
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 人文知のカレイドスコープ 富山大学人文学部/編 桂書房

2 002.7 問い続ける力  (ちくま新書) 石川善樹/著 筑摩書房

3 002.7 京大変人講座 酒井敏/著 小木曽哲/著 三笠書房

4 007 IT用語図鑑 増井敏克/著 翔泳社

5 007.1 機械学習図鑑 加藤公一/監修 秋庭伸也/共著 翔泳社

6 007.1 デザインの知恵 須永剛司/著 フィルムアート社

7 007.1 よくわかる生体認証 日本自動認識システム協会/編 オーム社

8 007.1 フューチャー・プレゼンス ピーター・ルービン/著 高崎拓哉/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

9 007.3 そのツイート炎上します! 唐澤貴洋/著 カンゼン

10 007.3 ネット検索が怖い 神田知宏/著 ポプラ社

11 007.3 アルゴリズムはどれほど人を支配しているのか? デイヴィッド・サンプター/著 千葉敏生/訳 光文社

12 007.3 情報法概説 曽我部真裕/著 林秀弥/著 弘文堂

13 007.3 GAFA×BATH 田中道昭/著 日本経済新聞出版社

14 007.3 今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき10の理由 ジャロン・ラニアー/著 大沢章子/訳 亜紀書房

15 007.5 Googleサービスがぜんぶわかる本 令和元年版  洋泉社

16 007.6 マインドマップから始めるソフトウェアテスト 池田暁/著 鈴木三紀夫/著 技術評論社

17 007.6 プロ直伝 伝わるデータ・ビジュアル術 小林寿/著 東健二郎/著 技術評論社

18 007.6 世界一わかりやすいWordテキスト 佐藤薫/著 技術評論社

19 007.6 作って楽しむプログラミングAndroidアプリ超入門 高江賢/著 山田祥寛/監修 日経BP社

20 007.6 世界一わかりやすいExcelテキスト 土岐順子/著 技術評論社

21 007.6 この一冊で全部わかるクラウドの基本 林雅之/著 SBクリエイティブ

22 007.6 今すぐ使えるかんたんExcel関数 日花弘子/著 技術評論社

23 007.6 今すぐ使えるかんたんOutlook 2019 リブロワークス/著 技術評論社

24 007.6 大きな字でわかりやすいスマートフォン超入門 リンクアップ/著 技術評論社

25 017 平湯モデル図書館写真集 平湯文夫/著 ボイックス

26 019.0 記憶の箱舟 鶴ケ谷真一/著 白水社

27 019.2 考える読書 第64回 全国学校図書館協議会/編 毎日新聞出版

28 019.5 父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本200冊 絵本ナビ/監修 玄光社

29 019.5 読みたい絵本 momo編集部/著 マイルスタッフ

30 019.5 かがくのとものもと  福音館書店

31 019.9 読むよむ書く 重松清/著 幻戯書房

32 019.9 二度読んだ本を三度読む  (岩波新書 新赤版) 柳広司/著 岩波書店

33 020.4 世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本と本屋さん ジェーン・マウント/著 清水玲奈/訳 エクスナレッジ

34 021.2 著作権法入門早わかり 佐藤薫/著 出版メディアパル

35 022.5 装丁・装画の仕事 2019 日本図書設計家協会/編 玄光社(発売)

36 023.1 出版史研究へのアプローチ 日本出版学会関西部会/編 出版メディアパル

37 028 日本の名著見るだけノート 福田和也/監修 宝島社

38 033 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 人物編 デイヴィッド・S.キダー/著 ノア・D.オッペン
ハイム/著 文響社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 069.0 奈良のミュージアム 松田真一/著 雄山閣

40 069.3 学芸員になるには 横山佐紀/著 ぺりかん社

41 069.7 展示のデザインアルバム 洪恒夫/著 東京大学総合研究博物館

42 070.4 メディア、お前は戦っているのか 神保太郎/著 『世界』編集部/編 岩波書店

43 081.6 吉本隆明全集 19 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 113.2 運命論を哲学する 入不二基義/著 森岡正博/著 明石書店

2 114.2 ともに悲嘆を生きる グリーフケアの歴史と文化 島薗進/著 朝日新聞出版

3 116 論理的思考のコアスキル  (ちくま新書) 波頭亮/著 筑摩書房

4 123.8 物語として読む全訳論語 山田史生/著 トランスビュー

5 124.2 人生に、上下も勝ち負けもありません 野村総一郎/著 文響社

6 130 よくわかる哲学・思想 納富信留/編著 檜垣立哉/編著 ミネルヴァ書房

7 131.5 超訳自省録 マルクス・アウレリウス/著 佐藤けんいち/編
訳

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

8 134.9 ウィトゲンシュタイン論理哲学論考 古田徹也/著 KADOKAWA

9 141.2 感じる 入戸野宏/編 綿村英一郎/編 大阪大学出版会

10 141.5 東大ドリル 西岡壱誠/著 ワニブックス

11 141.5 柔軟的思考 レナード・ムロディナウ/著 水谷淳/訳 河出書房新社

12 141.6 共感する人 ローマン・クルツナリック/著 田中一明/訳 ぷねうま舎

13 146.1 良い加減に生きる  (講談社現代新書) きたやまおさむ/著 前田重治/著 講談社

14 146.1 新訳夢判断 フロイト/著 大平健/編訳 新潮社

15 146.1 アンコール ジャック・ラカン/著 藤田博史/訳 講談社

16 146.8 「こんなママでごめんね」から卒業する本 福田とも花/著 WAVE出版

17 146.8 死と愛 ヴィクトール・E.フランクル/著 霜山徳爾/訳 みすず書房

18 150.4 倫理の起源 小浜逸郎/著 ポット出版プラス

19 159 「やめられる人」と「やめられない人」の習慣 大平信孝/著 明日香出版社

20 159 バレットジャーナル ライダー・キャロル/著 栗木さつき/訳 ダイヤモンド社

21 159 ズレずに生き抜く 山本一郎/著 文藝春秋

22 159.4 あの天才がなぜ転落 玉手義朗/著 日経BP社

23 159.4 僕が大切にしてきた仕事の超基本50 出口治明/著 朝日新聞出版

24 159.8 リーダー・管理職のための心を成長させる名経営者の言葉 久恒啓一/著 日本実業出版社

25 159.4 勝てば官軍 藤田田/著 ベストセラーズ

26 159.4 イヤなやつほど仕事がデキる フランチェスカ・ジーノ/著 櫻井祐子/訳 日本経済新聞出版社

27 159.4 苦しかったときの話をしようか 森岡毅/著 ダイヤモンド社

28 159.4 新しい一歩を踏み出そう! 守屋実/著 ダイヤモンド社

29 159.7 定年前に生まれ変わろう 中谷彰宏/著 PHP研究所

30 160.4 西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」 中村圭志/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

31 160.4 宗教なき時代を生きるために 森岡正博/著 法藏館

32 162 若い読者のための宗教史 リチャード・ホロウェイ/著 上杉隼人/訳 すばる舎

33 162.1 宗教と社会の戦後史 堀江宗正/編 東京大学出版会

34 169.1 幻想の[ルート5] 中谷友香/著 ベストセラーズ

35 170 神道の本義 J.W.T.メーソン/著 今岡信一良/訳 富山房企畫

36 175 開運!あやかり神社 佐々木優太/著 双葉社

37 175.5 オオカミは大神 青柳健二/著 天夢人

38 175.9 関東の美しい神社 戸部民夫/著 エクスナレッジ

39 186.8 日本の仏さまとお寺 日本の仏とお寺研究会/著 KADOKAWA

40 187.6 ともに生きる仏教  (ちくま新書) 大谷栄一/編 筑摩書房

41 188.6 南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経  (新潮新書) 平岡聡/著 新潮社

42 188.7 ここがわからん浄土真宗 大法輪閣編集部/編 大法輪閣

43 188.9 親が創価学会  (イースト新書) 島田裕巳/著 イースト・プレス

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 198.2 教皇フランシスコ  (平凡社新書) 乗浩子/著 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 203.6 世界の歴史大図鑑 アダム・ハート=デイヴィス/総監修 樺山紘一/
日本語版総監修 河出書房新社

2 209 「地図」と「並列年表」でよくわかる!<超図解>日本史&世界史 祝田秀全/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

3 209 「移民」で読み解く世界史 神野正史/著 イースト・プレス

4 210.2 くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井宏子/著 東京堂出版

5 210.2 元号で見る日本の歴史 安藤優一郎/監修 徳間書店

6 210.4 笑う日本史 伊藤賀一/著 KADOKAWA

7 210.4 日本史の表舞台から消えた「その後」の顚末大全 歴史の謎研究会/編 青春出版社

8 210.9 宮中季節のお料理 宮内庁/監修 扶桑社

9 210.9 大嘗祭の世界 真弓常忠/著 学生社

10 211.9 超訳東大教授が教える!戦乱図鑑 山本博文/監修 かんき出版

11 212 境界の日本史 森先一貴/著 近江俊秀/著 朝日新聞出版

12 212.7 邪馬台国時代の王国群と纒向王宮 石野博信/著 新泉社

13 213 神社に隠された大和朝廷統一の秘密 武光誠/著 河出書房新社

14 213 平将門と天慶の乱  (講談社現代新書) 乃至政彦/著 講談社

15 213.8 院政  (講談社現代新書) 本郷恵子/著 講談社

16 215 壱人両名 尾脇秀和/著 NHK出版

17 215.8 幕末下級武士の絵日記 大岡敏昭/著 水曜社

18 215.8 幕末 日本カメラ博物館/監修 山川出版社

19 216.1 江戸三百藩の崩壊 勝田政治/著 戎光祥出版

20 217.7 街場の平成論 内田樹/編 小田嶋隆/著 晶文社

21 217.7 ルポ私たちが生きた平成 共同通信社/編 岩波書店

22 217.7 平成史  (平凡社新書) 保阪正康/著 平凡社

23 217.7 平成の通信簿  (文春新書) 吉野太喜/著 文藝春秋

24 219.1 環状列石ってなんだ 御所野縄文博物館/編 新泉社

25 219.2 蝦夷の古代史 工藤雅樹/著 吉川弘文館

26 219.3 江戸の不動産  (文春新書) 安藤優一郎/著 文藝春秋

27 219.3 70s原宿原風景 中村のん/編著 DU BOOKS

28 219.3 娯楽する郊外 三浦展/著 柏書房

29 219.3 女たちのアンダーグラウンド 山崎洋子/著 亜紀書房

30 219.3 天使はブルースを歌う 山崎洋子/著 亜紀書房

31 219.7 山陰・山陽の戦国史 渡邊大門/著 ミネルヴァ書房

32 219.9 沖縄と核 松岡哲平/著 新潮社

33 220 アジア近現代史  (中公新書) 岩崎育夫/著 中央公論新社

34 223.9 マラッカ海峡物語  (集英社新書) 重松伸司/著 集英社

35 227.9 シャティーラの記憶 川上泰徳/著 岩波書店

36 230 超約ヨーロッパの歴史 ジョン・ハースト/著 福井憲彦/日本語版監修 東京書籍

37 230.3 ケルトの魂 鶴岡真弓/著 平凡社

38 230.7 ヨーロッパ現代史  (ちくま新書) 松尾秀哉/著 筑摩書房

39 235 フランス史 G.ベルティエ・ド・ソヴィニー/著 鹿島茂/監
訳 講談社

40 235.0 ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち ジャック・ルヴロン/著 ダコスタ吉村花子/訳 河出書房新社

41 238.0 大人の教養としてのロシア王朝物語 あまおかけい/著 言視舎

42 253.0 植民地から建国へ  (岩波新書 新赤版) 和田光弘/著 岩波書店

43 281.0 ざんねんな武将たち 大友宗哉/著 辰巳出版

44 281.0 昭和の怪物七つの謎 続 (講談社現代新書) 保阪正康/著 講談社

45 281.0 「わたし」と平成 Yahoo!ニュース特集編集部/編 高田昌幸/編 フィルムアート社

46 288.4 陛下、今日は何を話しましょう アンドルー・B.アークリー/著 すばる舎

47 288.4 美智子さまのお帽子 週刊朝日編集部/編 石田欧子/監修 朝日新聞出版

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 288.4 皇后雅子 石井勤/著 講談社

49 288.4 「平成の天皇」論  (講談社現代新書) 伊藤智永/著 講談社

50 288.4 天皇の憂鬱  (新潮新書) 奥野修司/著 新潮社

51 288.4 天皇皇后両陛下と軽井沢 立石弘道/編 国書刊行会

52 288.4 象徴として 毎日新聞社会部/著 毎日新聞出版

53 288.4 令和日本史記 八幡和郎/著 ワニブックス

54 289.1 読書と教育 池田知隆/著 現代書館

55 289.1 前田利家・利長 大西泰正/著 平凡社

56 289.1 友情について 佐藤優/著 講談社

57 289.1 田中角栄の「戦争と平和」 別冊宝島編集部/編 宝島社

58 289.1 半藤一利 半藤一利/著 のこす言葉編集部/構成・編 平凡社

59 289.1 鯨鯢(くじら)と呼ばれた男 東茂美/著 海鳥社

60 289.1 徳川家康と武田氏 本多隆成/著 吉川弘文館

61 289.1 激しく考え、やさしく語る 山折哲雄/著 日本経済新聞出版社

62 289.1 安藤百福物語 山我浩/著 毎日ワンズ

63 289.2 『三国志』の英雄曹操 林田愼之助/著 清水書院

64 289.3 「砂漠の狐」ロンメル  (角川新書) 大木毅/著 KADOKAWA

65 289.3 ドゥ・ゴール 佐藤賢一/著 KADOKAWA

66 289.3 すべては救済のために デニ・ムクウェゲ/著 ベッティル・オーケルン
ド/著 あすなろ書房

67 290.9 るるぶクルーズのすべて 2019〜2020  JTBパブリッシング

68 291.0 低山手帖 大内征/著 日東書院本社

69 291.0 日本の城下町を愉しむ 黒田涼/著 東邦出版

70 291.0 観光列車旅百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

71 291.0 日本の川を旅する 野田知佑/著 ネイチュアエンタープライズ

72 291.0 さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう! 山崎まゆみ/著 河出書房新社

73 291.1 ニッポンを解剖する!北海道図鑑  JTBパブリッシング

74 291.2 東北ゆったり山歩き 木暮人倶楽部森林・山歩きの会/監修 メイツ出版

75 291.2 るるぶ山形  '20  JTBパブリッシング

76 291.3 元祖・本家の店めぐり町歩き 坂崎重盛/著 南伸坊/著 芸術新聞社

77 291.3 昭和トワイライト百景 フリート横田/著 世界文化社

78 291.3 グランピングBOOK  昭文社

79 291.3 皇居をあるく  JTBパブリッシング

80 291.4 地図で歩く金沢 2019  JTBパブリッシング

81 291.5 東海・北陸・信州道の駅徹底オールガイド みちのえき倶楽部/著 メイツ出版

82 291.5 軽井沢  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

83 291.6 京都癒しの旅 下戸眞由美/著 ごま書房新社

84 291.6 せつない京都  (幻冬舎新書) 柏井壽/著 幻冬舎

85 291.6 大阪  (ちくま新書) 加藤政洋/著 筑摩書房

86 291.6 兵庫県の山 加藤芳樹/著 山と溪谷社

87 291.6 近江の山城を歩く 中井均/編 サンライズ出版

88 291.6 るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道  '20  JTBパブリッシング

89 291.7 松江・出雲 石見銀山  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

90 291.9 沖縄ベストスポット 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

91 291.9 るるぶ沖縄ベスト  '20  JTBパブリッシング

92 292.2 週末香港大人手帖 甲斐美也子/著 講談社

93 292.2 るるぶ台北  '20  JTBパブリッシング

94 292.4 るるぶバリ島  '20  JTBパブリッシング

95 292.5 五感でたのしむ!輝きの島スリランカへ 石野明子/著 イカロス出版

96 292.7 イランの家めし、いただきます! 常見藤代/著 産業編集センター

97 293.4 東欧好きなモノを追いかけて 久保よしみ/著 産業編集センター

98 293.4 中世の街と小さな村めぐりポーランドへ 藤田泉/著 イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 293.7 マルタ 伊藤ひろみ/写真・文 彩流社

100 293.9 ブルガリア悠久の時を刻む Sanna/著 書肆侃侃房

101 294.0 リヤカー引いてアフリカ縦断 吉田正仁/著 小学館クリエイティブ

102 295.1 カナダの謎 平間俊行/著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

103 295.3 極北のひかり 松本紀生/著 クレヴィス

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 世界まちかど地政学NEXT 藻谷浩介/著 文藝春秋

2 302.2 台湾物語 新井一二三/著 筑摩書房

3 302.2 池上彰の世界の見方 東南アジア 池上彰/著 小学館

4 302.2 中国S級B級論 高口康太/編著 伊藤亜聖/著 さくら舎

5 302.3 コペンハーゲンの街角から 寺田和弘/著 ビネバル出版

6 302.5 楽園をめぐる闘い ナオミ・クライン/著 星野真志/訳 堀之内出版

7 302.7 ニュージーランドTODAY ニュージーランド学会/編 春風社

8 304 令和を君はどう生きるか 鈴木貴博/著 悟空出版

9 304 疑う力 堀江貴文/著 宝島社

10 304 ニッポン未来年表  洋泉社

11 309.0 世界を変えた勇気 伊藤千尋/著 あおぞら書房

12 309 みんなの「わがまま」入門 富永京子/著 左右社

13 310.4 君も政治家になろう 立憲民主党国会議員有志の会/著 花伝社

14 311.3 ナショナリズムと相克のユーラシア 宮田律/著 白水社

15 311.7 選挙制を疑う D.ヴァン・レイブルック/著 岡崎晴輝/訳 法政大学出版局

16 312.1 ラジオで語った政治学 浅野一弘/著 同文舘出版

17 312.1 「社会を変えよう」といわれたら 木下ちがや/著 大月書店

18 312.1 昭和の指導者 戸部良一/著 中央公論新社

19 312.3 候補者ジェレミー・コービン アレックス・ナンズ/著 藤澤みどり/訳 岩波書店

20 312.5 現代アメリカ政治とメディア 前嶋和弘/編著 山脇岳志/編著 東洋経済新報社

21 316.1 監視文化の誕生 デイヴィッド・ライアン/著 田畑暁生/訳 青土社

22 316.8 アイヌ近現代史読本 小笠原信之/著 緑風出版

23 316.8 多文化共生と人権 近藤敦/著 明石書店

24 317.7 加賀鳶三百年 北國新聞社出版局/編集 北國新聞社

25 318.1 日本の地方政府  (中公新書) 曽我謙悟/著 中央公論新社

26 318.4 自治体議会の取扱説明書(トリセツ) 金井利之/著 第一法規

27 319 東大白熱ゼミ 小原雅博/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

28 319.1 ドキュメント朝鮮で見た<日本> 伊藤孝司/著 岩波書店

29 319.1 いま、朝鮮半島は何を問いかけるのか 内海愛子/著 中野晃一/著 彩流社

30 319.1 13歳からの日本外交 孫崎享/著 かもがわ出版

31 319.2 ルポ金正恩とトランプ 牧野愛博/著 朝日新聞出版

32 319.8 平和を我らに 油井大三郎/著 岩波書店

33 320.4 それどげんなると? 波多江愛子/著 梓書院

34 320.9 重要判例解説 平成30年度  有斐閣

35 321 はじめまして、法学 遠藤研一郎/著 ウェッジ

36 323.1 9条入門 加藤典洋/著 創元社

37 324 図解による民法のしくみ 神田将/著 生活と法律研究所/編集 自由国民社

38 324.1 民法成年年齢の20歳から18歳への引下げ 飯田泰士/著 五月書房新社

39 324.7 事例でわかる相続法改正 東京弁護士会親和全期会/著 自由国民社

40 324.8 各種財団に関する登記 五十嵐徹/著 日本加除出版

41 325.6 手形小切手のことならこの1冊  自由国民社

42 327.1 特捜は「巨悪」を捕らえたか 宗像紀夫/著 ワック

43 327.6 あなたも明日は裁判員!? 飯考行/編著 裁判員ラウンジ/編著 日本評論社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 327.6 名作裁判あの犯人をどう裁く? 森炎/著 ポプラ社

45 329.8 国際私法 神前禎/著 早川吉尚/著 有斐閣

46 329.9 知っておきたい入管法  (平凡社新書) 浅川晃広/著 平凡社

47 330 親子で学ぶお金と経済の図鑑 子どものための「お金と経済」プロジェクト/
著 技術評論社

48 330 目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 基礎知識編 中野剛志/著 ベストセラーズ

49 330 ゼロからはじめる経済入門 横浜国立大学経済学部テキスト・プロジェクト
チーム/編 有斐閣

50 331.1 ゲーム理論入門の入門  (岩波新書 新赤版) 鎌田雄一郎/著 岩波書店

51 331.2 アダム・スミスはブレグジットを支持するか? リンダ・ユー/著 久保恵美子/訳 早川書房

52 331.7 世界をダメにした10の経済学 ビョルン・ヴァフルロース/著 関美和/訳 日本経済新聞出版社

53 332.1 平成経済衰退の本質  (岩波新書 新赤版) 金子勝/著 岩波書店

54 332.1 平成の経済 小峰隆夫/著 日本経済新聞出版社

55 332.1 偉人たちの経済政策  (角川新書) 竹中平蔵/著 KADOKAWA

56 332.5 入門アメリカ経済Q&A100 坂出健/編著 秋元英一/編著 中央経済社

57 332.5 景気の回復が感じられないのはなぜか ローレンス・サマーズ/著 ベン・バーナンキ/
著 世界思想社

58 333.6 本当にわかる世界経済 井上恵理菜/著 日本実業出版社

59 333.6 「追われる国」の経済学 リチャード・クー/著 川島睦保/訳 東洋経済新報社

60 334.4 移民政策とは何か 高谷幸/編著 樋口直人/ほか著 人文書院

61 334.5 還流する魂(マブイ) 三山喬/著 岩波書店

62 335 雇われたくない人の「ゆるゆるスモール起業」のススメ 泉澤義明/著 ぱる出版

63 335 黒字へ飛躍!もっと稼げる自宅教室の集客・成約バイブル 高橋貴子/著 合同フォレスト

64 335 スタートアップ入門 長谷川克也/著 東京大学出版会

65 335.1 思い邪なし 北康利/著 毎日新聞出版

66 335.2 関西で長く愛されている優良企業180選 日刊工業新聞特別取材班/編 日刊工業新聞社

67 335.3 弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド 大阪弁護士協同組合/編 第一法規

68 335.3 おトクな国の新制度  プレジデント社

69 335.4 外資の流儀  (講談社現代新書) 中澤一雄/著 講談社

70 335.5 日本の15大財閥  (角川新書) 菊地浩之/著 KADOKAWA

71 336 コア・バリュー・リーダーシップ 石塚しのぶ/著 PHPエディターズ・グループ

72 336 MBAエッセンシャルズ 内田学/編著 東洋経済新報社

73 336 会社にお金を残す経営の話 椢原浩一/著 あさ出版

74 336 組織人間たちの集合近眼 築達延征/著 白桃書房

75 336 福山式仕事術 福山敦士/著 晶文社

76 336.1 イノベーション&マーケティングの経済学 金間大介/著 山内勇/著 中央経済社

77 336.1 経営戦略としての知財 久慈直登/著 CCCメディアハウス

78 336.1 数字で話せ 斎藤広達/著 PHP研究所

79 336.1 ゼロからわかる!経営戦略見るだけノート 平野敦士カール/監修 宝島社

80 336.1 技術者の逆襲 藤井隆満/著 言視舎

81 336.2 業務デザインの発想法 沢渡あまね/著 技術評論社

82 336.2 ケンブリッジ式1分間段取り術 塚本亮/著 あさ出版

83 336.2 ドラッカーと生産性の話をしよう 林總/著 KADOKAWA

84 336.3 今いる仲間で「結果が出る会議」をつくる 池本克之/著 実務教育出版

85 336.3 組織行動 鈴木竜太/著 服部泰宏/著 有斐閣

86 336.3 本気で社員を幸せにする会社 やつづかえり/著 日本実業出版社

87 336.4 採用に強い会社は何をしているか 青田努/著 ダイヤモンド社

88 336.4 できる人は、3分話せば好かれる 浅川智仁/著 三笠書房

89 336.4 就業規則をつくるならこの1冊 岡田良則/著 自由国民社

90 336.4 働き方改革時代の労務トラブル解決事例 加藤佑子/編著 渡邉宏毅/編著 ぎょうせい

91 336.4 就業規則の作成・見直し実践マニュアル 小島彰/監修 三修社

92 336.4 人材戦略がすべてを解決する 小山昇/著 KADOKAWA

93 336.4 日本一わかりやすいHRテクノロジー活用の教科書 榊裕葵/著 日本法令

94 336.4 同一労働同一賃金の基本給の設計例と諸手当への対応 佐藤純/著 日本生産性本部生産性労働情
報センター
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 336.4 ダメ上司のトリセツ 関下昌代/著 さくら舎

96 336.4 世界基準の「部下の育て方」 田口力/著 KADOKAWA

97 336.4 内向的な人のためのスタンフォード流ピンポイント人脈術 竹下隆一郎/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

98 336.4 人事労務管理入門塾 林浩二/著 労務行政

99 336.4 スターバックス流最高の育て方 毛利英昭/著 総合法令出版

100 336.5 RPA導入ガイド KPMGコンサルティング株式会社/編 中央経済社

101 336.5 徹底解説RPAツールWinActor導入・応用完全ガイド 清水亮/著 枡田健吾/著 秀和システム

102 336.8 コーポレートファイナンス戦略と実践 田中慎一/著 保田隆明/著 ダイヤモンド社

103 336.8 企業評価論入門 奈良沙織/著 中央経済社

104 336.9 無形資産の管理と移転価格算定の税務 EY税理士法人/編 中央経済社

105 336.9 電子申告の概要と義務化に向けた事前準備 坂本真一郎/著 税務研究会出版局

106 336.9 海外取引の経理実務ケース50 佐和周/著 中央経済社

107 336.9 コンサルタントが毎日やっている会計センスの磨き方 長谷川正人/著 日本経済新聞出版社

108 336.9 会計リテラシーで見えないお金が見えてくる 渡辺俊之/著 総合法令出版

109 338 ビットコインスタートBooK 江嵜宗利/著 大蔵財務協会

110 338 BANK4.0未来の銀行 ブレット・キング/著 藤原遠/監訳 東洋経済新報社

111 338 仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の教科書 白井さゆり/著 小学館

112 338 アマゾン銀行が誕生する日 田中道昭/著 日経BP社

113 338.0 お金の正体 松本大/著 宝島社

114 338.1 36年連戦連勝伝説の株職人が教える!株チャート図鑑 相場師朗/著 SBクリエイティブ

115 338.1 リスクが嫌いな人のお金の教科書 横山利香/著 WAVE出版

116 338.2 バブル経済事件の深層  (岩波新書 新赤版) 奥山俊宏/著 村山治/著 岩波書店

117 338.2 銀行員は生き残れるか 浪川攻/著 悟空出版

118 338.2 平成金融史  (中公新書) 西野智彦/著 中央公論新社

119 338.2 黒い匣 ヤニス・バルファキス/著 朴勝俊/訳 明石書店

120 338.3 金融庁2.0 上杉素直/著 玉木淳/著 日本経済新聞出版社

121 338.6 地銀波乱 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

122 338.8 いっきにわかる!つみたてNISA & iDeCo 山中伸枝/監修 藤川太/監修 洋泉社

123 338.9 飛躍するチャイナ・イノベーション 藤村幸義/編著 雷海涛/編著 中央経済社

124 339.4 「保険でお金を増やす」はリスクがいっぱい 岩城みずほ/著 日本経済新聞出版社

125 339.4 世界トップセールスレディの「売れる営業」のマインドセット 玉城美紀子/著 CCCメディアハウス

126 339.5 これだけは知っておきたい損害保険 川北力/代表編者 保険毎日新聞社

127 341 財政学 池宮城秀正/編著 ミネルヴァ書房

128 345 図解わかる税金 2019-2020年版 芥川靖彦/著 篠崎雄二/著 新星出版社

129 345 これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田泰宏/著 フォレスト出版

130 345.2 脱税の世界史 大村大次郎/著 宝島社

131 345.5 法人と個人の新・事業承継税制 奥村眞吾/著 清文社

132 345.5 相続税を納め過ぎないための土地評価の本 藤宮浩/著 高原誠/著 現代書林

133 345.7 〇×判定ですぐわかる消費税の実務 沢田佳宏/編 納税協会連合会

134 361.4 韓国人のこころとくらし イギュテ/著 矢島暁子/訳 彩流社

135 361.4 「あの人とうまく話せない」がなくなる本 石原加受子/著 PHP研究所

136 361.4 人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森良子/監修 ナツメ社

137 361.4 アクティブラーニングで学ぶコミュニケーション 八代京子/編著 樋口容視子/著 研究社

138 361.5 文化社会学界隈 井上俊/著 世界思想社

139 361.5 「盛り」の誕生 久保友香/著 太田出版

140 361.5 プレイ・マターズ ミゲル・シカール/著 松永伸司/訳 フィルムアート社

141 361.7 三世代近居の健康長寿学 杉村和彦/編著 石原一成/編著 晃洋書房

142 361.7 ホモ・サピエンスの15万年 古澤拓郎/著 ミネルヴァ書房

143 361.8 分断社会と若者の今 吉川徹/編 狭間諒多朗/編 大阪大学出版会

144 361.8 日本型リア充の研究 古谷経衡/著 自由国民社

145 361.9 測りすぎ ジェリー・Z.ミュラー/著 松本裕/訳 みすず書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

146 364.6 <社長の裏技>年金をもらって会社にお金を残す 奥野文夫/著 ぱる出版

147 364.6 図解わかる年金 2019-2020年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

148 366 アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野薫/編著 江利川良枝/編著 中央経済社

149 366.1 図解でわかる労働基準法いちばん最初に読む本 HRプラス社会保険労務士法人/著 アニモ出版

150 366.1 改正労働者派遣法がわかる本 2019最新版 加藤利昭/著 大槻哲也/監修 成美堂出版

151 366.1 労働法概説 土田道夫/著 弘文堂

152 366.1 判例労働法入門 野田進/編 山下昇/編 有斐閣

153 366.2 転職大全 小林毅/著 朝日新聞出版

154 366.2 やっぱり外資系!がいい人の必勝転職A to Z 鈴木美加子/著 青春出版社

155 366.2 「いつでも転職できる」を武器にする 松本利明/著 KADOKAWA

156 366.2 最新最強の履歴書・職務経歴書 21年版 矢島雅己/監修 成美堂出版

157 366.2 仕事のカタログ 2020-21年版  自由国民社

158 366.3 図解よくわかる労働安全衛生法 木村嘉勝/著 労働調査会

159 366.3 ブラック職場があなたを殺す ジェフリー・フェファー/著 村井章子/訳 日本経済新聞出版社

160 366.3 年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会出版局/編 労働調査会

161 366.6 暴君 牧久/著 小学館

162 366.6 コミュニティ・ユニオン 文貞實/編著 伊藤泰郎/ほか著 松籟社

163 366.8 移民解禁 永井隆/著 毎日新聞出版

164 366.9 未和 尾崎孝史/著 岩波書店

165 367.1 女性学・男性学 伊藤公雄/著 樹村みのり/著 有斐閣

166 367.1 世界の半分、女子アクティビストになる ケイリン・リッチ/著 寺西のぶ子/訳 晶文社

167 367.2 女たちの<銃後> 加納実紀代/著 インパクト出版会

168 367.2 東京貧困女子。 中村淳彦/著 東洋経済新報社

169 367.3 平成家族 朝日新聞取材班/著 朝日新聞出版

170 367.3 定年夫婦のトリセツ  (SB新書) 黒川伊保子/著 SBクリエイティブ

171 367.3 困難な子育て 堀埜浩二/取材・文・構成 内田樹/監修
ブリコルール・パブリッシン
グ

172 367.3 ニコイチ幸福学 前野マドカ/著 前野隆司/著 CCCメディアハウス

173 367.4 変貌する恋愛と結婚 小林盾/編 川端健嗣/編 新曜社

174 367.4 50歳から結婚してみませんか? スローマリッジ取材班/著 朝日新聞出版

175 367.4 結婚白書 明治安田生活福祉研究所/編 きんざい

176 367.6 体罰と戦争 森田ゆり/著 かもがわ出版

177 367.7 精神科医が教える老後の人生スッキリ整理術 保坂隆/著 廣済堂出版

178 367.7 人生の黄金期間 渡辺哲/著 文芸社

179 367.9 大人になる前に知る命のこと 加納尚美/編著 ぺりかん社

180 367.9 LGBTってなんだろう? 藥師実芳/著 笹原千奈未/著 合同出版

181 369.1 楽に動ける福祉用具の使い方 窪田静/編集 栄健一郎/編集 日本看護協会出版会

182 369.1 アセスメント 白木裕子/編著 酒井清子/著 中央法規出版

183 369.2 長寿社会を生きる 石田一紀/編著 池上惇/編著 新日本出版社

184 369.2 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠/著 アニモ出版

185 369.2 高齢者のためのおやつレクリエーション 鈴木恵/監修 検見崎聡美/料理 成美堂出版

186 369.2 いかにして抹殺の<思想>は引き寄せられたか 高岡健/著 ヘウレーカ

187 369.2 ぷかぷかな物語 高崎明/著 現代書館

188 369.2 やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック 東田勉/著 大和書房

189 369.2 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 渡部伸/監修 自由国民社

190 369.3 イザというとき、命を守るために! 青木信之/著 近代消防社

191 369.3 宅地崩壊  (NHK出版新書) 釜井俊孝/著 NHK出版

192 369.3 “今”からできる!日常防災 永田宏和/監修 ボーイスカウト日本連盟/監修 池田書店

193 369.3 シニアのための防災手帖 三平洵/監修 産業編集センター

194 369.4 遊び・育ち・経験 小西祐馬/編著 川田学/編著 明石書店

195 369.4 わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン/著 井筒節
/監修 合同出版

196 369.4 その子の「普通」は普通じゃない 富井真紀/著 ポプラ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

197 369.4 待機児童対策 八田達夫/編著 日本評論社

198 369.7 ボランティア解体新書 江田英里香/編著 前林清和/著 木立の文庫

199 370.4 大田堯いのちと学びの言葉 大田堯/著 田中孝彦/編 かもがわ出版

200 371 テクストと映像がひらく教育学 倉石一郎/著 昭和堂

201 371.4 生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部/著 ベストセラーズ

202 371.4 思春期を生きる 小野善郎/著 福村出版

203 371.4 子ども問題の本棚から 深谷昌志/著 黎明書房

204 371.4 いじめ 村瀬学/著 ミネルヴァ書房

205 371.4 学校を変えるいじめの科学 和久田学/著 日本評論社

206 372.1 学校ハラスメント  (朝日新書) 内田良/著 朝日新聞出版

207 372.1 「学力日本一!」秋田県東成瀬村のすごい学習法 主婦の友社/編 主婦の友社

208 374.3 新・ティーチング・プロフェッション 曽余田浩史/編著 岡東壽隆/編著 明治図書出版

209 375.9 教科書から消える!?偉人たち 初田景都/著 辰巳出版

210 376.1 子どもと飾る保育室アート春夏秋冬 アトリエ○○/著 小学館

211 376.1 赤ちゃんの心はどのように育つのか 今福理博/著 ミネルヴァ書房

212 376.1 イラスト版子どもの感情力をアップする本 木村愛子/編著 渡辺弥生/監修 合同出版

213 376.1 わらべうたと子どもの育ち 木村はるみ/著 エイデル研究所

214 376.1 0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家まきこ/著 学研教育みらい

215 376.1 どうしてますか?手づかみ食べ 山崎祥子/編著 食べもの文化編集部/編著 芽ばえ社

216 376.4 置き去りにされた高校生たち 朝比奈なを/著 学事出版

217 376.8 経営学部・商学部 大岳美帆/著 ぺりかん社

218 377.2 地方大学再生  (朝日新書) 小川洋/著 朝日新聞出版

219 377.9 キャリアデザインの教科書 北浦正行/編著 大山雅嗣/ほか著 労働調査会

220 377.9 就活成功塾 齋藤孝/著 KADOKAWA

221 377.9 最新最強のインターンシップ 21年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

222 377.9 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 21年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

223 378.6 知的障害の子をもつお母さんお父さんの笑顔のために 井原裕/監修 斎藤環/監修 日本評論社

224 378.8 合理的配慮ハンドブック 日本学生支援機構/編著 ジアース教育新社

225 378.8 <自閉症学>のすすめ 野尻英一/編著 高瀬堅吉/編著 ミネルヴァ書房

226 378.8 ADHDと自閉症スペクトラムの自分がみつけた未来 堀内拓人/著 堀内祐子/著 ぶどう社

227 379.2 多文化社会の社会教育 渡辺幸倫/編著 川村千鶴子/ほか著 明石書店

228 379.9 未知に勝つ子育て アグネス・チャン/著 小学館

229 379.9 賢い子を育てる夫婦の会話 天野ひかり/著 汐見稔幸/監修 あさ出版

230 379.9 子どもの能力は9歳までに決まる 大久保博之/著 サンマーク出版

231 379.9 わが子を「居心地の悪い場所」に送り出せ 小笠原泰/著 プレジデント社

232 379.9 天才脳をつくる0・1・2歳教育 久保田競/著 大和書房

233 379.9 男の子ママの言葉かけ便利帳 小崎恭弘/著 総合法令出版

234 379.9 子育てのきほん 佐々木正美/著 100%ORANGE/絵 ポプラ社

235 379.9 中学受験に合格する集中力の育て方 州崎真弘/著 あさ出版

236 379.9 2歳から12歳の脳がグングン育つ!論理の力 出口汪/著 水王舎

237 379.9 1人でできる子になるテキトー子育て はせがわわか/著 SBクリエイティブ

238 382.1 大江戸くらし図鑑  洋泉社

239 382.3 鐘の本 パウル・ザルトーリ/著 吉田孝夫/訳 八坂書房

240 383.7 文身(いれずみ)デザインされた聖のかたち 桐生眞輔/著 ミネルヴァ書房

241 383.8 食で読み解くヨーロッパ 加賀美雅弘/著 朝倉書店

242 383.8 富士山と御師料理 向後千里/編著 女子栄養大学出版部

243 383.8 食の実験場アメリカ  (中公新書) 鈴木透/著 中央公論新社

244 383.8 ポルトガルを食べる旅 馬田草織/著 産業編集センター

245 383.8 フードスタディーズ・ガイドブック 安井大輔/編 ナカニシヤ出版

246 383.8 日本の食文化 5  吉川弘文館

247 384.3 アフリカ漁民文化論 今井一郎/編 春風社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

248 386.1 子どもに伝えたい年中行事・記念日 萌文書林編集部/編 萌文書林

249 386.8 世界無形文化遺産事典 2019年版 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

250 388.1 <生ける屍>の表象文化史 伊藤慎吾/著 中村正明/著 青土社

251 389 文化人類学の思考法 松村圭一郎/編 中川理/編 世界思想社

252 391.6 サイバー完全兵器 デービッド・サンガー/著 高取芳彦/訳 朝日新聞出版

253 392.1 自衛官が語る災害派遣の記録 桜林美佐/監修 自衛隊家族会/編 並木書房

254 396.2 兵隊たちの陸軍史 伊藤桂一/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 流れといのち エイドリアン・ベジャン/著 柴田裕之/訳 紀伊國屋書店

2 404 世界でいちばん素敵な科学の教室 的川泰宣/監修 遠藤芳文/企画文 三才ブックス

3 404 東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答える本 三澤信也/著 彩図社

4 410 いやでも数学が面白くなる  (ブルーバックス) 志村史夫/著 講談社

5 410 創作数学演義 続 一松信/著 現代数学社

6 410.2 世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人/著 幻冬舎

7 413.6 今日から使えるフーリエ変換  (ブルーバックス) 三谷政昭/著 講談社

8 414 街角の数学 五輪教一/著 山崎憲久/著 日本評論社

9 417 小学生まあちゃんと学ぶ統計 伊藤伸介/著 中央経済社

10 417 ランキングのカラクリ 谷岡一郎/著 自由国民社

11 421.3 2つの粒子で世界がわかる  (ブルーバックス) 森弘之/著 講談社

12 450 地理が解き明かす地球の風景 松本穂高/著 ベレ出版

13 451 新百万人の天気教室 白木正規/著 成山堂書店

14 452 深海-極限の世界  (ブルーバックス) 藤倉克則/編著 木村純一/編著 講談社

15 457.8 ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 川崎悟司/著 木村由莉/監修 ブックマン社

16 457.8 恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監 イースト・プレス

17 457.8 恐竜の卵の里をたずねて 長尾衣里子/著 誠文堂新光社

18 459 鉱物 石橋隆/編 澤田操/編 大阪大学出版会

19 459.2 日本の国石「ひすい」 土山明/編著 日本鉱物科学会/監修 成山堂書店

20 462.1 富士山と四囲の山々の自然とくらし 保坂貞治/著 静岡新聞社

21 467.5 協力と裏切りの生命進化史  (光文社新書) 市橋伯一/著 光文社

22 469.2 7つの人類化石の物語 リディア・パイン/著 藤原多伽夫/訳 白揚社

23 470 葉っぱはなぜこんな形なのか? 林将之/文・写真 講談社

24 470.3 ヘンな名前の植物 藤井義晴/著 化学同人

25 470.7 英国キュー王立植物園  平凡社

26 472.1 47都道府県・花風景百科 西田正憲/編著 上杉哲郎/著 丸善出版

27 475.0 じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石善隆/著 ナツメ社

28 481.3 虫や鳥が見ている世界  (中公新書) 浅間茂/著 中央公論新社

29 481.7 社会の起源 菊水健史/著 市川眞澄/編 共立出版

30 481.7 先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています! 小林朋道/著 築地書館

31 484.6 フィールド図鑑日本のウミウシ 中野理枝/著 文一総合出版

32 486.0 虫ぎらいはなおるかな? 金井真紀/文と絵 理論社

33 486.5 セミハンドブック 税所康正/著 文一総合出版

34 486.6 くらべてわかる甲虫1062種 町田龍一郎/監修 阿部浩志/文・写真 山と溪谷社

35 486.8 イモムシの教科書 安田守/著 文一総合出版

36 488.1 日本の渡り鳥観察ガイド 先崎理之/著 梅垣佑介/著 文一総合出版

37 488.2 街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑 柴田佳秀/著 樋口広芳/監修 日本文芸社

38 488.9 鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田道生/著 中村文/絵 理論社

39 489.9 写真でつづるニホンザルの暮らしと心 中道正之/著 大阪大学出版会

40 489.9 ゴリラの森、言葉の海 山極寿一/著 小川洋子/著 新潮社

41 490.4 爆発する歯、鼻から尿 トマス・モリス/著 日野栄仁/訳 柏書房

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 490.9 こころ漢方 杉本格朗/著 山と溪谷社

43 491.3 共感障害 黒川伊保子/著 新潮社

44 491.3 死とは何か  ニュートンプレス

45 492.1 最新健康診断と検査がすべてわかる本 矢冨裕/編著 野田光彦/編著 時事通信出版局

46 492.3 基礎からわかるハイリスク薬 浜田康次/監修・著 吉江文彦/著 ナツメ社

47 493.1 国立国際医療研究センター病院の一生役立つ糖尿病レシピ410 大杉満/監修 大越郷子/料理 西東社

48 493.1 イラストで学ぶ高齢者リハビリテーション栄養 若林秀隆/著 講談社

49 493.4 大腸がんと告知されたときに読む本 加藤隆佑/著 緑書房

50 493.7 精神疾患 神経・筋疾患 厚田幸一郎/監修 畝崎榮/共編 オーム社

51 493.7 回想法と回想療法 小林幹児/著 日本回想療法学会/監修 福村出版

52 493.7 アスペルガータイプの夫と生きていく方法がわかる本 宮尾益知/監修 滝口のぞみ/監修 大和出版

53 493.7 うつ消し漢方 森下克也/著 方丈社

54 493.9 「キレる」はこころのSOS 原田謙/著 星和書店

55 494.3 人を襲うハチ 小川原辰雄/著 栗田貞多男/生態写真 山と溪谷社

56 494.5 がん患者さんのためのマインドフルネス瞑想法 保坂隆/著 法研

57 494.5 がん免疫療法とは何か  (岩波新書 新赤版) 本庶佑/著 岩波書店

58 494.6 坐骨神経痛は自分で治せる! 酒井慎太郎/著 学研プラス

59 495.4 不妊治療・体外受精のすすめ 成田収/著 南山堂

60 496.6 難聴・耳鳴りの9割はよくなる 新田清一/著 小川郁/監修 マキノ出版

61 496.6 耳は「首押し」で9割ラクになる! 藤井徳治/著 河出書房新社

62 498.0 国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会/編 渋谷敦志/
写真 新泉社

63 498.0 孟司と誠の健康生活委員会 養老孟司/著 近藤誠/著 文藝春秋

64 498.1 Dr.ヤンデルの病院選び 市原真/著 丸善出版

65 498.1 医療現場でのクレーム・トラブルQ&A 楠井嘉行/編著 兼児敏浩/監修 ぎょうせい

66 498.3 たった一晩で疲れが取れるぐっすり睡眠法 石川泰弘/著 ゴマブックス

67 498.3 鍛えれば「骨」は今日から強くなる! 太田博明/監修 学研プラス

68 498.3 薬を使わずにぐっすり眠る方法 大谷憲/著 日東書院本社

69 498.3 疲れない大百科 工藤孝文/著 ワニブックス

70 498.3 名医が教える!強い血管のつくり方 根来秀行/著 ナツメ社

71 498.3 歩き続ける力 三浦雄一郎/著 双葉社

72 498.3 認知症予防は絵手紙で! 結城俊也/著 郵研社

73 498.5 奇跡のモリンガ 大山知春/著 江田証/監修 幻冬舎

74 498.5 おなかぺったんこ腸筋レシピ 金子あきこ/著 repicbook

75 498.5 ずぼやせ 豊田愛魅/著 光文社

76 498.5 本当は怖い!こんな「長持ち食品」 南清貴/著 三笠書房

77 498.5 OK食品NG食品どちらを食べますか? 渡辺雄二/編 WAVE出版

78 498.6 読んでわかる!疫学入門 ロドルフォ・サラッチ/著 杉森裕樹/監訳 大修館書店

79 498.7 子どもが幸せになる「正しい睡眠」 成田奈緒子/著 上岡勇二/著 産業編集センター

80 498.8 職場の発達障害 自閉スペクトラム症編 太田晴久/監修 講談社

81 498.9 いまどきの死体 西尾元/著 幻冬舎

82 499.8 自然治癒力をひきだす「野草と野菜」のクスリ箱 東城百合子/著 三笠書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 エネルギーフローアプローチで見直す省エネ 駒井啓一/著 コロナ社

2 501.8 よくわかる3次元CADシステムSOLIDWORKS入門 CADRISE/編 アドライズ/編 日刊工業新聞社

3 501.8 観察スケッチ 檜垣万里子/著 ホビージャパン

4 507.2 知的財産・著作権のライセンス契約 山本孝夫/著 三省堂

5 507.9 自分で作れるミニチュア神社・仏閣の作り方 右衛門/著 新紀元社

6 507.9 駄菓子屋の<超リアル>ジオラマ 情景師アラーキー/著 誠文堂新光社

7 509.5 小説第4次産業革命 藤野直明/著 梶野真弘/著 日経BP社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 509.6 ものづくりの生産性革命 河田信/編著 川野克典/編著 中央経済社

9 509.8 できる・使えるISO 45001 有賀源司/著 平林良人/監修 日科技連出版社

10 518.1 日本の地下水政策 千葉知世/著 京都大学学術出版会

11 518.8 世界の都市 平本一雄/著 彰国社

12 519.8 里海管理論 柳哲雄/編著 農林統計協会

13 520 建築用語図鑑 日本篇 中山繁信/共著 杉本龍彦/共著 オーム社

14 520.9 プロのための住宅・不動産の新常識 2019-2020 田村誠邦/著 甲田珠子/著 エクスナレッジ

15 521.8 近世城郭の謎を解く 城郭史料研究会/編 戎光祥出版

16 521.8 写真が語る「百番」と飛田新地 橋爪紳也/著 上諸尚美/著 洋泉社

17 523.1 日本の夢の洋館 門井慶喜/著 枦木功/写真 エクスナレッジ

18 523.1 いしかわ建築の博物館 水野一郎/監修 北國新聞社出版局/編集 北國新聞社出版局

19 523.1 日本の盛期モダニズム建築像 吉田鋼市/著 王国社

20 523.3 西洋キリスト教建築 太田敬二/著 中川武/編 丸善出版

21 524 世界の構造デザインガイドブック 1 日本建築学会/編 建築技術

22 525.8 基礎からわかる建築材料と維持管理の知識 小林敏男/著 鹿島出版会

23 526.3 世界の美しい学校 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

24 527 聞き書き伝統建築の家 原田紀子/著 農山漁村文化協会

25 527 GARAGE&DIY  学研プラス

26 527 小さな庭づくり  ブティック社

27 527.1 図解間取りの処方箋 堀野和人/著 小山幸子/著 学芸出版社

28 527.1 住まいの基本を考える 堀部安嗣/著 新潮社

29 527.1 「木の住まい」をデザインする 三澤康彦/著 建築資料研究社

30 528.1 雨水活用建築ガイドライン 日本建築学会/編集 日本建築学会

31 529 スケッチ感覚でインテリアパースが描ける本 中山繁信/著 彰国社

32 531.9 幾何公差の使い方・表し方 小池忠男/著 日刊工業新聞社

33 533.4 最新・未来のエンジン 内藤健/編著 朝倉書店

34 536 平成 お召列車の記憶 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

35 536.5 JR・私鉄通勤電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

36 537.0 カリスマ失墜 日経ビジネス/編 日経BP

37 537.0 マツダ 心を燃やす逆転の経営 山中浩之/著 日経BP

38 537.3 4WD車の研究 庄野欣司/著 グランプリ出版

39 537.9 ビッグバイク乗りこなし自由自在  枻出版社

40 538 空飛ぶクルマ 根津禎/著 日経BP社

41 538.7 軍用ヘリコプター事典 Jウイング編集部/編 イカロス出版

42 538.7 隼戦闘機隊 菊池俊吉/撮影 大日本絵画

43 538.9 人類、宇宙に住む ミチオ・カク/著 斉藤隆央/訳 NHK出版

44 538.9 トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川泰宣/著 日刊工業新聞社

45 538.9 宇宙プロジェクトがまるごとわかる本  枻出版社

46 539.0 脱原発の運動史 安藤丈将/著 岩波書店

47 540.9 電力流通とP2P・ブロックチェーン 武田泰弘/著 田中謙司/監修 オーム社

48 547.3 歌は録音でキマる! 伊藤圭一/著 リットーミュージック

49 547.3 リスニングルーム探訪 MJ無線と実験編集部/編 誠文堂新光社

50 547.4 今すぐ使えるかんたんサーバーのしくみ超入門 トップスタジオ/著 技術評論社

51 547.4 図解まるわかりサーバーのしくみ 西村泰洋/著 翔泳社

52 548.2 逆引きPIC電子工作やりたいこと事典 後閑哲也/著 技術評論社

53 548.3 超ロボット化社会 新山龍馬/著 日刊工業新聞社

54 549.9 倒産寸前から25の修羅場を乗り切った社長の全ノウハウ 近藤宣之/著 ダイヤモンド社

55 565.8 レアメタル・レアアースの驚くべき能力 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

56 576.5 ほんものみたいなジュエルソープ みなみざわななえ/著 日本文芸社

57 576.7 世界一ためになる!美容成分図鑑 佐藤薫/監修 菜々子/マンガ 新星出版社

58 578 グラフト重合による吸着材開発の物語 斎藤恭一/著 藤原邦夫/著 丸善出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 583 指物の基礎と製作技法 大工道具研究会/編 誠文堂新光社

60 588.5 日本発酵紀行 小倉ヒラク/著 D&DEPARTMENT PROJECT

61 588.5 酸っぱいは元気のもと 小泉武夫/著 海竜社

62 588.5 教養としてのビール  (サイエンス・アイ新書) 富江弘幸/著 SBクリエイティブ

63 588.5 本格焼酎マニアックBOOK 葉石かおり/監修
シンコーミュージック・エン
タテイメント

64 588.6 しょうゆの不思議 久保田芳郎/ほか監修 日本醤油協会

65 589.2 頑張らないおしゃれ 板倉直子/著 主婦と生活社

66 589.2 そろそろ、ジュエリーが欲しいと思ったら 伊藤美佐季/著 ダイヤモンド社

67 589.2 紳士靴完全バイブル 上田哲司/監修 ナツメ社

68 589.2 おしゃれっていいもの 大橋利枝子/著 文化学園文化出版局

69 589.2 かまわぬ手ぬぐい百科 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

70 589.2 60歳からのおしゃれのコツ 中山庸子/著 海竜社

71 589.2 「なんだか素敵」の理由がわかる服えらびの法則 夏目奈穂/著 辰巳出版

72 589.2 大人のおしゃれに、ほしいもの 2019春夏  主婦と生活社

73 589.7 万年筆バイブル 伊東道風/著 講談社

74 589.7 私の好きな文房具の秘密 菅未里/著 枻出版社

75 589.7 ゲームの企画書 1～2 (角川新書) 電ファミニコゲーマー編集部/編 KADOKAWA

76 590 スマホひとつで暮らしたい 飯島彩香/著 KADOKAWA

77 590 一生ついてまわる家事のキホンが身につく本 大人の常識研究会/編著 大和出版

78 590 家事は8割捨てていい 佐光紀子/著 宝島社

79 590.4 大人になってやめたこと 一田憲子/著 扶桑社

80 590.4 おしゃれと暮らしのレシピ 本田葉子/著 東京新聞

81 591 しあわせとお金の距離について 佐藤治彦/著 晶文社

82 591 となりの家(うち)のざんねんなお金の話 横山光昭/著 あさ出版

83 593.3 はじめてママへやさしく作れる赤ちゃん小もの 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

84 593.3 スタイルがよく見える!ワンピース&ブラウス 泉繭子/著 日東書院本社

85 593.3 まいにち着る女の子服 片貝夕起/著 日本ヴォーグ社

86 593.3 CUT&SEWみんなのカットソー かたやまゆうこ/著 ブティック社

87 593.3 ギャザーの服タックの服 月居良子/著 日本ヴォーグ社

88 593.3 LaLaDress心踊るベビー服とこもの 鳥巣彩子/著 ブティック社

89 593.3 私が着たいトップス  ブティック社

90 593.8 きものが着たくなったなら 山崎陽子/著 技術評論社

91 594 ハンドメイドアクセサリーBOOK303 Tinkcreate/編 西東社

92 594 基本がいちばんよくわかるアクセサリーのれんしゅう帳 寺西恵里子/著 主婦の友社

93 594 余り布で何作る?  ブティック社

94 594 ハギレで作れるちょこっと和小物  ブティック社

95 594.2 刺繡博物図 atsumi/著 小学館

96 594.2 子供服のワンポイント刺繡 アトリエFil/著 FABBRICA/著 エクスナレッジ

97 594.2 刺し子の愉しみ 日本文芸社/編 日本文芸社

98 594.2 小さな花と実の刺しゅう233 平尾英子/著 アップルミンツ

99 594.3 ほのぼのかわいい十猫十色のあみぐるみ あみぐるみ牧場/編 ブティック社

100 594.3 ラメルヘン・テープでつくるお気に入りのバッグ 横倉節子/著 日本ヴォーグ社

101 594.3 かぎ針で編むおよばれバッグ  アップルミンツ

102 594.3 暮らしの中に…おしゃれなレース編み  ブティック社

103 594.3 心惹かれる可憐なクロッシェアクセサリー  ブティック社

104 594.3 透かし模様280  日本ヴォーグ社

105 594.3 ズパゲッティで編むバッグとこもの大全集  アップルミンツ

106 594.3 リカちゃん手編みのニットスタイル  ブティック社

107 594.7 自分で作れる!おしゃれなPVCクリアバッグ  主婦と生活社

108 594.8 ドライフラワーの活け方 植物生活編集部/編集 誠文堂新光社

109 594.8 PAPER CRAFT大きな花と小さな花と 文化出版局/編 文化学園文化出版局
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 594.9 とっておきのドール・コーディネイト・レシピ 関口妙子/著 グラフィック社

111 594.9 小鳥ぽんぽん trikotri/著 誠文堂新光社

112 594.9 ハワイアンキルトのある部屋 マエダメグ/著 グラフィック社

113 595.4 グレイヘアと生きる 近藤サト/著 SBクリエイティブ

114 595.4 38歳からなりたい髪 田村マナ/著 山口童子/著 すばる舎

115 595.4 はじめてでもキレイにできるセルフジェルネイル教室 nailstepsリップ/著 ソーテック社

116 595.5 5分トレーニングで翌朝小顔 森拓郎/著 扶桑社

117 596 ひんやりさっぱりゼリー寄せ 大越郷子/著 誠文堂新光社

118 596.0 旨し、うるわし、京都ぐらし 大原千鶴/著 世界文化社

119 596 夫婦ふたり分!体が喜ぶ!シニアごはん 金丸絵里加/著 枻出版社

120 596 食べてやせる!低カロリーおかず400 主婦と生活社/編 主婦と生活社

121 596 子どもと楽しむ季節のスープ 東條真千子/著 今井出版(発売)

122 596 美しい人は食べる! 中野明海/著 主婦と生活社

123 596 一度にたくさん作るからおいしいカレー ナカムラチズコ/著 成美堂出版

124 596 ソムリエ料理家のワインを飲む日のレシピ帖 平野由希子/料理 日置武晴/写真 KADOKAWA

125 596 すぐできるあってよかった今夜のおかず110 婦人之友社編集部/編 婦人之友社

126 596 もみもみ焼くだけレシピ 堀知佐子/著 家の光協会

127 596 疲れた日のスープ頑張る日のスープ 山田奈美/著 文化学園文化出版局

128 596.2 パリ在住の料理人が教える作りおきできるフランスのお惣菜 えもじょわ/著 KADOKAWA

129 596.2 フランス料理の基本講座 荻野伸也/著 柴田書店

130 596.2 読む寿司 河原一久/著 文藝春秋

131 596.2 おもてなしのシンプルフレンチ 狐野扶実子/著 世界文化社

132 596.2 MEYHANE TABLE More! サラーム海上/著 LD&K

133 596.2 タイかあさんの味とレシピ 白石路以/著 誠文堂新光社

134 596.2 はじめてのおそうざい精進 西井香春/著 世界文化社

135 596.3 調理科学×肉の事典 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

136 596.3 北京のやさしいおかゆ ウーウェン/著 復刊ドットコム

137 596.3 おそうざいサラダの本 牛尾理恵/著 池田書店

138 596.3 農家ごはんと旬野菜レシピ 枝元なほみ/著 家の光協会

139 596.3 ストウブで無水調理 肉 大橋由香/著 誠文堂新光社

140 596.3 賛否両論笠原将弘 超・鶏大事典 笠原将弘/著 KADOKAWA

141 596.3 かんたん家庭で作るおいしい羊肉料理 菊池一弘/監修 宮島由香里/ほか著 講談社

142 596.3 今年こそ、梅しごと 杵島直美/著 河出書房新社

143 596.3 まいにち冷奴 小林まさみ/著 成美堂出版

144 596.3 野菜保存のアイデア帖 島本美由紀/著 パイインターナショナル

145 596.3 最強!肉レシピ たけだバーベキュー/著 池田書店

146 596.3 和えサラダ 藤井恵/著 主婦と生活社

147 596.3 果実 細川亜衣/著 リトルモア

148 596.3 フライパンひとつで、麵 武蔵裕子/著 文化学園文化出版局

149 596.3 わが家のおいしい梅干し・梅シロップ・梅酒のレシピ 柳澤由梨/著 成美堂出版

150 596.4 3歳からのおべんとう 続 上田淳子/著 文化学園文化出版局

151 596.4 おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当 阪下千恵/著 日東書院本社

152 596.4 おもてなし&持ち寄りフィンガーフード200 浜裕子/著 誠文堂新光社

153 596.6 かき氷 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

154 596.6 子どもと一緒にアイシングクッキー 新井知加子/著 日東書院本社

155 596.6 パリのスイーツ手帖 大森由紀子/著 世界文化社

156 596.6 全粒粉が香る軽やかなお菓子 長田佳子/著 文化学園文化出版局

157 596.6 レモンのお菓子づくり 加藤里名/著 誠文堂新光社

158 596.6 うぐいすと穀雨のパンとお菓子 鈴木菜々/著 グラフィック社

159 596.6 イギリス菓子図鑑 羽根則子/著 誠文堂新光社

160 596.6 LEMON DESSERT 藤野貴子/著 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

161 596.6 ときめく10分スイーツ 若山曜子/著 家の光協会

162 596.6 冷たいかんたんお菓子  枻出版社

163 596.7 Tea Time for You 伊藤礼子/著 雷鳥社

164 596.7 名古屋の喫茶店 大竹敏之/著 リベラル社

165 596.7 珈琲の表現 蕪木祐介/著 雷鳥社

166 596.7 カクテルパーフェクト・ガイド デイル・デグロフ/著 上野秀嗣/日本語版監修 楽工社

167 596.7 おいしいお茶の秘密  (サイエンス・アイ新書) 三木雄貴秀/著 SBクリエイティブ

168 596.7 とっておき手づくり果実酒 大和富美子/著 創森社

169 596.8 お茶と和菓子のテーブル12カ月 浜裕子/著 誠文堂新光社

170 597.5 子どもの頭が良くなるお片づけ 小島弘章/著 ベストセラーズ

171 597.5 キッチンがたった1日で劇的に片づく本 阪下千恵/著 主婦と生活社

172 597.5 悦な収納のすすめ 本多さおり/著 主婦の友社

173 597.9 掃除道入門 松本紹圭/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

1 601.1 図説神と紙の里の未来学 杉村和彦/編著 山崎茂雄/編著 晃洋書房

2 601.1 インフラ・イノベーション 藤井聡/著 育鵬社

3 611.2 農学と戦争 足達太郎/著 小塩海平/著 岩波書店

4 611.3 飢えと食の日本史 菊池勇夫/著 吉川弘文館

5 611.6 これからのJA強化書 伊藤喜代次/著 家の光協会

6 611.9 Farmlife ゲシュタルテン/編 渡部未華子/訳 グラフィック社

7 614.8 農村DX革命 三輪泰史/著 井熊均/著 日刊工業新聞社

8 615.6 草取りにワザあり! 西尾剛/著 誠文堂新光社

9 619.8 お抹茶のすべて 桑原秀樹/著 誠文堂新光社

10 623 植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方 草間祐輔/著 主婦の友社

11 626.5 キャベツと白菜の歴史 メグ・マッケンハウプト/著 角敦子/訳 原書房

12 626.9 コップひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科 はたあきひろ/文・イラスト 内外出版社

13 626.9 だれでもできるプランター菜園 原由紀子/監修 ブティック社

14 626.9 北陸の野菜づくり 東保之/著 北國新聞社

15 626.9 野菜とハーブの水耕栽培 北条雅章/監修 ブティック社

16 627.7 バラ図鑑475種 入谷伸一郎/著 ブティック社

17 627.8 はじめての苔テラリウム 園田純寛/著 成美堂出版

18 627.8 苔で楽しむテラリウム 富沢直人/著 エムピージェー

19 627.8 山野草わたしのひと鉢  栃の葉書房

20 629.2 ポートランド日本庭園はいかに生まれたか 平欣也/著 三恵社

21 629.7 日陰をいかす四季の庭づくり 宇田川佳子/監修 斉藤よし江/監修 家の光協会

22 629.7 街路樹が都市をつくる 藤井英二郎/著 岩波書店

23 645.5 写真と史料でみるアジアの在来豚 田中一榮/編著 黒澤弥悦/編著 東京農業大学出版会

24 645.7 見上げてごらん、朝のネコを 岩合光昭/著 朝日新聞出版

25 645.7 ネコ・かわいい殺し屋 ピーター・P.マラ/著 クリス・サンテラ/著 築地書館

26 646.8 にっぽん文鳥絵巻 ポンプラボ/編 清水知恵子/ほか写真 カンゼン

27 648.1 チーズの事典 チーズ王国/監修 誠文堂新光社

28 649 獣医学を学ぶ君たちへ 中山裕之/著 東京大学出版会

29 650.6 断固、森を守る 田島信太郎/著 PHPエディターズ・グループ

30 653.1 木々は歌う D.G.ハスケル/著 屋代通子/訳 築地書館

31 653.2 散歩で見かける街路樹・公園樹・庭木図鑑 葛西愛/著 創英社

32 659.7 牙 三浦英之/著 小学館

33 670.9 英文契約書を読むための基礎知識と頻出表現 臼井俊雄/著 メステッキー涼子/監修 ベレ出版

34 673.3 ヒット商品の絶対法則 河瀬和幸/著 ぱる出版

35 673.3 思わず買いたくなる!女性の心をつかむ接客 鈴木比砂江/著 明日香出版社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 673.3 アマゾンを飲み込め! 高木修/著 立川哲夫/著 幻冬舎

37 673.3 営業の問題地図 藤本篤志/著 技術評論社

38 673.3 ゲストの心を離さないライザップ式接客術 幕田純/著 講談社

39 673.3 営業の基本 横山信弘/著 日本実業出版社

40 673.7 日本を変えた流通企業がやってきたこと 岩崎遙/著 ぱる出版

41 673.9 喫茶店と日本人 赤土亮二/著 旭屋出版

42 673.9 しょぼい喫茶店の本 池田達也/著 百万年書房

43 673.9 大坊珈琲店のマニュアル 大坊勝次/著 誠文堂新光社

44 674 はじめるデザイン 浅野桜/著 技術評論社

45 674.3 コピーライティングとアイデアの発想法 宣伝会議コピーライター養成講座/編 宣伝会議

46 674.3 外国人にアピールするデザインのアイデア パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

47 674.5 すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方 森本純子/著 同文舘出版

48 675 弱者でも勝てるモノの売り方 上杉惠理子/著 ぱる出版

49 675 マーケティングの本質を極める3ステップ 家弓正彦/著 シナプス

50 675 サービス・マーケティング概論 神原理/編著 ミネルヴァ書房

51 675 プリンセス・マーケティング 谷本理恵子/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

52 675.4 流通システムとサプライチェーン・マネジメント 遠藤雄一/著 同文舘出版

53 678.4 価格はアナタが決めなさい。 大須賀祐/著 集英社

54 681.1 クルマ社会の地域公共交通 野村実/著 晃洋書房

55 681.3 わかりやすい交通事故 吉田杉明/著 山川直人/絵 自由国民社

56 683.8 海上物流を支える若者たち 森隆行/著 海文堂出版

57 685.8 進化する自転車まちづくり 古倉宗治/著 大成出版社

58 686.2 ロムニイ、ハイス&ダイムチャーチ鉄道 いのうえこーいち/著 メディアパル

59 686.2 女子鉄アナウンサー久野知美のかわいい鉄道 久野知美/著 天夢人

60 686.2 東南アジア4ケ国を走る日本の電車・気動車 斎藤幹雄/著 かや書房

61 686.2 電鉄は聖地をめざす 鈴木勇一郎/著 講談社

62 686.2 平成の鉄道アルバム JR普通列車編 牧野和人/著 安田就視/写真 フォト・パブリッシング

63 687.5 ファーストクラスTRAVEL GUIDE  イカロス出版

64 689 地域×アニメ 地域コンテンツ研究会/編 成山堂書店

65 689.2 台湾訪日旅行者と旅行産業 鈴木尊喜/著 成山堂書店

66 689.3 1時間でわかるインバウンド対策 訪日ラボ/著 技術評論社

67 689.5 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2019〜20 クロロ/著 TDL&TDS裏技調査隊/編 廣済堂出版

68 689.5 ディズニーがもっと楽しくなる魔法のトリビア みっこ/著 ベストセラーズ

69 693.2 欧州郵政事業論 立原繁/著 栗原啓/著 東海大学出版部

70 699.6 平成テレビジョン・スタディーズ 太田省一/著 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 これからの美術がわかるキーワード100 美術手帖/編 美術出版社

2 702.3 レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 池上英洋/監修 平凡社

3 702.3 ギリシア・ローマ神話と西洋美術 高木昌史/著 三弥井書店

4 702.8 芸術家たち 1 河内タカ/著 オークラ出版

5 706.7 教養としてのアート 投資としてのアート 徳光健治/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

6 706.9 展覧会の挨拶 酒井忠康/著 生活の友社

7 711 美しい世界の文様を彫るソープカービング 智美/著 メイツ出版

8 720.7 絵を見る技術 秋田麻早子/著 朝日出版社

9 721.0 女性像が映す日本 児島薫/著 ブリュッケ

10 721.2 国宝一遍聖絵の全貌 遊行寺宝物館/監修 五味文彦/編 高志書院

11 721.9 中島千波作品集 中島千波/著 中島美子/監修 求龍堂

12 723.1 太田喜二郎と藤井厚二 太田喜二郎/画 藤井厚二/作 青幻舎

13 723.1 熊谷守一いのちを見つめて 熊谷守一/著 青幻舎

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 723.3 クリムトへの招待 朝日新聞出版/著 朝日新聞出版

15 723.3 アルプスの画家セガンティーニ 久保州子/著 論創社

16 723.3 ギュスターヴ・モロー ギュスターヴ・モロー/画 隠岐由紀子/著 東京美術

17 724 絵手紙 線を鍛える9つのヒント 桜井幸子/著 日貿出版社

18 724.9 掛軸 藤井弘之/監修 メイツ出版

19 725.5 林亮太の色鉛筆で描く 林亮太/著 ホビージャパン

20 726.6 鏡の中のいわさきちひろ 歌代幸子/著 中央公論新社

21 727.0 2色デザイン グラフィック社/編 小林豊子/訳 グラフィック社

22 727 アタマとカラダでわかるデザイン 杉崎真之助/著 パイインターナショナル

23 727.6 ポーランド・ポスターの光彩 籾山昌夫/編著 東京美術

24 728 ゆるふで ふでこ/著 日東書院本社

25 728.2 ダウン症の書家 金澤翔子の一人暮らし 金澤泰子/著 かまくら春秋社

26 728.2 入門日本書道史 杉浦妙子/著 芸術新聞社

27 728.2 はじめての古筆切 日比野浩信/著 和泉書院

28 728.5 書きやすい百人一首 北原白水/著 日本習字普及協会

29 740.1 現代写真アート原論 後藤繁雄/編 港千尋/編 フィルムアート社

30 740.2 自然写真の平成30年とフォトグラファー 日本自然科学写真協会/編 海野和男/著 小学館

31 740.2 漱石のいない写真 前田潤/著 現代書館

32 743 気ままに、デジタルモノクロ写真入門 丹野清志/著 ナツメ社

33 743.5 飛行機撮影ハンドブック 井上六郎/著 MOSH books/著 技術評論社

34 743.5 四季の空撮り方レシピブック 武田康男/著 玄光社

35 748 サクラニイキル 鈴木一雄/著 風景写真出版

36 748 クラゲ水族館BOOK 鈴木朱紀子/著 扶桑社

37 748 宮本隆司いまだ見えざるところ 宮本隆司/撮影 平凡社

38 748 インフラメンテナンス 山崎エリナ/撮影 グッドブックス

39 749 印刷・加工DIYブック 大原健一郎/著 野口尚子/著 グラフィック社

40 751.1 河井寛次郎 河井寛次郎/作 京都国立近代美術館/編 光村推古書院

41 751.5 エミール・ガレのガラス 山根郁信/編 河出書房新社

42 753.0 志村ふくみ 志村ふくみ/作 東京美術

43 753.7 繡(ぬ)えども繡(ぬ)えども 長艸敏明/著 講談社

44 754.9 暮らしを楽しむエコクラフトのかごとバッグ 古木明美/著 ナツメ社

45 755.4 根付讃歌 稲垣規一/著 日本根付研究会/編 里文出版

46 755.5 レザークラフト入門  スタジオタッククリエイティ
ブ

47 756.3 皇室のボンボニエール 扇子忠/監修 阿部出版

48 757.0 デザインに哲学は必要か 古賀徹/編 古賀徹/著 武蔵野美術大学出版局

49 758 家具デザイナー藤森泰司の仕事 藤森泰司アトリエ/編著 彰国社

50 759 日本懐かし駄玩具大全 堤哲哉/著 辰巳出版

51 759 手作り万華鏡入門 山見浩司/著 誠文堂新光社

52 761.1 音楽化社会の現在 南田勝也/編著 木島由晶/編著 新曜社

53 761.2 楽典 小鍛冶邦隆/監修・著 大角欣矢/著 アルテスパブリッシング

54 761.5 名曲でわかるコード進行の秘密 植田彰/著 リットーミュージック

55 762.0 平成音楽史 片山杜秀/著 山崎浩太郎/著 アルテスパブリッシング

56 762.2 アラブ音楽 シモン・ジャルジー/著 水野信男/監修 白水社

57 762.8 35人の演奏家が語るクラシックの極意 伊熊よし子/著 学研プラス

58 762.8 旅する作曲家たち コリンヌ・シュネデール/著 西久美子/訳 アルテスパブリッシング

59 763.2 弾きながらマスター!ピアノ・コード入門 2019 岡素世/編著 自由現代社(発売)

60 763.7 思い通りに演奏できる!オカリナ上達のポイント50 小棚木恵美子/監修 メイツ出版

61 763.7 部活で吹奏楽フルート上達BOOK 酒井秀明/監修 佐藤博/監修協力 メイツ出版

62 763.7 ブルース・ハープ入門ゼミ 2019 田中光栄/編著 自由現代社(発売)

63 763.9 やさしい音と音楽のプログラミング 横山真男/著 森北出版

64 764.6 部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ50 畠田貴生/監修 メイツ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 764.7 クイーンオフィシャル・ヒストリー・ブック ハリー・ドハティ/著 富永晶子/訳 竹書房

66 766.1 ドナルド・キーンのオペラへようこそ! ドナルド・キーン/著 文藝春秋

67 767.4 部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50 渡瀬昌治/監修 メイツ出版

68 767.6 軍歌と日本人 大野敏明/著 産経新聞出版

69 767.8 記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝 臼井孝/著 いそっぷ社

70 767.8 ニッポンのうたはどう変わったか 佐藤良明/著 平凡社

71 767.8 美空ひばり恋し 関口範子/著 主婦と生活社

72 767.8 輝く!日本レコード大賞公式インタビューブック  シンコーミュージック・エン
タテイメント

73 771.6 身体(ことば)と言葉(からだ) 山縣太一/著 大谷能生/著 新曜社

74 772.1 そしていま、一人になった 吉行和子/著 ホーム社

75 774 ゼロから分かる!図解歌舞伎入門 新居典子/著 世界文化社

76 775.1 市原悦子ことばの宝物 市原悦子/著 主婦の友社

77 777.3 「パンチ&ジュディ」のイギリス文化史 ロバート・リーチ/著 岩田託子/訳 昭和堂

78 778.0 インフラグラム 港千尋/著 講談社

79 778.2 アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ 池田淑子/編著 大阪大学出版会

80 778.2 三船敏郎の映画史 小林淳/著 三船プロダクション/監修 アルファベータブックス

81 778.2 おてんとうさんに申し訳ない 坂本俊夫/著 現代書館

82 778.2 日本統治下の朝鮮シネマ群像 下川正晴/著 弦書房

83 778.2 評伝ジャン・ユスターシュ 須藤健太郎/著 共和国

84 778.7 アニメーション文化55のキーワード 須川亜紀子/編著 米村みゆき/編著 ミネルヴァ書房

85 778.7 誕生80周年トムとジェリー  河出書房新社

86 778.8 カウチポテト・ブリテン 宗祥子/著 芙蓉書房出版

87 780 サーフィン・スケートボード・パルクール ベリンダ・ウィートン/著 市井吉興/監訳 ナカニシヤ出版

88 780.2 平成スポーツ史 Vol.1～2  ベースボール・マガジン社

89 780.7 筋トレ動き方・効かせ方パーフェクト事典 荒川裕志/著 石井直方/監修 ナツメ社

90 780.7 人生を変える筋トレ 谷本道哉/著 総合法令出版

91 780.7 スポーツトレーニングの常識を超えろ! 日本トレーニング指導者協会/編著 大修館書店

92 780.7 世界最新のボディメイク 野坂和則/監修 坂詰真二/監修 日本文芸社

93 780.7 子どもとスポーツのイイ関係 山田ゆかり/著 大月書店

94 781.4 手具操作で魅せる!新体操ボールレベルアップBOOK 石崎朔子/監修 メイツ出版

95 781.4 驚異の動的ストレッチ 中里賢一/監修 枻出版社

96 782 陸上競技ルールブック 2019年度版  日本陸上競技連盟

97 782.3 評伝孫基禎 寺島善一/著 社会評論社

98 782.3 前に進む力-Keep Going 両角速/著 東海教育研究所

99 783.1 バスケットボールディフェンストレーニングブック 大浦宗博/技術指導 鈴木良和/監修 ベースボール・マガジン社

100 783.1 バスケセンスが身につく88の発想 小谷究/著 網野友雄/著 東邦出版

101 783.4 ドリブルデザイン 岡部将和/著 東洋館出版社

102 783.4 チャンピオンズリーグ・クロニクル 片野道郎/著 河出書房新社

103 783.4 新GK論 田邊雅之/著 カンゼン

104 783.4 欧州旅するフットボール 豊福晋/筆 双葉社

105 783.4 ゼロに飛びこんでイチをつくる 浜田満/著 内外出版社

106 783.4 ポジティブ・レフェリング 2019年改訂版 松崎康弘/著 デコ

107 783.4 子どもにサッカーの“本質”が伝わる本 A.P.マリーニョ/著 笠野英弘/著 東邦出版

108 783.5 大坂なおみ 児玉光雄/著 楓書店

109 783.5 部活で差がつく!勝つテニス最強のポイント50 矢崎篤/監修 メイツ出版

110 783.6 卓球の勝ち方 松下浩二/監修 成美堂出版

111 783.7 赤松真人38。 赤松真人/著 ザメディアジョンプレス

112 783.7 平成野球30年の30人 石田雄太/著 文藝春秋

113 783.7 あと一歩!逃し続けた甲子園 田澤健一郎/著 KADOKAWA

114 783.7 一徹 谷上史朗/著 インプレス

115 783.7 指導者のエゴが才能をダメにする 野村克也/著 カンゼン
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No, 分類 書名 著者名 出版社

116 783.7 アンタッチャブル・レコード 柳本元晴/著 彩流社

117 783.8 ゴルフ・ボディ・フィッティング 小澤康祐/著 実業之日本社

118 784.6 宇野昌磨の軌跡 青嶋ひろの/著 講談社

119 784.6 スケートは人生だ! 宇都宮直子/著 三賢社

120 785.2 大人の水泳 笹原辰夫/監修 日本文芸社

121 785.2 水泳指導教本 日本水泳連盟/編 大修館書店

122 786 アウトドアテクニック図鑑 寒川一/著 池田書店

123 786 <北欧流>焚き火のある暮らし エイヴィン・ベルク/著 井上廣美/訳 原書房

124 786.1 スポーツクライミングテクニック&トレーニング 安井博志/監修 日東書院本社

125 786.5 ヒルクライム完全攻略 ハシケン/編著 枻出版社

126 787.1 釣りの結び完璧BOOK 海釣り編 西野弘章/著 山と溪谷社

127 788.1 全部わかる大相撲ガイド 田中亮/著 成美堂出版

128 788.1 知れば知るほど行司・呼出し・床山 「相撲」編集部/編著 ベースボール・マガジン社

129 788.2 さよならムーンサルトプレス 福留崇広/著 イースト・プレス

130 788.7 エンジニアが明かすF1の世界 小松礼雄/著 東邦出版

131 788.7 ジェンソン・バトン自伝 ジェンソン・バトン/著 児島修/訳 東洋館出版社

132 789.2 合気道入門 植芝充央/著 内外出版社

133 789.2 Out of the World武道は世界を駆けめぐる 岡本洋子/著 あいり出版

134 791.2 茶道史ゆかりの地を歩く  (淡交新書) 森恭彦/著 淡交社

135 791.5 唐物  淡交社

136 791.8 実用自分でつくる茶懐石 3 清真知子/著 淡交社編集局/編 淡交社

137 795 初段になるための囲碁上達法 足立泰彦/著 マイナビ出版

138 795 こんなに面白い世界の囲碁ルール 王銘【エン】/著 日本棋院

139 795 誰でもカンタン!図解で分かる囲碁の序盤 田尻悠人/著 坂倉健太/著 マイナビ出版

140 795 見て並べて上達!囲碁・プロが選んだ好手好局集 鶴山淳志/著 マイナビ出版

141 796.0 プロ棋士カラー名鑑 2019  扶桑社

142 798.5 eスポーツ地方創生 筧誠一郎/著 白夜書房

143 798.5 ゲームプランナー入門 吉冨賢介/著 技術評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 たのしい音声学 竹内京子/著 木村琢也/著 くろしお出版

2 801.7 本当の翻訳の話をしよう 村上春樹/著 柴田元幸/著 スイッチ・パブリッシング

3 801.9 日本点字表記法 2018年版 日本点字委員会/編集 日本点字委員会

4 804 誰でも言語学 牧秀樹/著 開拓社

5 807.9 笑う回文教室 せとちとせ/著 創元社

6 809.2 瞬間声トレ 司拓也/著 伊豆見香苗/絵 大和書房

7 809.2 会話のきっかけレシピ 枚岡治子/著 大月書店

8 809.2 解決は1行。 細田高広/著 三才ブックス

9 809.2 大人らしく和やかに話す知的雑談術 吉田裕子/著 日本実業出版社

10 810.4 日日是日本語 今野真二/著 岩波書店

11 810.7 移動する女性たち 平畑奈美/著 春風社

12 810.7 ことばで社会をつなぐ仕事 義永美央子/編著 嶋津百代/編著 凡人社

13 811.2 すしが楽しい字源・語源 原田幹久/書・著 日本教育研究センター

14 816 人もお金も動かす超スゴイ!文章術 金川顕教/著 すばる舎

15 816 「9マス」で悩まず書ける文章術 山口拓朗/著 総合法令出版

16 816.8 日本一短い「先生」への手紙 丸岡文化財団/編 中央経済社

17 818.6 事典にない大阪弁 旭堂南陵/著 浪速社

18 828.3 旅の台湾華語 樂大維/著 アスク出版

19 829.6 ニューエクスプレスプラス グルジア語 児島康宏/著 白水社

20 830.7 英語ネイティブ脳みそのつくりかた 白川寧々/著 大和書房

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 830.7 母語干渉とうまくつきあおう 丹羽牧代/編著 丹羽卓/著 彩流社

22 830.7 超高速PDCA英語術 三木雄信/著 日本経済新聞出版社

23 831.1 日本人のための一発で通じる英語発音 松井博/著 ダイヤモンド社

24 837.5 英語リーディングの極意 中西恵人/著 開拓社

25 837.5 21世紀×アメリカ小説×翻訳演習 藤井光/著 研究社

26 837.8 ちょい足しで丁寧に!英語のクッションことば デイビッド・セイン/著 ジャパンタイムズ

27 857.8 フランス語  JTBパブリッシング

28 870 はじめてのイタリア語 高橋美佐/著 明日香出版社

29 880 ティータイムのロシア語 土岐康子/著 三神エレーナ/著 白水社

30 889.2 旅するクロアチア語 小坂井真美/著 三修社

31 889.4 ニューエクスプレスプラス ウクライナ語 中澤英彦/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 ディストピア・フィクション論 円堂都司昭/著 作品社

2 901.3 小説を読むための、そして小説を書くための小説集 桑原丈和/著 ひつじ書房

3 901.3 物語の力 高田明典/共著 竹野真帆/共著 大学教育出版

4 901.3 SAVE THE CATの法則で売れる小説を書く ジェシカ・ブロディ/著 島内哲朗/訳 フィルムアート社

5 901.3 キャラクターからつくる物語創作再入門 K.M.ワイランド/著 シカ・マッケンジー/訳 フィルムアート社

6 901.4 書くための勇気 川崎昌平/著 晶文社

7 902.0 文学の中の家 スーザン・ハーラン/著 ベッカ・スタッドラン
ダー/イラスト エクスナレッジ

8 902.3 ファンタジーを読む 井辻朱美/著 青土社

9 904 夜に抗して闘う者たち 原仁司/著 翰林書房

10 908.3 悪魔にもらった眼鏡 亀山郁夫/編訳 野谷文昭/編訳 名古屋外国語大学出版会

11 910.2 石牟礼道子と芸能 石牟礼道子/ほか著 赤坂真理/ほか著 藤原書店

12 910.2 世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女 今岡清/著 早川書房

13 910.2 救済の文学 岸間卓蔵/著 田畑書店

14 910.2 薄田泣菫読本 倉敷市・薄田泣菫文庫調査研究プロジェクト
チーム/編 翰林書房

15 910.2 <文学史>の哲学 坂元昌樹/著 翰林書房

16 910.2 ケアを描く 佐々木亜紀子/編 光石亜由美/編 七月社

17 910.2 荷風と玉の井 嶋田直哉/著 論創社

18 910.2 中川李枝子 中川李枝子/著 渡辺尚子/編・構成 平凡社

19 910.2 <奇>と<妙>の江戸文学事典 長島弘明/編 文学通信

20 910.2 太宰治 創作の舞台裏 日本近代文学館/編 春陽堂書店

21 910.2 江藤淳は甦える 平山周吉/著 新潮社

22 910.2 百年の批評 福嶋亮大/著 青土社

23 910.2 漱石と熊楠 三田村信行/著 鳥影社

24 910.2 漱石がいた熊本 村田由美/著 風間書房

25 910.2 永遠の太宰治  河出書房新社

26 911.1 宮中歌会始全歌集 宮内庁/編 東京書籍

27 911.1 皇太子殿下のお歌を仰ぐ 小柳左門/著 展転社

28 911.1 天皇皇后両陛下の歌から読む平成史 関川夏央/解説 山下晋司/解説 ベストセラーズ

29 911.1 昭和天皇の大御歌 所功/編著 角川文化振興財団

30 911.1 筑紫万葉の世界 林田正男/編 雄山閣

31 911.3 岸本葉子の「俳句の学び方」 岸本葉子/著 NHK出版

32 911.3 春のお辞儀 長嶋有/著 書肆侃侃房

33 911.3 作家と楽しむ古典 松浦寿輝/著 辻原登/著 河出書房新社

34 911.4 超シルバー川柳 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編集部
/編 河出書房新社

35 911.5 抗いと創造 大城貞俊/著 コールサック社

36 911.5 まど・みちおという詩人の正体 大橋政人/著 未來社

37 911.5 普通の人々 谷川俊太郎/著 スイッチ・パブリッシング

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 911.5 孤闘の詩人・石垣りんへの旅 万里小路譲/著 コールサック社

39 911.6 井上陽水英訳詞集 ロバート キャンベル/著 講談社

40 912.4 近松門左衛門集 近松門左衛門/著 信多純一/校注 新潮社

41 912.6 山山 松原俊太郎/著 白水社

42 913.7 宮本武蔵 野花散人/著 論創社

43 914.6 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい 石井光太/著 ポプラ社

44 914.6 一度きりの人生だから 伊集院静/著 双葉社

45 914.6 女と男の絶妙な話。 伊集院静/著 文藝春秋

46 914.6 元気に下山  (宝島社新書) 五木寛之/著 宝島社

47 914.6 庭とエスキース 奥山淳志/著 みすず書房

48 914.6 ブスの家訓 カレー沢薫/著 中央公論新社

49 914.6 孤独という道づれ 岸惠子/著 幻冬舎

50 914.6 わたくしのビートルズ 小西康陽/著 朝日新聞出版

51 914.6 ざんねんな食べ物事典 東海林さだお/著 文藝春秋

52 914.6 介護の流儀 曾野綾子/著 河出書房新社

53 914.6 完本戒老録 曽野綾子/著 祥伝社

54 914.6 失われた美風 藤原正彦/著 新潮社

55 914.6 しあわせしりとり 益田ミリ/著 ミシマ社

56 914.6 孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦瑠麗/著 新潮社

57 914.6 ものすごい愛のものすごい愛し方、ものすごい愛され方 ものすごい愛/著 KADOKAWA

58 914.6 昭和よ、 山藤章二/著 岩波書店

59 914.6 大切なことは時を経ても変わらない 吉沢久子/著 海竜社

60 915.5 野村望東尼 姫島流刑記 浅野美和子/著 石風社

61 915.6 見仏記 道草篇 いとうせいこう/著 みうらじゅん/著 KADOKAWA

62 915.6 子規のおくのほそ道 工藤寛正/著 里文出版

63 916 虐待被害者の味方です 小田博子/著 高文研

64 916 わたしはなにも悪くない 小林エリコ/著 晶文社

65 916 田舎の未来 さのかずや/著 タバブックス

66 916 まだ望みはあります 高橋幸司/著 さくら舎

67 916 夫が脳で倒れたら 三澤慶子/著 太田出版

68 916 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人/著 晶文社

69 921 基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野正明/監修 メイツ出版

70 921.4 唐詩和訓 横山悠太/編著 大修館書店

71 923.7 カッコウが鳴くあの一瞬 残雪/著 近藤直子/訳 白水社

72 923.7 セレモニー 王力雄/著 金谷譲/訳 藤原書店

73 929.7 ユダヤの記憶と伝統 広瀬佳司/編 伊達雅彦/編 彩流社

74 929.8 マハーバーラタ入門 沖田瑞穂/著 勉誠出版

75 929.8 インド神話物語マハーバーラタ 上・下 デーヴァダッタ・パトナーヤク/文・画 沖田瑞
穂/監訳 原書房

76 933.7 さようなら、ビタミン レイチェル・コン/著 金子ゆき子/訳 集英社

77 933.7 翼ある歴史 ソフィア・サマター/著 市田泉/訳 東京創元社

78 933.7 海の乙女の惜しみなさ デニス・ジョンソン/著 藤井光/訳 白水社

79 933.7 銀の墓碑銘(エピタフ) メアリー・スチュアート/著 木村浩美/訳 論創社

80 933.7 ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン/著 島村浩子/訳 東京創元社

81 933.7 路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック/著 柴田元幸/
訳 白水社

82 933.7 声の物語
クリスティーナ・ダルチャー/著 市田泉/
訳 早川書房

83 933.7 ずれた銃声 ドリス・マイルズ・ディズニー/著 友田葉子/
訳 論創社

84 933.7 図書館司書と不死の猫 リン・トラス/著 玉木亨/訳 東京創元社

85 933.7 炎へのはしご アナイス・ニン/著 三宅あつ子/訳 水声社

86 933.7 美しく呪われた人たち F.スコット・フィッツジェラルド/著 上岡伸雄
/訳 作品社

87 933.7 ピュリティ ジョナサン・フランゼン/著 岩瀬徳子/訳 早川書房

88 933.7 すべての愛しい幽霊たち アリソン・マクラウド/著 高山祥子/訳 東京創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

89 934.7 迷うことについて レベッカ・ソルニット/著 東辻賢治郎/訳 左右社

90 934.7 正統とは何か G.K.チェスタトン/著 安西徹雄/訳 春秋社

91 936 彼女が大工になった理由(わけ) ニナ・マクローリン/著 宮崎真紀/訳 エクスナレッジ

92 936 ひとの気持ちが聴こえたら ジョン・エルダー・ロビソン/著 高橋知子/訳 早川書房

93 940.2 裸のヘッセ 森貴史/著 法政大学出版局

94 943.7 言葉の色彩と魔法 ラフィク・シャミ/著 ロート・レープ/絵 西村書店

95 943.7 僕が神さまと過ごした日々 アクセル・ハッケ/作 ミヒャエル・ゾーヴァ/
絵 講談社

96 946 「欠陥だらけの子ども」と言われて サンドラ・シュルツ/著 山本知佳子/訳 岩波書店

97 949.8 イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル/著 柳沢由実子/訳 東京創元社

98 950.2 バタイユと芸術 酒井健/著 青土社

99 953.7 パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ/著 山本知子/訳 早川書房

100 953.7 三つ編み レティシア・コロンバニ/著 齋藤可津子/訳 早川書房

101 983 <顔の世紀>の果てに 番場俊/著 現代書館

102 989.5 湖 ビアンカ・ベロヴァー/著 阿部賢一/訳 河出書房新社

103 992.3 カンブリア王メリアドクスの物語 瀬谷幸男/訳 論創社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人/著 双葉社

2 F 戦神 赤神諒/著 角川春樹事務所

3 F March winds and April showers bring May flowers 阿部昭/著 水窓出版

4 F もののふの国 天野純希/著 中央公論新社

5 F 噓と約束 アミの会(仮)/著 大崎梢/ほか著 光文社

6 F この橋をわたって 新井素子/著 新潮社

7 F 神を統べる者 上宮聖徳法王誕生篇 荒山徹/著 中央公論新社

8 F 不老虫 石持浅海/著 光文社

9 F 台風家族 市井点線/著 キノブックス

10 F ホシノカケラ 稲葉なおと/著 講談社

11 F 心音 乾ルカ/著 光文社

12 F 夏の陰 岩井圭也/著 KADOKAWA

13 F リラと戦禍の風 上田早夕里/著 KADOKAWA

14 F 54字の物語 参 氏田雄介/編著 武田侑大/絵 PHP研究所

15 F 彼女たちの場合は 江國香織/著 集英社

16 F あずかりやさん 3 大山淳子/著 ポプラ社

17 F 美少年 岡本かの子/著 長山靖生/編 彩流社

18 F 行基 岳真也/著 KADOKAWA

19 F 凪待ち 加藤正人/著 キノブックス

20 F 百花 川村元気/著 文藝春秋

21 F 金剛の塔 木下昌輝/著 徳間書店

22 F アリョーシャ年代記 工藤正廣/著 未知谷

23 F 骨董屋・眼球堂 小林栗奈/著 産業編集センター

24 F 坂口安吾エンタメコレクション ファルス篇 坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店

25 F 転生 笹本稜平/著 双葉社

26 F 祭り裏 島尾ミホ/著 幻戯書房

27 F アンド・アイ・ラブ・ハー 小路幸也/著 集英社

28 F 掌篇歳時記 春夏 瀬戸内寂聴/著 絲山秋子/著 講談社

29 F 魔法を召し上がれ 瀬名秀明/著 講談社

30 F 妖(あやかし)ファンタスティカ 操觚の会/編 アトリエサード

31 F 落梅の賦 武川佑/著 講談社

32 F めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵/著 KADOKAWA

33 F オバペディア 田丸雅智/著 潮出版社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 F 玄宗皇帝 塚本青史/著 潮出版社

35 F 悪の五輪 月村了衛/著 講談社

36 F 白昼夢の森の少女 恒川光太郎/著 KADOKAWA

37 F 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな/著 ポプラ社

38 F 水辺のブッダ ドリアン助川/著 小学館

39 F 夢見る帝国図書館 中島京子/著 文藝春秋

40 F 椿宿の辺りに 梨木香歩/著 朝日新聞出版

41 F ていん島の記 仁木英之/著 講談社

42 F 余物語 西尾維新/著 講談社

43 F 上野-会津百五十年後の密約 西村京太郎/著 文藝春秋

44 F スーパー北斗殺人事件 西村京太郎/著 双葉社

45 F 文学 2019 日本文藝家協会/編 講談社

46 F 教皇庁の使者 服部独美/著 国書刊行会

47 F 文様記 羽生清/著 ほんの木

48 F ブルー 葉真中顕/著 光文社

49 F おっぱいマンション改修争議 原田ひ香/著 新潮社

50 F もう二度と食べることのない果実の味を 雛倉さりえ/著 小学館

51 F チャイムが鳴った 日和聡子/著 新潮社

52 F 淀川八景 藤野恵美/著 文藝春秋

53 F 偽りの春 降田天/著 KADOKAWA

54 F 美しい顔 北条裕子/著 講談社

55 F 南総里見八犬伝 2 松尾清貴/文 静山社

56 F 白魔の塔 三津田信三/著 文藝春秋

57 F 偶然の聖地 宮内悠介/著 講談社

58 F ディスタント ミヤギフトシ/著 河出書房新社

59 F 友達未遂 宮西真冬/著 講談社

60 F 火神子 森山光太郎/著 朝日新聞出版

61 F 追憶の杜 門田充宏/著 東京創元社

62 F 蒼色の大地 薬丸岳/著 中央公論新社

63 F 朝嵐 矢野隆/著 中央公論新社

64 F あのコの夢を見たんです。 山里亮太/著 東京ニュース通信社

65 F エンドオブスカイ 雪乃紗衣/著 講談社

66 F 検事の信義 柚月裕子/著 KADOKAWA

67 F キマイラ 14 夢枕獏/著 朝日新聞出版

68 F 泥の中を泳げ。 吉川圭三/著 駒草出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B123.8 孟子 孟子/著 宇野精一/全訳注 講談社

2 B146.8 つい「気にしすぎる自分」から抜け出す本 原裕輝/著 青春出版社

3 B164 神話学入門 大林太良/著 筑摩書房

4 B222 歴史を応用する力 宮城谷昌光/著 中央公論新社

5 B312.1 明治政治史 下 岡義武/著 岩波書店

6 B493.7 東田くん、どう思う? 東田直樹/著 山登敬之/著 KADOKAWA

7 B901.1 詩学 アリストテレス/著 三浦洋/訳 光文社

8 B914.6 葡萄酒色の夜明け 開高健/著 小玉武/編 筑摩書房

9 B914.6 バスは北を進む せきしろ/著 幻冬舎

10 B918.6 葛飾土産 永井荷風/著 中央公論新社

11 B930.2 ドナルド・キーン自伝 ドナルド・キーン/著 角地幸男/訳 中央公論新社

12 B933.7 ビール職人の醸造と推理 エリー・アレグザンダー/著 越智睦/訳 東京創元社

13 B933.7 ゴーストライター キャロル・オコンネル/著 務台夏子/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

14 B933.7 粒子エネルギー兵器を破壊せよ 上・下 クライブ・カッスラー/著 グラハム・ブラウン
/著 扶桑社

15 B933.7 砂糖の空から落ちてきた少女 ショーニン・マグワイア/著 原島文世/訳 東京創元社

16 B933.7 アイル・ビー・ゴーン エイドリアン・マッキンティ/著 武藤陽生/訳 早川書房

17 B933.7 赤い館の秘密 A.A.ミルン/著 山田順子/訳 東京創元社

18 B933.7 スミソニアンの王冠 上・下 ジェームズ・ロリンズ/著 桑田健/訳 竹書房

19 B953.7 ドルジェル伯の舞踏会 ラディゲ/著 渋谷豊/訳 光文社

20 B955.7 ソヴィエト旅行記 ジッド/著 國分俊宏/訳 光文社

21 B963 終焉の日 ビクトル・デル・アルボル/著 宮崎真紀/
訳 東京創元社

22 B963 20世紀ラテンアメリカ短篇選 野谷文昭/編訳 岩波書店

23 B983 大尉の娘 プーシキン/著 坂庭淳史/訳 光文社

24 BF 幻想古書店で珈琲を 番外編 蒼月海里/著 角川春樹事務所

25 BF 家庭教師は知っている 青柳碧人/著 集英社

26 BF 浪人奉行 6ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

27 BF 詭計の理 上田秀人/著 幻冬舎

28 BF 混沌 上田秀人/著 徳間書店

29 BF 孤道 完結編 内田康夫/原案 講談社

30 BF マルドゥック・アノニマス 4 冲方丁/著 早川書房

31 BF フィデル誕生 海堂尊/著 文藝春秋

32 BF うちの子が結婚しないので 垣谷美雨/著 新潮社

33 BF 眠れない凶四郎 2 風野真知雄/著 文藝春秋

34 BF 想いであずかり処 片島麦子/著 ポプラ社

35 BF 桜と日章 神家正成/著 宝島社

36 BF トレース 下 古賀慶/原作 相沢友子/脚本 扶桑社

37 BF 宵の凶星(まがぼし) 小杉健治/著 祥伝社

38 BF 武士の賦 佐伯泰英/著 文藝春秋

39 BF ゴーストライダー 鈴峯紅也/著 中央公論新社

40 BF 幸福の劇薬 仙川環/著 講談社

41 BF 囲米の罠 千野隆司/著 双葉社

42 BF 源九郎仇討ち始末 鳥羽亮/著 双葉社

43 BF 悲笛の剣 鳥羽亮/著 祥伝社

44 BF 剣客旗本春秋譚 3 鳥羽亮/著 実業之日本社

45 BF 鉄警ガール 豊田巧/著 KADOKAWA

46 BF 獣に道は選べない 額賀澪/著 新潮社

47 BF 返討ち 藤井邦夫/著 文藝春秋

48 BF 無銘刀 藤井邦夫/著 光文社

49 BF 藁一本 藤原緋沙子/著 双葉社

50 BF レトロ雑貨夢見堂の事件綴 又井健太/著 朝日新聞出版

51 BF さくら坂の未来(さき)へ 和田はつ子/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T080 越中の武将と天下 本郷和人/述 富山県民生涯学習カレッジ/
編

富山県民生涯学習カレッジ

2 T233.1 大山の歴史と民俗 第22号 大山歴史民俗研究会/編 大山歴史民俗研究会

3 T280 ありだね! 『ありだね』編集部/編 富山市

4 T289 山田孝雄 神島達郎/著 右文書院

5 T290.9 るるぶ立山黒部アルペンルート 20  JTBパブリッシング

6 T290.9 富山 立山・黒部 20 (まっぷるマガジン)  昭文社

7 T353 統計からみる富山市 2019 富山市企画管理部情報統計課/編 富山市

8 T353 富山市勢要覧 2019 富山市/編 富山市

9 T369 アクティブシニア!!ガイドブック 富山県厚生部高齢福祉課/編 富山県

10 T683 北前船と富山 松島吉信/著 富山県観光・交通・地域振興局観
光振興室/編

富山県観光・交通・地域振興
局観光振興室

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 T936 いみず野ガーデンデザイナーズ 1 蒼井湊都/著 光文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あのこのたからもの 種村有希子/作 ブロンズ新社

2 E アブラ・カダブラ・カタクリコ きたむらさとし/作 BL出版

3 E あまがえるのかくれんぼ たてのひろし/作 かわしまはるこ/絵 世界文化社

4 E あれあれあれれ つちだのぶこ/作 ポプラ社

5 E アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード/文 ヘレン・クレイグ
/絵 徳間書店

6 E いないいないばあさん 佐々木マキ/作 偕成社

7 E イワシ 大片忠明/さく 福音館書店

8 E うちゅうじんはいない!? ジョン・エイジー/作・絵 久保陽子/訳 フレーベル館

9 E うみどりの島 寺沢孝毅/文 あべ弘士/絵 偕成社

10 E エジソン トーベン・クールマン/作 金原瑞人/訳 ブロンズ新社

11 E えんふねにのって ひがしちから/作 BL出版

12 E おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール/さく 山口文生/やく 評論社

13 E おおかみさんいまなんじ? 中川ひろたか/文 山村浩二/絵 学研プラス

14 E おかいものなんだっけ? 宮野聡子/作 講談社

15 E おかえりなさいアレックス 高林麻里/作 講談社

16 E おでかけおでかけ フィリス・ゲイシャイトー/ぶん デイヴィッ
ド・ウォーカー/え 岩崎書店

17 E おなかがすいたよジョーンズさん! リチャード・スキャリー/さく 木坂涼/や
く 好学社

18 E おばけおばけおばけ!! おざわよしひさ/作・絵 岩崎書店

19 E おままごとであそびましょ やぎたよしこ/ぶん わかやましずこ/え 童心社

20 E おやゆびひめ アンデルセン/作 カンタン・グレバン/絵 岩波書店

21 E オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ/ぶん マイク・ボルト/え マイクロマガジン社

22 E オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ/ぶん マイク・ボルト/え マイクロマガジン社

23 E かくれんぼでもういいかい やぎたよしこ/ぶん わかやましずこ/え 童心社

24 E かずくらべ 西内久典/ぶん 安野光雅/え 福音館書店

25 E かぞくってなあに? マール・フェレーロ/画 フェリシティ・ブルッ
クス/文 文化学園文化出版局

26 E カルガモゆうらんせん もとやすけいじ/著 佼成出版社

27 E かわうそモグ 小森香折/文 長谷川義史/絵 BL出版

28 E きみがいま アリスン・マギー/ぶん ピーター・レイノルズ
/え 主婦の友社

29 E 999ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村研/文 村上康成/絵 ひさかたチャイルド

30 E きょうもうれしい えがしらみちこ/作・絵 理論社

31 E きょうりゅうのおおきさってどれくらい? 大島英太郎/さく 福音館書店

32 E くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわゆみこ/作 アリス館

33 E ゴートンさんのじゃがいも 柿田ゆかり/作・絵 赤ちゃんとママ社

34 E こ〜ちょこちょ にへいたもつ/作 わたなべさとこ/絵 KADOKAWA

35 E これなんなん? くりはらたかし/作 くもん出版

36 E こんどはなにはこんでるの? スズキサトル/さく ほるぷ出版

37 E さがしてみよう!鉄道のおしごと ヤマグチアキラ/作・絵 朝日新聞出版

38 E さがしてみよう!動物園・水族館のおしごと 牧野タカシ/作・絵 朝日新聞出版

39 E さびしがりやのクニット トーベ・ヤンソン/作 渡部翠/訳 講談社

40 E さんびきのおさる あべけんじ/作 福音館書店

41 E しょうがっこうがだいすき うい/作 えがしらみちこ/絵 学研プラス

42 E しょうぎはじめました 間部香代/文 田中六大/絵 文研出版

43 E すだつきたのかわせみ 手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版

44 E せんせい 大場牧夫/ぶん 長新太/え 福音館書店

45 E ぞうのヘンリエッタさん リズ・ウォン/作・絵 石津ちひろ/訳 岩崎書店

46 E そこつ長屋 野村たかあき/文絵 柳家小三治/監修 教育画劇

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 E そらにげろ 長田真作/著 岩崎書店

48 E たいよう ステイシー・マカナルティー/原作 スティー
ビー・ルイス/絵 小学館

49 E タタタタ りとうようい/作・絵 鈴木出版

50 E ちきゅうがわれた! 田島征三/え 国広和毅/ぶん ひだまり舎

51 E チャレンジミッケ! 10 ウォルター・ウィック/作 糸井重里/訳 小学館

52 E ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所/さく 内山悠子/え 視覚デザイン研究所

53 E できるかな?かぞえてみよう1・2・3 いもとようこ/作 講談社

54 E できるかな?どうぶついえるかな いもとようこ/作 講談社

55 E てっかくん さとうめぐみ/作・絵 教育画劇

56 E どうぶつたちのナンセンス絵本 マリー・ホール・エッツ/詩・絵 こみやゆう/
訳 KTC中央出版

57 E とうもろこしつぶこさんのへんしんサロン 植垣歩子/著 佼成出版社

58 E どたんばたんおるすばん 松田奈那子/作 あかね書房

59 E ともだちタワー ケルスティン・シェーネ/文・絵 佐藤淑子/訳 パイインターナショナル

60 E とりあえずごめんなさい 五味太郎/作 絵本館

61 E とりづくし 内田麟太郎/作 石井聖岳/絵 鈴木出版

62 E とんたんイスたん 新井洋行/作・絵 大日本図書

63 E ながーいはなでなにするの? 齋藤槇/さく 福音館書店

64 E なまえのないねこ 竹下文子/文 町田尚子/絵 小峰書店

65 E ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ/文 酒井駒子/絵・訳 あすなろ書房

66 E ねこのずかん 大森裕子/作 今泉忠明/監修 白泉社

67 E ねむねむごろん たなかしん/作・絵 KADOKAWA

68 E はたけのごちそうなーんだ?くだもの すずきもも/作 有村利治/監修 アリス館

69 E ぱぱぱぱぱんつ うえだしげこ/ぶん・え 大日本図書

70 E はるとあき 斉藤倫/作 うきまる/作 小学館

71 E パンダくんのおつかい いしかわこうじ/絵・文 ポプラ社

72 E パンダのパンやさん 岡本よしろう/作・絵 金の星社

73 E ひょうたんれっしゃ 齋藤槇/作 アリス館

74 E ひをふくやまとあおいぬま 安藤美紀夫/作 長谷川知子/絵 子どもの未来社

75 E ぺったんこぷっくらこ 矢野アケミ/作 アリス館

76 E ぼくたちハダカデバネズミ 平田昌広/文 平田景/絵 汐文社

77 E ぼくとどうぶつたちのおんがくかい 山田和明/作・絵 出版ワークス

78 E ぼっちとぽっち くつしたのおはなし まつばらのりこ/さく・え 岩崎書店

79 E まくらからくま コジヤジコ/作 伊藤彰剛/絵 岩崎書店

80 E まるのおうさま 谷川俊太郎/ぶん 粟津潔/え 福音館書店

81 E みかづきちゃん うまれたよ 東君平/作 亜紀書房

82 E みず 日本地下水学会市民コミュニケーション委員会
/監修 てづかあけみ/え・ぶん

パイインターナショナル

83 E みち 五味太郎/さく 福音館書店

84 E ミツ 中野真典/著 佼成出版社

85 E ミツバチだいすき 藤原由美子/文 安井寿磨子/絵 福音館書店

86 E みんなのおねがい すとうあさえ/ぶん おおいじゅんこ/え ほるぷ出版

87 E むかしのしょうぼういまのしょうぼう 山本忠敬/さく 福音館書店

88 E もしもだるまにであったら 山田マチ/作 福島モンタ/絵 あかね書房

89 E ゆりかごのうた 北原白秋/詩 高見八重子/絵 ひさかたチャイルド

90 E ようかいむらのじごくえんそく たかいよしかず/作・絵 国土社

91 E ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン/さく こみやゆう/や
く 好学社

92 E ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ・ダランソン/文 ケルスティ・チャプレ/
絵 徳間書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 Scratchで楽しむプログラミングの教科書 北村愛実/著 犬伏雅士/監修 SBクリエイティブ

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 K007 Scratchおもしろプログラミングレシピ 倉本大資/著 和田沙央里/著 翔泳社

3 K159 「空気」を読んでも従わない  (岩波ジュニア新書) 鴻上尚史/著 岩波書店

4 K210 日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会/編著 汐文社

5 K280 知らなきゃよかった世界の大偉人展 楠木誠一郎/著 黒須高嶺/イラスト 講談社

6 K280 自分を信じた100人の男の子の物語 ベン・ブルックス/文 クイントン・ウィンター
/絵 河出書房新社

7 K289 南方熊楠 新藤悦子/文 野見山響子/画 あかね書房

8 K289 あみちゃんの魔法のことば ふじもとみさと/文 文研出版

9 K290 いま生きているという冒険 石川直樹/著 新曜社

10 K319 内戦の地に生きる  (岩波ジュニア新書) 橋本昇/著 岩波書店

11 K361 話してみたい!伝えてみたい!ニッポンのこと 2～3 荒俣宏/監修 教育画劇

12 K366 キャリア教育に活きる!仕事ファイル 14～20 小峰書店編集部/編著 小峰書店

13 K366 2030年のハローワーク 図子慧/著 KADOKAWA

14 K367 ザ・ママの研究 信田さよ子/著 新曜社

15 K375 勉強が好きじゃないけどどんどんできるようになっちゃう 石田淳/著 入江久絵/マンガ・イラスト 祥伝社

16 K375 平成日本の音楽の教科書 大谷能生/著 新曜社

17 K383 ビジュアル日本の服装の歴史 2 増田美子/監修 ゆまに書房

18 K384 できる!たのしむ!むかしのあそび 1～6 神谷明宏/監修 小峰書店

19 K386 なまはげ 小賀野実/写真・文 ポプラ社

20 K386 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ・フラワーズ/著 北川玲/訳 創元社

21 K388 日本昔ばなしのことば絵本 千葉幹夫/監修 ナツメ社

22 K388 都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎敬子/ぶん スズキテツコ/え じゃこめてい出版

23 K400 信じられない現実の大図鑑 1～2 DK社/編著 増田まもる/監訳 東京書籍

24 K404 こどもかがく絵じてん 川村康文/監修 三省堂編修所/編 三省堂

25 K404 ジュニア空想科学読本 16 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

26 K457 日本の古生物大研究 冨田幸光/監修 PHP研究所

27 K467 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ/作・絵 福岡伸一/訳 岩波書店

28 K481 たべたらうんち!  ひさかたチャイルド

29 K486 ぜんぶわかる!アリ 島田拓/著 ポプラ社

30 K486 むし  学研プラス

31 K487 奄美の森でカエルがないた 松橋利光/写真・文 アリス館

32 K489 ミッション・オオカミ・レスキュー キットソン・ジャジンカ/著 田中直樹/日本版
企画監修

ハーパーコリンズ・ジャパン

33 K491 へんてこりんな人間図鑑 岩谷圭介/文 柏原昇店/絵 キノブックス

34 K510 地下都市のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

35 K515 橋のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

36 K519 身近でできるSDGsエシカル消費 1～3 三輪昭子/著 山本良一/監修 さ・え・ら書房

37 K537 レジェンドカーずかん 小堀和則/監修 成美堂出版

38 K538 元JAXA研究員も驚いた!ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡憲隆/著 青春出版社

39 K590 ひとりでできるかな?はじめての家事 5 家庭科教育研究者連盟/編 大橋慶子/絵 大月書店

40 K616 イネという不思議な植物  (ちくまプリマー新書) 稲垣栄洋/著 筑摩書房

41 K645 竜之介先生、走る! 片野ゆか/作 高倉陽樹/絵 ポプラ社

42 K652 めぐみの森 藤原幸一/しゃしん・ぶん 新日本出版社

43 K653 きほんの木 姉崎一馬/写真 姉崎エミリー/文 アリス館

44 K653 タケの大研究 内村悦三/著 PHP研究所

45 K724 かんたんレベルアップ絵のかきかた 1 女子美術大学付属高等学校/監修 女子美術大学
付属中学校/監修 汐文社

46 K726 手塚治虫 中野晴行/文 あかね書房

47 K754 つくってあそべる!男の子のかっこいいおりがみデラックス 新宮文明/著 西東社

48 K754 名人が教えるおり紙ヒコーキ上達BOOK 戸田拓夫/著 いかだ社

49 K780 歴史を変えた50人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー/著 野中モモ/
訳 創元社

50 K780 決定版!パラリンピック大百科 1～5 小峰書店編集部/編 小峰書店

51 K780 田畑政治 佐野慎輔/文 しちみ楼/絵 小峰書店

52 K781 体育のにがてを克服!小学生の運動上達のコツ50 米田功/監修 メイツ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 K786 植村直己 岩貞るみこ/文 曽田正人/絵 講談社

54 K809 5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書  (ちくまプリマー新書) 小川仁志/著 筑摩書房

55 K837 楽しく身に付く英会話フレーズ45 こども英会話イーオンキッズ/著 読売KODOMO新
聞編集室/著 東洋館出版社

56 K901 物語は人生を救うのか  (ちくまプリマー新書) 千野帽子/著 筑摩書房

57 K911 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤倫/著 高野文子/画 福音館書店

58 K913 怪盗レッド 16 秋木真/作 しゅー/絵 KADOKAWA

59 K913 空色トパーズとあたらしい友だち あんびるやすこ/作・絵 講談社

60 K913 ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ/著 理論社

61 K913 大渋滞 いとうみく/作 いつか/絵 PHP研究所

62 K913 ソラタとヒナタ かんのゆうこ/さく くまあやこ/え 講談社

63 K913 ふでばこから空 北川チハル/作 よしざわけいこ/絵 文研出版

64 K913 月白青船山 朽木祥/作 岩波書店

65 K913 初恋まねき猫 小手鞠るい/著 岡田千晶/装画 講談社

66 K913 世界は「 」で満ちている 櫻いいよ/著 げみ/イラスト PHP研究所

67 K913 こちら妖怪お悩み相談室 清水温子/作 たごもりのりこ/絵 岩崎書店

68 K913 こんどこそは名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

69 K913 ぼくらの宝探し 宗田理/作 YUME/絵 KADOKAWA

70 K913 夕焼け色のわすれもの たかのけんいち/作 千海博美/絵 講談社

71 K913 落語少年サダキチ さん 田中啓文/作 朝倉世界一/画 福音館書店

72 K913 しまうまのたんけん トビイルツ/作・絵 PHP研究所

73 K913 山月記・李陵 中島敦/作 Tobi/絵 KADOKAWA

74 K913 徳治郎とボク 花形みつる/著 理論社

75 K913 もりのともだち、ひみつのともだち 原京子/作 高橋和枝/絵 ポプラ社

76 K913 もりのゆうびんポスト 原京子/作 高橋和枝/絵 ポプラ社

77 K913 スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田駒/著 河出書房新社

78 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 11 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

79 K913 鬼遊び 廣嶋玲子/作 おとないちあき/絵 小峰書店

80 K913 作り直し屋 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

81 K913 まじょのナニーさん 5 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

82 K913 学校の影ボスは知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

83 K913 お願い!フェアリー♥ 22 みずのまい/作 カタノトモコ/絵 ポプラ社

84 K913 トリプル★ゼロの算数事件簿 ファイル1～7 向井湘吾/作 イケダケイスケ/絵 ポプラ社

85 K913 ブランの茶色い耳 八束澄子/作 小泉るみ子/絵 新日本出版社

86 K913 おれんち、動物病院 山口理/作 岡本順/画 文研出版

87 K913 パピヨン号でフランス運河を 山下明生/作 高畠那生/絵 理論社

88 K913 今昔百鬼夜行 1、3～5 山科理絵/装画 教育画劇

89 K913 花里小吹奏楽部 1～5 夕貴そら/作 和泉みお/絵 ポプラ社

90 K914 「国語」から旅立って 温又柔/著 新曜社

91 K933 イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス/作 杉田七重/訳 小学館

92 K933 どこまでも亀 ジョン・グリーン/作 金原瑞人/訳 岩波書店

93 K933 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 4 クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

94 K933 物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー/作 ルイス・スロボドキ
ン/絵 徳間書店

95 K933 アンバー・ブラウンとブランディ ポーラ・ダンジガー/作 若林千鶴/訳 文研出版

96 K933 月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル/著 佐藤見果夢/訳 評論社

97 K933 すばらしいオズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム/作 ロバート・イ
ングペン/絵 西村書店

98 K933 王女さまのお手紙つき 11 ポーラ・ハリソン/原作 チーム151E☆/企画・
構成 学研プラス

99 K933 名探偵テスとミナ 3 ポーラ・ハリソン/作 村上利佳/訳 文響社

100 K933 天才ルーシーの計算ちがい ステイシー・マカナルティ/著 田中奈津子/訳 講談社

101 K933 たいせつな人へ マイケル・モーパーゴ/著 バルー/絵 あかね書房

102 K943 水瓶座の少女アレーア 5 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智子/訳 学研プラス

103 K953 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ/作 伏見操/訳 文研出版

- 28 -


