205 382.1 京のあたりまえ 岩上力/著 光村推古書院

206 382.1 近代の記憶 野本寛一/著 七月社

207 382.5 人とウミガメの民族誌 高木仁/著 明石書店

208 383.1 メイド服とレインコート 坂井妙子/著 勁草書房

209 383.8 お好み焼きの物語 近代食文化研究会/著 新紀元社

210 384.3 街角の昭和遺産 河畑悠/著 彩図社

211 384.3 押送船 胡桃沢勘司/著 岩田書院

212 385.9 大人の礼服とマナー  文響社

213 386.1 これだけは知っておきたい年中行事の常識67 長沢ヒロ子/編著 一藝社

214 387 社をもたない神々 神崎宣武/著 KADOKAWA

215 387 鯰考現学 細田博子/著 里文出版

216 387 白の民俗学へ 前田速夫/著 河出書房新社

217 389.0 ラウンド・アバウト 神本秀爾/編 岡本圭史/編 集広舎

218 390.9 シナリオのためのミリタリー事典 坂本雅之/著 SBクリエイティブ

219 391.3 「作戦」とは何か 中村好寿/著 中央公論新社

220 392.2 まやかしの非核化と日本の安全保障 斎藤直樹/著 論創社

221 393.2 21世紀の戦争と平和 三浦瑠麗/著 新潮社

222 394 陸軍と厠 藤田昌雄/著 潮書房光人新社

223 396.2 陸上自衛隊装備百科 2019-2021  イカロス出版

224 397.2 特攻知られざる内幕  （PHP新書） 戸高一成/編 PHP研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 科学史ひらめき図鑑 杉山滋郎/監修 スペースタイム/著 ナツメ社

2 402 科学者と魔法使いの弟子 中尾麻伊香/著 青土社

3 402.1 ノーベル賞受賞日本人科学者21人こころに響く言葉 竹内薫/著 悟空出版

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 404 77冊から読む科学と不確実な社会 海部宣男/著 岩波書店

5 404 科学と非科学  （講談社現代新書） 中屋敷均/著 講談社

6 404 科学の誤解大全 マット・ブラウン/著 関谷冬華/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

7 404 科学用語図鑑 水谷淳/文 小幡彩貴/絵 河出書房新社

8 407 図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 福地健太郎/文 園山隆輔/図解 翔泳社

9 409.1 科学立国の危機 豊田長康/著 東洋経済新報社

10 410 もう一度解いてみる入試数学 鈴木伸介/著 すばる舎

11 410 夢を実現する数学的思考のすべて 苫米地英人/著 ビジネス社

12 410 東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! 西成活裕/著 郷和貴/聞き手 かんき出版

13 410 教科書では学べない数学的思考
ジョン・メイソン/著 リオン・バー
トン/著

新評論

14 410.2 運命を変えた大数学者のドアノック 加藤五郎/著 岩波書店

15 410.2 数学の真理をつかんだ25人の天才たち イアン・スチュアート/著 水谷淳/訳 ダイヤモンド社

16 410.2 ぼくと数学の旅に出よう ミカエル・ロネー/著 山本知子/訳 NHK出版

17 413.3 図で考えれば解ける!本当は面白い「微分・積分」 岡部恒治/著 長谷川愛美/著 青春出版社

18 414 折り紙数理の広がり 三浦公亮/[ほか]編 上原隆平/ほか共
訳

森北出版

19 417 今日から使える統計解析  （ブルーバックス） 大村平/著 講談社

20 417 いまさら聞けないPythonでデータ分析 岡本安晴/編 丸善出版

21 420 世界一わかりやすい物理学入門 川村康文/著 講談社

22 426 熱と温度の科学 石原顕光/著 日刊工業新聞社

23 430.2 化学史への招待 化学史学会/編 オーム社

24 430.4 「ロウソクの科学」が教えてくれること  （サイエンス・アイ新書） [ファラデー/原著] 尾嶋好美/編訳 SBクリエイティブ

25 438.1 ベンゼン環の化学 齋藤勝裕/著 技術評論社

26 438.1 すごい分子  （ブルーバックス） 佐藤健太郎/著 講談社

27 440 地球外生命と人類の未来 アダム・フランク/著 高橋洋/訳 青土社

28 440.4 詩人のための宇宙授業 佐治晴夫/著 JULA出版局

29 443.9 不自然な宇宙  （ブルーバックス） 須藤靖/著 講談社

30 450 はじめての自然地理学 吉田英嗣/著 古今書院

31 450.9 東海のジオサイトを楽しむ 森勇一/著 風媒社

32 451 雷鳴と稲妻 ローレン・レドニス/著 徳永里砂/訳 国書刊行会

33 452.5 波のはなし 稲場秀明/著 技報堂出版

34 454.9 絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡達也/著 講談社

35 454.9 奇跡の地形 藤原治/監修 洋泉社

36 457.8 絶滅生物ビジュアル大図鑑 今泉忠明/監修 洋泉社

37 460.4 今西錦司 今西錦司/著 平凡社

38 461.1 天然知能 郡司ペギオ幸夫/著 講談社

39 465.0 図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 明日香出版社

40 467.5 進化論はいかに進化したか 更科功/著 新潮社

41 467.5 進化の意外な順序 アントニオ・ダマシオ/著 高橋洋/訳 白揚社

42 470.4 定本柳宗民の雑草ノオト 春 柳宗民/著 三品隆司/画 毎日新聞出版

43 472.1 地生態学からみた日本の植生 小泉武栄/著 文一総合出版

44 480.4 ずるいいきもの図鑑 今泉忠明/監修 宝島社

45 481.1 脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか マット・ウィルキンソン/著 神奈川
夏子/訳 草思社

46 481.3 ヘビってオナラするの?
ニック・カルーソ/著 ダニー・ラバ
イオッティ/著

パンローリング

47 482.3 ユーラシア動物紀行  （岩波新書　新赤版） 増田隆一/著 岩波書店

48 484 日本の貝
高重博/解説&生態写真 武井哲史/標
本写真 誠文堂新光社

49 486.0 身近な昆虫識別図鑑 海野和男/著 誠文堂新光社

50 487.8 石川県能登宝達山のサンショウウオ物語 秋田喜憲/著 東京図書出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 488.2 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド 梶ケ谷博/編著 西教生/著 緑書房

52 488.7 フクロウの家 トニー・エンジェル/著 伊達淳/訳 白水社

53 488.9 ツバメのくらし写真百科 大田眞也/著 弦書房

54 491.3 脳はみんな病んでいる 池谷裕二/著 中村うさぎ/著 新潮社

55 491.3 終わっている臓器 坂井建雄/監修 徳間書店

56 491.3 創造性の脳科学 坂本一寛/著 東京大学出版会

57 491.3 まんがでわかる!からだのしくみ・病気のメカニズム 塩浦信太郎/著 鹿児島崇/監修 日東書院本社

58 491.3 ゴースト血管をつくらない33のメソッド 高倉伸幸/著 毎日新聞出版

59 491.3 9つの脳の不思議な物語 ヘレン・トムスン/著 仁木めぐみ/訳 文藝春秋

60 491.3 山中伸弥人体を語る 山中伸弥/著 浅井健博/著 小学館クリエイティブ

61 491.7 メタボも老化も腸内細菌に訊け! 小澤祥司/著 岩波書店

62 492.7 呉澤森の鍼灸治療あれこれQ&A 呉澤森/著 孫迎/著 医道の日本社

63 493.1 本当に怖いのは、第三の脂肪 秋津壽男/著 幻冬舎

64 493.1 お母さんのためのアルコール依存症回復ガイドブック
ローズマリー・オコーナー/著 今村
扶美/監訳

金剛出版

65 493.1 介護現場で使える急変時対応便利帖 介護と医療研究会/著 河村雅明/監修 翔泳社

66 493.2 リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木久仁子/監修 講談社

67 493.2 弱った心臓を守る安心ごはん 佐藤直樹/病態監修 森本千秋/栄養指
導・献立 女子栄養大学出版部

68 493.2 シニアの心臓が危ない! 下川宏明/監修 NHK出版

69 493.2 心房細動のすべて  （新潮新書） 古川哲史/著 新潮社

70 493.3 「肺炎」に殺されない!36の習慣 生島壮一郎/著 すばる舎

71 493.3 医者が教える肺年齢が若返る呼吸術 奥仲哲弥/著 学研プラス

72 493.4 最先端治療胆道がん・膵臓がん 国立がん研究センター中央病院肝胆
膵内科・外科/[ほか]編著 法研

73 493.4 逆流性食道炎は自分で防ぐ! 島田英昭/監修 池田書店

74 493.4 腸がきれいになる元気食 松生恒夫/著 法研

75 493.7 その症状って、本当に認知症? 朝田隆/著 法研

76 493.7 認知症の人の心の中はどうなっているのか?  （光文社新書） 佐藤眞一/著 光文社

77 493.7 食事を変えれば、認知症は必ずよくなる! 園田康博/著 新星出版社

78 493.7 敏感すぎて生きづらい人のこころがラクになる方法 長沼睦雄/著 永岡書店

79 493.7 「敏感すぎていつも不安」なのは「HSP」かもしれません 長沼睦雄/著 PHP研究所

80 493.7 ギャンブル依存症から抜け出す本 樋口進/監修 講談社

81 493.7 精神科の薬がわかる本 姫井昭男/著 医学書院

82 493.7 アルツハイマー病真実と終焉
デール・ブレデセン/著 白澤卓二/監
修 ソシム

83 493.7 あなたの隣の発達障害 本田秀夫/著 小学館

84 493.8 インフルエンザ・ハンター ロバート・ウェブスター/著 田代眞
人/監訳 岩波書店

85 493.9 新子どもの腎炎・ネフローゼ 伊藤秀一/編 東京医学社

86 493.9 脳を傷つけない子育て 友田明美/著 河出書房新社

87 493.9 薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方 ロバート・メリロ/著 吉澤公二/訳
クロスメディア・パブ
リッシング

88 494.5 がんになったら知っておきたいお金の話 黒田ちはる/著 日経メディカル開発/
編集

日経メディカル開発

89 494.5 がんに負けない体をつくる済陽式野菜スープ 済陽高穂/監修 井上由香理/料理 成美堂出版

90 494.7 ひざ痛は「お灸」で消える! 粕谷大智/著 光文社

91 494.7 「ひざの痛み」に7つのゆらゆら体操 鈴木登士彦/著 三笠書房

92 494.7 自分で治す!変形性膝関節症 竹谷内康修/著 洋泉社

93 494.8 あなたは「髪を生やす」習慣を知らないだけ。 小林弘子/著 主婦の友社

94 494.9 いちばんやさしい腎臓病の人のためのおいしい食事 大越郷子/料理 岩崎啓子/料理 主婦の友社

95 494.9 腎臓病は運動でよくなる! 上月正博/著 マキノ出版

96 494.9 前立腺がん患者が放射線治療法を選択した理由 中川恵一/監修 前立腺がん患者会/編 日本地域社会研究所

97 495.6 胎児のはなし 増崎英明/著 最相葉月/著 ミシマ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

98 496.7 鼻は1分でよくなる! 今野清志/著 自由国民社

99 496.9 吃音 近藤雄生/著 新潮社

100 497.9 「認知症が気になりだしたら、歯科にも行こう」は、なぜ? 早田雅美/編著 大久保満男/監修 朝日新聞出版(発売)

101 498.3 「呼吸力」でマイナス5歳 大谷義夫/著 毎日新聞出版

102 498.3 「呼吸力」こそが人生最強の武器である 大貫崇/著 大和書房

103 498.3 アスリート医師が教える最強のアンチエイジング 黒田愛美/著 文藝春秋

104 498.3 疲労回復ストレッチ 小林邦之/監修 成美堂出版

105 498.3 医者が考えた猫背がなおる30秒ストレッチ 小林弘幸/著 PHP研究所

106 498.3 100歳まで元気でいるための正しい歩き方 関口正彦/著 内海聡/監修
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

107 498.3 メンタルヘルスの道案内 徳田完二/編 竹内健児/編 北大路書房

108 498.3 医師が教えるゼロポジ座り 中村格子/著 講談社

109 498.3 50歳からのついでヨガ 深堀真由美/著 大和書房

110 498.3 「腸」が喜ぶお酒の飲み方 藤田紘一郎/著 日本実業出版社

111 498.3 知っておきたい眠りの話 松浦健伸/著 新日本出版社

112 498.5 米国の医学博士が伝授する人生を変えるコーヒーの飲み方 ボブ・アーノット/著 佐々木紀子/訳 扶桑社

113 498.5 スーパーモデルの食卓 エリカ・アンギャル/著 宝島社

114 498.5 目で見る食品糖質量データブック 小田原雅人/監修 学研プラス

115 498.5 ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑 北村真理/日本語版監修 屋良佳緒利/
日本語版監修 創元社

116 498.5 嚙む力が弱った人のおいしい長生きごはん クリコ/著 阿部仁子/監修 講談社

117 498.5 カラダに効く食材&食べ合わせ食べ方で差がつく! 小池澄子/監修 メイツ出版

118 498.5 「お菓子中毒」を抜け出す方法 白澤卓二/著 祥伝社

119 498.5 和の薬膳食材手帖 武鈴子/著 家の光協会

120 498.5 天然アスタキサンチン 西田光徳/著 幹渉/監修
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

121 498.5 予防医療挑戦記 西田光徳/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

122 498.5 医者が毎日飲んでいる老けない酢みそ汁 藤田紘一郎/著 宝島社

123 498.5 みそ玉 村上祥子/著 藤田紘一郎/医学監修 永岡書店

124 498.6 エイズは終わっていない ピーター・ピオット/著 宮田一雄/訳 慶應義塾大学出版会

125 498.7 フィンランドのネウボラに学ぶ母子保健のメソッド 横山美江/編著 Hakulinen Tuovi/編
著 医歯薬出版

126 498.8 職場×依存症・アディクション 樋口進/編集 廣尚典/編集 南山堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 中国が席巻する世界エネルギー市場リスクとチャンス 井熊均/著 王婷/著 日刊工業新聞社

2 501.6 エネルギー業界大研究 南龍太/著 産学社

3 507 最強のエンジニアになるための話し方の教科書 亀山雅司/著 マネジメント社

4 507.2 技術者・研究者のための特許の知識と実務 高橋政治/著 秀和システム

5 507.2 誰でも書ける!「発明・研究・技術」小論文の書き方 中本繁実/著 日本地域社会研究所

6 507.9 日本プラモデル六〇年史  （文春新書） 小林昇/著 文藝春秋

7 509.6 実務に直結!改善の見える化技術 今里健一郎/著 高木美作恵/著 日科技連出版社

8 509.6 図解でわかる外注管理いちばん最初に読む本 神谷俊彦/編著 滝沢悟/著 アニモ出版

9 509.6 やさしいISO 9001<JIS Q 9001>品質マネジメントシステム入門 小林久貴/著 日本規格協会

10 514.6 立体交差 大山顕/著 本の雑誌社

11 518.8 都市空間の明治維新  （ちくま新書） 松山恵/著 筑摩書房

12 519.0 人と自然の環境学 日本生命財団/編 東京大学出版会

13 519.1 「脱使い捨て」でいこう! 瀬口亮子/著 彩流社

14 519.4 海の生物多様性を守るために 秋道智彌/編著 角南篤/編著 西日本出版社

15 520.4 みんなこれからの建築をつくろう 伊東豊雄/著 岡河貢/著 総合資格

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 520.6 人に困らない経営 森本尚孝/著 あさ出版

17 520.8 安藤忠雄の建築 0 安藤忠雄/著 TOTO出版

18 520.9 世界で一番やさしい建築基準法 谷村広一/著 エクスナレッジ

19 521.8 京の町家杉本家 西川孟/写真 杉本秀太郎/文 淡交社

20 523.1 子どものための建築と空間展 長澤悟/監修 パナソニック汐留
ミュージアム/編

鹿島出版会

21 523.1 生業の生態系の保全 三井所清典/著 建築思潮研究所/編集 建築資料研究社

22 525.5 建築工程表の作成実務 工程計画研究会/編著 彰国社

23 527 犬のための家づくり  エクスナレッジ

24 527 20歳まで猫が元気に長生きできる住まい  エクスナレッジ

25 527.1 しあわせ間取り図鑑 建築知識編集部/編 エクスナレッジ

26 527.1 住宅デザインの手帖  エクスナレッジ

27 535.4 成功する医療機器開発ビジネスモデル 久保田博南/著 日刊工業新聞社

28 537 自動車工学入門 齋輝夫/著 オーム社

29 537 間違いだらけのクルマ選び 2019年版 島下泰久/著 草思社

30 537.6 Apple CarPlay 100%活用ガイド 田中拓也/著 朝岳健二/著 技術評論社

31 537.9 僕の好きな車 横山剣/著 立東舎

32 538.6 無人航空機入門 滝本隆/著 米子自動車学校/監修 共立出版

33 538.7 ステルス事典 Jウイング編集部/編 イカロス出版

34 538.7 航空機透視図百科図鑑 ドナルド・ナイボール/著 村上和久/
訳 原書房

35 547.4 ひと目でわかるWindows Server 2019 天野司/著 日経BP社

36 547.8 名古屋テレビ塔クロニクル  人間社

37 548.2 写真や図解でよくわかるラズパイZeroを使い倒す本 小野寺康幸/著 ソーテック社

38 548.3 アンドロイド基本原則 漱石アンドロイド共同研究プロジェ
クト/編 日刊工業新聞社

39 549.9 トコトンやさしいレーザ加工の本 片山聖二/著 日刊工業新聞社

40 556.9 初の国産軍艦「清輝」のヨーロッパ航海 大井昌靖/著 芙蓉書房出版

41 566.3 わかる!使える!熱処理入門 田原譲/著 日刊工業新聞社

42 570.9 ケミカルビジネス情報MAP 2019  化学工業日報社

43 576.6 日本を彩る香りの記憶 内野花/著 大阪大学出版会

44 588.5 麻井宇介著作選 麻井宇介/著 イカロス出版

45 588.5 大人が愉しむウイスキー入門  （ちくま新書） 輿水精一/著 筑摩書房

46 588.5 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕/著 ベレ出版

47 588.5 新ワイン学 戸塚昭/編集幹事 東條一元/編集幹事 ガイアブックス

48 588.5 ウオッカの歴史
パトリシア・ハーリヒー/著 大山晶/
訳

原書房

49 589.2 色使いだけで「今日おしゃれだね」と言われる 早川瑠里子/著 大和書房

50 589.2 VOGUE ONマノロ・ブラニク クロエ・フォックス/著 和田侑子/訳 ガイアブックス

51 589.7 万年筆とインク入門  枻出版社

52 590 たった1か所を「眺める」ことで始まる!人生を変える片づけ 井田典子/著 主婦と生活社

53 590 ラクに、すっきり、自分らしく大人の小さなひとり暮らし coyuki/著 主婦の友社

54 590 わが家に心地よいおうち効率 mayu/著 KADOKAWA

55 590 少ない物で「家族みんな」がすっきり暮らす やまぐちせいこ/著 ワニブックス

56 590 暮らしのおへそ Vol.27  主婦と生活社

57 590.4 1日1捨 すずひ/著 KADOKAWA

58 591 払ってはいけない  （新潮新書） 荻原博子/著 新潮社

59 591 横山式お金の貯め方稼ぎ方新常識 横山光昭/監修 枻出版社

60 593.3 斉藤謠子のいつも心地のよい服とバッグ 斉藤謠子/著 NHK出版

61 593.3 きれいなシルエットのワンピース 野木陽子/著 世界文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 593.3 園児&小学生のスモック・エプロン・パジャマ  ブティック社

63 593.3 ソーイングハンドブック  日本ヴォーグ社

64 593.3 手作りワンピースが好き  ブティック社

65 593.3 まっすぐ縫いで作る服  ブティック社

66 593.3 ミセスのスタイルブック 2019春号  文化学園文化出版局

67 593.3 もう迷わない!接着芯の選び方・貼り方BOOK  日本ヴォーグ社

68 594 幸せを呼ぶ和布のつるし飾り 井上美智子/著 ブティック社

69 594.2 コットンの刺繡糸ではじめる日本刺繡 秋山博美/著 世界文化社

70 594.2 あこがれのオートクチュール刺繡 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

71 594.3 エコアンダリヤの帽子&かごバッグ 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

72 594.3 夏糸で編む小さなバッグとポーチ 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

73 594.3 着せかえあみぐるみDOLL Miya/著 日本文芸社

74 594.3 可愛い形のドイリーパターン  アップルミンツ

75 594.3 爽やかに彩るレース編み  ブティック社

76 594.4 暮らしを楽しむタッセルLesson カナダ恵子/著 主婦の友社

77 594.6 小物づくりからはじめるやさしいつまみ細工book 鳥待月/著 日本文芸社

78 594.7 がま口を作る イシカワカオル/著 グラフィック社

79 594.7 もっと、がまぐちの本 越膳夕香/著 河出書房新社

80 594.7 縫い代つき型紙ですぐに作れる普段使いのバッグ  ブティック社

81 594.7 和を楽しむパッチワーク バッグと暮らしの手作り  ブティック社

82 594.8 布花の本 Yasuko Yubisui/著 日本ヴォーグ社

83 594.9 パッチワークで作る私だけのソーイング小物  ブティック社

84 595.4 自分史上最高に垢抜けるヘアアレンジのルール 衣川光/著 ナツメ社

85 595.4 なりたい自分は髪でつくる 砂原由弥/著 誠文堂新光社

86 595.5 歯科医が教える即効1秒小顔 関有美子/著 主婦と生活社

87 595.5 なりたい顔になるセルフプロデュースメイク 星泰衣/著 合同フォレスト

88 596 コンロ1つで自炊Lesson 金丸絵里加/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

89 596 きょうも明日も炒めもの きじまりゅうた/著 学研プラス

90 596 ぶり大根が15分でできてなんならお客さんにも出せる さわけん/著 ダイヤモンド社

91 596 京都寺子屋料理塾のおばんざい 谷岡瑞穂/著 京都新聞出版センター

92 596 フレンチシェフが作る「人生最高!」の肉じゃが 田村浩二/著 主婦の友インフォス

93 596 おつまみ便利帖 濱守球維/著 幻冬舎

94 596 新しい料理の教科書 樋口直哉/著 マガジンハウス

95 596 いいことずくめの水煮缶レシピ 藤本なおよ/著 東京書店

96 596 魔法使いたちの料理帳
オーレリア・ボーポミエ/著 田中裕
子/訳

原書房

97 596 なかなかやせない50代母まで10キロやせた!すごウマダイエットレシピ MONA/著 KADOKAWA

98 596 うまみたっぷり!リッチスープ 結城寿美江/著 枻出版社

99 596 一肉一菜おかず 吉田麻子/著 秀和システム

100 596 女子栄養大学料理のなるほど実験室 吉田企世子/監修 松田康子/監修 女子栄養大学出版部

101 596 フライパン煮込み 若山曜子/著 主婦と生活社

102 596 “これから”の暮らしと食卓  主婦と生活社

103 596.0 厨房から台所へ タサン志麻/著 ダイヤモンド社

104 596.2 味わってみたい日本の料亭・料理店 中国・四国編 アイフィス/編
全国料理業生活衛生同
業組合連合会

105 596.2 これからも作り続けるわたしの洋食 石原洋子/著 家の光協会

106 596.2 小鍋でいろいろアヒージョ 田村つぼみ/著 東京書店

107 596.2 和食レシピ  枻出版社

108 596.3 もつ焼き串焼き 柴田書店/編 柴田書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

109 596.3 卵とパンの組み立て方 ナガタユイ/著 誠文堂新光社

110 596.3 たまご×ワタナベマキ=ソース ワタナベマキ/著 誠文堂新光社

111 596.3 アボカドLOVERSレシピ  枻出版社

112 596.4 冷凍保存で作る1週間のお弁当キット 川上文代/著 誠文堂新光社

113 596.4 かんたん!はじめて園児のかわいいおべんとう 阪下千恵/著 学研プラス

114 596.4 朝10分!中高生のラクチン弁当320 食のスタジオ/著 学研プラス

115 596.6 魔法の絞り出しクッキー 信太康代/著 誠文堂新光社

116 596.6 あたらしいチーズケーキ 田中博子/[ほか]著 家の光協会

117 596.6 炊飯器で超かんたんふんわり米粉パン 多森サクミ/著 家の光協会

118 596.6 お菓子のかがく 津田陽子/著 文化学園文化出版局

119 596.6 米粉で作るうれしい和のおやつ 森崎繭香/著 立東舎

120 597 今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井詩万/著 サンクチュアリ出版

121 597 ビターテイストのDIY&Interior 吉祥舎/編著 ナツメ社

122 597 北欧テイストで楽しむ100人の家づくり  ネコ・パブリッシング

123 597.5 片づける力をつける 橋本裕子/著 ダイヤモンド社

124 598.4 それでも手を差し伸べる 山田里津/著 河出書房新社

125 599.0 男コピーライター、育休をとる。 魚返洋平/著 大和書房

126 599.3 小児科医のママが教える離乳食は作らなくてもいいんです。 工藤紀子/著 時事通信出版局

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 611.1 早わかり中山間地域等直接支払活動の手引き 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

2 611.6 制度環境の変化と農協の未来像 増田佳昭/編著 昭和堂

3 611.8 図解都市農地の特例活用と相続対策 今仲清/著 下地盛栄/著 清文社

4 612.1 開道一五〇年北海道開拓と農業雑誌の物語 玉真之介/著 北海道協同組合通信社

5 614.1 農業と環境調査のためのリモートセンシング・GIS・GPS活用ガイド 井上吉雄/編著 坂本利弘/[ほか]共著 森北出版

6 615.7 有機農業をはじめよう! 有機農業参入促進協議会/監修 涌井
義郎/[ほか]著 コモンズ

7 615.8 ハダニ防除ハンドブック 國本佳範/編著 農山漁村文化協会

8 615.8 農家が教える鳥獣害対策あの手この手 農文協/編 農山漁村文化協会

9 620.3 最新園芸・植物用語集 土橋豊/著 淡交社

10 625.3 瀬戸内レモン 川久保篤志/著 溪水社

11 626 最新農業技術野菜 vol.11 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

12 626.9 家庭菜園でできる自然農法  学研プラス

13 627.7 多肉植物&コーデックスGuideBook 主婦の友社/編 主婦の友社

14 629.2 ここが見どころ京都の名園 烏賀陽百合/著 水野克比古/写真 淡交社

15 629.2 「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木利子/著 主婦と生活社

16 629.6 東京・石と造園100話 小林章/著 東京農業大学出版会

17 629.7 素敵に飾る小さな庭 黒田健太郎/著 家の光協会

18 629.7 草花で素敵に彩る小さな庭のつくり方 戸倉多未子/監修 永岡書店

19 629.7 ナチュラルガーデニング 2019  学研プラス

20 640 最新農業技術畜産 vol.11 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

21 645.6 イヌの博物図鑑 アーダーム・ミクローシ/編 小林朋
則/訳

原書房

22 645.6 明るい老犬生活 老犬生活応援隊/著 福山貴昭/編集 文一総合出版

23 645.7 今すぐできる!猫が長生きできる家と部屋のつくり方 今泉忠明/監修 宝島社

24 645.7 猫が幸せならばそれでいい 入交眞巳/著 おぷうのきょうだい/漫
画 小学館

25 648.1 本物のチーズをめぐる冒険 國武建明/著 文芸社

26 648.1 日本のナチュラルチーズ 佐藤優子/著 虹有社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 648.1 やさしいフランスチーズの本
レ・ヌーヴォー・フロマジェ/著 ト
マ・バース/イラスト

パイインターナショナ
ル

28 657.9 竹 内村悦三/著 近藤幸男/著 農山漁村文化協会

29 658.2 炭やき教本 杉浦銀治/監修 広若剛/監修 創森社

30 661.7 漁師になるには 大浦佳代/著 ぺりかん社

31 662.1 日本人が魚を食べ続けるために 秋道智彌/編著 角南篤/編著 西日本出版社

32 662.1 日本の水産資源管理 片野歩/著 阪口功/著 慶應義塾大学出版会

33 664.9 日本人とくじら 小松正之/著 雄山閣

34 670.9 きちんとした文書とメール完全速習ガイド 永山嘉昭/著 日経BP社

35 673 ザ・トヨタウェイ サービス業のリーン改革 （上・下） ジェフリー・K.ライカー/著 カーリ
ン・ロス/著 日経BP社

36 673.3 メルカリお得に楽しむ!活用ブック 桑名由美/著 技術評論社

37 673.3 ジャック・マー アリババの経営哲学 張燕/編著 永井麻生子/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

38 673.3 断られない!営業の心得 戸谷有里子/著 明日香出版社

39 673.8 百貨店の進化 伊藤元重/著 日本経済新聞出版社

40 673.8 日本の百貨店史 谷内正往/著 加藤諭/著 日本経済評論社

41 673.9 究める焼肉の技術 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

42 673.9 不動産の評価・権利調整と税務 平成30年10月改訂 鵜野和夫/著 清文社

43 673.9 「家賃ゼロ賃貸」構想が日本の常識を変える 大川護郎/著 渋谷和宏/著 幻冬舎

44 673.9 不動産テック 巨大産業の破壊者(ディスラプター)たち 北崎朋希/著 本間純/著 日経BP社

45 673.9 「ありえない」をブームにするつながりの仕事術  （絶版新書） 佐谷恭/著 ソーシャルキャピタル

46 673.9 これからの飲食店集客の教科書 白岩大樹/著 長屋大輔/著 同文舘出版

47 673.9 超ど素人がはじめる不動産投資 弦本卓也/著 翔泳社

48 673.9 セレモニー・イベント学へのご招待 徳江順一郎/著 二村祐輔/著 晃洋書房

49 673.9 一級建築士の大家が教える儲かるアパートの選び方 戸田匠/著 双葉社

50 673.9 離職率75%、低賃金の仕事なのに才能ある若者が殺到する奇跡の会社
クリステン・ハディード/著 本荘修
二/監訳 ダイヤモンド社

51 673.9 蒲田初音鮨物語 本田雅一/著 KADOKAWA

52 673.9 ゼロからスタート!水野健の宅建士1冊目の教科書 水野健/著 LEC東京リーガルマインド
/監修 KADOKAWA

53 673.9 飲食店経営で成功するための「お金」のことがわかる本 水野剛志/著 日本実業出版社

54 673.9 飲食店の開業経営成功読本  旭屋出版

55 674 届く!刺さる!!売れる!!!キャッチコピーの極意 弓削徹/著 明日香出版社

56 674.3 あるあるデザイン ingectar-e/著
エムディエヌコーポ
レーション

57 674.6 面白くならない企画はひとつもない 高崎卓馬/著 宣伝会議

58 675 Instagram集客・販促ガイド 金本かすみ/著 翔泳社

59 675 ひと目でわかるマーケティング デ・スーザリッキー/著
エムディエヌコーポ
レーション

60 675 ザ・モデル 福田康隆/著 翔泳社

61 675 お客様のことが見えなくなったら読む本 松野恵介/著 すばる舎

62 681.3 運転をあきらめないシニアの本音と新・対策 岩越和紀/著 JAFメディアワークス

63 685.0 モビリティと人の未来 「モビリティと人の未来」編集部/編
須田英太郎/[ほか]著 平凡社

64 686.2 新幹線で知る日本 池亨/著 天夢人

65 686.2 モーリイ鉄道とドイツの狭軌鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

66 686.2 ワクワク!!ローカル鉄道路線 北陸・信越・中部編 梅原淳/著 ゆまに書房

67 686.2 「見る鉄」のススメ 来住憲司/著 創元社

68 686.6 JR貨物の魅力を探る本 梅原淳/著 河出書房新社

69 686.9 路面電車年鑑 2019  イカロス出版

70 687.7 ANA857便を奪還せよ 相原秀起/著 柏艪舎

71 689 現代観光学 遠藤英樹/編著 橋本和也/編著 新曜社

72 689.2 巡礼ビジネス  （角川新書） 岡本健/著 KADOKAWA

73 689.6 英語でニッポン案内ハンドブック
島崎秀定/監修 英語でニッポン案内
ハンドブック製作委員会/編

アルク
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 693.8 切手もの知りBook 田辺龍太/著 郵趣サービス社(発売)

75 699.6 安倍官邸vs.NHK 相澤冬樹/著 文藝春秋

76 699.6 オカルト番組はなぜ消えたのか 高橋直子/著 青弓社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 どこにも属さないわたし イケムラレイコ/著 平凡社

2 702.1 明治、このフシギな時代 3 矢内賢二/編 新典社

3 702.1 未来の国宝・MY国宝 山下裕二/著 小学館

4 704 死の美術大全 ジョアンナ・エーベンシュタイン/著
北川玲/訳 河出書房新社

5 704 木下直之を全ぶ集めた 木下直之/著 晶文社

6 713 シドロモドロ工作所のはじめてのお彫刻教室 田島享央己/著 河出書房新社

7 718.0 九州仏像史入門 井形進/著 海鳥社

8 721.0 近世画譜と中国絵画 小林宏光/著
Sophia University
Press上智大学出版

9 721.0 十八世紀京都画壇 辻惟雄/著 講談社

10 721.4 若冲伝 佐藤康宏/著 河出書房新社

11 721.4 くらべてわかる若冲vs応挙 安村敏信/著 敬文舎

12 721.8 岩佐又兵衛 辻惟雄/著 山下裕二/著 新潮社

13 721.9 松と富士 標宣男/著 朝日新聞出版(発売)

14 723.0 図説絵画の変革 仲川与志/著 西永裕/著 秀和システム

15 723 運命の絵 中野京子/著 文藝春秋

16 723.1 安野光雅 安野光雅/著 のこす言葉編集部/構
成・編 平凡社

17 723.1 岡本太郎記念館の20年 平野暁臣/編著 小学館クリエイティブ

18 723.3 フェルメールと天才科学者 ローラ・J.スナイダー/著 黒木章人/
訳 原書房

19 723.3 もっと知りたいクリムト 千足伸行/著 東京美術

20 723.3 ラファエッロの秘密 コスタンティーノ・ドラッツィオ/著
上野真弓/訳 河出書房新社

21 724 ホッとする絵手紙 若海美智子/著 日貿出版社

22 724.1 付立を極める 日貿出版社/編 岡村南紅/[ほか]描法
指導 日貿出版社

23 724.4 いちばんていねいな、植物のある風景の水彩レッスン 星野木綿/著 日本文芸社

24 724.4 透明水彩で描く世界でいちばん美しい細密画 アンナ・メイソン/著 高橋正明/訳 日本文芸社

25 725 脂肪とシワを描く
ミシェル・ローリセラ/著 布施英利/
監修

グラフィック社

26 726.1 教養としての現代漫画 瀬木比呂志/著 日本文芸社

27 726.1 スタン・リー マーベル・ヒーローを創った男 ボブ・バチェラー/著 高木均/訳 草思社

28 727.8 作字百景 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

29 728.2 書道史謎解き三十話 魚住和晃/著 岩波書店

30 728.2 古筆細見 関口研二/著 芸術新聞社

31 728.2 王羲之と顔真卿 富田淳/監修 平凡社

32 728.9 “きれいな字”の絶対ルール 青山浩之/著 日経BP社

33 733.0 小原古邨 小原古邨/画 太田記念美術館/監修 東京美術

34 743.5 色と構図で風景をアートに変える四季の風景写真術 柄木孝志/著 斎藤朱門/著 インプレス

35 743.5 桜と紅葉撮影ハンドブック 萩原史郎/著 ナイスク/著 技術評論社

36 743.5 風景写真撮影ハンドブック 服部考規/著 ナイスク/著 技術評論社

37 743.6 ステップでわかる!花写真レベルアップマニュアル 田ノ岡哲哉/著 日本カメラ社

38 748 朝日新聞報道写真集 2019 朝日新聞社/編 朝日新聞出版

39 748 星と海の楽園 KAGAYA/著 河出書房新社

40 748 世界の戦争廃墟図鑑 マイケル・ケリガン/編著 岡本千晶/
訳

原書房

41 748 おかしな生きもの写真館
ポール・ジョインソン・ヒックス/編
著 トム・サラム/編著

二見書房

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 748 さくら 野呂希一/写真 浅利政俊/解説 青菁社

43 748 高台寺 水野克比古/写真 高台寺/監修 光村推古書院

44 750.2 民藝の機微 松井健/著 里文出版

45 750.2 民藝のある暮らし  宝島社

46 751.5 日本のステンドグラス黎明期 金田美世/著 中央公論美術出版

47 754.9 ママとつくろう!男の子の遊べるおりがみ いしかわまりこ/著 メイツ出版

48 754.9 脳セラピー折り紙 小林利子/著 ブティック社

49 754.9 素敵にアレンジ マスキングテープをもっと楽しむ本 フィグインク/著 メイツ出版

50 755.5 革の編みとかがり 藤倉邦也/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

51 755.5 編む・組む・結ぶが学べるレザークラフトの教科書  ブティック社

52 756.6 日本刀の鑑賞基礎知識 小笠原信夫/著 雄山閣

53 757.3 パーフェクト配色ブック 武川カオリ/著
パイインターナショナ
ル

54 757.8 図説英国インテリアの歴史 小野まり/著 河出書房新社

55 759 羊毛で作るはじめての可愛いドール ウエノミホコ/著 河出書房新社

56 760.6 聴かずに死ねるか! 麻田浩/共著 奥和宏/共著 リットーミュージック

57 761.2 読んで覚える楽譜のカラクリ 2019 田熊健/編著 自由現代社(発売)

58 761.5 ハーモニー探究の歴史 西田紘子/編 安川智子/編 音楽之友社

59 762 マリアン・アンダースン コスティ・ヴェハーネン/著 石坂廬/
訳

アルファベータブック
ス

60 762.0 前衛音楽入門 松村正人/著 Pヴァイン

61 762.1 鬼子の歌 片山杜秀/著 講談社

62 762.3 サリエーリ 水谷彰良/著 復刊ドットコム

63 763.2 「響き」に革命を起こすロシアピアニズム 大野眞嗣/著 ヤマハミュージックEH

64 763.7 クラリネットマニュアル スティーブン・ハワード/著 荒井理
子/訳

ヤマハミュージックEH

65 763.8 もっと音楽が好きになる上達の基本パーカッション 冨田篤/著 音楽之友社

66 764.7 メタル脳 中野信子/著 KADOKAWA

67 764.7 はじめてのアメリカ音楽史  （ちくま新書） ジェームス・M.バーダマン/著 里中
哲彦/著 筑摩書房

68 764.7 ルーフトップ・コンサートのビートルズ トニー・バレル/著 葛葉哲哉/訳 DU BOOKS

69 767.8 考えるヒット 近田春夫/著 スモール出版

70 767.8 THE COMPLETE MICHAEL JACKSON クリス・ロバーツ/著 岩井木綿子/訳 玄光社

71 768.1 やさしい三味線講座 2018 千葉登世/編著 自由現代社(発売)

72 768.2 <雅楽>の誕生 鈴木聖子/著 春秋社

73 770.4 昭和疾風録 なべおさみ/著 イースト・プレス

74 773 世阿弥芸術論集 世阿弥/著 田中裕/校注 新潮社

75 774 歌舞伎を知れば日本がわかる 田口章子/著 新典社

76 774.0 かぶき手帖 2019年版
日本俳優協会/編集 松竹株式会社/編
集

日本俳優協会

77 774.2 図説江戸歌舞伎事典 2 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

78 778.0 悦楽のクリティシズム 金子遊/著 論創社

79 778.2 スター・ウォーズ ビークルのすべて ランドリー・Q.ウォーカー/著 富永
晶子/訳

うさぎ出版

80 778.2 一切なりゆき  （文春新書） 樹木希林/著 文藝春秋

81 778.2 美と破壊の女優 京マチ子 北村匡平/著 筑摩書房

82 778.2 オードリー・ヘプバーン マーティン・ギトリン/著 中尾ハジ
メ/訳 クレヴィス

83 778.2 大空への夢 鈴木和幸/著 大月書店

84 778.2 西部劇論 吉田広明/著 作品社

85 778.7 アニメ監督で…いいのかな? 高橋良輔/著 サンライズ/監修・協力 KADOKAWA

86 778.8 まんぷく Part2 福田靖/作 NHK出版/編 NHK出版

87 779.1 ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤友美/著 辰巳出版

88 779.9 すべての涙を笑いに変える黒いユニコーン伝説
ティファニー・ハディッシュ/著 大
島さや/訳

CCCメディアハウス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

89 779.9 「さみしさ」の研究  （小学館新書） ビートたけし/著 小学館

90 780.1 米トレ 馬淵恵/著 報知新聞社

91 780.6 オリンピック・レガシーが生んだカーリングの町・軽井沢 間野義之/著 徳間書店

92 780.7 NSCA高校生のための体力トレーニングマニュアル NSCAジャパン/編著 福永哲夫/監修
ベースボール・マガジ
ン社

93 780.7 新しい筋トレと栄養の教科書 岡田隆/著 上村香久子/栄養監修 池田書店

94 780.7 人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 坂詰真二/著 山と溪谷社

95 780.7 スポーツ審判メンタル強化メソッド 村上貴聡/監修 実業之日本社

96 780.9 スポーツで働く 谷隆一/著 藤江亮介/著 ぺりかん社

97 781.4 可動域を広げパフォーマンスを上げる新しいストレッチの教科書 森本貴義/著 阿部勝彦/著 ワニ・プラス

98 783.2 勝つ!ママさんバレー上達のポイント50 Club Tom/監修 メイツ出版

99 783.4 自分で考えて決められる賢い子供究極の育て方 サカイク/著 KADOKAWA

100 783.4 海外のサッカーはなぜ巨大化したのか 大山高/著 青娥書房

101 783.4 サッカーテクニカルレポート 小野剛/著 カンゼン

102 783.4 レジェンドへの挑戦状 ヘスス・スアレス/著 小宮良之/著 東邦出版

103 783.4 試合で大活躍できる!サッカーディフェンダー上達のコツ50 中西永輔/監修 メイツ出版

104 783.5 ソフトテニスダブルフォワード 技術編 篠原秀典/著
ベースボール・マガジ
ン社

105 783.5 ソフトテニスダブルフォワード 戦術編 篠原秀典/著
ベースボール・マガジ
ン社

106 783.5 DVDでわかる!バドミントン必勝のコツ50 町田文彦/監修 メイツ出版

107 783.7 稚心を去る 栗山英樹/著 JBpress

108 783.7 いとしのベースボール・ミュージック スージー鈴木/著 リットーミュージック

109 783.7 二軍監督の仕事  （光文社新書） 高津臣吾/著 光文社

110 783.7 巨人・阪神失敗の本質  （宝島社新書） 野村克也/著 宝島社

111 783.7 野村克也が選ぶ平成プロ野球伝説の名勝負 野村克也/著 宝島社

112 783.7 スピンレート革命 林卓史/著
ベースボール・マガジ
ン社

113 783.8 週1回30球で上手くなる!大人のゴルフ練習帳 中井学/著 日本文芸社

114 783.8 フォース理論で飛ばす! 吉田洋一郎/著 日本文芸社

115 784.3 三浦雄一郎 三浦雄一郎/著 千葉弓子/編・構成 平凡社

116 784.9 0から1をつくる  （講談社現代新書） 本橋麻里/著 講談社

117 786.5 最速ヒルクライマー5人が教えるヒルクライムトレーニング ロードバイク研究会/監修 日東書院本社

118 788.1 奄美の相撲 津波高志/著 沖縄タイムス社

119 788.1 横綱&大関大鑑  
ベースボール・マガジ
ン社

120 788.2 夜の虹を架ける 市瀬英俊/著 双葉社

121 788.3 無敗の王者 マイク・スタントン/著 樋口武志/訳 早川書房

122 789.5 弓具の雑学事典 日本武道学会・弓道専門分科会/編
森俊男/著 日本文芸社

123 789.5 基本から応用までアーチェリー上達のポイント50 山本博/監修 メイツ出版

124 791 裏千家茶道ハンドブック 北見宗幸/著 山と溪谷社

125 791 はな、茶の湯に出会う はな/著 淡交社

126 791.2 魅惑の桃山茶の湯 矢部良明/著 宮帯出版社

127 793.9 ミニ枯山水の世界 枡野俊明/著 家の光協会

128 795 石倉昇の囲碁入門 石倉昇/著 日本棋院

129 795 誰でもカンタン!図解で分かる囲碁の読み 寺山怜/著 マイナビ出版

130 795 結城流早碁の極意 結城聡/著 マイナビ出版

131 795.8 現代オセロの最新理論 佐谷哲/著 マイナビ出版

132 796 将棋・勝利の方程式必至の極意 大平武洋/著 マイナビ出版

133 796 攻めて勝つ!三間飛車の心得 小倉久史/著 マイナビ出版

134 796 初心者が初段になるための将棋学習法 佐藤友康/著 主婦の友社

135 796 天衣無縫 佐藤康光勝局集 佐藤康光/著 日本将棋連盟
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No, 分類 書名 著者名 出版社

136 796 戸辺流こだわりのゴキゲン中飛車 戸辺誠/著 マイナビ出版

137 796 神速!角換わり2五歩型必勝ガイド 長岡裕也/著 マイナビ出版

138 796 詰将棋入門 森信雄/著 実業之日本社

139 797.5 現代麻雀の秘技 相手に対応させる技術 平澤元気/著 マイナビ出版

140 798.3 小学生はできるのに!大人は解けないクイズ 知的生活追跡班/編 青春出版社

141 798.5 スラスラ読めるUnity C#ふりがなプログラミング 安原祐二/監修 リブロワークス/著 インプレス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 808 田中克彦セレクシヨン 4 田中克彦/著 新泉社

2 809.2 超一流の人が秘密にしたがる「声と話し方の教科書」 司拓也/著 光文社

3 809.4 緊張して話せるのは才能である 永井千佳/著 宣伝会議

4 809.4 もっと心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口謠司/著 自由国民社

5 809.6 仕事の質が劇的に上がる88の質問 新岡優子/著 日経BP社

6 810 基礎日本語学 衣畑智秀/編 五十嵐陽介/[ほか]著 ひつじ書房

7 810 使える!「国語」の考え方  （ちくま新書） 橋本陽介/著 筑摩書房

8 810.8 真田信治著作選集シリーズ日本語の動態 3 真田信治/著 ひつじ書房

9 812 白川静さんに学ぶこれが日本語 小山鉄郎/著 論創社

10 813.1 辞書編集、三十七年 神永曉/著 草思社

11 814 ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田安正/著 朝日新聞出版

12 816 心を動かす無敵の文章術 千田琢哉/著 マガジンハウス

13 816 好かれる人が無意識にしている文章の書き方 中谷彰宏/著 すばる舎リンケージ

14 816 文章が劇的にウマくなる「接続詞」 山口拓朗/著 明日香出版社

15 816.5 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下千以子/著 慶應義塾大学出版会

16 816.5 中高生からの論文入門  （講談社現代新書） 小笠原喜康/著 片岡則夫/著 講談社

17 816.6 手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック 杉本祐子/著 主婦の友社

18 827.8 ちょこっと中国語翻訳 李軼倫/著 白水社

19 829.1 韓国語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本 李明姫/著 明日香出版社

20 829.1 あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル 房賢嬉/著 用松美穂/著 新星出版社

21 829.4 ニューエクスプレスプラス マレー語 ファリダ・モハメッド/著 近藤由美/
著

白水社

22 830 1問1答英語の発想(ニュアンス)がズバリわかる本 小池直己/著 佐藤誠司/著 青春出版社

23 830.7 やってはいけない英語勉強法 石井貴士/著 きずな出版

24 830.7 時短省力私の英語勉強法 上田哲也/著 明日香出版社

25 830.7 英語が身につくちいさなノート術 Marie/著 KADOKAWA

26 834 イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う英単語1200 石井辰哉/著 David de Pury/英文
クロスメディア・ラン
ゲージ

27 835.0 ネイティブ英文法 1・2巻
畠山雄二/編集委員長 本田謙介/編集
幹事

朝倉書店

28 836 英語ライティングこれ一冊 津村元司/著 ベレ出版

29 837.5 ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞スピーチ 畠山雄二/著 ベレ出版

30 837.7 英語で読むアンデルセン名作選 ハンス・クリスチャン・アンデルセ
ン/原著 谷口幸夫/英語解説 IBCパブリッシング

31 837.8 意味順英会話
石井洋佑/著 マイケル・マクドウェ
ル/著 秀和システム

32 837.8 成功するための英語プレゼン Nicholas Woo/著 ベレ出版

33 837.8 使えるフレーズがどんどん頭に入る!シミュレーション英会話 有子山博美/著 デルタプラス

34 837.8 1日10分!中学英文法で瞬時に話せる英語フレーズトレーニング1000 太田恵子/著 ナツメ社

35 837.8 カンタン単語で英会話 後藤満恵/著 新泉社

36 837.8 残念な英語  （光文社新書） デイビッド・セイン/著 光文社

37 837.8 日本人が知らないアメリカ英語の最新口語表現 マルコム・ヘンドリックス/著 アスク出版

38 837.8 1回で伝わる短い英語 mami/著 KADOKAWA

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 837.8 起きてから寝るまでイヌ英語表現 吉田研作/監修 春日聡子/解説・執筆 アルク

40 837.8 起きてから寝るまでネコ英語表現 吉田研作/監修 アルク

41 887.8 口が覚えるロシア語 臼山利信/著 三修社

42 889.5 チェコ語・ハンガリー語・ポーランド語  JTBパブリッシング

43 893.7 ハンガリー語の入門 早稲田みか/著 コヴァーチ・レナー
タ/著

白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 異世界ファンタジーの創作事典 榎本秋/編著 榎本海月/著 秀和システム

2 901.3 何がなんでもミステリー作家になりたい! 鈴木輝一郎/著 河出書房新社

3 901.3 このミステリーがすごい! 2019年版 『このミステリーがすごい!』編集部
/編 宝島社

4 902.3 SFが読みたい! 2019年版 SFマガジン編集部/編 早川書房

5 908 絶望書店 頭木弘樹/編 河出書房新社

6 910.2 蓮田善明 戦争と文学 井口時男/著 論創社

7 910.2 <児童文学ファンタジー>の星図 大澤千恵子/著 東京学芸大学出版会

8 910.2 谷崎潤一郎文学の着物を見る 大野らふ/編著 中村圭子/編著 河出書房新社

9 910.2 林芙美子が見た大東亜戦争 宮田俊行/著 ハート出版

10 910.2 向田邦子文学論 向田邦子研究会/編 新典社

11 910.2 小説の生誕地・その源流をたどる 森英一/著 能登印刷出版部

12 910.2 森見登美彦  河出書房新社

13 911.1 ねむらない樹 vol.2(2019winter)  書肆侃侃房

14 911.3 実践!すぐに詠める俳句入門 石寒太/著 日東書院本社

15 911.3 兜太 Vol.1(2018Sept.) 黒田杏子/編集主幹 筑紫磐井/編集長 藤原書店

16 911.3 歌仙はすごい  （中公新書） 辻原登/著 永田和宏/著 中央公論新社

17 911.3 蕪村と花いばらの路を訪ねて 寺山千代子/著 東信堂

18 911.3 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井いつき/著 ナツメ社

19 911.3 俳句でつかう季語の植物図鑑 『俳句でつかう季語の植物図鑑』編
集委員会/編 遠藤若狭男/監修 山川出版社

20 911.4 噺家が詠んだ昭和川柳 美濃部由紀子/編集協力 メイツ出版

21 911.5 永遠の詩情 森村誠一/著 KADOKAWA

22 911.5 燃える水滴 若松英輔/著 亜紀書房

23 912.6 つかこうへいの世界 日本近代演劇史研究会/編 社会評論社

24 913.5 雨月物語 癇癖談 [上田秋成/著] 浅野三平/校注 新潮社

25 913.5 江戸怪談文芸名作選 第4巻 木越治/責任編集 国書刊行会

26 914.6 私が作家になった理由(わけ) 阿刀田高/著 日本経済新聞出版社

27 914.6 この世界は思ってたほどうまくいかないみたいだ 新井見枝香/著 秀和システム

28 914.6 伊丹十三選集 2 伊丹十三/著 松家仁之/編 岩波書店

29 914.6 作家のおしごと 五木寛之/著 東京堂出版

30 914.6 女の不作法  （幻冬舎新書） 内館牧子/著 幻冬舎

31 914.6 大宮エリーのなんでコレ買ったぁ?! 大宮エリー/著 日本経済新聞出版社

32 914.6 針と糸 小川糸/著 毎日新聞出版

33 914.6 織田作之助と蛍 奥本大三郎/著 教育評論社

34 914.6 ミス・ダニエルズの追想 小沼丹/著 幻戯書房

35 914.6 たのしい暮しの断片(かけら) 金井美恵子/文 金井久美子/絵 平凡社

36 914.6 人生後半、はじめまして 岸本葉子/著 中央公論新社

37 914.6 次の人、どうぞ! 酒井順子/著 講談社

38 914.6 死生論 曽野綾子/著 産経新聞出版

39 914.6 さよなら自己責任  （新潮新書） 西きょうじ/著 新潮社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 914.6 あの人に会いに 穂村弘/著 毎日新聞出版

41 914.6 この先には、何がある? 群ようこ/著 幻冬舎

42 914.6 濃霧の中の方向感覚 鷲田清一/著 晶文社

43 915.6 中国銀河鉄道の旅 沢野ひとし/著 本の雑誌社

44 915.6 用事のない旅 森まゆみ/著 産業編集センター

45 916 海を撃つ 安東量子/著 みすず書房

46 916 工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野浩/著 青土社

47 916 くるま暮らし。 静慈彰/著 飛鳥新社

48 916 まなざしが出会う場所へ 渋谷敦志/著 新泉社

49 916 人生バイプレイヤー 中澤晴野/著 文芸社

50 916 「雪風」に乗った少年 西崎信夫/著 小川万海子/編 藤原書店

51 916 石牟礼道子 苦海浄土 若松英輔/著 NHK出版

52 918.6 酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部/編 キノブックス

53 919.3 懐風藻 辰巳正明/著 新典社

54 929.1 あの子はもういない イドゥオン/著 小西直子/訳 文藝春秋

55 929.1 種の起源 チョンユジョン/著 カンバンファ/訳 早川書房

56 931.7 クイーン詩集 クイーン/著 山本安見/訳
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

57 933.7 メドゥーサ E.H.ヴィシャック/著 安原和見/訳 アトリエサード

58 933.7 カート・ヴォネガット全短篇 3 カート・ヴォネガット/著 大森望/監
修 早川書房

59 933.7 ドーキー古文書 フラン・オブライエン/著 大澤正佳/
訳 白水社

60 933.7 心霊電流 （上・下） スティーヴン・キング/著 峯村利哉/
訳 文藝春秋

61 933.7 ネロ・ウルフの災難 女難編 レックス・スタウト/著 鬼頭玲子/編
訳 論創社

62 933.7 パトリック・メルローズ 4 エドワード・セント・オービン/著
国弘喜美代/訳 早川書房

63 933.7 メアリ・ポピンズ トラバース/作 岸田衿子/訳 朝日出版社

64 933.7 英国怪談珠玉集 南條竹則/編訳 国書刊行会

65 936 ザ・ディスプレイスト ヴィエト・タン・ウェン/編 山田文/
訳 ポプラ社

66 936 波 ソナーリ・デラニヤガラ/著 佐藤澄
子/訳 新潮社

67 946 ネオナチの少女 ハイディ・ベネケンシュタイン/著
平野卿子/訳 筑摩書房

68 949.6 静寂とは アーリング・カッゲ/著 田村義進/訳 辰巳出版

69 953.7 天は語らず モルガン・スポルテス/著 吉田恒雄/
訳

岩波書店

70 953.7 もうひとつの『異邦人』 カメル・ダーウド/著 鵜戸聡/訳 水声社

71 953.7 世界不死計画
フレデリック・ベグベデ/著 中村佳
子/訳 河出書房新社

72 953.7 怪盗ルパン二つえくぼの女 モーリス・ルブラン/著 保篠龍緒/訳 河出書房新社

73 953.7 トランジット アブドゥラマン・アリ・ワベリ/著
林俊/訳 水声社

74 954.5 超訳モンテーニュ中庸の教え モンテーニュ/著 大竹稽/編訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

75 980.2 笑いの方法 後藤明生/著 つかだま書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 花嫁は迷路をめぐる 赤川次郎/著 実業之日本社

2 F 箱の中の天皇 赤坂真理/著 河出書房新社

3 F 発現 阿部智里/著 NHK出版

4 F ショートショートドロップス 新井素子/編 キノブックス

5 F キリングクラブ 石川智健/著 幻冬舎

6 F 不死鳥少年 石田衣良/著 毎日新聞出版

7 F だから殺せなかった 一本木透/著 東京創元社

8 F 夢も見ずに眠った。 絲山秋子/著 河出書房新社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 F あちらにいる鬼 井上荒野/著 朝日新聞出版

10 F 天命 岩井三四二/著 光文社

11 F ニムロッド 上田岳弘/著 講談社

12 F 大江健三郎全小説 2 大江健三郎/著 講談社

13 F 月虹の夜市 折口真喜子/著 東京創元社

14 F 赤い雪 甲斐さやか/著 KADOKAWA

15 F 漫画ひりひり 風カオル/著 小学館

16 F オーディションから逃げられない 桂望実/著 幻冬舎

17 F 捕まえたもん勝ち! 3 加藤元浩/著 講談社

18 F スイート・マイホーム 神津凛子/著 講談社

19 F ジャンヌ 河合莞爾/著 祥伝社

20 F 炯眼に候 木下昌輝/著 文藝春秋

21 F ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池留衣/著 新潮社

22 F 忠義に死す 島津豊久 近衛龍春/著 KADOKAWA

23 F 救いの森 小林由香/著 角川春樹事務所

24 F スクエア 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏/著 徳間書店

25 F 永田町小町バトル 西條奈加/著 実業之日本社

26 F 駒音高く 佐川光晴/著 実業之日本社

27 F 指揮権発動 笹本稜平/著 KADOKAWA

28 F 木曜日の子ども 重松清/著 KADOKAWA

29 F 昨日の世界 島崎康/著 毎日新聞出版

30 F プラスチックの祈り 白石一文/著 朝日新聞出版

31 F とまり木 周防柳/著 小学館

32 F わるもん 須賀ケイ/著 集英社

33 F 戦場のレビヤタン 砂川文次/著 文藝春秋

34 F ほとほと 高樹のぶ子/著 毎日新聞出版

35 F 居た場所 高山羽根子/著 河出書房新社

36 F 逆流 田中経一/著 KADOKAWA

37 F まよなかの青空 谷瑞恵/著 文藝春秋

38 F あなたのためなら 田牧大和/著 文藝春秋

39 F 鳥籠の小娘 千早茜/文 宇野亞喜良/絵 KADOKAWA

40 F マーダーズ 長浦京/著 講談社

41 F 残りものには、過去がある 中江有里/著 新潮社

42 F 海わたる聲 中尾則幸/著 柏艪舎

43 F ふたたび嗤う淑女 中山七里/著 実業之日本社

44 F 泣くな研修医 中山祐次郎/著 幻冬舎

45 F 神の島のこどもたち 中脇初枝/著 講談社

46 F 新章神様のカルテ 夏川草介/著 小学館

47 F 満洲コンフィデンシャル 新美健/著 徳間書店

48 F 混物語 西尾維新/著 講談社

49 F W県警の悲劇 葉真中顕/著 徳間書店

50 F DRY 原田ひ香/著 光文社

51 F 東京パパ友ラブストーリー 樋口毅宏/著 講談社

52 F 天皇組合 火野葦平/著 河出書房新社

53 F トイレで読む、トイレのためのトイレ小説
雹月あさみ/著 ヨシタケシンスケ/イ
ラスト KADOKAWA

54 F 東京の子 藤井太洋/著 KADOKAWA

55 F 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子・F・不二雄/原作 辻村深月/著 小学館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 F 世界の真ん中の木 二木真希子/著 復刊ドットコム

57 F この道 古井由吉/著 講談社

58 F 終末少女 古野まほろ/著 光文社

59 F 夢と気づくには遅すぎた。 堀真潮/著 キノブックス

60 F 歌舞伎町ゲノム 誉田哲也/著 中央公論新社

61 F 1R1分34秒 町屋良平/著 新潮社

62 F ぼくはきっとやさしい 町屋良平/著 河出書房新社

63 F 千里の向こう 簑輪諒/著 文藝春秋

64 F まつらひ 村山由佳/著 文藝春秋

65 F 散歩するネコ れんげ荘物語 群ようこ/著 角川春樹事務所

66 F ゲート SEASON2-3 柳内たくみ/著 アルファポリス

67 F アリスのさくらんぼ やなせたかし/著 復刊ドットコム

68 F 名もなき星の哀歌 結城真一郎/著 新潮社

69 F 緑と楯 雪舟えま/著 集英社

70 F いのちの人形 横関大/著 KADOKAWA

71 F 由利・三津木探偵小説集成 3 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

72 F 雷雲の龍 吉川永青/著 講談社

73 F 吹上奇譚 第2話 吉本ばなな/著 幻冬舎

74 F 逃げろ、手志朗 吉森大祐/著 講談社

75 F すべての鳥を放つ 四方田犬彦/著 新潮社

76 F 殺人鬼がもう一人 若竹七海/著 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 理科の教室 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B049 ご笑納下さい 高田文夫/著 新潮社

3 B131.3 テアイテトス プラトン/著 渡辺邦夫/訳 光文社

4 B134.4 精神現象学 （上・下） G.W.F.ヘーゲル/著 熊野純彦/訳 筑摩書房

5 B134.9 存在と時間 5 ハイデガー/著 中山元/訳 光文社

6 B210.4 30の名城からよむ日本史 安藤優一郎/著 日本経済新聞出版社

7 B210.4 日本史の探偵手帳 磯田道史/著 文藝春秋

8 B290.9 漂巽紀畧 ジョン万次郎/述 河田小龍/記 講談社

9 B361.4 伝達の整理学 外山滋比古/著 筑摩書房

10 B361.4 「空気」の研究 山本七平/著 文藝春秋

11 B368.4 白い孤影ヨコハマメリー 檀原照和/著 筑摩書房

12 B498.3 人生うまくいく人の感情リセット術 樺沢紫苑/著 三笠書房

13 B596.0 味見したい本 木村衣有子/著 筑摩書房

14 B778.8 考証要集 2 大森洋平/著 文藝春秋

15 B779.1 笑ってなんぼじゃ! 下 島田洋七/著 徳間書店

16 B779.1 志ん生のいる風景 矢野誠一/著 河出書房新社

17 B911.0 四季のうた 長谷川櫂/著 中央公論新社

18 B914.6 橋本治のかけこみ人生相談 橋本治/著 幻冬舎

19 B914.6 書かなければよかったのに日記 深沢七郎/著 中央公論新社

20 B933.6 ミドルマーチ 1 ジョージ・エリオット/著 廣野由美
子/訳 光文社

21 B933.7 償いの雪が降る アレン・エスケンス/著 務台夏子/訳 東京創元社

22 B933.7 カナリアはさえずる （上・下） ドゥエイン・スウィアジンスキー/著
公手成幸/訳

扶桑社

23 B933.7 モリアーティ秘録 （上・下） キム・ニューマン/著 北原尚彦/訳 東京創元社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 B933.7 キャッツ・アイ
R.オースティン・フリーマン/著 渕
上瘦平/訳

筑摩書房

25 B933.7 トランクの中に行った双子 ショーニン・マグワイア/著 原島文
世/訳 東京創元社

26 B933.7 最高の人生をさがして ジュディ・リー/著 新井ひろみ/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

27 B933.7 ピクニック・アット・ハンギングロック ジョーン・リンジー/著 井上里/訳 東京創元社

28 B933.7 賢者の怖れ （1～7巻） パトリック・ロスファス/著 山形浩
生/訳

早川書房

29 B953.6 死刑囚最後の日 ユゴー/著 小倉孝誠/訳 光文社

30 B953.6 ラフォルグ抄 ラフォルグ/著 吉田健一/訳 講談社

31 B989.8 もつれ ジグムント・ミウォシェフスキ/著
田口俊樹/訳 小学館

32 BF 困った死体 浅暮三文/著 集英社

33 BF 神様の御用人 8 浅葉なつ/著 KADOKAWA

34 BF 灰の轍 麻見和史/著 KADOKAWA

35 BF ひきこもりの弟だった 葦舟ナツ/著 KADOKAWA

36 BF 下町やぶさか診療所 池永陽/著 集英社

37 BF 隠密船頭 稲葉稔/著 光文社

38 BF 喜連川の風 明星ノ巻2 稲葉稔/著 KADOKAWA

39 BF 御成 上田秀人/著 集英社

40 BF 危急 上田秀人/著 集英社

41 BF 分断 上田秀人/著 講談社

42 BF 九十九書店の地下には秘密のバーがある 岡崎琢磨/著 角川春樹事務所

43 BF 冥土ごはん 洋食店幽明軒 伽古屋圭市/著 小学館

44 BF 眠れない凶四郎 1 風野真知雄/著 文藝春秋

45 BF キッドナッパーズ 門井慶喜/著 文藝春秋

46 BF 切断 黒川博行/著 KADOKAWA

47 BF 未だ行ならず (上・下） 佐伯泰英/著 双葉社

48 BF 奈緒と磐音 佐伯泰英/著 文藝春秋

49 BF 鬼役 25 坂岡真/著 光文社

50 BF 新・浪人若さま新見左近 2 佐々木裕一/著 双葉社

51 BF ひとでなし 沢田ふじ子/著 幻冬舎

52 BF 食いしんぼう同心 志木沢郁/著 KADOKAWA

53 BF 患者の事情 集英社文庫編集部/編 遠藤周作/著 集英社

54 BF 鏡面堂の殺人〜Theory of Relativity〜 周木律/著 講談社

55 BF 黄金色の雲 鈴木英治/著 双葉社

56 BF 御内儀の業 鈴木英治/著 双葉社

57 BF 出世と左遷 高杉良/著 新潮社

58 BF スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 4 友井羊/著 宝島社

59 BF ペンギン鉄道なくしもの係リターンズ 名取佐和子/著 幻冬舎

60 BF 1968三億円事件 日本推理作家協会/編 下村敦史/著 幻冬舎

61 BF 最恐組織 濱嘉之/著 文藝春秋

62 BF 京都寺町三条のホームズ 11 望月麻衣/著 双葉社

63 BF 編集者ぶたぶた 矢崎存美/著 光文社

64 BF 真夏の焼きそば 山口恵以子/著 角川春樹事務所

65 BF 鴨ぱりぱり 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R069.5 展示学事典 日本展示学会/編 丸善出版

R 参考図書

★参考図書は館内でご覧ください
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 R203.2 世界史年表・地図 亀井高孝/編 三上次男/編 吉川弘文館

3 R280.3 教科書に載った世界史人物800人 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

4 R281.0 名前から引く人名辞典 2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

5 R291.0 日本200年地図 今尾恵介/監修 河出書房新社

6 R317.2 行政機構図 平成30年度版  行政管理研究センター

7 R318.1 地方自治小六法 平成31年版 地方自治制度研究会/監修 学陽書房
編集部/編 学陽書房

8 R318.1 自治六法 平成31年版 地方自治法令研究会/編集 ぎょうせい

9 R318.1 市町村役場便覧 平成31年版 日本加除出版株式会社編集部/編 日本加除出版

10 R327.1 弁護士白書 2018年版 日本弁護士連合会/編著 日本弁護士連合会

11 R329.9 出入国管理実務六法 平成31年版 出入国管理法令研究会/編 日本加除出版

12 R338.7 全国信用金庫名鑑 平成31年版  
金融図書コンサルタン
ト社

13 R338.9 外為白書 第9号(2017-18)  
外為どっとコム総合研
究所

14 R358.1 都道府県別生命表 平成27年 厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策、政策評価担当)/編 厚生労働統計協会

15 R366.1 労働総覧 平成31年版 労働法令協会/編 労働法令

16 R366.3 女性労働の分析 2017年  21世紀職業財団

17 R480.3 動物レファレンス事典 2 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

18 R487.5 魚類学の百科事典 日本魚類学会/編 丸善出版

19 R488.0 羽 叶内拓哉/著 高田勝/著 文一総合出版

20 R493.8 ワクチン 日本ワクチン学会/編集 朝倉書店

21 R524.9 火災便覧 日本火災学会/編 共立出版

22 R566.0 素形材年鑑 平成29年版(2017年) 素形材センター/編 素形材センター

23 R667.0 部位別でみつかる水産食品の寄生虫・異物検索図鑑 横山博/ほか著 緑書房

24 R680.5 数字でみる物流 2018年度版  日本物流団体連合会

25 R686.2 鉄道要覧 平成30年度 国土交通省鉄道局/監修 電気車研究会

26 R810.9 国語に関する世論調査 平成29年度 文化庁文化部国語課/編 ぎょうせい

27 R813.1 漢字学習辞典エスペラント語版 Jack Halpern/編 日本エスペラント協会

28 R813.7 朝日キーワード 2020 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

29 R903.1 翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2001-2005 DBジャパン/編集 DBジャパン

30 R909.0 作品名から引ける日本児童文学個人全集案内 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

31 R910.2 星新一作品登場人物索引 DBジャパン/編集 DBジャパン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T163 立山信仰史研究の諸論点 米原寛/著 桂書房

2 T232.3 四十年のあゆみ 堀川南自治振興会/編 堀川南自治振興会

3 T318.3 富山市まち・ひと・しごと総合戦略 富山市/編 富山市

4 T318.3 第2次富山市総合計画 平成30年度 実施計画 富山市企画管理部企画調整課/編
富山市企画管理部企画
調整課

5 T318.3 富山市議会定例会会議録 平成30年12月 富山市議会/編 富山市議会

6 T318.8 富山広域連携中枢都市圏ビジョン 富山市企画管理部企画調整課/編
富山市企画管理部企画
調整課

7 T345 税務概要 平成30年度 富山市財務部納税課/編 富山市

8 T369 地区社協活動-虎の巻- 平成29年度 富山市社会福祉協議会/編 富山市社会福祉協議会

9 T369.7 富山市ボランティアセンター [2018] 富山市ボランティアセンター/編
富山市ボランティアセ
ンター

10 T375.8 富山大学国語教育 第43号 富山大学国語教育学会/編 富山大学国語教育学会

11 T376.3 富山市立水橋中学校体育館竣工・創校70周年記念式典 平成29年度 富山市立水橋中学校/編 富山市立水橋中学校

12 T377.2 富山大学理学部活動報告 2017年 富山大学理学部/編 富山大学理学部

13 T377.3 学生便覧 平成30年度 第13回生 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

14 T377.3 学校案内 2018 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

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

15 T499 富山の置き薬 上 伊藤玄二郎/編集 富山市

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

17 T525 富山市住生活基本計画 平成30年3月改定 富山市都市整備部居住対策課/編
富山市都市整備部居住
対策課

18 T527 富山で建てる! 北日本新聞社/編 北日本新聞社

19 T596 とやま宝来カレー 創刊号 荒井江里/編集・文 宝来社

20 T683 富山新港の建設 松下ナミ子/著 桂書房

21 T686.9 安全報告書 平成29年度
富山市活力都市創造部路面電車推進
課/編 軌道整備事業者/編

富山市

22 T687 はじまる富山物語。 平成30年度版 富山県観光・交通・地域振興局総合
交通政策室/[ほか]編 富山県

23 T706.9 富山市ガラス美術館記録集 平成29年度 富山市ガラス美術館/編 富山市ガラス美術館

24 T723 村正俊 遊彩集 村正俊/編 村正俊

25 T751 富山ガラス造形研究所卒業制作展 2018 富山ガラス造形研究所/編 富山ガラス造形研究所

26 T759 うしとうそ 2018 広瀬徹也/文 小野田陽一/写真 ストライド

27 T911.6 合同歌集 第2集原型富山歌人会55周年記念 原型富山歌人会/編 原型富山歌人会

28 T911.6 欅の息吹 小島笑子/著 角川文化振興財団

29 T913.6 富山県俳句連盟合同句集 第43集 中坪達哉/編 富山県俳句連盟

30 T915 晩年 近岡礼/著
ブイツーソリューショ
ン

31 T936 富山地方鉄道殺人事件 西村京太郎/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あのねこは 石津ちひろ/文 宇野亞喜良/絵 フレーベル館

2 E いつかあなたがおおきくなったら エミリー・ウィンフィールド・マー
ティン/さく なかがわちひろ/やく サンマーク出版

3 E うたう!ももたろう スギヤマカナヨ/作・絵 赤ちゃんとママ社

4 E うまれたよ!イカ 櫻井季己/写真・文 岩崎書店

5 E うまれたよ!タコ 櫻井季己/写真・文 岩崎書店

6 E 映画きかんしゃトーマスGo!Go!地球まるごとアドベンチャー ウィルバート・オードリー/原作 ポプラ社

7 E えらいこっちゃのいちねんせい かさいまり/文 ゆーちみえこ/絵 アリス館

8 E おしいれじいさん 尾崎玄一郎/作 尾崎由紀奈/作 福音館書店

9 E おしえておしえてねむりかた アナ・カン/ぶん クリストファー・
ウェイアント/え

ほるぷ出版

10 E おどろいたりす
イーラ/写真 マーガレット・ワイ
ズ・ブラウン/文 文遊社

11 E おならくん ゾーイ・フォスター・ブレイク/作
アダム・ニッケル/絵 アルファポリス

12 E お話の種をまいて アニカ・アルダムイ・デニス/作 パ
オラ・エスコバル/絵 汐文社

13 E 介助犬レスキューとジェシカ
ジェシカ・ケンスキー/文 パトリッ
ク・ダウネス/文 BL出版

14 E 怪物があらわれた夜 リン・フルトン/文 フェリシタ・サ
ラ/絵 光村教育図書

15 E きんたろう 堀切リエ/文 いしいつとむ/絵 子どもの未来社

16 E クマさんのいえへいかなくちゃ! ブライアン・リーズ/作・絵 横山和
江/訳

徳間書店

17 E クマタンとうんち 若槻千夏/著 主婦の友社

18 E くろねころびんちゃんぷんすか くろねこいしょう/さくえ キーステージ21

19 E ことばあそびのたび 谷川俊太郎/作 はせみつこ/作 くもん出版

20 E こまった虫歯 長田真作/著 高陵社書店

21 E こんとん 夢枕獏/文 松本大洋/絵 偕成社

22 E ジバンシィとオードリー フィリップ・ホプマン/作 野坂悦子/
訳 文化学園文化出版局

23 E しゅっぽくん つしまひろし/作・絵 絵本塾出版

24 E スイレンの花のように
パスカル・ルメートル/作・絵 たか
のゆう/監訳 汐文社

25 E 数字はわたしのことば
シェリル・バードー/文 バーバラ・
マクリントック/絵

ほるぷ出版

26 E すきですゴリラ アンソニー・ブラウン/作絵 山下明
生/訳 あかね書房

E 絵本

- 28 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

27 E スキャリーおじさんのとってもたのしいえいごえじてん
リチャード・スキャリー/さく ふし
みみさを/やく

BL出版

28 E ソフィー、がっこうへいく パット・ジトロー・ミラー/文 ア
ン・ウィルスドルフ/絵 光村教育図書

29 E たいこたたきの少年 バーナデット・ワッツ/文と絵 松永
美穂/訳 西村書店

30 E ちいさなエリオット たまにはとおくへ マイク・クラトウ/作 福本友美子/訳 マイクロマガジン社

31 E ちゃのまのおざぶとん かねこまき/作 アリス館

32 E ちょっとだけちょっとだけ きむらゆういち/さく まえはらあき
こ/え 絵本ナビ

33 E できるかな?しーしーおしっこ いもとようこ/作 講談社

34 E できるかな?ちゃっぷんおふろ いもとようこ/作 講談社

35 E でこぼこホットケーキ よしだあつこ/作 川副真佑実/絵 世界文化社

36 E でんしゃからバイバーイ いしづちひろ/さく きたむらじん/え くもん出版

37 E トイレロケット はっとりひろき/作 講談社

38 E どうぶつABCえほん 安江リエ/文 降矢なな/絵 のら書店

39 E トカゲのともだち あさおよう/作・絵 フレーベル館

40 E どんぶりん 新井洋行/作 アリス館

41 E なんでもおんなじ? コリンヌ・アヴェリス/作 スーザ
ン・バーレイ/絵

フレーベル館

42 E ニューヨークのたからをまもれ! ナターシャ・ウィング/文 アレグザ
ンドラ・ボイガー/絵 フレーベル館

43 E ぬにゅ〜ぽんぽん ちかつたけお/作 KADOKAWA

44 E ねこのつけしっぽ 吉田愛/作 講談社

45 E のりものでおぼえる!ABC 野田隆/英語監修 小坂タイチ/イラス
ト 交通新聞社

46 E はいたっち からさわようすけ/さく エンブックス

47 E はっくしょん ザ・キャビンカンパニー/作・絵 岩崎書店

48 E パパといっしょ スーシー/ぶん・え 高橋久美子/やく トゥーヴァージンズ

49 E ぱんつさん たなかひかる/作 ポプラ社

50 E ぼくくま accototo/えとぶん みらいパブリッシング

51 E みえた!きょうりゅうのせかい サラ・ハースト/作 ルーシー・ク
リップス/絵

くもん出版

52 E みんなたいせつ 世界人権宣言の絵本 東菜奈/構成・訳 渋谷敦志/写真 岩崎書店

53 E もういいかい 岡野薫子/作 太田大八/画 復刊ドットコム(発売)

54 E モグラのねがいごと ブリッタ・テッケントラップ/作 三
原泉/訳 BL出版

55 E ももたろう 西村敏雄/作 あすなろ書房

56 E やまのおなか ちえちひろ/作・絵
パイインターナショ
ナル

57 E ルブナとこいし
ウェンディ・メデュワ/文 ダニエ
ル・イヌュ/絵

BL出版

58 E わらしべちょうじゃ 植垣歩子/作 あすなろ書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 プログラミングえほん 3 松田孝/監修 フレーベル館

2 K016 うみべの文庫 堀米薫/著 文研出版

3 K031 学校なぞなぞ 1 ながたみかこ/文 多屋光孫/絵 汐文社

4 K033 世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ・ギフォード/文 ポール・
ボストン/絵 河出書房新社

5 K070 その情報はどこから? ネット時代の情報選別力 （ちくまプリマー新書） 猪谷千香/著 筑摩書房

6 K147 3分後にゾッとする話 2 並木伸一郎/著 マニアニ/絵 理論社

7 K150 シリーズ・道徳を考える 1 内田樹/著 こどもくらぶ/編 かもがわ出版

8 K159 こどもドラッカーのことば 齋藤孝/監修 日本図書センター

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

10 K159 よのなかルールブック メシが食える大人になる! 高濱正伸/監修 林ユミ/絵 日本図書センター

11 K210 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 1・2巻 こどもくらぶ/編 あすなろ書房

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 K215 旅からわかる江戸時代 1～3巻 深光富士男/著 河出書房新社

13 K217 未来をつかめ!平成ビジュアル図鑑 3 大江近/総監修 文研出版

14 K236 情熱でたどるスペイン史  （岩波ジュニア新書） 池上俊一/著 岩波書店

15 K280 非暴力の人物伝 3  大月書店

16 K289 ノーベル 大野進/文 藤原カムイ/絵 講談社

17 K289 引き継がれる夢 点字新聞「あけぼの」 タケシタナカ/文 吉澤みか/絵 桜雲会

18 K289 徳川家康 松田朱夏/著 RICCA/絵 駒草出版

19 K290 小学生のための世界地図帳 学習地理研究会/著 メイツ出版

20 K307 わけがわかる中学社会 学研プラス/編 学研プラス

21 K313 池上彰と考える「民主主義」 2 池上彰/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

22 K316 国際化の時代に生きるためのQ&A 5  創元社

23 K319 こんなに恐ろしい核兵器 2 鈴木達治郎/著 光岡華子/著 ゆまに書房

24 K330 北欧式お金と経済がわかる本 グンヒル・J.エクルンド/著 枇谷玲
子/訳 翔泳社

25 K333 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷裕子/監修 文溪堂

26 K334 池上彰が解説したい!国民・移民・難民 3 稲葉茂勝/著 池上彰/監修 筑摩書房

27 K366 名人はっけん!まちたんけん 1～5巻 鎌田和宏/監修 学研プラス

28 K366 密着!お仕事24時 1～3巻 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

29 K366 ザ・裏方 2  フレーベル館

30 K369 こどものための防災教室 今泉マユ子/著 理論社

31 K369 めざせ!災害サバイバルマスター 1～4巻 片山誠/監修 72時間サバイバル教育
協会/協力

太郎次郎社エディタス

32 K369 ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎信江/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

33 K375 理科実験大百科 第19集  少年写真新聞社

34 K376 クイズでわかる!学校の生活 1～3巻 広中忠昭/監修 学研プラス

35 K383 くらしの中のトイレの歴史 しおうらしんたろう/作・絵 ポトス出版

36 K383 歴史ごはん 第1巻 永山久夫/監修 山本博文/監修 くもん出版

37 K404 わけがわかる中学理科 学研プラス/編 学研プラス

38 K404 科学ってなあに? ジェームズ・ドイル/著 桑原洋子/訳 河出書房新社

39 K404 ジュニア空想科学読本 8 柳田理科雄/著 藤嶋マル/絵 汐文社

40 K404 ジュニア空想科学読本 15 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

41 K407 きせつのずかん 1 露木和男/監修 岩崎書店

42 K440 ワクワク探検シリーズ 1・2巻
トム・クロージー・コール/絵 上原
昌子/訳

ゆまに書房

43 K440 世界をうごかした科学者たち 天文学者 ゲリー・ベイリー/文 本郷尚子/訳 ほるぷ出版

44 K446 ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの? 寺田健太郎/作 乾摩耶子/絵 大阪大学出版会

45 K448 基礎からわかる地図の大百科 3 田代博/著 稲葉茂勝/著 岩崎書店

46 K448 教科書にでてくる地図記号 2 日本地図センター/監修 ほるぷ出版

47 K448 発見しよう!つくってみよう!まちの地図 2 長谷川直子/監修 河出書房新社

48 K460 生きものとは何か  （ちくまプリマー新書） 本川達雄/著 筑摩書房

49 K471 まいて観察!たね図鑑 3 おくやまひさし/著 汐文社

50 K475 ずかん こけ 木口博史/著 古木達郎/著 技術評論社

51 K480 キモい!生きもの 今泉忠明/監修 宝島社

52 K480 どうぶつのふしぎ にしもとおさむ/作・絵 清水洋美/構
成・文 世界文化社

53 K480 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック からだのヒミツ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ/編 NHK出版

54 K480 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック 行動のナゾ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ/編

NHK出版

55 K480 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック 進化のふしぎ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ/編

NHK出版

56 K481 だれの手がた・足がた?
有沢重雄/構成・文 小宮輝之/監修・
手がた足がた図版 偕成社

57 K481 旅する動物図鑑 1～3巻  筑摩書房

58 K488 クマゲラ 竹田津実/文|写真 アリス館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 K488 スズメのくらし 平野伸明/文・写真 福音館書店

60 K489 ミッション・シロクマ・レスキュー ナンシー・F.キャスタルド/著 カレ
ン・デ・シーヴ/著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

61 K491 ミクロワールド人体大図鑑 3 宮澤七郎/監修 島田達生/監修 小峰書店

62 K498 いのちを救いたい救急救命24時 2 風讃社/編 汐文社

63 K502 くらしを変えた日本の技術 2・3巻 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

64 K509 この町工場から世界へ 『この町工場から世界へ』編集室/編 理論社

65 K518 ごみについて調べよう 1 岡山朋子/監修 あかね書房

66 K518 最新!リサイクルの大研究 田崎智宏/監修 PHP研究所

67 K537 はたらくじどう車くらべ 3 国土社編集部/編 国土社

68 K537 はたらくじどう車くらべ 5 国土社編集部/編 国土社

69 K537 世界のスーパーカー図鑑  
スタジオタッククリエ
イティブ

70 K540 電気・ガスはどこから来るのか? 江田健二/監修 PHP研究所

71 K589 文房具を使いこなす 3 WILLこども知育研究所/編 フレーベル館

72 K590 ひとりでできるかな?はじめての家事 4
家庭科教育研究者連盟/編 大橋慶子/
絵

大月書店

73 K596 旬ってなに? 春 本多京子/監修 汐文社

74 K626 やさいのさいばいとかんさつ 1～6巻 藤田智/監修 学研プラス

75 K727 すごいぞ、さか立ちする文字!アンビグラム暗号のなぞ ノムライッセイ/作 フルカワマモる/
絵 KADOKAWA

76 K754 かわいいパッケージクラフト 1 平田美咲/作 汐文社

77 K759 ひなにんぎょうができるまで  ひさかたチャイルド

78 K780 12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究
坂上康博/編著 くにともゆかり/イラ
スト かもがわ出版

79 K798 かるたをつくって遊ぼう! 1 原口美貴子/著 日本郷土かるた協会/
監修 国土社

80 K801 あそんでおぼえる手話 1 江副悟史/監修 こどもくらぶ/編・著 岩崎書店

81 K801 あそんでおぼえる手話 3 江副悟史/監修 こどもくらぶ/編・著 岩崎書店

82 K810 ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば 第2期[5] 柳下則久/総監修 森博昭/総監修 文研出版

83 K811 小学校一年生の漢字 落合淳思/監修 吉田一裕/イラスト 理論社

84 K811 小学校二年生の漢字 落合淳思/監修 織田明/イラスト 理論社

85 K811 小学校三年生の漢字 落合淳思/監修 吉田一裕/イラスト 理論社

86 K811 小学校四年生の漢字 落合淳思/監修 織田明/イラスト 理論社

87 K811 小学校五年生の漢字 落合淳思/監修 吉田一裕/イラスト 理論社

88 K811 小学校六年生の漢字 落合淳思/監修 織田明/イラスト 理論社

89 K812 ふしぎ?びっくり!ことばの由来博物館 6・7巻  ほるぷ出版

90 K813 ことばハンター 飯間浩明/著 ポプラ社

91 K814 こども四字熟語 齋藤孝/著 丸山誠司/絵 草思社

92 K814 「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤有紀/著 少年写真新聞社

93 K911 こども「折々のうた」100 大岡信/著 長谷川櫂/監修 小学館

94 K911 ぞうさん まど・みちお詩集 まどみちお/詩 童話屋

95 K912 毛抜 石崎洋司/著 小坂伊吹/絵 岩崎書店

96 K912 曽根崎心中 [近松門左衛門/原作] 令丈ヒロ子/著 岩崎書店

97 K913 バドミントン★デイズ 赤羽じゅんこ/作 さかぐちまや/絵 偕成社

98 K913 ゆきのひのだんまりうさぎ 安房直子/作 ひがしちから/絵 偕成社

99 K913 らくだい記者と白雪のドレス あんびるやすこ/著 岩崎書店

100 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 07 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

101 K913 天使のにもつ いとうみく/著 丹下京子/絵 童心社

102 K913 クローンドッグ 今西乃子/作 金の星社

103 K913 世界一クラブ 5 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

104 K913 氷の上のプリンセス ジュニア編3 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

105 K913 よわむしトトといのちの石 如月かずさ/作 田中六大/絵 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 K913 SFショートストーリー傑作セレクション 異次元篇 日下三蔵/編 汐文社

107 K913 星空の人形芝居 熊谷千世子/著 国土社

108 K913 君型迷宮図 久米絵美里/作 元本モトコ/絵 朝日学生新聞社

109 K913 夜カフェ 2 倉橋燿子/作 たま/絵 講談社

110 K913 カンガルーがんばる! 佐川芳枝/作 山田花菜/絵 講談社

111 K913 つくられた心 佐藤まどか/作 浦田健二/絵 ポプラ社

112 K913 ぼくらの卒業いたずら大作戦 （上・下） 宗田理/作 YUME/絵 KADOKAWA

113 K913 ぼくら×怪盗レッド VRパークで危機一髪!?の巻 宗田理/作 秋木真/作 KADOKAWA

114 K913 占い師のオシゴト 高橋桐矢/作 烏羽雨/絵 偕成社

115 K913 右手にミミズク 蓼内明子/作 nakaban/絵 フレーベル館

116 K913 オバケがシツジの七不思議 田原答/作 渡辺ナベシ/絵 KADOKAWA

117 K913 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe3 田村理江/作 pon-marsh/絵 国土社

118 K913 邪馬台戦記 2 東郷隆/作 佐竹美保/絵 静山社

119 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

120 K913 まく子 西加奈子/著 福音館書店

121 K913 百物語 5 日本児童文学者協会/編 文溪堂

122 K913 しんぶんのタバー 萩原弓佳/作 小池壮太/絵 PHP研究所

123 K913 もしも、この町で 2 服部千春/作 ほおのきソラ/絵 講談社

124 K913 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中/著 講談社

125 K913 十年屋 2 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

126 K913 消えた黒猫は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

127 K913 とべ!小てんぐ! 南史子/作 牧村慶子/絵 国土社

128 K913 龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 14 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

129 K913 こわ〜い!?わる〜い!?おばけ虫 むらいかよ/著 ポプラ社

130 K913 レオたいせつなゆうき 村上しいこ/作 こばようこ/絵 講談社

131 K913 おおあたり! もとしたいづみ/作 山西ゲンイチ/絵 小峰書店

132 K913 ナイスキャッチ! 5 横沢彰/作 スカイエマ/絵 新日本出版社

133 K914 徒然草 兼好法師/作 長尾剛/文 汐文社

134 K932 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 J.K.ローリング/著 松岡佑子/日本語
版監修・訳 静山社

135 K933 魔法使いマーリンの犬 エリック・カーン・ゲイル/作 大山
泉/訳

評論社

136 K933 ふしぎなようせい人形 ルーマー・ゴッデン/作 久慈美貴/訳 徳間書店

137 K933 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 3 クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

138 K933 ハートウッドホテル 2 ケイリー・ジョージ/作 久保陽子/訳 童心社

139 K933 ガムじいさん、ドロボウはいけないよ! アンディ・スタントン/作 デビッ
ド・タジィーマン/絵 小峰書店

140 K933 バレエシューズ
ノエル・ストレトフィールド/著 朽
木祥/訳

福音館書店

141 K933 さらわれたオレオマーガリン王子
マーク・トウェイン/作 フィリッ
プ・ステッド/作 福音館書店

142 K933 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス/作 橋本恵/訳 徳間書店

143 K933 名探偵テスとミナ 2 ポーラ・ハリソン/作 村上利佳/訳 文響社

144 K933 アラルエン戦記 12
ジョン・フラナガン/作 入江真佐子/
訳

岩崎書店

145 K933 ルイスと不思議の時計 ルイスと不思議の時計1 ジョン・ベレアーズ/作 三辺律子/訳 静山社

146 K933 闇にひそむ影 ルイスと不思議の時計2 ジョン・ベレアーズ/作 三辺律子/訳 静山社

147 K933 魔法の指輪 ルイスと不思議の時計3 ジョン・ベレアーズ/作 三辺律子/訳 静山社

148 K933 子犬たちのあした ミーガン・リクス/作 尾高薫/訳 徳間書店

149 K933 ヤング・シャーロック・ホームズ vol.5 アンドリュー・レーン/著 静山社

150 K933 ふたご探偵 2 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

151 K949 ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン/作
イングリッド・ヴァン・ニイマン/絵 岩波書店
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