
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 いつもそばには本があった。 國分功一郎/著 互盛央/著 講談社

2 002 学問からの手紙 宮野公樹/著 小学館

3 002.7 わかりやすさの罠  （集英社新書） 池上彰/著 集英社

4 007.1 ロボットに倫理を教える W.ウォラック/著 C.アレン/著 名古屋大学出版会

5 007.1 AI社会の歩き方 江間有沙/著 化学同人

6 007.1 トコトンやさしいVRの本
廣瀬通孝/監修 東京大学バーチャル
リアリティ教育研究センター/編 日刊工業新聞社

7 007.1 超AI入門 松尾豊/編著 NHK「人間ってナンだ?
超AI入門」制作班/編著 NHK出版

8 007.3 YouTubeの時代 ケヴィン・アロッカ/著 小林啓倫/訳 NTT出版

9 007.3 大きな字でわかりやすいLINE入門 岩間麻帆/著 技術評論社

10 007.3 できる大人の手習い帖LINE知りたいこと100選 エディポック/著 できるシリーズ編
集部/著 インプレス

11 007.3 弁護士YouTuberクボタに聞く「これって犯罪ですか?」 久保田康介/著 KADOKAWA

12 007.3 Creative Selection Apple創造を生む力 ケン・コシエンダ/著 二木夢子/訳 サンマーク出版

13 007.3 給与も賞与も、社員みんなで決めてます 新免玲子/著 あさ出版

14 007.3 Q&Aインターネットの法的論点と実務対応 東京弁護士会インターネット法律研
究部/編 ぎょうせい

15 007.3 オンラインサロンのつくりかた 中里桃子/著 技術評論社

16 007.3 ITロードマップ 2019年版 野村総合研究所デジタル基盤開発部/
著 NRIセキュアテクノロジーズ/著 東洋経済新報社

17 007.6 できる大人の手習い帖スマホ知りたいこと100選 エディポック/著 できるシリーズ編
集部/著 インプレス

18 007.6 できるExcel関数 尾崎裕子/著 できるシリーズ編集部/
著 インプレス

19 007.6 Excel完全ガイド 門脇香奈子/著 SBクリエイティブ

20 007.6 コンピュータにかわいいを学習させたら何が起きたか 遠山功/著 ダイヤモンド社

21 007.6 基礎からわかるElm 鳥居陽介/著
シーアンドアール研究
所

22 007.6 モブプログラミング・ベストプラクティス マーク・パール/著 長尾高弘/訳 日経BP社

23 007.6 さわるようにしくみがわかるコンピュータのひみつ 原田康徳/著 技術評論社

24 007.6 Word & Excelで困ったときに開く本 2019  朝日新聞出版

25 016.2 昔話とその周辺 筒井悦子/著 みやび出版

26 019.1 人をつくる読書術  （青春新書INTELLIGENCE） 佐藤優/著 青春出版社

27 019.1 できる人の読書術 堀紘一/著 ダイヤモンド社

28 019.9 現役東大生が選ぶいま読むべき100冊 西岡壱誠/著 光文社

29 020.2 書物の破壊の世界史
フェルナンド・バエス/著 八重樫克
彦/訳 紀伊國屋書店

30 021.2 著作権判例百選 小泉直樹/[ほか]編 有斐閣

31 021.3 今すぐ本を出しなさい 水野俊哉/著 秀和システム

32 021.4 レイアウト・デザインの教科書 米倉明男/著 生田信一/著 SBクリエイティブ

33 022.3 へんちくりん江戸挿絵本  （インターナショナル新書） 小林ふみ子/著
集英社インターナショ
ナル

34 023 電子出版活用型図書館プロジェクト 湯浅俊彦/著 出版メディアパル

35 061 好奇心が未来をつくる ソニーコンピュータサイエンス研究
所/編

祥伝社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 061 シンクタンクとは何か  （中公新書） 船橋洋一/著 中央公論新社

37 069 新博物館園論 小林秀司/編 星野卓二/編 同成社

38 070.2 アベノメディアに抗う 臺宏士/著 緑風出版

39 080 大清律刑律 2 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

1 130.2 創造と狂気の歴史 松本卓也/著 講談社

2 132.7 寛容のすすめ 桑原聡/著 海竜社

3 133 啓蒙とはなにか ジョン・ロバートソン/著 野原慎司/
訳 白水社

4 135.5 ドゥルーズとマルクス 松本潤一郎/著 みすず書房

5 135.5 哲学者とその貧者たち ジャック・ランシエール/著 松葉祥
一/訳 航思社

6 140 パフォーマンス心理学入門 香川秀太/編 有元典文/編 新曜社

7 140 心理学概論 松田幸弘/編著 ナカニシヤ出版

8 141.2 人を動かす「色」の科学  （サイエンス・アイ新書） 松本英恵/著 SBクリエイティブ

9 141.3 進化する勉強法 竹内龍人/著 誠文堂新光社

10 141.3 世界最強記憶術場所法 平田直也/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

11 141.7 人が自分をだます理由 ケヴィン・シムラー/著 ロビン・ハ
ンソン/著 原書房

12 143 発達心理学15講 高橋一公/編著 中川佳子/編著 北大路書房

13 143 生活のなかの発達 外山紀子/編 安藤智子/編 新曜社

14 146.1 一億総他責社会  （イースト新書） 片田珠美/著 イースト・プレス

15 146.8 「何をやっても長続きしない人」の悩みがなくなる本 石原加受子/著 イースト・プレス

16 146.8 心の傷は遺伝する マーク・ウォリン/著 野中香方子/訳 河出書房新社

17 146.8 虐待・トラウマを受けた乳幼児の心理療法 ジョイ・D.オソフスキー/著 フィ
リップ・T.ステプカ/著 日本評論社

18 146.8 居るのはつらいよ 東畑開人/著 医学書院

19 146.8 みんなの発達! フレド・ニューマン/著 フィリス・
ゴールドバーグ/著 新曜社

20 148 占いをまとう少女たち 橋迫瑞穂/著 青弓社

21 148.5 運を引き寄せるわかりやすい家相と間取り 松本象湧/編著 神宮館編集部/編著 神宮館

22 150 ふだんづかいの倫理学 平尾昌宏/著 晶文社

23 152.1 ちょうどいいブスのススメ 山崎ケイ/著 主婦の友社

24 152.2 なぜか9割の女性が知らない婚活のオキテ 植草美幸/著 青春出版社

25 152.2 幸せになる再婚のための10のこと デュエイナ・C.ウェルチ/著 岩橋泉
苗/監修

シャスタインターナ
ショナル

26 157.2 報徳記を読む 第5集 地福進一/編 二宮尊徳の会

27 159 100歳までのしあわせ未来地図 井上野乃花/著 主婦の友インフォス

28 159 人生は攻略できる 橘玲/著 ポプラ社

29 159 「一生」の自信を「一瞬」でつくる本 松橋良紀/著 WAVE出版

30 159 長生きにこだわらない 矢作直樹/著 文響社

31 159.4 会社に使われる人会社を使う人  （角川新書） 楠木新/著 KADOKAWA

32 159.4 働くあなたに伝えておきたい100のこと ジェフ・ケラー/著 弓場隆/訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

33 159.4 社会人1年目の教科書 菅沼勇基/著
クロスメディア・パブ
リッシング

34 159.4 40代からのライフシフト実践ハンドブック 徳岡晃一郎/著 東洋経済新報社

35 159.4 仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール 日経WOMAN編集部/編 日経BP社

36 159.6 「また会いたい」と言われるオトナ女子がしていること 有川真由美/著 PHP研究所

37 159.6 いくつになっても美しい人のしぐさ 中井信之/著 PHP研究所

38 159.7 Dear GIRLS 朝日新聞「Dear Girls」取材班/著
阿川佐和子/[ほか]述 朝日新聞出版

39 159.7 はつらつと老いる力  （ベスト新書） 帯津良一/著 ベストセラーズ

40 159.7 お金の整理学  （小学館新書） 外山滋比古/著 小学館

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 159.7 55歳の壁を乗り越える!一生使える脳の鍛え方 茂木健一郎/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

42 161 大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる 島薗進/著 KADOKAWA

43 161 教養としての宗教学 島田裕巳/著 日本評論社

44 161.1 近代神学の誕生 佐藤優/著 深井智朗/著 春秋社

45 162.5 アメリカの恩寵 ロバート・D.パットナム/著 デ
ヴィッド・E.キャンベル/著

柏書房

46 165 ビジネスパーソンのための教養としての世界3大宗教 中村圭志/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

47 175.5 鳥居大図鑑 藤本頼生/編著 グラフィック社

48 175.9 水若酢神社 水若酢神社/編 学生社

49 175.9 古事記でめぐる日本の神社名鑑  廣済堂出版

50 182.1 図解大全仏教  洋泉社

51 182.2 東アジア仏教史  （岩波新書 新赤版） 石井公成/著 岩波書店

52 183.1 ジャータカ物語 入澤崇/著 丸山勇/撮影 本願寺出版社

53 186.8 千手観音と二十八部衆の謎 田中公明/著 春秋社

54 188.8 心配しなさんな。悩みはいつか消えるもの 板橋興宗/著 秀和システム

55 190.4 キリスト教講義 若松英輔/著 山本芳久/著 文藝春秋

56 191.6 終末論の系譜 大貫隆/著 筑摩書房

57 193 巨匠が描いた聖書BEST SELECTION 町田俊之/編著
いのちのことば社フォ
レストブックス

58 193.1 イラストで読む旧約聖書の物語と絵画 杉全美帆子/著 河出書房新社

59 198.1 ロシア正教古儀式派の歴史と文化 阪本秀昭/編著 中澤敦夫/編著 明石書店

60 198.9 内村鑑三 関根清三/著 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 世界史の実験  （岩波新書 新赤版） 柄谷行人/著 岩波書店

2 204 仕事に効く!繰り返す世界史 島崎晋/著 総合法令出版

3 209 世界史を「移民」で読み解く  （NHK出版新書新書） 玉木俊明/著 NHK出版

4 209 情報がつなぐ世界史 南塚信吾/責任編集 ミネルヴァ書房

5 210 もう一度学びたい日本史 （明治維新編） 「もう一度学びたい日本史」編集部/
編 枻出版社

6 210.2 平成から大化まで全元号解説 河野浩一/著 KADOKAWA

7 210.2 元号と日本人 宮瀧交二/監修 プレジデント書籍編
集部/著

プレジデント社

8 210.4 テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史 河合敦/著
PHPエディターズ・グ
ループ

9 210.4 日本列島の自然と日本人 西野順也/著 築地書館

10 210.9 大嘗祭と古代の祭祀 岡田莊司/著 吉川弘文館

11 210.9 天皇の装束  （中公新書） 近藤好和/著 中央公論新社

12 211 文学で読む日本の歴史 （近世社会篇） 五味文彦/著 山川出版社

13 211 流れがわかる!年表でおさらい日本史 田崎俊明/著 ベレ出版

14 211.2 家の文化学 今関敏子/編 青簡舎

15 212.5 再考!縄文と弥生 国立歴史民俗博物館/編 藤尾慎一郎/
編

吉川弘文館

16 212.5 入門縄文時代の考古学 谷口康浩/著 同成社

17 213 古代日中関係史  （中公新書） 河上麻由子/著 中央公論新社

18 213 卑弥呼、衆を惑わす 篠田正浩/著 幻戯書房

19 213 渡来人と帰化人 田中史生/著 KADOKAWA

20 214.7 楽市楽座はあったのか 長澤伸樹/著 平凡社

21 214.7 戦国古文書入門 渡邊大門/編 東京堂出版

22 215.5 田沼意次その虚実 後藤一朗/著 大石慎三郎/監修 清水書院

23 215.8 そこにあった江戸 上條真埜介/編著 求龍堂

24 215.8 消された「徳川近代」明治日本の欺瞞 原田伊織/著 小学館

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 216 事大主義  （中公新書） 室井康成/著 中央公論新社

26 217.7 現場検証 合田一道/著 柏艪舎

27 217.7 後藤武士のすごい平成史 後藤武士/著 宝島社

28 217.7 平成史講義  （ちくま新書） 吉見俊哉/編 筑摩書房

29 219.3 アースダイバー 中沢新一/著 講談社

30 219.3 昭和の東京12の貌  （文春新書） 文藝春秋/編 文藝春秋

31 219.3 平成の東京12の貌  （文春新書） 文藝春秋/編 文藝春秋

32 219.4 古九谷の暗号 孫崎紀子/著 現代書館

33 219.6 再見なにわ文化 肥田晧三/著 和泉書院

34 221.0 韓国でも日本人は立派だった 喜多由浩/著 産経新聞出版

35 222.5 満洲国から見た近現代史の真実 宮脇淳子/著 徳間書店

36 225.0 ムガル帝国とアクバル大帝 石田保昭/著 清水書院

37 230.5 セレブの誕生 アントワーヌ・リルティ/著 松村博
史/訳 名古屋大学出版会

38 230.7 蛮行のヨーロッパ キース・ロウ/著 猪狩弘美/訳 白水社

39 234.0 第三帝国の歴史 （1・2巻） リチャード・J.エヴァンズ/著 大木
毅/監修

白水社

40 237.0 チチスベオ ロベルト・ビッツォッキ/著 宮坂真
紀/訳 法政大学出版局

41 238.0 ロシア・ナショナリズムの深層 植田樹/著 彩流社

42 238.0 子どもたちの見たロシア革命 大平陽一/編訳 新井美智代/編訳 松籟社

43 238.1 創造された「故郷」 ユーリー・コスチャショーフ/著 橋
本伸也/訳 岩波書店

44 238.8 ナチスから図書館を守った人たち デイヴィッド・E.フィッシュマン/著
羽田詩津子/訳 原書房

45 281.0 日本史に学ぶ一流の気くばり 加来耕三/著
クロスメディア・パブ
リッシング

46 281.0 日本の大名・旗本のしびれる逸話 左文字右京/文 坂本ロクタク/絵 東邦出版

47 281.0 なぜあの人は輝いているのか 蓑宮武夫/著 PHP研究所

48 288.3 中世の阿蘇社と阿蘇氏 柳田快明/著 戎光祥出版

49 288.4 天皇家百五十年の戦い 江崎道朗/著 ビジネス社

50 288.4 天皇陛下のプロポーズ 織田和雄/著 小学館

51 288.4 天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社/著 産経新聞出版

52 288.4 ナポレオン四代  （中公新書） 野村啓介/著 中央公論新社

53 288.4 美智子さまという奇跡  （幻冬舎新書） 矢部万紀子/著 幻冬舎

54 288.4 天皇はいかに受け継がれたか 歴史学研究会/編 加藤陽子/編集責任 績文堂出版

55 288.4 皇位継承でたどる天皇陵 渡部裕明/著 産経新聞出版

56 288.9 国旗・国章の基礎知識 苅安望/著 えにし書房

57 289.1 祖父たちの昭和 太田原和橆/著 熊日出版(発売)

58 289.1 筒井順慶 金松誠/著 戎光祥出版

59 289.1 韓国人が知らない安重根と伊藤博文の真実  （祥伝社新書） 金文学/著 祥伝社

60 289.1 今川氏親と伊勢宗瑞 黒田基樹/著 平凡社

61 289.1 こころの真実 河野景子/著 世界文化社

62 289.1 昭和からの遺言 鈴木健二/著 幻冬舎

63 289.1 僕は庭師になった 村雨辰剛/著 クラーケン

64 289.3 ハリエット・タブマン 上杉忍/著 新曜社

65 289.3 アルシノエ二世 エリザベス・ドネリー・カーニー/著
森谷公俊/訳 白水社

66 289.3 インディアンの「文明化」 トーマス・W.アルフォード/著 中田
佳昭/共訳 刀水書房

67 289.3 マルコムX （上・下巻） マニング・マラブル/著 秋元由紀/訳 白水社

68 290.8 世界幻想とファンタジーの情景 パイインターナショナル/編著
パイインターナショナ
ル

69 290.9 世界とびある記 兼高かおる/著 ビジネス社

70 290.9 クレイジーカルチャー紀行 ケロッピー前田/著 KADOKAWA

71 290.9 地球の歩き方 A20 スペイン 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

- 4 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

72 290.9 地球の歩き方 C02 ハワイ2 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

73 290.9 地球の歩き方 D05 広州 アモイ 桂林 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

74 290.9 地球の歩き方 D37 韓国 『地球の歩き方』編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

75 290.9 旅行が200%楽しくなる!スーツケース収納術 三田村蕗子/著 辰巳出版

76 290.9 旅のアイデアノート 森井ユカ/著 産業編集センター

77 291.0 「地図感覚」から都市を読み解く 今和泉隆行/著 晶文社

78 291.0 偉人たちの温泉通信簿 上永哲矢/著 秀和システム

79 291.0 ブラタモリ （17・18巻） NHK「ブラタモリ」制作班/監修 KADOKAWA

80 291.0 現代湯治全国泉質別温泉ガイド 日本温泉科学会/監修 淡交社

81 291 読みたくなる「地図」 国土編 平岡昭利/編 海青社

82 291.0 何度も見に行きたい!関西中国四国の絶景  JTBパブリッシング

83 291.0 山旅ベストルート  枻出版社

84 291.1 札幌 小樽 富良野 旭山動物園  朝日新聞出版

85 291.3 東京  '20 （まっぷる）  昭文社

86 291.3 日光・那須  '20 （まっぷる）  昭文社

87 291.3 初めてのソロトレッキング詳細ルートガイド  枻出版社

88 291.3 るるぶ東京  '20  JTBパブリッシング

89 291.4 地図で楽しむすごい新潟 都道府県研究会/著 洋泉社

90 291.4 能登の里山里海めぐり 北國新聞社出版局/編 北國新聞社

91 291.4 金沢 能登・加賀温泉郷  '20 （まっぷる）  昭文社

92 291.4 るるぶ金沢能登加賀温泉郷  '20  JTBパブリッシング

93 291.5 岐阜地図さんぽ 今井春昭/編著 風媒社

94 291.5 ちゃんと歩ける東海道五十三次 西 八木牧夫/著 山と溪谷社

95 291.5 ちゃんと歩ける東海道五十三次 東 八木牧夫/著 山と溪谷社

96 291.5 伊勢志摩 20 （まっぷる）  昭文社

97 291.5 るるぶ飛驒高山  '20  JTBパブリッシング

98 291.6 京都人のたしなみ 鳥居本幸代/著 春秋社

99 291.6 京都ベストスポット 2019最新版 （まっぷる）  昭文社

100 291.6 36時間わたしの京都観光  淡交社

101 291.6 滋賀・びわ湖  '20 （まっぷる）  昭文社

102 291.7 るるぶせとうち島旅しまなみ海道 2019  JTBパブリッシング

103 291.8 るるぶ香川高松琴平小豆島直島  '20  JTBパブリッシング

104 291.8 るるぶ高知四万十  '20  JTBパブリッシング

105 291.9 沖縄の名城を歩く 上里隆史/編 山本正昭/編 吉川弘文館

106 291.9 Hello!屋久島 高田みかこ/著 KTC中央出版

107 291.9 沖縄ちゅら海ドライブ  '20 （まっぷる）  昭文社

108 291.9 るるぶ沖縄ドライブ  '20  JTBパブリッシング

109 292.1 韓国  '20 （まっぷる）  昭文社

110 292.1 るるぶ韓国  '20  JTBパブリッシング

111 292.2 週末香港ベストルート  辰巳出版

112 292.4 フィリピン  （まっぷる）  昭文社

113 293.3 見飽きるほどの虹 望月えりか/著 出版舎ジグ

114 293.4 ベルリンガイドブック  地球の歩き方GEM STONE 中村真人/文・写真
ダイヤモンド・ビッグ
社

115 293.6 美食の街を訪ねてスペイン&フランスバスク旅へ 金栗里香/著 イカロス出版

116 293.8 3日でまわる北欧inコペンハーゲン 森百合子/著
スペースシャワーネッ
トワーク

117 293.8 るるぶ北欧 2019  JTBパブリッシング

118 294.3 彩りの街をめぐる旅モロッコへ 宮本薫/著 イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

119 297.1 るるぶオーストラリア 2019  JTBパブリッシング

120 297.6 ハワイ完全版 2020  JTBパブリッシング

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 「湘南」の誕生 増淵敏之/著 リットーミュージック

2 302.3 ドイツの実情 2018年版 Peter Hintereder,Janet Schayan/編
ドイツ連邦共和国外務
省

3 302.4 地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン/著 アラン・
デュブレッソン/著 原書房

4 304 天声人語 2018年7月-12月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

5 304 思いつきで世界は進む  （ちくま新書） 橋本治/著 筑摩書房

6 304 今こそ「米中」を呑み込め 長谷川慶太郎/著 李白社

7 304 ハッキリ言わせていただきます! 前川喜平/著 谷口真由美/著 集英社

8 310 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰/監修 講談社

9 311.0 武器になる思想  （光文社新書） 小林正弥/著 光文社

10 311 つながる政治学 平井一臣/編 土肥勲嗣/編 法律文化社

11 311.2 戦中と戦後の間 丸山真男/著 みすず書房

12 311.3 ドイツの新右翼
フォルカー・ヴァイス/著 長谷川晴
生/訳

新泉社

13 312.1 「マツリゴト」の儀礼学 坂本孝治郎/著 北樹出版

14 312.1 政と官の五十年 村松岐夫/著 第一法規

15 312.5 大統領とハリウッド  （中公新書） 村田晃嗣/著 中央公論新社

16 313.7 代議制統治論 J.S.ミル/著 関口正司/訳 岩波書店

17 319.1 入門講義戦後日本外交史 添谷芳秀/著 慶應義塾大学出版会

18 319.1 日ソ国交回復秘録 松本俊一/著 朝日新聞出版

19 319.8 日本人のための「核」大事典 エヌ・エス・アール日本安全保障戦
略研究所/編著 国書刊行会

20 319.8 年報<アジアの安全保障> 2018-2019 平和・安全保障研究所/編 朝雲新聞社

21 320 もしも世界に法律がなかったら 木山泰嗣/著 日本実業出版社

22 321.3 法社会学 村山眞維/著 濱野亮/著 有斐閣

23 322.1 火付盗賊改  （中公新書） 高橋義夫/著 中央公論新社

24 323.1 憲法 芦部信喜/著 岩波書店

25 323.1 君たちの日本国憲法 池上彰/著 ホーム社

26 323.1 戦後憲法を作った人々 石田憲/著 有志舎

27 323.1 証言でつづる日本国憲法の成立経緯 西修/著 海竜社

28 324.5 実践!!契約書審査の実務 出澤総合法律事務所/編 学陽書房

29 324.5 民法改正を踏まえたQ&A契約法 関西学院法曹弦月会民法研究会/編
村上博一/監著

経済産業調査会

30 324.5 保証のトラブル相談Q&A 新潟県弁護士会/編 民事法研究会

31 324.5 ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方 横張清威/著 同文舘出版

32 324.6 事例で学ぶ家族法 田山輝明/著 法学書院

33 324.7 設問解説相続法と登記 幸良秋夫/著 日本加除出版

34 324.7 詳解相続法 潮見佳男/著 弘文堂

35 324.7 一問一答・新しい相続法 堂薗幹一郎/編著 野口宣大/編著 商事法務

36 324.7 いっきにわかる!身近な人が亡くなった後の手続き 2019年版 平林亮子/監修 ソフィアネット/監修 洋泉社

37 325.2 会社法 神田秀樹/著 弘文堂

38 326.4 国家が人を殺すとき
ヘルムート・オルトナー/著 須藤正
美/訳

日本評論社

39 327.6 冤罪 女たちのたたかい 里見繁/著 インパクト出版会

40 329.9 外国につながる子どもと無国籍 石井香世子/著 小豆澤史絵/著 明石書店

41 329.9 研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル 大藏昌枝/著 大須賀覚/監修 羊土社

42 330.4 「第四次産業革命」を生き抜く クラウス・シュワブ/著 小川敏子/訳 日本経済新聞出版社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 331 今日から使える行動経済学 山根承子/著 黒川博文/著 ナツメ社

44 331.0 時間の経済学 小林慶一郎/著 ミネルヴァ書房

45 331.6 「富」なき時代の資本主義 沖公祐/著 現代書館

46 332.1 我が国の経済外交 2019 外務省経済局/編 日本経済評論社

47 332.1 日本経済史 武田晴人/著 有斐閣

48 332.1 住まいと仕事の地理学 中澤高志/著 旬報社

49 333.6 講義国際経済法 柳赫秀/編著 東信堂

50 333.6 お金の流れで読む日本と世界の未来  （PHP新書） ジム・ロジャーズ/著 大野和基/訳 PHP研究所

51 334.4 地方発外国人住民との地域づくり 徳田剛/編著 二階堂裕子/編著 晃洋書房

52 334.4 在日外国人が日本で上手に生きる方法 三宅邦夫/著 陸申華/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

53 334.4 ふたつの日本  （講談社現代新書） 望月優大/著 講談社

54 334.6 領土消失  （角川新書） 宮本雅史/著 平野秀樹/著 KADOKAWA

55 334.6 所有者不明土地問題の解決に向けて 盛山正仁/編著 大成出版社

56 335 経験ゼロから長く続ける起業のステージアップ術 マツドアケミ/著 同文舘出版

57 335 成功に導く!創業支援マニュアル 森隆夫/著 ビジネス教育出版社

58 335.2 平成の経営 伊丹敬之/著 日本経済新聞出版社

59 335.2 日米ビジネス30年史 植田統/著 光文社

60 335.2 企業不祥事と日本的経営 十名直喜/著 晃洋書房

61 335.2 和魂外資 サイモン・J.バイスウェイ/著 刀水書房

62 335.3 うまくいく事業承継 五十嵐明彦/著 高橋知寿/著 税務経理協会

63 335.3 中小企業の「ストックビジネス」参入バイブル 小泉雅史/著
クロスメディア・パブ
リッシング

64 335.3 引き継がれる中小企業 日刊工業新聞特別取材班/編 日刊工業新聞社

65 335.4 Q&A株式上場の実務ガイド あずさ監査法人/編 中央経済社

66 335.4 よくわかるコーポレート・ガバナンス 風間信隆/編著 ミネルヴァ書房

67 336 最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 宮本ゆみ子/著 石川和男/監修 朝日新聞出版

68 336 生産性を3倍に跳ね上げる引継ぎ 宗澤岳史/著 三上登/監修 プレジデント社

69 336.1 「数字で考える」は武器になる 中尾隆一郎/著 かんき出版

70 336.1 経営戦略としての異文化適応力 宮森千嘉子/著 宮林隆吉/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

71 336.2 直感と論理をつなぐ思考法 佐宗邦威/著 ダイヤモンド社

72 336.3 部長の一流、二流、三流 志倉康之/著 明日香出版社

73 336.3 GREAT BOSS キム・スコット/著 関美和/訳 東洋経済新報社

74 336.3 4倍速で成果を出すチームリーダーの仕事術 高橋恭介/著 PHP研究所

75 336.3 チームワークの教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社

76 336.3 最高のリーダーは2分で決める 前田鎌利/著 SBクリエイティブ

77 336.4 プレゼン・コンシェルジュが教える社会人1年目の「アピり方」 天野暢子/著 CCCメディアハウス

78 336.4 精神科医が教える3秒で部下に好かれる方法 伊藤直/著 文藝春秋

79 336.4 「承認欲求」の呪縛  （新潮新書） 太田肇/著 新潮社

80 336.4 今いる社員で成果を上げる中小企業の社員成長支援制度 大竹英紀/著 合同フォレスト

81 336.4 モノの言い方1年生のキミへ 金森たかこ/著 西出ひろ子/監修 すばる舎

82 336.4 「最高の人材」が入社する採用の絶対ルール 釘崎清秀/著 伊達洋駆/著 ナツメ社

83 336.4 Q&A現代型問題社員対策の手引 高井・岡芹法律事務所/編 民事法研究会

84 336.4 謝罪力 竹中功/著 日経BP社

85 336.4 要点をギュッ!はじめてのビジネスマナー図鑑 西出ひろ子/著 池田書店

86 336.4 もっと誰からも「気がきく」と言われる46の習慣 能町光香/著
クロスメディア・パブ
リッシング

87 336.4 仕事が楽しくなる働き方の7マナー 北條久美子/著 講談社

88 336.5 デジタル化の教科書 西村泰洋/著 秀和システム

89 336.8 今から始める・見直す内部統制の仕組みと実務がわかる本 浅野雅文/著 中央経済社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 336.9 会計基準の読み方Q&A100 秋葉賢一/著 中央経済社

91 336.9 テキスト入門会計学 大塚宗春/著 福島隆/著 中央経済社

92 336.9 一番わかりやすい!税効果会計の教科書 大山誠/著 ソシム

93 336.9 10%対応消費税の軽減税率と日本型インボイス制度 熊王征秀/著 税務研究会出版局

94 338 いま知っておきたい「みらいのお金」の話 松田学/著 アスコム

95 338.1 <株式vs.不動産>投資するならどっち? 栫井駿介/著 沢孝史/著 筑摩書房

96 338.1 日本一カンタンな「投資」と「お金」の本 中桐啓貴/著
クロスメディア・パブ
リッシング

97 338.1 最新デリバティブの基本とカラクリがよ〜くわかる本 藤崎達哉/著 秀和システム

98 338.2 銀行員の逆襲 岡内幸策/著 日本経済新聞出版社

99 338.5 事業性評価と課題解決型営業のスキル 青木剛/執筆 商工総合研究所

100 338.5 地域金融機関の経営・収益管理 谷守正行/編著 中央経済社

101 338.6 地域金融復権のカギ「地方創生ファンド」 松本直人/著 東洋経済新報社

102 338.8 「不安なのにな〜んにもしてない」女子のお金入門 荒木千秋/著 講談社

103 338.9 世界経済、最後の審判 木内登英/著 毎日新聞出版

104 345 その領収書は経費になる! 青木寿幸/著 秀和システム

105 345.1 早わかり平成31年度税制改正のすべてQ&A 鹿志村裕/著 熊王征秀/著 中央経済社

106 345.1 実況解説!先取り平成31年度税制改正 辻・本郷税理士法人/編著 ぎょうせい

107 345.5 税務署・税理士は教えてくれない「相続税」超基本 大村大次郎/著 KADOKAWA

108 345.6 移転価格文書の作成のしかた 信成国際税理士法人/編 中央経済社

109 361 ギデンズ社会学コンセプト事典 Anthony Giddens/著 Philip
W.Sutton/著 丸善出版

110 361 社会学用語図鑑 田中正人/編著 香月孝史/著 プレジデント社

111 361.2 社会学史  （講談社現代新書） 大澤真幸/著 講談社

112 361.4 誰からも好かれるさりげない気遣い 菊地麻衣子/著 フォレスト出版

113 361.4 人間関係がよくなる誰からも信頼される聴く技術 宮城まり子/監修 ナツメ社

114 361.4 1分で信頼を引き寄せる「魔法の聞き方」 渡辺直樹/著 朝日新聞出版

115 365.3 通りからはじまる“まち”のデザイン 高橋大輔/編著 建築資料研究社

116 365.3 マンションの大規模修繕でダマされない方法 建山晃/著 彩図社

117 365.3 マンション管理組合のトラブル相談Q&A 中村宏/著 濱田卓/著 民事法研究会

118 365.3 マンション管理修繕・建替え徹底ガイド 2019年版 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社

119 365.5 生活者の平成30年史 博報堂生活総合研究所/著 日本経済新聞出版社

120 366.1 労働法 小畑史子/著 緒方桂子/著 有斐閣

121 366.1 「働き方改革法」の実務 川嶋英明/著 日本法令

122 366.1 知識ゼロからの働き方改革で変わる労働法入門 萩谷雅和/監修 菅原修/監修 幻冬舎

123 366.1 60分でわかる!働き方改革超入門 働き方改革法研究会/著 篠原宏治/監
修 技術評論社

124 366.1 どうする?働き方改革法 労働時間・休日管理&同一労働同一賃金 水町勇一郎/著 森井博子/著 日本法令

125 366.2 発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永雄二/監修 講談社

126 366.2 キャリアコンサルタントになりたいと思ったらはじめに読む本 津田裕子/著 中央経済社

127 366.3 女性労働の日本史 総合女性史学会/編 辻浩和/編 勉誠出版

128 366.7 Up to You クリスティン・エドマン/著 日本経済新聞出版社

129 366.9 過労死 牧内昇平/著 ポプラ社

130 367.2 イラクの女性たち 円城由美子/著 晃洋書房

131 367.3 子育てが終わらない 小島貴子/著 斎藤環/著 青土社

132 367.5 ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ/著 冨田直子/訳 DU BOOKS

133 367.7 人生がときめく老い支度実践! 岡田信子/著 三笠書房

134 367.7 Going婆ぁWay 門野晴子/著 静岡新聞社

135 367.7 スマート・エイジング 村田裕之/著 徳間書店

136 367.9 不倫と結婚 エスター・ペレル/著 高月園子/訳 晶文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 368 超孤独死社会 菅野久美子/著 毎日新聞出版

138 368.6 家族という呪い  （幻冬舎新書） 阿部恭子/著 幻冬舎

139 368.6 だまされた! 多田文明/著 方丈社

140 369.2 後悔しない介護サービスの選び方<10のポイント> 田中元/著 ぱる出版

141 369.2 こうしたらうまくいった!認知症の人のためのレク&ケア  世界文化社

142 369.3 東日本大震災<災害遺産>に学ぶ 谷口宏充/共著 菅原大助/共著 海文堂出版

143 369.3 世界の核被災地で起きたこと フレッド・ピアス/著 多賀谷正子/訳 原書房

144 369.3 復興から自立への「ものづくり」 飛田恵美子/著 小学館

145 369.3 必ずくる震災で日本を終わらせないために。 福和伸夫/著 時事通信出版局

146 369.3 子連れ防災BOOK ママプラグ/著 祥伝社

147 371.4 いじめ困った時の指導法40 千葉孝司/著 明治図書出版

148 372.1 掃除で心は磨けるのか 杉原里美/著 筑摩書房

149 372.3 西洋教育史 石橋哲成/編著 佐久間裕之/編著 玉川大学出版部

150 373.2 教育法規便覧 2019年版 窪田眞二/著 小川友次/著 学陽書房

151 373.7 世界基準の教師の育て方 アネット・ブロー/著 ハリー・ウォ
ン/著

東洋館出版社

152 374 スクール・セクシュアル・ハラスメント 内海崎貴子/著 田中裕/著 八千代出版

153 374 スクールロイヤーにできること ストップいじめ!ナビスクールロイ
ヤーチーム/編 日本評論社

154 374 学校トラブル法的対応Q&A 飛翔法律事務所/編 経済産業調査会

155 374.3 データから考える教師の働き方入門 辻和洋/編著 町支大祐/編著 毎日新聞出版

156 375 子どものこづかいの指導 齋藤勝通/著 黎明書房

157 375 高校一冊目の参考書 船登惟希/著 usi/イラスト KADOKAWA

158 375.7 さすが!といわれる合唱指導の原則 横崎剛志/著 学芸みらい社

159 375.8 なぜ、いま小学校で外国語を学ぶのか 直山木綿子/監修 浅原孝子/取材・構
成 小学館

160 376.1 ラクラクできちゃうパネルシアター 井上明美/編著 イシグロフミカ/イラ
スト 自由現代社(発売)

161 376.1 保育に役立つ0・1・2歳の手作りおもちゃ 矢野真/著 成美堂出版

162 376.8 公立・私立中堅校から東大に入る本 和田秀樹/著 大和書房

163 377 大学の未来地図  （ちくま新書） 五神真/著 筑摩書房

164 377.2 スペシャリストたちの挑戦 川嶋康男/著 三冬社

165 377.9 生きづらさへの処方箋 小山真紀/編 相原征代/編 ナカニシヤ出版

166 377.9 就活テクニック大全 坂本直文/著 東洋経済新報社

167 378.1 手で見るいのち 柳楽未来/著 岩波書店

168 378.8 ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮聡/著 みすず書房

169 379 地域活動のススメ  （幻冬舎ルネッサンス新書） 新谷和代/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

170 379.7 点数稼ぎの勉強法 鈴木秀明/著 ダイヤモンド社

171 379.7 自分一人で学び、極める。 山口謠司/著 フォレスト出版

172 379.9 母親が知らないとツライ「女の子」の育て方 江藤真規/著 秀和システム

173 379.9 親子でまなぶ礼儀と作法 小笠原敬承斎/著 淡交社

174 379.9 頭の良い大人になる子育て 加藤俊徳/著 永岡書店

175 379.9 子育てが上手くいく!「ママのココロ貯金」のすすめ 東ちひろ/著 メイツ出版

176 379.9 子どもの気持ちがわかる本 イザベル・フィリオザ/著 アヌー
ク・デュボワ/イラスト かんき出版

177 379.9 世界で通用する最強の子育て 藤村正憲/著 秀和システム

178 379.9 世界に通用する子どもの育て方 松村亜里/著 WAVE出版

179 382.1 日本のしきたり
IBCパブリッシング/編 西村亜子/フ
ランス語訳

IBCパブリッシング

180 383 いちばん親切なひもとロープの結び方 主婦の友社/編 主婦の友社

181 383.8 7袋のポテトチップス 湯澤規子/著 晶文社

182 383.8 日本の食文化 4  吉川弘文館

183 385 どこまでOK?がすぐわかる!冠婚葬祭の新マナー大全 笹西真理/監修 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

184 385.6 喪主ハンドブック 柴田典子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

185 385.6 世界のすごいお葬式 ケイトリン・ドーティ/著 池田真紀
子/訳 新潮社

186 386.1 日本の365日を愛おしむ 本間美加子/著 東邦出版

187 386.8 エイサー物語 塚田健一/著 世界思想社

188 387 基地と聖地の沖縄史 山内健治/著 吉川弘文館

189 388.1 北アルプスの民話 高田充也/著 ほおずき書籍

190 392.3 ヒトラーの特殊部隊ブランデンブルク隊
ローレンス・パターソン/著 竹田円/
訳

原書房

191 396.2 生かされなかった八甲田山の悲劇 伊藤薫/著 山と溪谷社

192 396.2 陸軍参謀川上操六 大澤博明/著 吉川弘文館

193 396.2 自衛隊最強の部隊へ （CQB・ガンハンドリング編） 二見龍/著 誠文堂新光社

194 397.2 就職先は海上自衛隊 時武ぼたん/著 潮書房光人新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 35の名著でたどる科学史 小山慶太/著 丸善出版

2 404 予測がつくる社会 山口富子/編 福島真人/編 東京大学出版会

3 410 文系プログラマーのためのPythonで学び直す高校数学 谷尻かおり/著 日経BP社

4 410.2 数学スキャンダル テオニ・パパス/著 熊原啓作/訳 日本評論社

5 410.7 問題解決力がつく数学プロブレム オリヴァー・ローダー/編 熊谷玲美/
訳 早川書房

6 411.3 線形性・固有値・テンソル 原啓介/著 講談社

7 417 データは騙る ゲアリー・スミス/著 川添節子/訳 早川書房

8 417 Excelで学ぶ統計解析本格入門 日花弘子/著 SBクリエイティブ

9 417.2 ゲーム戦略のはなし 大村平/著 日科技連出版社

10 420 いやでも物理が面白くなる  （ブルーバックス） 志村史夫/著 講談社

11 420.2 物理学をつくった重要な実験はいかに報告されたか モリス・H.シャモス/編著 清水忠雄/
監訳 朝倉書店

12 421.2 「超」入門相対性理論  （ブルーバックス） 福江純/著 講談社

13 424 基礎音響学 安藤彰男/編著 鈴木陽一/共著 コロナ社

14 429.6 超ひも理論と宇宙のすべてを支配する数式  ニュートンプレス

15 430 絵ときでわかる基礎化学 岸川卓史/共著 齋藤潔/共著 オーム社

16 430 亜澄錬太郎の事件簿 4 齋藤勝裕/著
シーアンドアール研究
所

17 430.2 中学生にもわかる化学史  （ちくま新書） 左巻健男/著 筑摩書房

18 431.1 はじめての量子化学  （ブルーバックス） 平山令明/著 講談社

19 440 宇宙を生きる 磯部洋明/著 小学館

20 440 宇宙はどこまでわかっているのか  幻冬舎新書 小谷太郎/著 幻冬舎

21 440.1 ファーストステップ宇宙の物理 嶺重慎/著 朝倉書店

22 440.4 ビッグ・クエスチョン
スティーヴン・ホーキング/著 青木
薫/訳

NHK出版

23 443.9 宇宙の果てまで離れていても、つながっている ジョージ・マッサー/著 吉田三知世/
訳 インターシフト

24 450 地球環境学 松岡憲知/編 田中博/編 古今書院

25 450.1 地磁気の逆転 アランナ・ミッチェル/著 熊谷玲美/
訳 光文社

26 451.0 気象学と気象予報の発達史 堤之智/著 丸善出版

27 451.7 オーロラの日本史 岩橋清美/著 片岡龍峰/著 平凡社

28 454.6 草地と日本人 須賀丈/著 岡本透/著 築地書館

29 457 第6の大絶滅は起こるのか
ピーター・ブラネン/著 西田美緒子/
訳

築地書館

30 460 ナチュラルヒストリー 岩槻邦男/著 東京大学出版会

31 460.8 中村桂子コレクション 5 中村桂子/著 藤原書店

32 461 敗者の生命史38億年 稲垣栄洋/著
PHPエディターズ・グ
ループ

33 467.2 ゲノム編集の光と闇  （ちくま新書） 青野由利/著 筑摩書房

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 467.5 世界でいちばん素敵な進化の教室 長谷川政美/監修 三才ブックス

35 470 野の花づくし （春・夏編） 木原浩/写真・文 平凡社

36 470 都会暮らしから始める道草料理術 大海勝子/著 晶文社

37 470.7 ルーペで発見!雑草観察ブック 亀田龍吉/写真・文 世界文化社

38 471.3 身近な雑草の芽生えハンドブック 1 浅井元朗/著 文一総合出版

39 479.5 ヤナギハンドブック 吉山寛/解説 茂木透/写真 文一総合出版

40 480.2 いのちへの礼儀 生田武志/著 筑摩書房

41 480.7 動物園から未来を変える 川端裕人/著 本田公夫/著 亜紀書房

42 480.7 犬が殺される 森映子/著 同時代社

43 480.9 絶滅危惧種の生態工学 倉本宣/編著 亀山章/監修 地人書館

44 481.1 進化する形  （講談社現代新書） 倉谷滋/著 講談社

45 481.1 カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 杉田昭栄/著 緑書房

46 481.3 遺伝子から解き明かす脳の不思議な世界 滋野修一/編著 野村真/編著 一色出版

47 481.7 留守の家から犬が降ってきた
ローレル・ブライトマン/著 飯嶋貴
子/訳

青土社

48 487.8 九州・奄美・沖縄の両生爬虫類 九州両生爬虫類研究会/編 東海大学出版部

49 488.0 鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人/著 岩波書店

50 489.4 写真でつづるアマミノクロウサギの暮らしぶり 勝廣光/写真・文 南方新社

51 489.5 狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか エリ・H.ラディンガー/著 シドラ房
子/訳 築地書館

52 489.6 鯨類の骨学 植草康浩/著 一島啓人/著 緑書房

53 490.1 死にゆく人の心に寄りそう  （光文社新書） 玉置妙憂/著 光文社

54 490.1 ホスピスナースが胸を熱くしたいのちの物語 ラプレツィオーサ伸子/著 青春出版社

55 490.4 Die革命 奥真也/著 大和書房

56 490.4 生命科学クライシス リチャード・ハリス/著 寺町朋子/訳 白揚社

57 491.1 我ら、死してのち献(ささ)ぐ 山川暁/著 文芸社

58 491.3 進化する人体 キャロル・アン・リンツラー/著 松
浦俊輔/訳

柏書房

59 492 病気&診療完全解説BOOK 東京逓信病院/編著 平田恭信/監修 医学通信社

60 492.2 止血の方法 山本保博/監修 尾方純一/著 ぱーそん書房

61 492.9 ユマニチュードと看護 本田美和子/編集 伊東美緒/編集 医学書院

62 492.9 コミュニティナース 矢田明子/著 木楽舎

63 492.9 災害看護と心のケア 米倉一磨/著 岩波書店

64 493.1 最強の男性ホルモン「テストステロン」の秘密
クロード・ショーシャ/共著 クロー
ド・デール/共著

ブックマン社

65 493.2 専門医が教える世界一わかりやすい下肢静脈瘤の治療と予防 齋藤陽/著 医学通信社

66 493.4 <いのち>とがん  （岩波新書 新赤版） 坂井律子/著 岩波書店

67 493.4 自分で治す!逆流性食道炎 清水公一/著 洋泉社

68 493.4 ボクは甲状腺 山内泰介/著 マット和子/絵 現代書林

69 493.6 痛風・高尿酸血症の安心ごはん
菅野義彦/病態監修 恩田理恵/栄養指
導・献立監修 女子栄養大学出版部

70 493.6 ウルトラ図解関節リウマチ 宮坂信之/監修 法研

71 493.6 実践ガイド腰痛症は自分で治す 吉田元/著 法研

72 493.7 認知症もっと知りたいこと99 阿部和穂/著 武蔵野大学出版会

73 493.7 こころの治療薬ハンドブック 井上猛/編 桑原斉/編 星和書店

74 493.7 サイコパスのすすめ P.T.エリオット/著 松田和也/訳 青土社

75 493.7 社交不安障害  （幻冬舎新書） 岡田尊司/著 幻冬舎

76 493.7 マジメすぎて、苦しい人たち 松崎博光/著 WAVE出版

77 493.9 10代脳の鍛え方
ジェス・P.シャットキン/著 尼丁千
津子/訳

晶文社

78 493.9 発達障害を改善するメカニズムがわかった! 鈴木昭平/著 篠浦伸禎/著 コスモ21

79 494.0 外科の歴史 W.J.ビショップ/著 川満富裕/訳 時空出版

80 494.5 がんと向き合い生きていく 佐々木常雄/著 セブン&アイ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

81 494.5 がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本由香/著 河出書房新社

82 494.6 最強女性脳外科医 神メンタルの作り方 加藤庸子/著 主婦の友インフォス

83 494.8 強皮症を正しく理解するための本 佐藤伸一/編 藤本学/編 医薬ジャーナル社

84 494.9 前立腺がんは「ロボット手術」で完治を目指す! 大堀理/著 権藤立男/著 青月社

85 494.9 本当はこわい排尿障害  （集英社新書） 高橋知宏/著 集英社

86 495 女性のからだ ちょっとした不調をなくす本 対馬ルリ子/著 ぴあ

87 496.6 つらい「めまい」は自分で治せる! 小川郁/監修 学研プラス

88 496.7 カレーの匂いがわからなくなったら読む本 三輪高喜/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

89 496.9 吃音の世界  （光文社新書） 菊池良和/著 光文社

90 497.7 子どもの知能と身体を発達させる嚙む力 増田純一/著 WAVE出版

91 497.9 健口長生きのひみつ 精田紀代美/著 ごま書房新社

92 498 “脱病院”で始まる地域医療福祉入門 武藤正樹/著 ぱる出版

93 498.2 強制不妊 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

94 498.3 40代以上の女性がやってはいけないこと 大塚邦明/著 春秋社

95 498.3 どんな薬よりも効果のある治療法 岡田定/著 主婦の友社

96 498.3 新型タバコの本当のリスク 田淵貴大/著 内外出版社

97 498.5 「サバ薬膳」簡単レシピ 池田陽子/著 青春出版社

98 498.5 なにを食べるかはからだが教えてくれる。 オオニシ恭子/著
PHPエディターズ・グ
ループ

99 498.5 トランス脂肪酸から子どもを守る 山田豊文/著 共栄書房

100 499.0 最新薬局業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 藤田道男/著 秀和システム

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.2 図解道具としての流体力学入門 西野創一郎/著 日刊工業新聞社

2 501.6 エネルギーの未来 馬奈木俊介/編著 中央経済社

3 504 事故の哲学 齊藤了文/著 講談社

4 504 人はだれでもエンジニア ヘンリー・ペトロスキ/著 北村美都
穂/訳 パンローリング

5 507.2 はじめての特許出願ガイド 奥田百子/著 奥田弘之/著 中央経済社

6 507.2 知的財産法入門 土肥一史/著 中央経済社

7 507.2 特許はいかにして発明されたか 深見特許事務所/編 深見久郎/[ほか]
著

経済産業調査会

8 507.7 英語嫌いのエンジニアのための技術英語 坂東大輔/著 日刊工業新聞社

9 507.7 成果を生み出すテクニカルライティング 藤田肇/著 技術評論社

10 509.5 俯瞰図から見える日本型IoTビジネスモデルの壁と突破口 大野治/著 日刊工業新聞社

11 509.6 開発者のための市場分析技術 丸山一彦/編著 杉浦正明/著 日科技連出版社

12 517 水と社会 林大樹/編 西山昭彦/編 東京大学出版会

13 518.8 実践風景計画学
日本造園学会・風景計画研究推進委
員会/監修 古谷勝則/編集

朝倉書店

14 518.8 超入門!ニッポンのまちのしくみ 福川裕一/監修 青山邦彦/イラスト 淡交社

15 518.8 アナザーユートピア 槇文彦/編著 真壁智治/編著 NTT出版

16 519 ロハス工学 日本大学工学部・ロハス工学編集委
員会/編 日経BP社/編 日経BP社

17 519.1 環境アセスメント学入門 環境アセスメント学会/編 恒星社厚生閣

18 519.8 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の解説 環境省自然環境局野生生物課/監修 中央法規出版

19 519.9 予測の科学はどう変わる? 井田喜明/著 岩波書店

20 520.8 BCS賞作品集 第59回(2018)  日本建設業連合会

21 520.9 世界で一番やさしい確認申請 （戸建住宅編） ビューローベリタスジャパン建築認
証事業本部/著 エクスナレッジ

22 521.8 戦国大名の山城を歩く 小和田泰経/著 新紀元社

23 521.8 信濃上田城 和根崎剛/編 戎光祥出版

24 523.2 台湾名建築めぐり 辛永勝/文・写真 楊朝景/文・写真 エクスナレッジ

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 523.3 バッキンガム宮殿
アシュリー・ヒックス/著 ダコスタ
吉村花子/訳

グラフィック社

26 524.2 世界の建築石材 下坂康哉/著 小倉義雄/著 風媒社

27 524.5 都市木造デザイン大全 安井昇/共著 日経アーキテクチュア/
共著 日経BP社

28 524.5 世界で一番やさしい木構造 山辺豊彦/著 エクスナレッジ

29 525.1 よくわかる最新BIMの基本と仕組み 家入龍太/著 秀和システム

30 525.1 気持ちをつかむ住宅インテリアパース 松下高弘/著 エムデザインファクト
リー/著 彰国社

31 525.5 誰でもわかる建築施工 雨宮幸蔵/著 新井一彦/著 彰国社

32 526.6 カリフォルニアホテルインテリア  枻出版社

33 527 100の失敗に学ぶ結露完全解決 日経ホームビルダー/編 日経BP社

34 527 断熱で日本を変える 山本哲也/著
ブイツーソリューショ
ン

35 527.1 美しく暮らす住まいの条件 水越美枝子/著 エクスナレッジ

36 528 よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 土井巖/著 秀和システム

37 529 超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 Aiprah/著 河村容治/監修 エクスナレッジ

38 531.9 シッカリわかる図面の解読と略図の描き方 河合優/著 日刊工業新聞社

39 531.9 わかる!使える!製図入門 小池忠男/著 日刊工業新聞社

40 533.8 よくわかる最新冷凍空調の基本と仕組み 高石吉登/著 秀和システム

41 536.4 台車近影 RM LIBRARY編集部/編 ネコ・パブリッシング

42 536.4 グリーン車50年の世界  交通新聞社

43 536.8 間違いだらけの車いす選び 松永圭司/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

44 537.1 クルマのメカニズム大全 青山元男/著 ナツメ社

45 537.9 日本懐かしクルマ大全 阿部至晃/著 辰巳出版

46 537.9 国産バス図鑑 筒井幸彦/編・著 三樹書房

47 537.9 ライディングノウハウ100  枻出版社

48 538.6 球形の音速機 下田信夫/著 廣済堂出版

49 538.7 戦闘機年鑑 2019-2020 青木謙知/著 イカロス出版

50 538.7 ツウになる!V-22オスプレイ完全教本 青木謙知/著 秀和システム

51 538.9 MOONSHOTS ピアーズ・ビゾニー/著 佐藤健寿/監
修 玄光社

52 540 電気基礎 （上・下巻） 東京電機大学/編 東京電機大学出版局

53 543.1 最新電力システムの基本と仕組みがよ〜くわかる本 木舟辰平/著 秀和システム

54 545.6 ストーリーのある50の名作照明案内 萩原健太郎/著
スペースシャワーネッ
トワーク

55 547 入門情報社会とコミュニケーション技術 金武完/著 圓岡偉男/著 明石書店

56 547.1 信号処理入門 佐藤幸男/共著 佐波孝彦/共著 オーム社

57 547.3 LPカートリッジ読本 Stereo/編 音楽之友社

58 547.3 カラー実体配線図で作る真空管アンプ MJ無線と実験編集部/編 誠文堂新光社

59 547.3 オーディオ迷宮からの脱出 高橋矩彦/著
スタジオタッククリエ
イティブ

60 547.4 Zabbix統合監視徹底活用 池田大輔/著 技術評論社

61 548.2 ArduinoとScratchで電子工作をはじめよう! 高橋隆雄/著 秀和システム

62 548.3 はじめてのロボット工学 石黒浩/共著 浅田稔/共著 オーム社

63 548.3 完全図解シーケンス制御のすべて 大浜庄司/著 オーム社

64 549.3 スイッチング電源設計基礎技術 前坂昌春/著 町野利道/監修 誠文堂新光社

65 553 船体艤装工学 福地信義/著 内野栄一郎/著 成山堂書店

66 556.9 幕末以降帝国軍艦写真と史実 海軍有終会/編 吉川弘文館

67 559.7 マンハッタン計画の科学と歴史 Bruce Cameron Reed/著 今野廣一/訳 丸善プラネット

68 565 非鉄金属業界大研究 一柳朋紀/著 産学社

69 566.8 粉末成形 日本塑性加工学会/編 コロナ社

70 572.1 全固体電池入門 高田和典/編著 菅野了次/著 日刊工業新聞社

71 576.7 キレイのプレゼンターに贈る「美肌作りの3分ルール」 宮田哲朗/著
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 581.7 アウトドアナイフの作り方  ホビージャパン

73 588.0 やさしいISO 22000食品安全マネジメントシステム構築入門 角野久史/監修 米虫節夫/監修 日本規格協会

74 588.0 新食品開発入門 中村豊郎/著 創英社

75 588.3 和菓子企業の原料調達と地域回帰 佐藤奨平/編著 筑波書房

76 588.3 部下を「自分で考えて動く人材」に育てるリーダーの5つの仕事 横山由樹/著 同友館

77 588.4 懐かしの空き缶大図鑑 石川浩司/著 東海教育研究所

78 588.5 最高においしい自然ワイン図鑑 ジェーン・アンソン/著 佐藤圭史/訳 エクスナレッジ

79 588.5 ワインの新スタンダード 石田博/著 世界文化社

80 588.5 ウイスキー・ライジング ステファン・ヴァン・エイケン/著
山岡秀雄/訳 小学館

81 588.5 サンダー・キャッツの発酵教室
サンダー・エリックス・キャッツ/著
和田侑子/訳

ferment books

82 588.5 ワインの世界地図 ジュール・ゴベール=テュルパン/著
パイインターナショナ
ル

83 588.5 宗玄の挑戦 北國新聞社出版局/編 北國新聞社

84 588.6 食品調味の知識 太田静行/原著 幸書房

85 589.2 ファッションエディター磯部安伽のスマートクローゼット 磯部安伽/著 KADOKAWA

86 589.2 グレイヘアのおしゃれ着こなし入門 大沢早苗/監修 NaTsuKo/監修 朝日新聞出版

87 589.2 靴磨きの教科書 静孝一郎/著 毎日新聞出版

88 589.7 惚れぼれ文具 小日向京/著 枻出版社

89 590 心と住まいが整う「家事時間」 井田典子/著 マガジンハウス

90 590 おさよさん流がんばらなくてもキレイが続く家事のくふう おさよさん/著 SBクリエイティブ

91 590 バッグは、3つあればいい おふみ/著 KADOKAWA

92 590 暮らしは今日も実験です 本多さおり/著 大和書房

93 591 年金だけでも暮らせます  （PHP新書） 荻原博子/著 PHP研究所

94 591 50歳からの資産防衛術 横川由理/著 宝島社

95 592.7 杉でつくる家具 グループモノ・モノ/編 グラフィック社

96 593.3 ほんのりスイートデイリーウェア Quoi?Quoi?/著 文化学園文化出版局

97 593.3 きれいに縫うためのパターン裁断縫い方の基礎の基礎 水野佳子/著 文化学園文化出版局

98 593.3 今着たいサロペットとジャンパースカート  ブティック社

99 593.3 女の子とママの手作りおそろい服  ブティック社

100 593.8 お着物一年生 山口さくら/著 ユーキャン学び出版

101 594 装飾手芸テクニックで作るとっておきの小物 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

102 594.2 やさしい絽ざしのことはじめ 黒川直子/著 日本文芸社

103 594.6 ビーズで作るおめかしアクセサリー ちばのぶよ/著 日東書院本社

104 594.6 いちばんわかりやすいビーズの教科書  ブティック社

105 594.7 基礎からわかる鎌倉スワニー大人スタイルのバッグ  主婦と生活社

106 594.7 和布で作るリュックとポシェット  ブティック社

107 594.8 紙でつくる可憐な花々 藤枝まつえ/著 ブティック社

108 594.9 柴田明美世界でたったひとつあなただけのパッチワーク 柴田明美/著 ブティック社

109 594.9 ビーズ&ワイヤーで作る大人のモードジュエリー 余合ナオミ/監修 ブティック社

110 595.4 人生は髪でズバッと変わる 大月渉/著 一迅社

111 595.4 コスプレウィッグバイブル 小竹珠代/著 文化学園文化出版局

112 595.6 二の腕のぷよぷよがなくなる本 手島渚/著 PHP研究所

113 596 悪魔のおにぎりと南極流リメイク料理 渡貫淳子/著 マガジンハウス

114 596 おいしいから、これでよし!地味うまおかず  KADOKAWA

115 596.2 最後の料理人 徳岡孝二/著 飛鳥新社

116 596.2 韓国行ったらこれ食べよう! 八田靖史/著 誠文堂新光社

117 596.3 何も作りたくない日はご飯と汁だけあればいい ワタナベマキ/著 KADOKAWA

118 596.3 ラーメンマニア  枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

119 596.4 日本一美味しいのり弁の作り方 杵島直美/著 日東書院本社

120 596.4 かんたん!かわいい!ねこ弁 ダンノマリコ/著 金の星社

121 596.4 六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当 船橋律子/著 誠文堂新光社

122 596.4 まいにちの子そだてべんとう 良原リエ/著 KTC中央出版

123 596.6 悪魔のご褒美デビルサンド 木村幸子/著 主婦の友インフォス

124 596.6 15分でできる!米粉の蒸しパン 齋藤真紀/著 枻出版社

125 596.6 猫いっぱいのスイーツBOOK Laura/著 KADOKAWA

126 596.6 やさしいバナナのお菓子 若山曜子/著 誠文堂新光社

127 596.6 和テイストのお菓子  枻出版社

128 596.7 コーヒー抽出の法則 田口護/著 山田康一/著 NHK出版

129 596.7 ツウになる!コーヒーの教本 フワッティ・カフェ/監修 諸山泰三/
協力 秀和システム

130 597 私のカントリー NO.108  主婦と生活社

131 597.5 自動的に部屋が片づく忙しい人専用収納プログラム 七尾亜紀子/著 KADOKAWA

132 597.5 ゆる片づけBOOK  オレンジページ

133 598.2 はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けBOOK 竹内正人/監修 世界文化社

134 599 グランマ小児科医の育児百科 相澤扶美子/著 農山漁村文化協会

135 599 小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て 高橋孝雄/著 マガジンハウス

136 599.3 最新初めてママ&パパのための365日の離乳食カレンダー 太田百合子/監修
ベネッセコーポレー
ション

137 599.3 つくりおき幼児食 新谷友里江/著 西東社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 602.3 美しい英国の産業景観(テクノスケープ) 岡田昌彰/著 創元社

2 613.5 土壌学の基礎 松中照夫/著 農山漁村文化協会

3 615.8 植物たちの戦争  （ブルーバックス） 日本植物病理学会/編著 講談社

4 617.6 ハーブ楽しみ方のポイント66 窪田利恵子/著 メイツ出版

5 617.9 育てて楽しむはじめてのオリーブ 小野塚千穂/監修 パワジオ倶楽部・
前橋/監修 家の光協会

6 618.1 棉 森和彦/ほか著 松下隆/ほか著 農山漁村文化協会

7 619.3 パスタ入門 小矢島聡/共著 塚本守/共著 日本食糧新聞社

8 626.5 アスパラガス採りっきり栽培 元木悟/著 農山漁村文化協会

9 626.9 達人が教える!農家直伝おいしい野菜づくり 加藤正明/監修 永岡書店

10 626.9 伝承農法を活かすマンガでわかる家庭菜園の裏ワザ 木嶋利男/著 川野郁代/イラスト 家の光協会

11 626.9 市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本 福田俊/監修 学研プラス

12 626.9 藤田智の新・野菜づくり大全 藤田智/監修 NHK出版/編 NHK出版

13 627 草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」! 天野麻里絵/著 講談社

14 627.1 庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック 草間祐輔/著 家の光協会

15 627.7 美しく育てやすいバラ銘花図鑑 河合伸志/監修 日本文芸社

16 627.8 春夏秋と楽しめるかわいいコンテナガーデン エマ・ハーディ/著 深町貴子/監修 グラフィック社

17 627.9 パリの花束 谷口敦史/著
パイインターナショナ
ル

18 627.9 もらってうれしいキャラフラワー 山本恵/著 講談社

19 627.9 植物と仕事をするPlants & Works  
パイインターナショナ
ル

20 629 造園実務必携 藤井英二郎/編集代表 松崎喬/編集代
表

朝倉書店

21 629.2 しかけにときめく「京都名庭園」 烏賀陽百合/著 誠文堂新光社

22 629.3 新宿御苑 上野攻/著 文芸社

23 645.2 馬のためのグルーミング完全ガイド キャット・ヒル/共著 エマ・フォード/共著 エクイネット

24 645.6 柴犬のここが好き ここ柴/著 にしだまりこ/文 講談社

25 645.6 一緒に作って食べられる犬のごはん 須崎恭彦/監修 マイナビ出版

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 645.6 ラストウォーク ジェシカ・ピアス/著 栗山圭世子/訳 新泉社

27 645.6 純血種という病 マイケル・ブランドー/著 夏目大/訳 白揚社

28 645.7 元・保護猫と世界一幸せに暮らす方法 主婦の友社/編 主婦の友社

29 646.8 必ず知っておきたいインコのきもち 松本壯志/監修 メイツ出版

30 653.1 オーレリアンの庭 今森光彦/著 クレヴィス

31 658.2 エコロジー炭暮らし術 炭文化研究所/編 創森社

32 659 これから始める人のための銃猟の教科書 東雲輝之/著 秀和システム

33 664.7 アマエビの生物学と日本海 貞方勉/著 北國新聞社

34 666 トコトンやさしい養殖の本 近畿大学水産研究所/編 日刊工業新聞社

35 670.9 英文ビジネスeメールの教科書 柴田真一/著 神藤理恵/著 NHK出版

36 673.3 アパレル・サバイバル 齊藤孝浩/著 日本経済新聞出版社

37 673.3 「ギフト商品」を通販で売る 園和弘/著 同文舘出版

38 673.3 営業の教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部/編 ダイヤモンド社

39 673.7 事例でわかる新・小売革命 劉潤/著 配島亜希子/訳 中信出版日本

40 673.8 コンビニドリーム 吉岡秀子/著 朝日新聞出版

41 673.9 食と暮らしを豊かにするデザイン 赤松陽子/著 ビー・エヌ・エヌ新社

42 673.9 シェアライフ 石山アンジュ/著
クロスメディア・パブ
リッシング

43 673.9 フードサービス業店長を育てるエリアマネジャーの仕事 井上恵次/著 柴田書店

44 673.9 不動産の鑑定評価がもっとよくわかる本 鵜野和夫/著 プログレス

45 673.9 「綺麗と清潔」で笑顔をつくりたい 桶本義孝/著
クロスメディア・パブ
リッシング

46 673.9 誰でもすぐに戦力になれる未来食堂で働きませんか 小林せかい/著 祥伝社

47 673.9 元営業部長だから知っている不動産投資騙しの手口 前田浩司/著 秀和システム

48 673.9 コーヒーショップをつくる 渡部和泉/著 旭屋出版

49 674.3 今すぐ自分を売り出す1行を作れ さわらぎ寛子/著 大和書房

50 674.3 ずっと読みたい0才から100才の広告コピー WRITES PUBLISHING/編 ライツ社

51 674.5 コトPOPの効果検証 山口茂/著 商業界

52 675 コミュニティマーケティング 小島英揮/著 日本実業出版社

53 675 マーケティング論の基礎 現代マーケティング研究会/編 同文舘出版

54 675 1からのデジタル・マーケティング 西川英彦/編著 澁谷覚/編著 碩学舎

55 675 はじめてのグーグルアナリティクス入門 吉岡豊/著 秀和システム

56 675.2 マーケティングリサーチの手順と使い方 定性調査編 石井栄造/著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

57 675.4 「物流危機」の正体とその未来 湯浅和夫/編著 内田明美子/著 生産性出版

58 681.3 運輸安全マネジメント制度の解説 木下典男/著 成山堂書店

59 681.3 長く乗り続けるためのクルマ運転テクニック図解 高齢者安全運転支援研究会/監修 大泉書店

60 686.0 大人の鉄道趣味入門  （交通新聞社新書） 池口英司/著 交通新聞社

61 686.0 数字でみる鉄道 2018年版 国土交通省鉄道局/監修 運輸総合研究所

62 686.0 私鉄3.0  （ワニブックス|PLUS|新書） 東浦亮典/著 ワニブックス

63 686.2 日本鉄道史 昭和戦後・平成篇 （中公新書） 老川慶喜/著 中央公論新社

64 686.2 JR・私鉄特急大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

65 686.5 もじもじもじ鉄 石川祐基/著 三才ブックス

66 687 エアラインの選び方  イカロス出版

67 689.5 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド 2019 USJのツボ/監修 USJ裏技調査隊/編 廣済堂出版

68 689.5 るるぶレゴランド・ジャパン・リゾート  JTBパブリッシング

69 689.6 資格がなくてもインバウンドのツアーガイドになれる本 斉藤常治/著 秀和システム

70 689.8 高収益民泊の教科書 水田佳苗/著 秀和システム

71 694.6 格安SIM&スマホスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

72 699.2 NHKデータブック世界の放送 2019 NHK放送文化研究所/編 NHK出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

73 699.2 東アジアのケーブルテレビ 米谷南海/著 中央経済社

74 699.6 テレビが映し出した平成という時代 川本裕司/著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 記憶の図像学 加須屋誠/著 吉川弘文館

2 702.1 北野天満宮信仰と名宝 京都文化博物館/企画・編集 思文閣出版

3 702.1 そのとき、西洋では 宮下規久朗/著 小学館

4 702.1 ゆるカワ日本美術史  （祥伝社新書） 矢島新/著 祥伝社

5 704 美術は魂に語りかける アラン・ド・ボトン/著 ジョン・
アームストロング/著 河出書房新社

6 707 ファシリテーションの技法 高橋陽一/著 武蔵野美術大学出版局

7 707.7 バウハウスの人々 エッカート・ノイマン/編 向井周太
郎/訳 みすず書房

8 709 世界遺産ガイド 仏教関連遺産編 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

9 709.1 日本の文化財 池田寿/著 勉誠出版

10 718 ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎/著 講談社

11 718 奈良傑作美仏大全  枻出版社

12 718.1 観音像のすべて  枻出版社

13 721.0 桜狂の譜 今橋理子/著 青幻舎

14 721.0 甦る江戸肉筆画 柏木隆雄/編 柏木加代子/編 水声社

15 721.0 屛風と日本人 榊原悟/著 敬文舎

16 721.2 御簾の下からこぼれ出る装束 赤澤真理/著 平凡社

17 723.0 知識ゼロからの近代絵画入門 山田五郎/著 幻冬舎

18 723.1 藤田嗣治 佐藤幸宏/監修 平凡社

19 723.3 フェルメール隠された次元 福岡伸一/著 木楽舎

20 723.3 モネ作品集 モネ/画 安井裕雄/著 東京美術

21 724.4 魅せる水彩画教室 春崎幹太/著 日貿出版社

22 725 いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋芳子/著 日本文芸社

23 725 鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 OCHABI Institute/著 インプレス

24 725 人物デッサンテクニック 小能一樹/著 戸川馨/監修 誠文堂新光社

25 725.6 moreゼンタングル Suzanne McNeill/著 佐々木曜/訳 ブティック社

26 726.1 くらもち花伝 くらもちふさこ/著
集英社インターナショ
ナル

27 726.1 アメリカに日本のマンガを輸出する 松井剛/著 有斐閣

28 726.5 “主線なし”イラストの描き方 ア・メリカ/著 翔泳社

29 726.5 CLIP STUDIO PAINT必携 平井太朗/著
エムディエヌコーポ
レーション

30 726.5 安西水丸おもしろ美術一年生  
スイッチ・パブリッシ
ング

31 727.0 ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス ゲシュタルテン/編 涌井希美/訳 グラフィック社

32 727.8 レタリング・テキスト・ブック  枻出版社

33 728.0 拓本入門 藪田夏秋/著 淡交社

34 728.4 百福百寿墨場必携 矢島峰月/著 日貿出版社

35 728.8 川端康成と書 水原園博/編著 求龍堂

36 736 カッター1本でOK!はじめての消しゴムはんこ 立澤あさみ/著 メイツ出版

37 740 50冊で学ぶ写真表現入門 西垣仁美/著 藤原成一/著 日本カメラ社

38 740 エモくて映える写真を撮る方法 Lovegraph/著 KADOKAWA

39 740.2 日本写真史1945-2017 レーナ・フリッチュ/著 飯沢耕太郎/
日本語版監修

青幻舎インターナショ
ナル

40 740.2 死ぬまでに観ておきたい世界の写真1001 ポール・ロウ/編 小川浩一/訳 実業之日本社

41 743 写真の表現テクニック入門 上田晃司/著 玄光社

42 743 写真の写し方入門 逸見仁/著 日本カメラ社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 743.6 花のマクロフォトレシピ 江口愼一/著 玄光社

44 746.7 GoPro 100%活用ガイド ナイスク/著 技術評論社

45 750 ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市稔子/著 主婦と生活社

46 751 素朴な味わいを楽しむ陶芸基本のテクニック70 柚木寿雄/監修 メイツ出版

47 751.1 九谷モダン 芸術新聞社/編 芸術新聞社

48 753.3 かすりを織る 小林桂子/著 日貿出版社

49 754.6 ラタンワークの暮らし小物とアクセサリー 朝倉あすか/著 文化学園文化出版局

50 754.6 中川原信一のあけび籠 堀惠栄子/文 白井亮/写真 文藝春秋

51 754.9 封筒ギフトスタイル 森珠美/著 日東書院本社

52 754.9 エコクラフトで作る和のかごバッグと雑貨  ブティック社

53 755.4 根付彫刻のすすめ 齋藤美洲/著 日貿出版社

54 755.5 レザークラフターのための革漉き機と工業用ミシン 勝村岳/監修
スタジオタッククリエ
イティブ

55 756.1 金沢象嵌職人の生活世界 青木秀男/編著 近藤敏夫/編著 社会理論・動態研究所

56 757.0 ロシア構成主義 河村彩/著 共和国

57 757.0 遊び心のあるデザイン ベリル・マカルホーン/著 デイ
ヴィッド・スチュアート/著

ビー・エヌ・エヌ新社

58 757.3 色彩の博物事典 城一夫/著 誠文堂新光社

59 757.3 色から引くすぐに使える配色レシピ 南雲治嘉/著 グラフィック社

60 759 東大生がつくったブロックの世界 東大LEGO部/著 洋泉社

61 760.4 幻想曲風に テオドール・W.アドルノ/著 岡田暁
生/訳 法政大学出版局

62 761.1 音楽の哲学入門 セオドア・グレイシック/著 源河亨/
訳 慶應義塾大学出版会

63 761.2 読んでナットク!やさしい楽典入門 2019 オオシマダイスケ/編著 自由現代社(発売)

64 761.8 歌もの・インストの作曲法 岡素世/編著 自由現代社(発売)

65 762.3 シュトックハウゼンのすべて 松平敬/著
アルテスパブリッシン
グ

66 763.2 ピアノがうまくなるからだ作りワークブック かわかみひろひこ/著 ヤマハミュージックEH

67 763.2 初心者のためのピアノ・コード講座 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

68 764.7 誰がボン・スコットを殺したか? ジェシー・フィンク/著 川村まゆみ/
訳 DU BOOKS

69 764.7 ニール・ヤング回想 ニール・ヤング/著 清水由貴子/訳 ストランド・ブックス

70 764.7 イマジン ジョン&ヨーコ ジョン・レノン/著 オノヨーコ/著 ヤマハミュージックEH

71 765.6 典礼聖歌 日本カトリック典礼委員会/編集 カトリック中央協議会

72 766.1 シューベルトのオペラ 井形ちづる/著 水曜社

73 767.7 たのしいこどものうた600選 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

74 767.8 自分からの人生 加藤登紀子/著 大和書房

75 767.8 マーヴィン・ゲイ  河出書房新社

76 770.6 異能の男ジャニー喜多川 小菅宏/著 徳間書店

77 772.1 興行とパトロン 神山彰/編 森話社

78 772.1 終活夫婦 中尾彬/著 池波志乃/著 講談社

79 775.2 今夜、笑いの数を数えましょう いとうせいこう/著 倉本美津留/[ほ
か]述 講談社

80 775.2 ひょうげもん 小松政夫/著 さくら舎

81 778.2 海外名作映画と巡る世界の絶景 インプレス編集部/編 インプレス

82 778.2 樹木希林120の遺言 樹木希林/著 宝島社

83 778.2 心底惚れた 樹木希林/著 中央公論新社

84 778.2 映画極道五社英雄 五社巴/著 徳間書店

85 778.2 日本戦前映画論集
アーロン・ジェロー/監修 岩本憲児/
監修

ゆまに書房

86 778.2 いつも心に樹木希林  キネマ旬報社

87 778.7 平成最後のアニメ論  （ポプラ新書） 町口哲生/著 ポプラ社

88 778.7 山本二三百景 山本二三/著 枻出版社

89 778.8 ドラマへの遺言  （新潮新書） 倉本聰/著 碓井広義/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 779.0 東京笑芸ざんまい 高田文夫/著 講談社

91 780.1 スポーツする人のためのリカバリーごはん 河谷彰子/監修 みないきぬこ/レシピ 女子栄養大学出版部

92 780.7 一流アスリートがこぞって実践する最強の走り方 秋本真吾/著 徳間書店

93 780.7 勝てるメンタル 原晋/著 根来秀行/著 KADOKAWA

94 782.3 大学駅伝よもやま話 出口庸介/著
ベースボール・マガジ
ン社

95 783.3 実戦スキルを極める!必勝!ハンドボールレベルアップのコツ50 松井幸嗣/監修 辻昇一/監修 メイツ出版

96 783.4 高校サッカー100年
全国高等学校体育連盟サッカー専門
部/編

講談社

97 783.4 ニュージーランドラグビーが教えてくれた「人間力」の高め方 竹内克/著
ベースボール・マガジ
ン社

98 783.7 野球最強の戦術試合で勝てる走打のコツ 大久保秀昭/監修 メイツ出版

99 783.7 下剋上球児 菊地高弘/著 カンゼン

100 783.8 ゴルフ体幹革命 関浩太郎/著 PHP研究所

101 783.8 TIGER WORDS 舩越園子/著 徳間書店

102 783.8 理想のゴルフ 村瀬雅宣/著 幻冬舎

103 786 森の生活図集 スズキサトル/著 笠倉出版社

104 786 ブッシュクラフト読本 長谷部雅一/著 メイツ出版

105 786.5 一人で気ままに!自転車ソロツーリング  枻出版社

106 788.1 愚直 荒井太郎/著 産業能率大学出版部

107 788.1 大相撲力士名鑑 平成31年 「相撲」編集部/編
ベースボール・マガジ
ン社

108 788.2 ALSOKパワーで勝つ!レスリング最強バイブル 大橋正教/監修 メイツ出版

109 789.2 太極拳のゆとり 楊名時/著 新星出版社

110 789.6 馬楽のすすめ 三木田照明/著 あさ出版

111 791.2 茶の湯と仏教 筒井紘一/著 淡交社

112 791.8 実用自分でつくる茶懐石 2 清真知子/著 淡交社編集局/編 淡交社

113 792 和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店/監修 東京美術

114 793 お気に入りの花で作る小さなフラワーアレンジBOOK マミ山本/監修 成美堂出版

115 795 実戦死活百科 山田晋次/著 マイナビ出版

116 795 棋力アップ総合問題集 下巻 楊嘉源/著 日本囲碁連盟/編 ユーキャン

117 796 将棋平成新手白書 居飛車編 片上大輔/著 マイナビ出版

118 796.0 羽生善治×AI 長岡裕也/著 宝島社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 同時通訳者のここだけの話 関根マイク/著 アルク

2 801.7 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田浩章/著 ぺりかん社

3 801.7 翻訳 訳すことのストラテジー
マシュー・レイノルズ/著 秋草俊一
郎/訳

白水社

4 801.9 記号とシンボルの事典
スティーヴン・ウェッブ/著 松浦俊
輔/訳

青土社

5 801.9 点訳のてびき 全国視覚障害者情報提供施設協会/編
集

全国視覚障害者情報提
供施設協会

6 801.9 初めての点訳 全国視覚障害者情報提供施設協会/編
集

全国視覚障害者情報提
供施設協会

7 802.3 共通語の世界史 クロード・アジェージュ/著 糟谷啓
介/訳 白水社

8 809.2 1日1回「あいうえお」ボケないための滑舌トレーニング 赤間裕子/著 世界文化社

9 809.4 齋藤孝の音読de名著 齋藤孝/著 宝島社

10 810.7 外国人のための英語でわかる日本語日常会話 栗田奈美/著 宮崎道子/著 ナツメ社

11 814 においと香りの表現辞典 神宮英夫/編 熊王康宏/編 東京堂出版

12 814.4 このことわざ、科学的に立証されているんです 堀田秀吾/著 主婦と生活社

13 814.7 平成新語 出どこはどこ? 中村三郎/著 柏書房

14 816 これなら書ける!大人の文章講座  （ちくま新書） 上阪徹/著 筑摩書房

15 820.4 中国人のこころ  （集英社新書） 小野秀樹/著 集英社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 821.2 漢字の字形  （中公新書） 落合淳思/著 中央公論新社

17 829.1 絵でわかる韓国語のオノマトペ 辛昭静/著 白水社

18 829.1 韓国語まる覚えキーフレーズ40 張銀英/著 白水社

19 829.7 ニューエクスプレスプラス古典ヘブライ語 山田恵子/著 白水社

20 835 英文法パーフェクト講義 上 大西泰斗/著 ポール・マクベイ/著 NHK出版

21 837 天声人語 2018冬 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/
訳 原書房

22 837.8 New!基礎英語ができない大人の英会話 デイビッド・セイン/著 主婦の友社

23 837.8 つなげば話せる!ネイティブのパターン英作文 投野由紀夫/著 アスク出版

24 869 ポルトガルのポルトガル語 内藤理佳/著 白水社

25 892.3 100年かけてやる仕事 小倉孝保/著 プレジデント社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 脚本家という仕事 ペリー荻野/著 東京ニュース通信社

2 901.3 中世世界の創作事典 榎本秋/編著 諸星崇/著 秀和システム

3 901.3 物語づくりのための黄金パターン117 （キャラクター編） 榎本秋/編著 榎本海月/著 DBジャパン

4 901.3 物語づくりのための黄金パターン117 榎本秋/編著 榎本海月/著 DBジャパン

5 902.0 「ジェンダー」で読む物語 高岡尚子/編著 かもがわ出版

6 902.3 短編小説をひらく喜び 金井雄二/著 港の人

7 908 須賀敦子の本棚 (4～6巻) 池澤夏樹/監修 河出書房新社

8 910.2 江戸川乱歩新世紀 石川巧/編 落合教幸/編 ひつじ書房

9 910.2 小説は、わかってくればおもしろい 小平麻衣子/著 慶應義塾大学出版会

10 910.2 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田光代/著 吉田修一/著 河出書房新社

11 914.6 ゆるく考える 東浩紀/著 河出書房新社

12 914.6 白秋期 五木寛之/著 日本経済新聞出版社

13 914.6 井伏さんの将棋 小沼丹/著 幻戯書房

14 914.6 平成遺産 川島小鳥/著 川添愛/著 淡交社

15 914.6 あたかも壊れた世界 小泉義之/著 青土社

16 914.6 安吾人生案内 坂口安吾/著 三田産業

17 914.6 わが天幕焚き火人生 椎名誠/著 産業編集センター

18 914.6 自分流のすすめ 曽野綾子/著 中央公論新社

19 914.6 私の後始末  （ポプラ新書） 曽野綾子/著 ポプラ社

20 914.6 考える力 外山滋比古/著 海竜社

21 914.6 違和感のススメ 松尾貴史/著 毎日新聞出版

22 914.6 いつも歌があった 南こうせつ/著 ヤマハミュージックEH

23 914.6 未来の余白から 最上敏樹/著 婦人之友社

24 914.6 使うあてのない名刺 桃井恒和/著 中央公論新社

25 915.6 大好きな町に用がある 角田光代/著
スイッチ・パブリッシ
ング

26 915.6 世界の家族/家族の世界 椎名誠/著 新日本出版社

27 915.6 森遊びの日々 森博嗣/著 講談社

28 916 絲的ココロエ 絲山秋子/著 日本評論社

29 916 尚矢の笑顔がくれたもの 金高裕之/著 金高美和/著 文芸社

30 916 最後の大空のサムライ 倉田耕一/著 さくら舎

31 916 がんと生き、母になる 村上睦美/著 まりん書房

32 918.6 幻の戦時下文学 石川巧/編著 大川周明/[ほか]著 青土社

33 923.7 郝景芳短篇集 郝景芳/著 及川茜/訳 白水社

34 929.1 あの夏のソウル イヒョン/著 下橋美和/訳 影書房

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 929.3 私を本当の名前で呼んでください
ティク・ナット・ハン/著 島田啓介/
訳

野草社

36 930.2 いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか 岡本広毅/編 小宮真樹子/編 みずき書林

37 930.2 作家の運 デイヴィッド・ロッジ/著 高儀進/訳 白水社

38 931.7 トールキンのアーサー王最後の物語 J.R.R.トールキン/著 クリスト
ファー・トールキン/編 原書房

39 933.6 説得されて ジェイン・オースティン/著 藤田永
祐/訳

春風社

40 933.6 世界名作探偵小説選 エドガー・アラン・ポー/原作 バロ
ネス・オルツィ/原作 作品社

41 933.7 カート・ヴォネガット全短篇 4
カート・ヴォネガット/著 大森望/監
修

早川書房

42 933.7 ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ/著 小川高
義/訳 新潮社

43 933.7 小説アーサー王物語 1（上・下巻） バーナード・コーンウェル/著 木原
悦子/訳 原書房

44 933.7 小説アーサー王物語 2（上・下巻）
バーナード・コーンウェル/著 木原
悦子/訳

原書房

45 933.7 迷路の外には何がある? スペンサー・ジョンソン/著 門田美
鈴/訳 扶桑社

46 933.7 パトリック・メルローズ 5
エドワード・セント・オービン/著
国弘喜美代/訳

早川書房

47 933.7 ジャズ・エイジは終わらない 宮脇俊文/著 青土社

48 933.7 生まれ変わり ケン・リュウ/著 古沢嘉通/[ほか]訳 早川書房

49 933.7 クラヴァートンの謎 ジョン・ロード/著 渕上瘦平/訳 論創社

50 934.7 飢える私 ロクサーヌ・ゲイ/著 野中モモ/訳 亜紀書房

51 936 英国人捕虜が見た大東亜戦争下の日本人 デリク・クラーク/著 和中光次/訳 ハート出版

52 943.7 座席ナンバー7Aの恐怖 セバスチャン・フィツェック/著 酒
寄進一/訳 文藝春秋

53 949.8 悪意 ホーカン・ネッセル/著 久山葉子/訳 東京創元社

54 949.8 私のイサベル エリーサベト・ノウレベック/著 奥
村章子/訳 早川書房

55 950.2 ジゼル・プラシノス 鈴木雅雄/著 水声社

56 950.2 目覚めたまま見る夢 塚本昌則/著 岩波書店

57 950.4 女とフィクション 山田登世子/著 藤原書店

58 953.7 絶版殺人事件 ピエール・ヴェリー/著 佐藤絵里/訳 論創社

59 961 プラテーロと私抄 ファン・ラモン・ヒメネス/著 谷口
江里也/訳

未知谷

60 963 ラサリーリョ・デ・トルメスの人生 岡村一/訳 水声社

61 963 ハバナ零年 カルラ・スアレス/著 久野量一/訳 共和国

62 973 逃れる者と留まる者 エレナ・フェッランテ/著 飯田亮介/
訳 早川書房

63 983 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー/著 頭木弘樹/編訳 春秋社

64 983 ルージン・ディフェンス ウラジーミル・ナボコフ/著 杉本一
直/訳

新潮社

65 991.5 書簡集 2 リバニオス/著 田中創/訳 京都大学学術出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F キッド 相場英雄/著 幻冬舎

2 F ウチらは悪くないのです。 阿川せんり/著 新潮社

3 F 美女と竹林のアンソロジー 阿川せんり/著 飴村行/著 光文社

4 F 居酒屋ぼったくり 11 秋川滝美/著 アルファポリス

5 F くらやみガールズトーク 朱野帰子/著 KADOKAWA

6 F 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ/著 中央公論新社

7 F 教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成/著 KADOKAWA

8 F 僕の母がルーズソックスを 朝倉宏景/著 講談社

9 F ハムレット殺人事件 芦原すなお/著 東京創元社

10 F 方丈の孤月 梓澤要/著 新潮社

11 F 神を統べる者 （厩戸御子倭国追放篇） 荒山徹/著 中央公論新社

12 F 神を統べる者 （覚醒ニルヴァーナ篇） 荒山徹/著 中央公論新社

13 F こうして誰もいなくなった 有栖川有栖/著 KADOKAWA

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 F 東京クライシス 安生正/著 祥伝社

15 F マーダーハウス 五十嵐貴久/著 実業之日本社

16 F おっさんたちの黄昏商店街 池永陽/著 潮出版社

17 F リスタート! 伊多波碧/著 出版芸術社

18 F 真実の航跡 伊東潤/著 集英社

19 F てらこや青義堂 今村翔吾/著 小学館

20 F 父と私の桜尾通り商店街 今村夏子/著 KADOKAWA

21 F 魔眼の匣の殺人 今村昌弘/著 東京創元社

22 F いきぢごく 宇佐美まこと/著 角川春樹事務所

23 F ふたたび蟬の声 内村光良/著 小学館

24 F 博奕のアンソロジー 冲方丁/著 軒上泊/著 光文社

25 F 住友を破壊した男 江上剛/著 PHP研究所

26 F 渦 大島真寿美/著 文藝春秋

27 F 密原トリカと七億の小人とチョコミント 太田忠司/著 キノブックス

28 F ミート・ザ・ジャンパーズ! 太田忠司/著 光文社

29 F 鬼憑き十兵衛 大塚已愛/著 新潮社

30 F ゆるキャラの恐怖 奥泉光/著 文藝春秋

31 F 圓朝 奥山景布子/著 中央公論新社

32 F ゴンゾオ叔父 小沼丹/著 幻戯書房

33 F 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨/著 双葉社

34 F お茶壺道中 梶よう子/著 KADOKAWA

35 F 家康に訊け 加藤廣/著 新潮社

36 F 壺中に天あり獣あり 金子薫/著 講談社

37 F 新宿花園裏交番坂下巡査 香納諒一/著 祥伝社

38 F 浮雲心霊奇譚 5 神永学/著 集英社

39 F 流星コーリング 河邉徹/著 KADOKAWA

40 F カゲロボ 木皿泉/著 新潮社

41 F 夜間飛行 北迫薫/著 新潮社

42 F 中野のお父さんは謎を解くか 北村薫/著 文藝春秋

43 F これは花子による花子の為の花物語 木爾チレン/著 宝島社

44 F エスケープ・トレイン 熊谷達也/著 光文社

45 F 永久のゼッケン 倉阪鬼一郎/著 出版芸術社

46 F オネエ産婦人科 豪田トモ/著 サンマーク出版

47 F 人工知能 幸田真音/著 PHP研究所

48 F 瞳のなかの幸福 小手鞠るい/著 文藝春秋

49 F 愛別離苦、上海、そして震災福島 虎夏恵/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

50 F こばなしけんたろう 小林賢太郎/著 幻冬舎

51 F 歳三の剣 小松エメル/著 講談社

52 F みかんとひよどり 近藤史恵/著 KADOKAWA

53 F 機捜235 今野敏/著 光文社

54 F 山海記 佐伯一麦/著 講談社

55 F 狂歌 佐伯琴子/著 日本経済新聞出版社

56 F 坂口安吾エンタメコレクション 伝奇篇 坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店

57 F ばぁばの巻き寿司 佐藤剛史/作 curognac/絵 書肆侃侃房

58 F こどもの季節 佐野洋子/著 河出書房新社

59 F マン・イン・ザ・ミラー サミュエル・サトシ/著 KADOKAWA

60 F 落花 澤田瞳子/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 F ひとんち 澤村伊智/著 光文社

62 F 予言の島 澤村伊智/著 KADOKAWA

63 F 肖像彫刻家 篠田節子/著 新潮社

64 F 少年は死になさい…美しく 新堂冬樹/著 中央公論新社

65 F 麦本三歩の好きなもの 住野よる/著 幻冬舎

66 F 傑作はまだ 瀬尾まいこ/著
ソニー・ミュージック
エンタテインメント

67 F わたしたち、何者にもなれなかった 瀬那和章/著 KADOKAWA

68 F 雨にも負けず 高杉良/著 KADOKAWA

69 F ハート型の雲 高橋三千綱/著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

70 F 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK vol.24
『このミステリーがすごい!』編集部
/編

宝島社

71 F うちのレシピ 瀧羽麻子/著 新潮社

72 F ソローキンの見た桜 田中和彦/原作 豊田美加/ノベライズ ワニブックス

73 F 崖っぷちパラダイス 谷口桂子/著 小学館

74 F レフトハンド・ブラザーフッド 知念実希人/著 文藝春秋

75 F 90秒の別世界 千葉聡/著 立東舎

76 F インソムニア 辻寛之/著 光文社

77 F 介錯人 辻堂魁/著 光文社

78 F 傲慢と善良 辻村深月/著 朝日新聞出版

79 F 司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 土居豊/著 関西学院大学出版会

80 F ザ・ウォール 堂場瞬一/著 実業之日本社

81 F 大統領に告ぐ 永瀬隼介/著 KADOKAWA

82 F ドS刑事(デカ) 6 七尾与史/著 幻冬舎

83 F 夢の迷い路 西澤保彦/著 光文社

84 F えちごトキめき鉄道殺人事件 西村京太郎/著 中央公論新社

85 F 十津川警部郷愁のミステリー・レイルロード 西村京太郎/著 徳間書店

86 F 十津川警部坂本龍馬と十津川郷士中井庄五郎 西村京太郎/著 集英社

87 F イシイカナコが笑うなら 額賀澪/著 KADOKAWA

88 F 横浜大戦争 明治編 蜂須賀敬明/著 文藝春秋

89 F 梟の一族 福田和代/著 集英社

90 F まんぷく 下 福田靖/作 田渕孝/ノベライズ NHK出版

91 F 暗黒捜査 二上剛/著 講談社

92 F 崩壊の森 本城雅人/著 文藝春秋

93 F 月夜に傘をさした話 正岡容/著 幻戯書房

94 F 闇夜の底で踊れ 増島拓哉/著 集英社

95 F 絵師の魂 渓斎英泉 増田晶文/著 草思社

96 F 仏陀の小石 又吉栄喜/著 コールサック社

97 F 人外 松浦寿輝/著 講談社

98 F また明日、君の隣にいたかった 鞠坂小鞠/著 アルファポリス

99 F 骨踊り 向井豊昭/著 幻戯書房

100 F 夏の坂道 村木嵐/著 潮出版社

101 F 飛族 村田喜代子/著 文藝春秋

102 F 散歩するネコ 群ようこ/著 角川春樹事務所

103 F 毒よりもなお 森晶麿/著 KADOKAWA

104 F そのナイフでは殺せない 森川智喜/著 光文社

105 F 尼子姫十勇士 諸田玲子/著 毎日新聞出版

106 F 奇説無惨絵条々 谷津矢車/著 文藝春秋

107 F あたしたちよくやってる 山内マリコ/著 幻冬舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

108 F 夜の塩 山口恵以子/著 徳間書店

109 F 趣味で腹いっぱい 山崎ナオコーラ/著 河出書房新社

110 F M&A神アドバイザーズ 山本貴之/著 エネルギーフォーラム

111 F 陰陽師 女蛇ノ巻 夢枕獏/著 文藝春秋

112 F 由利・三津木探偵小説集成 4 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

113 F ノースライト 横山秀夫/著 新潮社

114 F 月とコーヒー 吉田篤弘/著 徳間書店

115 F 横道世之介 続 吉田修一/著 中央公論新社

116 F イミテーションと極彩色のグレー loundraw/著 KADOKAWA

117 F ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29 ジェイ・ルービン/編 新潮社

118 F 砂塵の掟 渡辺裕之/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B124.2 老子 池田知久/著 講談社

2 B131.8 老年について 友情について キケロー/著 大西英文/訳 講談社

3 B135.2 デカルト入門講義 冨田恭彦/著 筑摩書房

4 B135.5 いまこそ、希望を サルトル/著 レヴィ/著 光文社

5 B188 親鸞の言葉 吉本隆明/著 中央公論新社

6 B188.8 禅とは何か 水上勉/著 中央公論新社

7 B209 ホモ・ルーデンス ホイジンガ/著 高橋英夫/訳 中央公論新社

8 B288.4 新天皇若き日の肖像 根岸豊明/著 新潮社

9 B323 日本国憲法 長谷部恭男/解説 岩波書店

10 B383.8 マメな豆の話 吉田よし子/著 KADOKAWA

11 B767.5 君が代の歴史 山田孝雄/著 講談社

12 B908.3 トラウマ文学館 頭木弘樹/編 筑摩書房

13 B911.1 えーえんとくちから 笹井宏之/著 筑摩書房

14 B911.3 高濱虚子 水原秋櫻子/著 講談社

15 B914.6 洋食小川 小川糸/著 幻冬舎

16 B915.6 きまぐれ体験紀行 星新一/著 KADOKAWA

17 B933.7 浮世の画家 カズオ・イシグロ/著 飛田茂雄/訳 早川書房

18 B933.7 天才作家の妻
メグ・ウォリッツァー/著 浅倉卓弥/
訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

19 B933.7 ミス・マープルと13の謎 アガサ・クリスティ/著 深町眞理子/
訳 東京創元社

20 B933.7 緊急工作員 ダニエル・ジャドスン/著 真崎義博/
訳

早川書房

21 B933.7 沼の王の娘 カレン・ディオンヌ/著 林啓恵/訳
ハーパーコリンズ・
ジャパン

22 B933.7 火星の遺跡
ジェイムズ・P.ホーガン/著 内田昌
之/訳

東京創元社

23 B933.7 悪魔の赤い右手 殺し屋を殺せ 2 クリス・ホルム/著 田口俊樹/訳 早川書房

24 B949.8 ボックス21 アンデシュ・ルースルンド/著 ベリ
エ・ヘルストレム/著

早川書房

25 B983 二十六人の男と一人の女 ゴーリキー/著 中村唯史/訳 光文社

26 BF ただいま、ふたりの宝石箱 あさばみゆき/著 KADOKAWA

27 BF 擬態の殻 麻見和史/著 朝日新聞出版

28 BF 北穂高岳殺人山行 梓林太郎/著 文芸社

29 BF 天才ハッカー安部響子と2,048人の犯罪者たち 一田和樹/著 集英社

30 BF 盤上に死を描く 井上ねこ/著 宝島社

31 BF 泡沫の義 小杉健治/著 祥伝社

32 BF 鼠草紙 佐伯泰英/著 文藝春秋

33 BF あったかけんちん汁 坂井希久子/著 角川春樹事務所

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 BF つるつる鮎そうめん 坂井希久子/著 角川春樹事務所

35 BF 狙われた旗本 佐々木裕一/著 講談社

36 BF 大聖堂の殺人〜The Books〜 周木律/著 講談社

37 BF 明夫と良二 庄野潤三/著 講談社

38 BF 京都東山美術館と夜のアート 高井忍/著 東京創元社

39 BF リベンジ 高杉良/著 講談社

40 BF あきない世傳金と銀 6 高田郁/著 角川春樹事務所

41 BF 君と漕ぐ 武田綾乃/著 新潮社

42 BF 縁切寺お助け帖 田牧大和/著 KADOKAWA

43 BF 血腫 田村和大/著 宝島社

44 BF 縁の川 辻堂魁/著 祥伝社

45 BF スカーフェイス 2 富樫倫太郎/著 講談社

46 BF 居酒屋宗十郎剣風録 鳥羽亮/著 光文社

47 BF 金貸し権兵衛 鳥羽亮/著 講談社

48 BF スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 3 友井羊/著 宝島社

49 BF 坊さんのくるぶし 成田名璃子/著 幻冬舎

50 BF 本所おけら長屋 12 畠山健二/著 PHP研究所

51 BF 彼女たちが眠る家 原田ひ香/著 光文社

52 BF 人生写真館の奇跡 柊サナカ/著 宝島社

53 BF 妖怪奉行所の多忙な毎日 廣嶋玲子/著 東京創元社

54 BF 隠居の初恋 藤井邦夫/著 双葉社

55 BF グアムの探偵 3 松岡圭祐/著 KADOKAWA

56 BF コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山早紀/著 ポプラ社

57 BF 海より深く 矢口敦子/著 集英社

58 BF ACT 3 矢月秀作/著 講談社

59 BF 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 3 友麻碧/著 幻冬舎

60 BF はぐれ名医事件暦 （1.2巻） 和田はつ子/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G156 BUSHIDO 新渡戸稲造/著
チャールズ・イー・タ
トル出版

2 G291.3 TOKYO 関昭彦/著 ロブ・ゴス/著 IBCパブリッシング

3 G440 space in 30 second Clive Gifford Consultant： Mike
Goldsmith Ivy Press

4 G751.5 GREAT STAINED GLASS PROJECTS for Beginners SANDYALLISON/著 AlanWycheck/写真 STACKPOLE BOOKS

5 G751.5 PAOLO VENINI AND HIS FURNACE MarinoBarover/編 CarlaSonego/編 SKIRA

6 G751.5 LOUIS COMFORT TIFFANY NONIEGADSDEN/著
Museum of Fine Arts
Boston

7 G751.5 THE GLASS GLASS COLLECTION JOHN B. HENRY/著
FERDINANDHAMPSON/著 Marquand Books Inc

8 G751.5 Laboratory Scientific Glassblowing PaulLePinnet/著 World Scientific

9 G751.5 Warman's DEPRESSION GLASS HANDBOOK ELLEN T. SCHROY/著 PamMeyer/著 krause publications

10 G751.5 SIMON PEARCE GLENNSUOKKO/著 SimonPearce/著 RIZZOLI

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 R010.5 日本の図書館 2018 日本図書館協会図書館調査事業委員
会日本の図書館調査委員会/編集 日本図書館協会

2 R016.7 視聴覚センター・ライブラリー一覧 平成30年度版  日本視聴覚教育協会

3 R059 世界年鑑 2019 共同通信社/編著 共同通信社

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

4 R059 読売年鑑 2019年版  読売新聞東京本社

5 R280.3 外国人物レファレンス事典 （1～3巻） 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

6 R290.3 一冊でわかる日本地図・世界地図 2019 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

7 R290.3 旅に出たくなる地図 世界 帝国書院編集部/著 帝国書院

8 R290.3 基本地図帳 2019-2020 二宮書店編集部/著 二宮書店

9 R290.3 日本・世界地図帳 2019-2020年版  朝日新聞出版

10 R309.0 社会思想史事典 社会思想史学会/編 丸善出版

11 R317.7 消防白書 平成30年版 消防庁/編 日経印刷

12 R323 世界の憲法集 畑博行/編 小森田秋夫/編 有信堂高文社

13 R326.3 犯罪白書 平成30年版 法務省法務総合研究所/編 昭和情報プロセス

14 R333.8 国際開発学事典 国際開発学会/編 丸善出版

15 R335.0 日本の企業グループ 2019  東洋経済新報社

16 R337.8 小売物価統計調査年報 平成29年 総務省統計局/編集 日本統計協会

17 R351 統計でみる日本 2019 日本統計協会/編集 日本統計協会

18 R361.9 OECD幸福度白書 4 OECD/編著 西村美由起/訳 明石書店

19 R361.9 社会生活統計指標 2019 総務省統計局/編集 日本統計協会

20 R361.9 統計でみる都道府県のすがた 2019 総務省統計局/編集 日本統計協会

21 R367.1 図表でみる男女格差 OECD/編著 濱田久美子/訳 明石書店

22 R369 社会福祉の動向 2019 社会福祉の動向編集委員会/編集 中央法規出版

23 R369.0 世界の社会福祉年鑑 2018 宇佐見耕一/編集代表 小谷眞男/編集
代表 旬報社

24 R369.2 生活保護手帳 2018年度版  中央法規出版

25 R370.5 図表でみる教育 2018年版 経済協力開発機構/編著 矢倉美登里
/[ほか]訳 明石書店

26 R373.2 教育小六法 2019 市川須美子/編集委員 小野田正利/編
集委員 学陽書房

27 R373.2 解説教育六法 2019 解説教育六法編修委員会/編 三省堂

28 R383.1 中国服飾史図鑑 第1巻 黄能馥/編著 陳娟娟/編著 科学出版社東京

29 R383.8 国別世界食文化ハンドブック ヘレン・C.ブリティン/著 小川昭子/
訳 柊風舎

30 R383.9 住(すまい)の民俗事典 森隆男/編 山崎祐子/編集委員 柊風舎

31 R386.1 子どもの本 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

32 R390.3 最新軍事用語集 金森國臣/編 日外アソシエーツ

33 R486.0 世界の昆虫英名辞典 vol.1～3 矢野宏二/編 櫂歌書房

34 R488 世界の鳥の学名解 平嶋義宏/著 北隆館

35 R498.1 国民医療費 平成28年度
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

36 R498.5 食生活データ総合統計年報 2019  三冬社

37 R514.0 道路法令総覧 平成31年版 道路法令研究会/編集 ぎょうせい

38 R521 図説日本木造建築事典 坂本功/総編集 大野敏/編集 朝倉書店

39 R586.0 繊維ハンドブック 2019 日本化学繊維協会/編集
日本化学繊維協会資料
頒布会

40 R589.0 ホビー白書 2018年版  日本ホビー協会

41 R611.2 農地六法 平成30年版 農林水産省経営局農地政策課/監修 新日本法規出版

42 R648.2 日本食肉年鑑 2017〜2018
日本食肉協議会/監修 日本食肉加工
協会/監修

食肉通信社

43 R650.5 森林・林業統計要覧 2018 林野庁/編 日本森林林業振興会

44 R674.3 広告制作料金基準表  '19▷'20 宣伝会議書籍編集部/編集 宣伝会議

45 R674.3 コピー年鑑 2018 東京コピーライターズクラブ/編集 宣伝会議

46 R689.6 旅行業者名簿  '19  旅行出版社

47 R699.2 NHK年鑑 2018 NHK放送文化研究所/編 NHK出版

48 R703.5 美術市場 2019  美術新星社

49 R709 文化財科学の事典 馬淵久夫/編集 杉下龍一郎/編集 朝倉書店

50 R728.4 漢字くずし方辞典 児玉幸多/編 東京堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 R778.7 アニメーション用語事典
日本動画協会人材育成委員会/監修・
著

立東舎

52 R780.6 JOAオリンピック小事典 日本オリンピック・アカデミー/編著 メディアパル

53 R829.1 小学館韓日辞典 油谷幸利/編集委員 門脇誠一/編集委
員 小学館

54 R829.2 翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2006-2008 DBジャパン/編集 DBジャパン

55 R829.3 世界文学綜覧シリーズ (23・24巻） 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

56 R829.4 現代世界文学人名事典 日外アソシエーツ株式会社/編集 日外アソシエーツ

57 R829.5 世界の児童文学登場人物索引 単行本篇2014-2016 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 入門!立山ワールドあんない 富山県立山博物館/編 富山県[立山博物館]

2 T182 滑川の社寺宝物展 徳城寺 滑川市立博物館/編 滑川市立博物館

3 T209.6 明治の富山 富山県公文書館/編 富山県公文書館

4 T250 氷見春秋 第78号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

5 T344 予算に関する説明書 平成31年度 富山市/編 富山市

6 T369.2 ねんりんピック富山2018 富山市交流大会報告書 ねんりんピック富山2018富山市実行
委員会事務局/編 富山市

7 T498 富山市立富山市民病院診療科案内 2018 富山市立富山市民病院/編 富山市立富山市民病院

8 T517.3 松川雨水貯留施設 富山市上下水道局/編 富山市上下水道局

9 T519.5 広域圏事業概要 平成30年度 富山地区広域圏事務組合/編
富山地区広域圏事務組
合

10 T629 中部山岳国立公園立山ルート緑化研究報告書 第4報 立山ルート緑化研究委員会/編 立山黒部貫光

11 T681 富山市交通安全推進計画 平成30年度 富山市/編 富山市交通安全対策協議
会/編 富山市

12 T683 北前船38 加藤貞仁/著 北前船日本遺産推進協
議会/著作

北前船日本遺産推進協
議会

13 T683 北前船こども調査団 2018  北前船交流拡大機構

14 T701 新世紀とやま文化振興計画 富山県生活環境文化部文化振興課/編
富山県生活環境文化部
文化振興課

15 T780 富山県高校スポーツ記録 第36号 2018 富山県高等学校体育連盟/編
富山県高等学校体育連
盟

16 T780 70周年記念誌 平成20年-平成29年 富山市体育協会/編 富山市体育協会

17 T786 黒部源流山小屋暮らし やまとけいこ/著 山と溪谷社

18 T910 立山連峰 島田達巳/著 現代短歌社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あそびながらあるいちゃだめ 深見春夫/作絵 教育画劇

2 C ありがとうげんきでね やすいすえこ/脚本 小泉るみ子/絵 童心社

3 C いのちをまもるよこうつうせんたい! 深山さくら/作 ぼーるかなこ/絵 教育画劇

4 C こども忍者もしかして丸 佐々木一澄/作絵 教育画劇

5 C じてんしゃももたろう 石田康成/作絵 教育画劇

6 C ダンプのゲンさん ときわひろみ/作 藤本四郎/絵 教育画劇

7 C ちがうでしょ 得田之久/脚本 山本祐司/絵 童心社

8 C やくそくしようよ、とびだしきんし! 深山さくら/作 林なつこ/絵 教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E いいおといっぱい こわせたまみ/作 いりやまさとし/絵 鈴木出版

2 E いき 中川ひろたか/作 北村裕花/絵 アリス館

3 E いちばんはじめのマナーえほん 峯村良子/作 偕成社

4 E イライラくんとこえだちゃん レモニー・スニケット/ぶん マ
シュー・フォーサイス/え 評論社

5 E いろいろくにのいろいろさん かわにしよしと/作・絵 鈴木出版

T 郷土資料T 郷土資料

C かみしばい

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 E うえきはちまる 山本和子/作 あさいかなえ/作 ひさかたチャイルド

7 E うさぎくんとママ リチャード・スキャリー/さく 木坂
涼/やく 好学社

8 E うまれたよ!ナナフシ 安田守/写真・文 岩崎書店

9 E ABCパーティ tupera tupera/著 白泉社

10 E えほん東京 小林豊/作・絵 ポプラ社

11 E おいせまいりわんころう あおきひろえ/文 長谷川義史/絵 ブロンズ新社

12 E おおかみのこがはしってきて 寮美千子/文 小林敏也/画 ロクリン社

13 E おさいふのかみさま 苅田澄子/作 にしむらあつこ/絵 フレーベル館

14 E お、しりませんでした あわたのぶこ/作 ただはるよし/絵 フレーベル館

15 E おにいちゃんとぼく
ローレンス・シメル/文 フアン・カ
ミーロ・マヨルガ/絵

光村教育図書

16 E おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田よしたか/著 佼成出版社

17 E おばけのやだもん だだっこえんにいく ひらのゆきこ/さく・え 教育画劇

18 E おんせんたまご 中尾昌稔/文 河本徹朗/絵 大日本図書

19 E かぶとむしのはこびやさん やましたゆうこ/さく 三恵社

20 E かみそりぎつね いもとようこ/文・絵 金の星社

21 E ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム/さく みつよ
しなつや/やく ほるぷ出版

22 E キュリオシティ マーカス・モートン/作 松田素子/訳 BL出版

23 E 草木とみた夢 谷本雄治/文 大野八生/絵 出版ワークス

24 E クルマザウルスたんけんたい マイケル・ウェイト/作 浜崎絵梨/訳 岩崎書店

25 E この世界の片隅に こうの史代/原作 片渕須直/監督 徳間書店

26 E こわす サリー・サットン/さく ブライア
ン・ラブロック/え 福音館書店

27 E さくらもちのさくらこさん 岡田よしたか/さく ブロンズ新社

28 E The Big Tale of Little Peppa （ちっちゃなペッパのすごーいおはなし） 二宮由紀子/やく フレーベル館

29 E サンドイッチぎゅーっ ひがしちから/作 光村教育図書

30 E ジャックとまめのき 早野美智代/文 高畠那生/絵 フレーベル館

31 E ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ/作 福本友美子/
訳 光村教育図書

32 E しゅつどう!しょうぼうたい 鎌田歩/作・絵 金の星社

33 E じょうずな歯みがき 楠章子/文 ながおかえつこ/絵 くもん出版

34 E シリルとパット ともだちになろう エミリー・グラヴェット/さく 福本
友美子/やく フレーベル館

35 E すごいぞ!!きょうりゅう 鎌田歩/作・絵 教育画劇

36 E そらまめくんとおまめのなかま なかやみわ/さく 小学館

37 E だいじょうぶだよ （ぼくのおばあちゃん） 長谷川和夫/さく 池田げんえい/え ぱーそん書房

38 E たてる サリー・サットン/さく ブライア
ン・ラブロック/え 福音館書店

39 E たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタサヤカ/著 白泉社

40 E チュチュをきたトラ ファビ・サンティアゴ/作 tara/訳 文化学園文化出版局

41 E できるかな?にっこりおかお いもとようこ/作 講談社

42 E できるかな?ぱっぱおきがえ いもとようこ/作 講談社

43 E でっかいかまくらつくったよ 鈴木永子/さく リーブル

44 E 鉄道博物館 濱美由紀/作画 小学館

45 E てんしき 川端誠/作・絵 KADOKAWA

46 E どうなってるの?どうぶつの歯 鈴木勝/さく 鈴木貴博/さく はる書房

47 E どこどここけし 山田マチ/作 花山かずみ/絵 こぐま社

48 E とびきりおかしなマラソンレース
メーガン・マッカーシー/作 おびか
ゆうこ/訳

光村教育図書

49 E トマとエマのめいろのくに 大庭賢哉/作 ほるぷ出版

50 E ねこの3つのねがいごと
カリスタ・ブリル/文 ケナード・
パーク/絵 岩崎書店

51 E ねずみのシーモア 池田朗子/作 福田利之/絵 あかね書房

52 E ねたあとゆうえんち 大串ゆうじ/著 白泉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 E のりたいな みやまつともみ/さく 福音館書店

54 E 歯いしゃさんはこわくない 楠章子/文 ながおかえつこ/絵 くもん出版

55 E はこぼ はこぼ なにはこぼ かしわらあきお/作・絵 学研プラス

56 E はだかのおうじさま くすのきしげのり/作 澤野秋文/絵 フレーベル館

57 E はたけのにゃーこ 織茂恭子/作 童心社

58 E Happy Birthday Peppa! （ペッパ、おたんじょうびおめでとう） 二宮由紀子/やく フレーベル館

59 E パンダかぞえたいそう いりやまさとし/作 講談社

60 E ビーバのそらのたび マグナス・ウェイトマン/作 のざか
えつこ/訳 フレーベル館

61 E ひらいてびっくり!のりもののりもの 中垣ゆたか/作 偕成社

62 E
フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう （こわいものにで
あったらのまき）

いとうひろし/作 徳間書店

63 E ふかふかだよ 間部香代/作 ひろかわさえこ/絵 鈴木出版

64 E ふしぎなえき 田中六大/作 交通新聞社

65 E フランクリンとルナ、月へいく ジェン・キャンベル/ぶん ケイ
ティ・ハーネット/え BL出版

66 E へいわとせんそう
たにかわしゅんたろう/ぶん
Noritake/え

ブロンズ新社

67 E ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン! ジェニ・デズモンド/作 おびかゆう
こ/訳

光村教育図書

68 E ぽこぼういちねんせい 喜湯本のづみ/文と絵 小学館

69 E ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール/文 エリザベス・
ズーノン/絵 さ・え・ら書房

70 E まちにまったおでかけのひ 東川りえ/作 絵本館

71 E まる 松田奈那子/作・絵 鈴木出版

72 E みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン/作 ラ
ファエル・ロペス/絵 汐文社

73 E むれ ひろたあきら/さく KADOKAWA

74 E メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー/ぶん・え 中井貴
惠/やく

イマジネイション・プ
ラス

75 E もくもくをつかまえた ミカエル・エスコフィエ/文 クリ
ス・ディ・ジャコモ/絵 クレヨンハウス

76 E モグモグのおかしやさん カトウシンジ/著 出版ワークス

77 E もったいないばあさんかわをゆく 真珠まりこ/作・絵 講談社

78 E やねうらたんていモリー コマヤスカン/作 くもん出版

79 E やるとおこられそうなこと 川之上英子/さく・え 川之上健/さ
く・え 岩崎書店

80 E ノロウェイの黒牛 なかがわちひろ/文 さとうゆうすけ/
絵 BL出版

81 E わかくさのおかで かじりみな子/さく 偕成社

82 GE はやくねてよ （英語版いわさき名作えほん） あきやまただし/作・絵 Soshi
Uchida/英訳

岩崎書店

83 GE グリーンマントのピーマンマン （英語版いわさき名作えほん） さくらともこ/作 中村景児/絵 岩崎書店

84 GE あしにょきにょき （英語版いわさき名作えほん） 深見春夫/作・絵 Soshi Uchida/英訳 岩崎書店

85 GE りんごがひとつ （英語版いわさき名作えほん） ふくだすぐる/作・絵 Soshi Uchida/
英訳 岩崎書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 「文系?」「理系?」に迷ったら読む本 竹内薫/著 PHP研究所

2 K007 ゆび1本ではじめるScratch3.0かんたんプログラミング 超入門編 ジャムハウス編集部/著 ジャムハウス

3 K007 小中学生からはじめるプログラミングの本 2019年版 日経パソコン/編 石井英男/[ほか]著 日経BP社

4 K007 イラストで読むAI入門  （ちくまプリマー新書） 森川幸人/著 筑摩書房

5 K031 玉川百科こども博物誌 9 小原芳明/監修 玉川大学出版部

6 K033 地球なんでも大図鑑 DK社/編 小寺敦子/訳 東京書籍

7 K147 ほんとうにあった!物語と魔法ワールド 石崎洋司/著 講談社

8 K150 イラスト版子どものモラルスキル 相川充/著 藤枝静暁/著 合同出版

9 K150 シリーズ・道徳を考える 2・3巻 内田樹/協力 こどもくらぶ/編 かもがわ出版

10 K159 子どものための名言集 金田一秀穂/監修 池田書店

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 K159 きみを変える50の名言 （山中伸弥、さかなクンほか） 佐久間博/文 pon-marsh/絵 汐文社

12 K210 4つの時代をタイムトラベル （1・2巻） 大串潤児/監修 廣済堂あかつき

13 K210 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる （3・4巻） こどもくらぶ/編 あすなろ書房

14 K217 未来をつかめ!平成ビジュアル図鑑 2 大江近/総監修 文研出版

15 K280 チェンジ・ザ・ワールド! スーザン・フッド/文 渋谷弘子/訳 フレーベル館

16 K280 非暴力の人物伝 4  大月書店

17 K290 世界の地理 （1～8巻） 井田仁康/監修 学研プラス

18 K291 日本なんでもランキング図鑑 池野範男/監修 久保哲朗/監修 ミネルヴァ書房

19 K291 わたしたちのくらしと国土 2 井田仁康/監修 金の星社

20 K313 池上彰と考える「民主主義」 3 池上彰/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店

21 K317 キャリア教育に役立つ!官公庁の仕事 稲継裕昭/監修 あかね書房

22 K337 大人になるまえに知っておきたいお金のこと
ハイジ・フィードラー/作 ブレンダ
ン・カーネイ/絵

ひさかたチャイルド

23 K351 日本のすがた 2019 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会

24 K361 話してみたい!伝えてみたい!ニッポンのこと 1 荒俣宏/監修 教育画劇

25 K361 池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方 (1・2巻) 池上彰/監修 文溪堂

26 K366 10代からのワークルール (1～4巻) 上西充子/監修 朝倉千夏/イラスト 旬報社

27 K366 密着!お仕事24時 (4～6巻) 高山リョウ/構成・文 岩崎書店

28 K366 お仕事ナビ (18・19巻) お仕事ナビ編集室/編 理論社

29 K366 日本の伝統文化仕事図鑑 2 ワン・ステップ/編 金の星社

30 K366 ザ・裏方 1  フレーベル館

31 K367 個「性」ってなんだろう? 中塚幹也/監修 あかね書房

32 K367 わたしは女の子だから ローズマリー・マカーニー/文 ジェ
ン・オールバー/文 西村書店

33 K367 持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは 第2巻  新日本出版社

34 K369 小中学生のための障害用語集 柘植雅義/編著 インクルーシブ教育
の未来研究会/編著 金剛出版

35 K378 手で読む心でさわるやさしい点字 6 日本点字委員会/監修 国土社編集部/
編集

国土社

36 K383 歴史ごはん （第2・第3巻） 永山久夫/監修 山本博文/監修 くもん出版

37 K384 世界の子どもたち のぞいてみようみんなのくらし キャサリン・サンダース/著 サム・
プリディ/著 岩崎書店

38 K384 世界の子どもたち (1～3巻) マーグリート・ルアーズ/文 大西昧/
訳 鈴木出版

39 K388 水木しげるの妖怪えほん 水木しげる/著 講談社

40 K404 なぜなぜ?かいけつルーペくん うえたに夫婦/著 左巻健男/監修
パイインターナショナ
ル

41 K404 世界一トホホな科学事典 左巻健男/監修 西東社

42 K407 きせつのずかん 3 露木和男/監修 岩崎書店

43 K417 宇宙人ミューとカイのかわいい統計大作戦 小島寛之/著 ミネルヴァ書房

44 K446 月の出と月の入り 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

45 K446 月のみちかけ 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

46 K448 基礎からわかる地図の大百科 4 こどもくらぶ/編 岩崎書店

47 K448 教科書にでてくる地図記号 3 日本地図センター/監修 ほるぷ出版

48 K448 発見しよう!つくってみよう!まちの地図 3 長谷川直子/監修 河出書房新社

49 K458 岩石・宝石ビジュアル図鑑 産業技術総合研究所地質標本館/監修 学研プラス

50 K471 ようこそ!葉っぱ科学館 多田多恵子/写真・文 少年写真新聞社

51 K481 自然から学ぶすごい技をもつ生き物図鑑 石田秀輝/監修 文研出版

52 K486 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記 盛口満/著 ポプラ社

53 K487 なるほど!魚の漢字  学研プラス

54 K488 ライチョウを絶滅から救え 国松俊英/著 小峰書店

55 K488 おしえてフクロウのひみつ  おもしろ生き物研究 柴田佳秀/文 マツダユカ/絵 子どもの未来社

56 K491 数字でわかる!からだのびっくり図鑑 藤本幸弘/監修 造事務所/編著 実務教育出版

57 K491 ミクロワールド人体大図鑑 1 宮澤七郎/監修 島田達生/監修 小峰書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 K501 よくわかるユニバーサルデザイン 柏原士郎/監修 PHP研究所

59 K501 不便益のススメ  （岩波ジュニア新書） 川上浩司/著 岩波書店

60 K502 くらしを変えた日本の技術 5 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

61 K514 道路はどのようにつくるのか? 窪田陽一/監修 PHP研究所

62 K517 和の文化を発見する水とくらす日本のわざ (1・2巻) 中庭光彦/監修 汐文社

63 K518 ごみはどこへ ごみのしょりと利用 1 高月紘/監修 WILLこども知育研究所/
編・著 金の星社

64 K518 浄水場・清掃工場を知ろう (1・2巻)  あかね書房

65 K536 でんしゃあいうえお もちだあきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店

66 K537 はたらくじどう車くらべ 2 国土社編集部/編 国土社

67 K564 イチからつくる鉄 永田和宏/編 山崎克己/絵 農山漁村文化協会

68 K588 イチからつくるポテトチップス 岩井菊之/編 中谷靖彦/絵 農山漁村文化協会

69 K588 イチからつくるあめ 本間祐子/編 眞鍋久/編 農山漁村文化協会

70 K596 気持ちをこめておにぎりパーティー 寺西恵里子/作 汐文社

71 K596 はさんで楽しいきほんのサンドイッチ 寺西恵里子/作 汐文社

72 K602 日本の産業大事典 藤田晃之/監修 あかね書房

73 K602 地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 （2・3巻）  岩崎書店

74 K602 日本全国おみやげ図鑑 東日本編  フレーベル館

75 K602 47都道府県調べて楽しい!!あなたのまちの凄い!地場産業めぐり 1  教育画劇

76 K645 すてねこたちに未来を 菅聖子/著 汐文社

77 K653 里山は未来の風景 （1・2巻） 今森光彦/監修 金の星社

78 K702 家をせおって歩く 村上慧/作 福音館書店

79 K750 コロコロ迷路 野出正和/著 いかだ社

80 K754 大人気!!親子であそべるかっこいい!おりがみ 新宮文明/著 高橋書店

81 K754 大人気!!親子であそべるかわいい!おりがみ 新宮文明/著 高橋書店

82 K762 音楽のあゆみと音の不思議 2 小村公次/著 大月書店

83 K778 映画ってどうやってつくるの? フロランス・デュカトー/文 シャン
タル・ペタン/絵 西村書店

84 K780 中村裕 佐野慎輔/文 しちみ楼/絵 小峰書店

85 K782 ジュニアアスリートのための走り方の強化書 石原康至/監修 メイツ出版

86 K782 人見絹枝 大野益弘/文 しちみ楼/絵 小峰書店

87 K789 試合で勝てる!小学生の柔道上達のコツ50 朝飛大/監修 メイツ出版

88 K798 かるたをつくって遊ぼう! 2
原口美貴子/著 日本郷土かるた協会/
監修

国土社

89 K801 あそんでおぼえる手話 （2～5巻） 江副悟史/監修 こどもくらぶ/編・著 岩崎書店

90 K801 まるわかり記号の大事典 太田幸夫/監修 くもん出版

91 K810 中高生からの日本語の歴史  （ちくまプリマー新書） 倉島節尚/著 筑摩書房

92 K812 ふしぎ?びっくり!ことばの由来博物館 （8・9巻）  ほるぷ出版

93 K837 13歳からの英語で自分の意見を伝える本 小野田博一/著
PHPエディターズ・グ
ループ

94 K901 詩を書くってどんなこと? 若松英輔/著 平凡社

95 K910 椋鳩十 久保田里花/文 水上みのり/画 あかね書房

96 K911 季節の言葉 （1～3巻） 青山由紀/監修 金の星社

97 K911 ありちゃんあいうえお かこさとし/詩と絵 講談社

98 K911 小学生のための俳句帖 作ってみよう編 塩見恵介/著 佐々木恵子/絵 朝日学生新聞社

99 K911 小学生のための俳句帖 読んでみよう編 塩見恵介/著 佐々木恵子/絵 朝日学生新聞社

100 K912 菅原伝授手習鑑 金原瑞人/著 佐竹美保/絵 岩崎書店

101 K912 弁天小僧 那須田淳/著 十々夜/絵 岩崎書店

102 K913 お出かけは<13日の金曜日> 赤川次郎/著 汐文社

103 K913 長距離電話 赤川次郎/著 汐文社

104 K913 ルルとララのおまじないクッキー あんびるやすこ/作・絵 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 K913 カイとティムよるのぼうけん 石井睦美/作 ささめやゆき/絵 アリス館

106 K913 羊の告解 いとうみく/著 静山社

107 K913 キミマイ 2 緒川さよ/作 甘塩コメコ/絵 講談社

108 K913 おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川さよ/作 久永フミノ/絵 朝日学生新聞社

109 K913 ほねほねザウルス 20 カバヤ食品株式会社/原案・監修 ぐ
るーぷ・アンモナイツ/作・絵

岩崎書店

110 K913 こぶたのタミーはじめてのえんそく かわのむつみ/作 下間文恵/絵 国土社

111 K913 ねこの小児科医ローベルト 木地雅映子/作 五十嵐大介/絵 偕成社

112 K913 プティ・パティシエール 涙のウェディング・シュークリーム 工藤純子/作 うっけ/絵 ポプラ社

113 K913 グリーズランド 1 黒野伸一/著 静山社

114 K913 ちびしろくまのねがいごと 小林深雪/作 庄野ナホコ/絵 講談社

115 K913 妖精のカレーパン 斉藤栄美/作 染谷みのる/絵 金の星社

116 K913 暗闇の妖怪デザイナー 斉藤洋/作 かたおかまなみ/絵 あかね書房

117 K913 キャプテンマークと銭湯と 佐藤いつ子/作 佐藤真紀子/絵 KADOKAWA

118 K913 紫式部の娘。賢子がまいる! 篠綾子/作 小倉マユコ/絵 ほるぷ出版

119 K913 紫式部の娘。賢子はとまらない! 篠綾子/作 小倉マユコ/絵 ほるぷ出版

120 K913 悪ガキ7 （7巻） 宗田理/著 静山社

121 K913 そば打ち甲子園! そば打ち研究部/著 学研プラス

122 K913 今昔百鬼夜行 2 そらみつ企画/作 山科理絵/装画 教育画劇

123 K913 ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどのほうこ/作 佐竹美保/絵 あかね書房

124 K913 5分後に恋の結末 橘つばさ/著 桃戸ハル/著 学研プラス

125 K913 妖怪一家のウェディング大作戦 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

126 K913 平家物語 長尾剛/文 若菜等/絵 汐文社

127 K913 あの日、ぼくは龍を見た ながすみつき/作 こより/絵 PHP研究所

128 K913 どろだんご、さいた 中住千春/作 はせがわかこ/絵 フレーベル館

129 K913 都会(まち)のトム&ソーヤ 16 はやみねかおる/著 にしけいこ/画 講談社

130 K913 チギータ! 蒔田浩平/作 佐藤真紀子/絵 ポプラ社

131 K913 へんなともだちマンホーくん 村上しいこ/作 たかいよしかず/絵 講談社

132 K913 いつか、太陽の船 村中李衣/作 こしだミカ/絵 新日本出版社

133 K913 キリンの山のぼり 茂市久美子/作 しもかわらゆみ/絵 講談社

134 K913 5秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

135 K913 ポーン・ロボット 森川成美/作 田中達之/絵 偕成社

136 K913 少女探偵月原美音 2 横山佳/作 スカイエマ/絵 BL出版

137 K913 部長会議はじまります 吉野万理子/作 朝日学生新聞社

138 K913 長浜高校水族館部! 令丈ヒロ子/文 紀伊カンナ/絵 講談社

139 K933 サムとぶらぶら
アリソン・アトリー/作 すがはらひ
ろくに/訳

福音館書店

140 K933 39階だてのツリーハウス
アンディ・グリフィス/作 テリー・
デントン/絵 ポプラ社

141 K933 ブライアーヒルの秘密の馬 メガン・シェパード/作 リーヴァ
イ・ピンフォールド/絵 小峰書店

142 K933 秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン/著 河井直子/
訳

KADOKAWA

143 K933 ガムじいさん、ゴブリンの王さまになる!?
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

144 K933 アンバー・ブラウンのなつやすみ ポーラ・ダンジガー/作 若林千鶴/訳 文研出版

145 K933 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー/作 ニコラ・
ベイリー/絵 徳間書店

146 K933 MINECRAFTこわれた世界 トレイシー・バティースト/作 金原
瑞人/訳 竹書房

147 K933 鏡のなかの幽霊 （ルイスと不思議の時計4） ジョン・ベレアーズ/作 三辺律子/訳 静山社

148 K933 たのしいまきばのイースター
ロイス・レンスキー/作・絵 佐藤淑
子/訳

徳間書店

149 K943 しあわせの黒いねこ
タニヤ・シュテーブナー/作 中村智
子/訳 学研プラス

150 K949 ウィリアム・ウェントン 2 ボビー・ピアーズ/著 堀川志野舞/訳 静山社

151 K961 夢見る人
パム・ムニョス・ライアン/作 ピー
ター・シス/絵

岩波書店
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