
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 学問のすすめ 福澤諭吉/著 道添進/編訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

2 007.1 AIに勝つ! 野村直之/著 日本経済新聞出版社

3 007.1 Excelでわかる機械学習超入門 涌井良幸/著 涌井貞美/著 技術評論社

4 007.3 超ヒマ社会をつくる 中村伊知哉/著 ヨシモトブックス

5 007.5 「超」AI整理法 野口悠紀雄/著 KADOKAWA

6 007.6 本当によくわかるWordPressの教科書 赤司達彦/著 SBクリエイティブ

7 007.6 今すぐ使えるかんたんAccess 2019 井上香緒里/著 技術評論社

8 007.6 Gitが、おもしろいほどわかる基本の使い方33 大串肇/共著 久保靖資/共著 エムディエヌコーポレーショ
ン

9 007.6 ゼロからわかるAmazon Web Services超入門 大澤文孝/著 技術評論社

10 007.6 今すぐ使えるかんたんノートパソコン入門 門脇香奈子/著 技術評論社

11 007.6 今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

12 007.6 イラストで学ぶヒューマンインタフェース 北原義典/著 講談社

13 007.6 トコトンやさしい組込みシステムの本 坂巻佳壽美/著 日刊工業新聞社

14 007.6 Angular超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

15 007.6 データマイニングエンジニアの教科書 森下壮一郎/編著 水上ひろき/著 シーアンドアール研究所

16 007.6 絵で見てわかるITインフラの仕組み 山崎泰史/著 三縄慶子/著 翔泳社

17 010.4 生きるための図書館  (岩波新書 新赤版） 竹内哲/著 岩波書店

18 014.6 図書館のための簡単な本の修理 高岡容子/原案・監修 少年写真新聞社

19 019 なぜ本を踏んではいけないのか 齋藤孝/著 草思社

20 019.1 本は読んだらすぐアウトプットする! 齋藤孝/著 興陽館

21 019.1 読書の教科書 渡辺知明/著 芸術新聞社

22 019.5 ひとりでよめたよ!幼年文学おすすめブックガイド200 大阪国際児童文学振興財団/編 評論社

23 019.5 子どもの本のもつ力 清水真砂子/著 大月書店

24 019.9 まなの本棚 芦田愛菜/著 小学館

25 019.9 書物のエスプリ 山田登世子/著 藤原書店

26 023 ベストセラー伝説  (新潮新書） 本橋信宏/著 新潮社

27 070.2 新聞という病 門田隆将/著 産経新聞出版

28 070.2 報道事変  (朝日新書） 南彰/著 朝日新聞出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 130 教養として学んでおきたい哲学  (マイナビ新書） 岡本裕一朗/著 マイナビ出版

2 135.5 定義集 アラン/著 森有正/訳 みすず書房

3 140 高校生に知ってほしい心理学 宮本聡介/編著 伊藤拓/編著 学文社

4 141.3 なぜイヤな記憶は消えないのか  (角川新書） 榎本博明/著 KADOKAWA

5 141.6 「面白い!」のつくり方 岩下智/著 CCCメディアハウス

6 141.6 喪失学  (光文社新書） 坂口幸弘/著 光文社

7 141.7 しかけは世界を変える!! 松村真宏/著 東京ニュース通信社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 146.8 いつも自分のせいにする罪悪感がすーっと消えてなくなる本 根本裕幸/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

9 159 人生の正解  (幻冬舎新書） 勢古浩爾/著 幻冬舎

10 159 時間術大全 ジェイク・ナップ/著 ジョン・ゼラツキー/著 ダイヤモンド社

11 159 ハッタリの流儀 堀江貴文/著 幻冬舎

12 159.4 自分を動かすスイッチの入れ方 鈴木淳/著 枻出版社

13 159.4 休み方改革 東松寛文/著 田中正秀/監修 徳間書店

14 159.4 不登校だった私が売れっ子Webライターになれた仕事術 山口恵理香/著 自由国民社

15 159.8 100年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤孝/著 アスコム

16 160 社会人として必要な世界の宗教のことが3時間でざっと学べる 池上彰/著 KADOKAWA

17 169.1 オウム真理教偽りの救済 瀬口晴義/著 集英社クリエイティブ

18 181.4 地獄めぐり  (講談社現代新書） 加須屋誠/著 講談社

19 188.5 出羽三山 出羽三山神社/著 小学館

20 188.5 訳注即身成仏義 松長有慶/著 春秋社

21 188.8 一日一戒良寛さん 枡野俊明/著 自由国民社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 歴史書の愉悦 藤原辰史/編 ナカニシヤ出版

2 209 覇権の世界史 宮崎正勝/著 河出書房新社

3 209.7 沈黙の子どもたち 山崎雅弘/著 晶文社

4 211 日本人はなぜ「頼む」のか  (ちくま新書） 白川部達夫/著 筑摩書房

5 214 世界史のなかの蒙古襲来 宮脇淳子/著 扶桑社

6 215 それ、時代ものにはNGです 2 若桜木虔/著 叢文社

7 217.6 金ピカ時代の日本人 須田慎太郎/写真と文 バジリコ

8 217.7 令和を生きる  (幻冬舎新書） 半藤一利/著 池上彰/著 幻冬舎

9 219.3 新発見!江戸城を歩く  (祥伝社新書） 黒田涼/著 祥伝社

10 219.3 うつくしの街川越 山野清二郎/監修 松尾鉄城/監修 一色出版

11 222.0 三国志の真実  洋泉社

12 222.0 三国志の考古学 関尾史郎/著 東方書店

13 289.1 座右の銘はない 石毛直道/著 日本経済新聞出版社

14 289.1 そのうちなんとかなるだろう 内田樹/著 マガジンハウス

15 289.1 澁澤榮一 澁澤秀雄/著 時事通信出版局

16 289.1 渋沢栄一  (幻冬舎新書） 今井博昭/著 幻冬舎

17 289.1 天草島原一揆後を治めた代官鈴木重成 田口孝雄/著 弦書房

18 289.1 橘諸兄 中村順昭/著 吉川弘文館

19 289.1 徳川斉昭 永井博/著 山川出版社

20 289.2 曹操 三国志学会/監修 山川出版社

21 290.9 絶景で巡る世界の花 アトリエタビト/編 梅原トシカヅ/編 ダイヤモンド・ビッグ社

22 290.9 地球の歩き方 A12 フィレンツェとトスカーナ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

23 290.9 地球の歩き方 D15 中央アジア サマルカンドとシルクロードの国々 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

24 290.9 地球の歩き方 E07 モロッコ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

25 290.9 一度死んだ僕の、車いす世界一周 三代達也/著 光文社

26 290.9 地図にない国を行く 宮崎正弘/著 海竜社

27 291 ネオジパング 高橋歩/編著 EXILE ÜSA/編著 A-Works

28 291 英語で紹介する日本 松本美江/著 ナツメ社

29 291.0 青春18きっぷで行こう  '19〜'20  JTBパブリッシング

30 291.0 青春18きっぷパーフェクトガイド 2019-2020 谷崎竜/著 イカロス出版

31 291.0 廃城をゆくベスト100城  イカロス出版

32 291.0 道の駅完全ガイドブック 2019-20  コスミック出版

33 291.0 定期便でいく豪華フェリー船旅ガイド 2019〜2020  笠倉出版社

34 291.0 鳥瞰図で楽しむ日本百名山 2019  成美堂出版

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 291.0 廃線探訪入門 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

36 291.0 日本百名山・世界遺産の山詳細ルートガイド  枻出版社

37 291.2 会津・磐梯 喜多方・大内宿 2019 (まっぷるマガジン）  昭文社

38 291.3 一日乗車券でめぐる東京さんぽ  JTBパブリッシング

39 291.3 るるぶ群馬  '20  JTBパブリッシング

40 291.4 るるぶ石川  '20  JTBパブリッシング

41 291.5 古地図で楽しむ信州 笹本正治/編著 風媒社

42 291.5 東海道・中山道 新田時也/編著 志田威/著 静岡新聞社

43 291.6 京都  実業之日本社

44 291.6 城崎・天橋立  '20 (まっぷるマガジン）  昭文社

45 291.8 るるぶ徳島鳴門祖谷渓 2019  JTBパブリッシング

46 292.0 シニアひとり旅  (平凡社新書） 下川裕治/著 平凡社

47 292.2 るるぶ上海・蘇州 2019  JTBパブリッシング

48 292.5 スリランカトラベルブック 中永美津代/著 Tea Time編集部/編集 サンサンサン

49 295.3 るるぶロサンゼルス 2019  JTBパブリッシング

50 297.6 ホノルル  '20 (まっぷるマガジン）  昭文社

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302 あらためて学ぶ日本と世界の現在地 石山哲也/編著 加藤博章/編著 千倉書房

2 302.2 知りたくなる韓国 新城道彦/著 浅羽祐樹/著 有斐閣

3 302.2 パレスチナのちいさないとなみ 高橋美香/文・写真 皆川万葉/文 かもがわ出版

4 302.5 大分断 タイラー・コーエン/著 池村千秋/訳 NTT出版

5 302.5 専門知は、もういらないのか トム・ニコルズ/著 高里ひろ/訳 みすず書房

6 302.6 チリを知るための60章 細野昭雄/編著 工藤章/編著 明石書店

7 304 知らないと恥をかく世界の大問題 10 (角川新書） 池上彰/著 KADOKAWA

8 304 バッシング論  (新潮新書） 先崎彰容/著 新潮社

9 304 民主主義は不可能なのか? 宮台真司/著 苅部直/著 読書人

10 304 同調圧力  (角川新書） 望月衣塑子/著 前川喜平/著 KADOKAWA

11 309.0 闘わなければ社会は壊れる 今野晴貴/編 藤田孝典/編 岩波書店

12 311.2 ハンナ・アーレント  (ちくま新書） 森分大輔/著 筑摩書房

13 312.1 安倍「一強」の秘密 石橋文登/著 飛鳥新社

14 312.1 昭和政争 1 中村慶一郎/著 講談社

15 312.1 「言葉」で読み解く平成政治史 西田亮介/著 千倉書房

16 312.1 政治を選ぶ力  (文春新書） 橋下徹/著 三浦瑠麗/著 文藝春秋

17 312.1 武器としての世論調査  (ちくま新書） 三春充希/著 筑摩書房

18 315.1 秘録・自民党政務調査会 田村重信/著 講談社

19 316.1 人権の世界地図 Andrew Fagan/著 長島隆/監訳 丸善出版

20 316.4 ジハードと死 オリヴィエ・ロワ/著 辻由美/訳 新評論

21 316.8 ウイグル人に何が起きているのか  (PHP新書） 福島香織/著 PHP研究所

22 317.3 国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校EYE/編 中央経済社

23 318 総合計画を活用した行財政運営と財政規律 鈴木洋昌/著 公人の友社

24 318 岐路に立つ指定管理者制度 松本茂章/編著 中川幾郎/ほか著 水曜社

25 318.1 広域連携の仕組み 木村俊介/著 第一法規

26 318.1 法務に強くなる!レベルアップ地方自治法解説 田村達久/著 第一法規

27 318.2 地域のガバナンスと自治 田中義岳/著 東信堂

28 318.3 日本一おかしな公務員 山田崇/著 日本経済新聞出版社

29 318.6 創造社会の都市と農村 佐々木雅幸/総監修 敷田麻実/編 水曜社

30 319 「いいね!」戦争 P.W.シンガー/著 エマーソン・T.ブルッキング
/著 NHK出版

31 319 地球社会と共生 福島安紀子/著 明石書店

32 319.1 イチから分かる北方領土 北海道新聞社/著 北海道新聞社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 319.2 チャイナスタンダード 朝日新聞取材班/著 朝日新聞出版

34 319.3 「帝国」ロシアの地政学 小泉悠/著 東京堂出版

35 319.8 ナガサキ スーザン・サザード/著 宇治川康江/訳 みすず書房

36 319.8 どうすれば戦争はなくなるのか 寺田俊郎/著 現代書館

37 320.4 僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤研一郎/著 大和書房

38 323.3 ヨーロッパ憲法論 ユルゲン・ハーバーマス/著 三島憲一/訳 法政大学出版局

39 324.6 キッチリけりがつく離婚術 西村隆志/著 山岡慎二/著 東邦出版

40 324.7 Before/After相続法改正 潮見佳男/編著 窪田充見/編著 弘文堂

41 324.7 女性が備えるべき3つの相続 高山亜由美/著 近代セールス社

42 324.7 もしもの時の手続き・相続完全ガイド 野谷邦宏/著 前田康行/ほか監修
クロスメディア・パブリッシ
ング

43 324.7 相続ハンドブック 比留田薫/監修 岡田茂朗/監修 主婦の友社

44 324.7 家族でもめないための公正証書遺言のすすめ 堀川末子/著 自由国民社

45 324.7 顧問税理士ならこれだけは知っておきたい相続法改正Q&A 蓑毛誠子/編著 坂田真吾/編著 中央経済社

46 324.7 死後事務委任契約の実務 吉村信一/著 税務経理協会

47 324.8 大家さんのための賃貸トラブル解決法 飯野たから/著 横山正夫/監修 自由国民社

48 324.8 もしもに備える財産管理家族信託のツボとコツ トリニティグループ/著 秀和システム

49 324.8 すぐに役立つ財産管理<信託・成年後見・遺言>の法律知識と活用法 松岡慶子/監修 三修社

50 324.8 世界一やさしい家族信託 山田愼一/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

51 325.2 「合同会社」設立・運営のすべて 神崎満治郎/著 中央経済社

52 326.3 犯罪学入門 小林良樹/著 慶應義塾大学出版会

53 326.5 余命3年社長の夢 小澤輝真/著 あさ出版

54 326.8 特別刑法入門 2 安冨潔/著 慶應義塾大学出版会

55 327.2 民事裁判入門  (講談社現代新書） 瀬木比呂志/著 講談社

56 327.6 刑事弁護人  (講談社現代新書） 亀石倫子/著 新田匡央/著 講談社

57 327.8 少年犯罪はどのように裁かれるのか。 須藤明/著 合同出版

58 329.6 ある「BC級戦犯」の手記 冬至堅太郎/著 山折哲雄/編 中央公論新社

59 329.9 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井弘行/著 セルバ出版

60 330 全国民が読んだら歴史が変わる奇跡の経済教室 戦略編 中野剛志/著 ベストセラーズ

61 330.4 デフレーミング戦略 高木聡一郎/著 翔泳社

62 331.5 解読ウェーバー 橋本努/著 講談社

63 331.8 繁栄のパラドクス クレイトン・M.クリステンセン/著 エフォサ・
オジョモ/著

ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

64 332.0 資本主義はどこに向かうのか 堀内勉/編著 小泉英明/編著 日本評論社

65 332.0 長期停滞の資本主義 本田浩邦/著 大月書店

66 332.0 欲望の資本主義 3
丸山俊一/著 NHK「欲望の資本主義」制作
班/著 東洋経済新報社

67 332.1 日本のマクロ経済政策  (岩波新書 新赤版） 熊倉正修/著 岩波書店

68 332.9 地域経済循環分析の手法と実践 日本政策投資銀行/著 価値総合研究所/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

69 333.6 国際経済法 中川淳司/著 清水章雄/著 有斐閣

70 334.3 移民とAIは日本を変えるか 翁邦雄/著 慶應義塾大学出版会

71 334.3 未来の地図帳  (講談社現代新書） 河合雅司/著 講談社

72 334.4 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ/著 大月書店

73 335 創発型責任経営 國部克彦/著 西谷公孝/著 日本経済新聞出版社

74 335 世界一やさしいフリーランスの教科書1年生 高田ゲンキ/著 ソーテック社

75 335 個人事業のはじめ方がすぐわかる本  '19〜'20年版 ヒューマン・プライム/著 成美堂出版

76 335.0 さらば!サラリーマン  (文春新書） 溝口敦/著 文藝春秋

77 335.1 見・聞・録による石橋正二郎伝 大坪檀/著 静岡産業大学/編 静岡新聞社

78 335.1 声に出して読む渋沢栄一「論語と算盤」 齋藤孝/著 悟空出版

79 335.1 経営者の孤独。 土門蘭/著 ポプラ社

80 335.1 「未来市場」のつくり方 中原雄司/著 東洋経済新報社

81 335.1 日本経営哲学史  (ちくま新書） 林廣茂/著 筑摩書房

82 335.2 共創アジア 中日新聞社経済部/編 中日新聞社

83 335.2 10年後のGAFAを探せ 日経ビジネス/編 日経BP
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 335.2 100年企業強さの秘密 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社

85 335.3 急成長のメカニズム 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

86 335.3 社長に事業承継の話を切り出すための本 半田道/著 中央経済社

87 335.3 ファミリービジネス：MBA講座 明治大学ビジネススクール/編 同文舘出版

88 335.7 行政とデザイン アンドレ・シャミネー/著 白川部君江/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

89 335.8 NPOと労働法 渋谷典子/著 晃洋書房

90 336 実践!!業務委託契約書審査の実務 出澤総合法律事務所/編 牛山琢文/ほか著 学陽書房

91 336 プロジェクトリーダー実践教本 伊藤大輔/著 日本実業出版社

92 336 成長企業はなぜ、OKRを使うのか? ピョートル・フェリクス・グジバチ/著 プロノ
イア・グループ/監修 ソシム

93 336 フォーカス戦略 サンジェイ・コスラ/著 モハンバー・ソーニー
/著 東洋経済新報社

94 336 最高の結果を出す目標達成の全技術 三谷淳/著 日本実業出版社

95 336.1 2030経営ビジョンのつくりかた 時吉康範/編著 坂本謙太郎/編著 日本経済新聞出版社

96 336.1 明日の会議ですぐ効く伝わる数字の使い方 堀口智之/著 日経HR

97 336.1 本業転換 山田英夫/著 手嶋友希/著 KADOKAWA

98 336.1 Outside Insight ヨーン・リーセゲン/著 坂口恵/訳 ダイヤモンド社

99 336.2 仕事ごっこ 沢渡あまね/著 技術評論社

100 336.2 今すぐできて成果が上がる最強の職場改善 坂本松昭/著 きずな出版

101 336.3 リーダーのためのSWOT分析 金田博之/著 すばる舎リンケージ

102 336.3 社内規程立案の手引き 外山秀行/著 中央経済社

103 336.3 「未来のチーム」の作り方 藤村能光/著 扶桑社

104 336.3 モンスター組織 リブ・コンサルティング/著 権田和士/監修 実業之日本社

105 336.4 基本と実務がよくわかる小さな会社の給与計算と社会保険 19-20年版 青木茂人/著 今和弘/著 ナツメ社

106 336.4 就業規則・給与規程の決め方・運用の仕方 荻原勝/著 産労総合研究所出版部経営書
院

107 336.4 上司が萎縮しないパワハラ対策 加藤貴之/著 日本法令

108 336.4 会社成長のカギは外国人材の活躍だ! グローバル人材キャリア支援協会/編 双葉社

109 336.4 誰も教えてくれなかった超人気研修講師になる法 白戸三四郎/著 同文舘出版

110 336.4 フルキャリマネジメント 武田佳奈/著 東洋経済新報社

111 336.4 朝礼・会議で使える田中真澄の61話 田中真澄/著 ぱるす出版

112 336.4 外国人スタッフ雇用のための社会保険・労働法ガイド 渡慶次佳朗/著 秀和システム

113 336.4 一人でも部下がいる人のためのほめ方の教科書 中村早岐子/著 西出ひろ子/監修 かんき出版

114 336.4 多様性で人材格差を乗り越える 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

115 336.4 愛されて仕事ができる人の「対応力」 西真理子/著 PHP研究所

116 336.4 さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン 能町光香/著 大和書房

117 336.4 Think CIVILITY クリスティーン・ポラス/著 夏目大/訳 東洋経済新報社

118 336.4 さりげなく「感じのいい」人 山崎武也/著 三笠書房

119 336.4 連鎖退職 山本寛/著 日本経済新聞出版社

120 336.4 20字に削ぎ落とせ リップシャッツ信元夏代/著 朝日新聞出版

121 336.5 書く技術・伝える技術 倉島保美/著 あさ出版

122 336.5 稼ぐAI 中西崇文/著 朝日新聞出版

123 336.8 図解!本気の製造業「原価計算」実務入門 吉川武文/著 王子経営研究会/編 日刊工業新聞社

124 336.9 勘定科目統一の実務 KPMG あずさ監査法人アカウンティングアドバ
イザリーサービス/編 中央経済社

125 336.9 英文会計が基礎からわかる本 清村英之/著 同文舘出版

126 336.9 いちばんわかりやすいはじめての経理入門 柴山政行/著 成美堂出版

127 336.9 現場力がUPする課長の会計強化書 千代田邦夫/著 中央経済社

128 336.9 「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書 西山茂/著 東洋経済新報社

129 336.9 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事  '19〜'20年版 堀江國明/著 島田一種/著 成美堂出版

130 338.1 ローソク足チャートで勝てる買い方・売り方 伊藤智洋/著 ナツメ社

131 338.1 スタートアップ投資ガイドブック 小川周哉/編著 竹内信紀/編著 日経BP

132 338.1 はじめての資産運用 新屋真摘/著 成美堂出版

133 338.1 賢く稼ぐコツがわかる!株のはじめ方 日根野健/著 足立武志/著 ナツメ社

134 338.1 人生100年時代!一番やさしい失敗しない投資入門 矢久仁史/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

135 338.1 投資大全黄金のルール 頼藤太希/監修 高山一恵/監修 枻出版社

136 338.6 信用保証制度を活用した創業支援 家森信善/編著 中央経済社

137 338.8 97.7%の人が儲けている投資の成功法則 伊井哲朗/著 日本実業出版社

138 338.9 チャートで攻略するFXのはじめ方 秋田洋徳/著 ナツメ社

139 339.4 最新生命保険の基本と仕組みがよ〜くわかる本 石橋知也/著 秀和システム

140 339.4 がんとがん保険 佐々木光信/著 保険毎日新聞社

141 345.3 所得税入門の入門 令和元年度版 藤本清一/著 税務研究会出版局

142 345.5 Q&Aで理解する!個人版事業承継税制の仕組みと手続き 北澤淳/編著 山田&パートナーズ/監修 税務研究会出版局

143 345.5 相続税の常識 小池正明/著 税務経理協会

144 345.5 これならわかる新しい事業承継の税務と対策 さくら綜合事務所/著 日本実業出版社

145 345.5 絶対に知らないとヤバイ!生前贈与の手続きの進め方 柴崎貴子/著 房野和由/著 彩図社

146 345.5 いちばんわかりやすい!相続税の税務調査対応のすべて チェスター/監修 エッサム/著 あさ出版

147 349.3 自治体財政健全化法のしくみと運営 小西砂千夫/著 学陽書房

148 361.1 ゾンビの小哲学 マキシム・クロンブ/著 武田宙也/訳 人文書院

149 361.4 会話が苦手な人のためのすごい伝え方 井上裕之/著 きずな出版

150 361.4 アドラーに学ぶ“人のためにがんばり過ぎない”生き方 桑原晃弥/著 WAVE出版

151 361.4 ハーバードの日本人論  (中公新書ラクレ） 佐藤智恵/著 アレクサンダー・ザルテン/
述 中央公論新社

152 361.4 大事なことは3語で伝えなさい 野口敏/著 PHP研究所

153 361.4 対話をデザインする  (ちくま新書） 細川英雄/著 筑摩書房

154 361.4 神トーーク 星渉/著 KADOKAWA

155 361.5 日本文化を語る 竹内佐和子/著 淡交社

156 361.7 アーバンカルチャーズ 岡井崇之/編 晃洋書房

157 361.8 部落差別解消推進法を学ぶ 奥田均/著 解放出版社

158 361.8 差別と弾圧の事件史 筒井功/著 河出書房新社

159 362.0 資本主義に未来はあるか イマニュエル・ウォーラーステイン/著 ランド
ル・コリンズ/著 唯学書房

160 362.1 日本社会のしくみ  (講談社現代新書） 小熊英二/著 講談社

161 364.3 社会保険の実務相談 令和元年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

162 364.5 労働保険の実務相談 令和元年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

163 364.6 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A 2019年6月改訂版 服部営造/著 服部年金企画/監修 ビジネス教育出版社

164 365.3 マンションの終活を考える 浅見泰司/編著 齊藤広子/編著 プログレス

165 365.3 必携!認知症の人にやさしいマンションガイド 日本意思決定支援推進機構/監修 クリエイツかもがわ

166 365.3 マンション管理の知識 令和元年度版 マンション管理センター/編著 マンション管理センター

167 366.1 労働基準法の実務相談 令和元年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

168 366.2 自分と社会からキャリアを考える 安達智子/著 晃洋書房

169 366.2 あなたは何で食べてますか? 有北雅彦/著 太郎次郎社エディタス

170 366.2 “投資”に踏み出せない人のための「不労所得」入門 加谷珪一/著 イースト・プレス

171 366.2 定年前後の知らなきゃ損する手続き得ガイド 土屋信彦/著 アニモ出版

172 366.2 経営コンサルタントが伝えたい納得できる良い会社の選び方 日沖健/著 産業能率大学出版部

173 366.2 副業は「趣味と特技」で楽しく稼ぐ 藤木俊明/著 新講社

174 366.2 発達障害の人が働くときに知っておきたい10の基本 宮尾益知/著 河出書房新社

175 366.3 がんと共に生き、考え、働く 石川邦子/著 方丈社

176 366.3 なぜ共働きも専業もしんどいのか  (PHP新書） 中野円佳/著 PHP研究所

177 366.3 新・ワーママ入門 堀江敦子/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

178 366.3 LGBTIの雇用と労働 三成美保/編著 晃洋書房

179 367.1 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 佐藤文香/監修 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ
生一同/著 明石書店

180 367.2 日本の天井 石井妙子/著 KADOKAWA

181 367.2 女に生まれてモヤってる! ジェーン・スー/著 中野信子/著 小学館

182 367.3 イラストでわかる怒らずのばす育て方 篠真希/著 モチコ/イラスト 池田書店

183 367.3 気づけない毒親 高橋リエ/著 毎日新聞出版

184 367.5 よかれと思ってやったのに 清田隆之/著 晶文社

185 367.5 リア王症候群(シンドローム)にならない 齋藤孝/著 徳間書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

186 367.6 セルフネグレクトと父親 石川瞭子/編著 青弓社

187 367.7 2000万円もってないオレたちはどう生きるか 岡久/著 日本ライフシフト研究会/著 自由国民社

188 367.7 65歳超入門 川越雄一/著 産業能率大学出版部

189 367.7 ひとり老後、賢く楽しむ 岸本葉子/著 文響社

190 367.7 老いる前の整理はじめます! コンシューマーズ京都/監修 西山尚幸/編
著 クリエイツかもがわ

191 367.7 必勝!!終活塾 高橋泰源/著 双葉社

192 367.7 すぐわかる!ジェロントロジー 日本応用老年学会検定委員会/編著 社会保険出版社

193 367.9 はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり 「なくそう!SOGIハラ」実行委員会/編 大月書店

194 367.9 新宿二丁目  (新潮新書） 伏見憲明/著 新潮社

195 369.1 ひとりひとりの福祉用具 市川洌/筆 日本工業出版

196 369.1 対人援助の現場で使える質問する技術便利帖 大谷佳子/著 翔泳社

197 369.2 追体験 霧晴れる時 青木聖久/著 ペンコム

198 369.2 高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本 太田差惠子/著 翔泳社

199 369.2 親を老人ホームに入れようと思ったときに読む本 小嶋勝利/著 海竜社

200 369.2 安全な介護に役立つよくわかる拘縮ケア 佐々木静枝/監修 宮澤貴之/監修 池田書店

201 369.2 じゃあ、どうしろって言うのさ! スーザン・シーハン/著 西尾祐吾/監訳 晃洋書房

202 369.2 障害福祉事業者のための障害福祉サービスと申請手続きマニュアル 若林美佳/監修 三修社

203 369.2 看取り犬・文福の奇跡 若山三千彦/著 東邦出版

204 369.3 止まった刻(とき) 検証・大川小事故 河北新報社報道部/著 岩波書店

205 369.3 地図から読み解く自然災害と防災<減災> 酒井多加志/著 近代消防社

206 369.3 ドキュメント豪雨災害 谷山宏典/著 山と溪谷社

207 369.3 在米被爆者 松前陽子/著 潮出版社

208 370.4 「ふつうの子」なんて、どこにもいない 木村泰子/著 家の光協会

209 370.4 年中夢求 平岡和徳/著 井芹貴志/編集・構成 内外出版社

210 370.4 学校の面白いを歩いてみた。 前屋毅/著 エッセンシャル出版社

211 370.4 「学校」を生きる人々のナラティヴ 山本智子/編著 ミネルヴァ書房

212 371.4 いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100 岩田美香/編著 高良麻子/編著 生活書院

213 373.2 教育委員会の活性化 小野元之/著 悠光堂

214 375.3 アニマシオンで道徳 岩辺泰吏/編著 読書のアニマシオン研究会/編
著 かもがわ出版

215 375.6 未来を生き抜く力を育むキャリア教育 キャリア講座推進プロジェクト/編著 学事出版

216 376.1 スウェーデンの保育園に待機児童はいない 久山葉子/著 東京創元社

217 376.1 卒対を楽しくラクに乗り切る本 長島ともこ/編著 厚有出版

218 376.3 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ/著 新潮社

219 376.8 栄養学部 佐藤成美/著 ぺりかん社

220 376.8 大学の学部・学科が一番よくわかる本 四谷学院進学指導部/編著 アーク出版

221 377.1 海外で研究者になる  (中公新書） 増田直紀/著 中央公論新社

222 378.6 知的障害の若者に大学教育を ゆたかカレッジ/編著 長谷川正人/編著 クリエイツかもがわ

223 378.8 障がいのある子を育てるのが楽になる本 川岸恵子/著 現代書林

224 378.8 これでわかる学習障がい 小池敏英/監修 奥住秀之/監修 成美堂出版

225 379.7 やってはいけない暗記術 石井貴士/著 きずな出版

226 379.7 最高のアウトプットができるスゴイ!学び方 山崎拓巳/著 かんき出版

227 379.9 3歳からできるお片づけ習慣 伊東裕美/著 日本実業出版社

228 379.9 ルポ教育虐待 おおたとしまさ/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

229 379.9 小学生の子が勉強にハマる方法 菊池洋匡/著 秦一生/著 実務教育出版

230 379.9 思いどおりになんて育たない アリソン・ゴプニック/著 渡会圭子/訳 森北出版

231 379.9 HSCを守りたい 斎藤暁子/著 風鳴舎

232 379.9 東大ママのラク&サボでも「できる子」になる育児法 杉山奈津子/著 朝日新聞出版

233 379.9 父親が知らないとマズイ「女の子」の育て方 高橋博/著 秀和システム

234 379.9 敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本 長岡真意子/著 秀和システム

235 379.9 世界で活躍する子の<英語力>の育て方 船津徹/著 大和書房

236 379.9 10歳までに身につけたい子どもが一生困らないお金のルール 三浦康司/著 青春出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

237 379.9 将来の学力・コミュ力は10歳までの「言葉かけ」で決まる 水橋史希子/著 コスモ21

238 380.4 死者の民主主義 畑中章宏/著 トランスビュー

239 382.1 江戸入門 山本博文/監修 河出書房新社

240 383.1 アンティーク着物万華鏡 岩田ちえ子/スタイリング 中村圭子/編著 河出書房新社

241 383.1 世界の民族衣装図鑑 文化学園服飾博物館/編著 ラトルズ

242 383.5 脱毛の歴史 レベッカ・M.ハージグ/著 飯原裕美/訳 東京堂出版

243 383.5 おしゃれ文化史 ポーラ文化研究所/編著 秀明大学出版会

244 383.8 食べられる虫ハンドブック 内山昭一/監修 21世紀の食調査班/編 自由国民社

245 383.8 昆虫食と文明 デイビッド・ウォルトナー=テーブズ/著 片岡
夏実/訳 築地書館

246 383.8 下戸の夜 本の雑誌編集部下戸班/編 本の雑誌社

247 383.8 酒の日本文化史 横田弘幸/著 敬文舎

248 384.3 明治・大正・昭和日本人のアジア観光 小牟田哲彦/著 草思社

249 384.3 鳥羽・志摩の海女 塚本明/著 吉川弘文館

250 387.9 魔除けの民俗学 常光徹/著 KADOKAWA

251 388.1 日本現代怪異事典副読本 朝里樹/著 笠間書院

252 388.2 木霊の精になったアシマ 張麗花/編訳 高明/編訳 冨山房インターナショナル

253 389 めぐりながれるものの人類学 石井美保/著 青土社

254 391 民間人のための戦場行動マニュアル S&T OUTCOMES/著 川口拓/著 誠文堂新光社

255 391.4 南方からの帰還 増田弘/著 慶應義塾大学出版会

256 391.6 武器になる情報分析力 上田篤盛/著 並木書房

257 392.1 自衛隊2.0 自衛隊2.0編集部/著 双葉社

258 394 やっぱり食べたい!自衛隊ごはん  イカロス出版

259 397.9 戦艦大和と一万二百個の握り飯 青山智樹/著 柏書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.5 科学技術の現代史  (中公新書） 佐藤靖/著 中央公論新社

2 404 ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース/著イラスト 前
田まゆみ/訳 創元社

3 404 ズーム・イン・ユニバース ケイレブ・シャーフ/著 ロン・ミラー/イラス
トレーション みすず書房

4 405 150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか 瀧澤美奈子/著 ベレ出版

5 407 QuizKnock Lab 須貝駿貴/著 KADOKAWA

6 410 ジュニア数学オリンピック 2015-2019 数学オリンピック財団/編 亀書房

7 410 AI時代を切りひらく算数 芳沢光雄/著 日本評論社

8 410.4 日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允/著 朝日新聞出版

9 410.4 幸せをつかむ数式 オスカー・E.フェルナンデス/著 藤原多伽夫/
訳 化学同人

10 410.7 ハートの女王とマハラジャの対決 坂井公/著 斉藤重之/イラスト 日経サイエンス

11 411.7 天才ガロアの発想力 小島寛之/著 技術評論社

12 412 数の女王 川添愛/著 東京書籍

13 413.5 高校数学でわかる複素関数  (ブルーバックス） 竹内淳/著 講談社

14 415.7 トポロジー入門  (ブルーバックス） 都筑卓司/著 講談社

15 417 RとStanではじめるベイズ統計モデリングによるデータ分析入門 馬場真哉/著 講談社

16 421 ディープラーニングと物理学 田中章詞/著 富谷昭夫/著 講談社

17 421.3 量子論のすべて  ニュートンプレス

18 423 プリンシピア 第1～2編 (ブルーバックス） アイザック・ニュートン/著 中野猿人/
訳・注 講談社

19 440 宇宙大図鑑200  ニュートンプレス

20 442.3 星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野裕明/著 榎本司/著 誠文堂新光社

21 444 太陽は地球と人類にどう影響を与えているか  (光文社新書） 花岡庸一郎/著 光文社

22 446 月と暮らす。 藤井旭/著 誠文堂新光社

23 449.3 友引が最高! 能津万喜/著 自由国民社

24 455.1 日本列島のしくみ見るだけノート 鎌田浩毅/監修 宝島社

25 457 リアルサイズ古生物図鑑 中生代編 土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修 技術評論社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 457.8 消えた巨大生物 エマニュエル・グルンドマン/著 ピエール=オ
リヴィエ・アントワーヌ/著

日経ナショナルジオグラ
フィック社

27 457.8 恐竜まみれ 小林快次/著 新潮社

28 457.8 「もしも恐竜がいたら?」図鑑 小林快次/監修 宝島社

29 457.8 NHKスペシャル恐竜超世界 NHKスペシャル「恐竜超世界」制作班/編著 小
林快次/監修

日経ナショナルジオグラ
フィック社

30 457.8 新説恐竜学 平山廉/著 カンゼン

31 457.8 恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常 真鍋真/著 ブックマン社

32 462.1 礼文・利尻 杣田美野里/著 宮本誠一郎/著 北海道新聞社

33 467.3 進化で読み解くバイオインフォマティクス入門 長田直樹/著 森北出版

34 467.5 もうすぐいなくなります 池田清彦/著 新潮社

35 469.4 王家の遺伝子  (ブルーバックス） 石浦章一/著 講談社

36 469.4 文化がヒトを進化させた ジョセフ・ヘンリック/著 今西康子/訳 白揚社

37 471.3 植物の生きる「しくみ」にまつわる66題  (サイエンス・アイ新書） 田中修/著 SBクリエイティブ

38 475 コケはなぜに美しい  (NHK出版新書） 大石善隆/著 NHK出版

39 475 「コケ旅」へ行こう! 産業編集センター/編 産業編集センター

40 475 コケの国のふしぎ図鑑 左木山祝一/著 エクスナレッジ

41 480.3 わけあってこの名前 いずもりよう/著 アマナ ネイチャー&サイエン
ス/編 竹書房

42 480.7 るるぶにっぽんの水族館 2019  JTBパブリッシング

43 481.1 くらべる骨格動物図鑑 川崎悟司/著 大渕希郷/監修 新星出版社

44 481.7 生き物の死にざま 稲垣栄洋/著 草思社

45 481.9 図解身近にあふれる「危険な生物」が3時間でわかる本 西海太介/著 明日香出版社

46 486 デジタルカメラで昆虫観察 海野和男/著 誠文堂新光社

47 486 癒しの虫たち 川邊透/著 前畑真実/著 repicbook

48 486.1 手すりの虫観察ガイド とよさきかんじ/著 文一総合出版

49 486.6 象虫 小檜山賢二/著 講談社

50 486.6 不思議だらけカブトムシ図鑑 小島渉/著 じゅえき太郎/絵 彩図社

51 486.6 とんでもない甲虫 丸山宗利/著 福井敬貴/著 幻冬舎

52 486.7 超危険!スズメバチLIFE 丸沢丸/著 講談社

53 488.2 にっぽんのスズメと野鳥仲間 中野さとる/写真 カンゼン

54 489.4 飛べ!ムササビ 熊谷さとし/著 文一総合出版

55 489.5 アザラシの赤ちゃん 小原玲/著 講談社ビーシー

56 489.5 Panda Love エイミー・ビターリ/著 市前奈美/訳 産業編集センター

57 489.6 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいシャチ図鑑 水口博也/編著 誠文堂新光社

58 489.8 キリン解剖記 郡司芽久/著 ナツメ社

59 490.1 最良の逝き方 小村一左美/著 潮出版社

60 490.4 「いのち」の現場でとまどう 徳永進/著 高草木光一/編 岩波書店

61 490.9 体をおいしくととのえる!食べる漢方 櫻井大典/監修 マガジンハウス

62 491.1 筋肉のしくみ図鑑 石山修盟/監修 かたおか朋子/イラスト 枻出版社

63 491.3 40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか 永島計/著 化学同人

64 491.3 何のための脳? 平野丈夫/著 京都大学学術出版会

65 491.3 ど忘れをチャンスに変える思い出す力 茂木健一郎/著 河出書房新社

66 491.6 おしゃべりながんの図鑑 小倉加奈子/著 CCCメディアハウス

67 491.6 先生!本当に正しい「がん」の知識を教えてください! 明星智洋/著 松本逸作/著 すばる舎

68 491.6 検診で見つかるがんの8割は良性がんである 渡辺泱/著 晶文社

69 492.5 あたらしい森林浴 小野なぎさ/著 学芸出版社

70 492.5 女性が医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 中野ジェームズ修一/著 伊藤恵梨/監修 日経BP

71 492.7 身も心もゆるめるおうち整体 片山洋次郎/著
PHPエディターズ・グルー
プ

72 492.7 体が整うツボの解剖図鑑 福辻鋭記/著 エクスナレッジ

73 492.9 すごく役立つ患者を守れる臨床スキル 石松伸一/監修 藤野智子/監修 学研メディカル秀潤社

74 493.1 NHKガッテン!フレイル予防で、一生歩ける!介護いらずの若返りワザ
NHK科学・環境番組部/編 主婦と生活社「NHK
ガッテン!」編集班/編 主婦と生活社

75 493.1 熟年期障害 平澤精一/著 アスコム

76 493.2 いちばんやさしいコレステロールを下げるおいしい食事 白井厚治/監修 大越郷子/料理 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 493.4 高カカオチョコが脂肪肝に効く!肝機能を自力でみるみる改善するコツ 栗原毅/著 河出書房新社

78 493.4 胃がん・大腸がんを治す、防ぐ! 近藤慎太郎/著 さくら舎

79 493.4 間違いだらけの腸活の常識 藤田紘一郎/著 エクスナレッジ

80 493.4 シニアの逆流性食道炎 三輪洋人/監修 NHK出版

81 493.6 完全図解痛風・高尿酸血症のすべて 谷口敦夫/監修 牧野直子/監修 主婦の友社

82 493.6 関節リウマチ 山本一彦/著 論創社

83 493.7 自分でできる境界性パーソナリティ障害<BPD>克服法 ブレイズ・アギーレ/著 ジリアン・ゲイレン/
著 星和書店

84 493.7 やめられない人々 榎本稔/著 現代書林

85 493.7 僕らはそれに抵抗できない アダム・オルター/著 上原裕美子/訳 ダイヤモンド社

86 493.7 事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症 大島郁葉/著 鈴木香苗/著 金剛出版

87 493.7 双極性障害  (ちくま新書） 加藤忠史/著 筑摩書房

88 493.7 脳神経内科医が書いた誰も知らなかっためまいの治し方 佐藤裕道/著 現代書林

89 493.7 クレプトマニア・万引き嗜癖からの回復 テレンス・ダリル・シュルマン/著 奥田宏/監
訳 星和書店

90 493.7 トラウマのことがわかる本 白川美也子/監修 講談社

91 493.7 孤独を軽やかに生きるノート 反田克彦/著 すばる舎リンケージ

92 493.7 なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 田島治/監修 講談社

93 493.7 おもいでメガネ ないとうともあき/文 やまぐちかん/絵 主婦の友社

94 493.7 「認知症」「がん」「心臓病」に負けない!35の知恵 「きょうの健康」番組制作班/編 主婦と生活社
ライフ・プラス編集部/編 主婦と生活社

95 493.7 認知症の取扱説明書 平松類/著 内野勝行/監修 SBクリエイティブ

96 493.7 電車に乗れない人たち 松本桂樹/著 WAVE出版

97 493.7 「幸せにやせたい人」の心の教科書 水島広子/著 さくら舎

98 493.9 アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤浩明/監修 楳村春江/栄養監修 主婦の友社

99 493.9 「成長」とは「発達」とはなんだろう? 石川憲彦/著 ジャパンマシニスト社

100 493.9 アスペルガー医師とナチス エディス・シェファー/著 山田美明/訳 光文社

101 493.9 実は危ない!その育児が子どもの脳を変形させる 友田明美/著 PHP研究所

102 493.9 自閉症革命 マーサ・ハーバート/著 カレン・ワイントロー
ブ/著 星和書店

103 493.9 発達・子育て相談のコツ 広瀬宏之/著 岩崎学術出版社

104 493.9 成功する子は食べ物が9割最強レシピ 細川モモ/監修 ダンノマリコ/料理 主婦の友社

105 494.5 がん再発予防の食事&生活術 野口節子/監修 家庭栄養研究会/編 食べもの通信社

106 494.7 不自由を自由に変える魔法の仕事 川村慶/著 PHP研究所

107 494.7 Dr.高須幹弥が教える美容整形の教科書 高須幹弥/著 総合法令出版

108 494.8 女性の薄毛美髪バイブル 梶田尚美/著 現代書林

109 494.8 東大医師が教える最強の育毛革命 田路めぐみ/著 集英社

110 494.9 尿の色健康手帖 高橋悟/監修 高野秀樹/監修 主婦の友社

111 494.9 慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート 富野康日己/編著 大山恵子/運動監修 法研

112 495 症状改善!女性の不調を解消する大全 久保玲子/監修 布施雅夫/監修 成美堂出版

113 495 フランス式1分膣トレ ベルジェロン容子/著 学研プラス

114 496.3 眼科医がすすめる目の不調を感じたら毎日食べたい料理 平松類/監修 KADOKAWA

115 497.9 糖尿・がん・ボケ・寝たきり口を鍛えればすべて解決する 栗原毅/共著 栗原丈徳/共著 主婦の友社

116 497.9 口がきれいだと、健康で長生きできる 古舘健/著 KADOKAWA

117 497.9 100歳まで自分の歯でおいしく食べよう! 渡邉晴美/著 齋藤滋子/著 医歯薬出版

118 498.0 医療と日本人 江藤文夫/著 医歯薬出版

119 498 健康な100歳をめざして 日本赤十字社医療センター/著 桜の花出版

120 498.1 生命倫理と公共政策 成澤光/著 法政大学出版局

121 498.3 血管を強くする1分正座 池谷敏郎/著
小学館集英社プロダクショ
ン

122 498.3 メンタルローテーション 池谷裕二/著 扶桑社

123 498.3 うつぶせ1分で健康になる 乾亮介/著 岡田欣之/監修 ダイヤモンド社

124 498.3 大丈夫!何とかなります免疫力は上げられる 奥村康/監修 主婦の友社

125 498.3 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法 梶本修身/著 アスコム

126 498.3 龍村式ヨガレッスン 龍村修/著 日貿出版社

127 498.3 正しく歩いて、不調を治す。 田中尚喜/著 クロスメディア・パブリッシ
ング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

128 498.3 調子いい!がずっとつづくカラダの使い方 仲野孝明/著 サンクチュアリ出版

129 498.3 ゆ〜っくり座れば、一生歩ける! 野坂和則/著 日本文芸社

130 498.3 スゴレッチ 萩原健史/著 ダイヤモンド社

131 498.3 眠トレ! 三橋美穂/著 三笠書房

132 498.3 ストレスに強い人になれる本 宮田雄吾/著 日本評論社

133 498.5 ゲノム操作・遺伝子組み換え食品入門 天笠啓祐/著 緑風出版

134 498.5 そろそろ、からだにいいことを考えてみよう 伊藤まさこ/著 朝日新聞出版

135 498.5 栄養たっぷり野菜ジュース100 植木もも子/著 主婦の友社

136 498.5 糖質制限の大百科 江部康二/監修 洋泉社

137 498.5 心がバテない食薬習慣 大久保愛/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

138 498.5 子どもの能力を引き出す最強の食事 ギール里映/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

139 498.5 内臓脂肪を減らす食べ方 工藤孝文/著 日本実業出版社

140 498.5 食品添加物用語の基礎知識 小薮浩二郎/監修 マガジンランド

141 498.5 筋肉がよろこぶ最高の食べ方 坂詰真二/著 宝島社

142 498.5 筋肉食堂 谷川俊平/著 世界文化社

143 498.5 千葉大学病院の薬膳ごはん 並木隆雄/著 岡部栄/著 マイナビ出版

144 498.5 長友佑都のファットアダプト食事法 長友佑都/著 山田悟/監修 幻冬舎

145 498.5 かむ・飲み込むが難しい人のごはん 藤谷順子/監修 講談社

146 498.5 栄養学の研究者が臨床試験データで解説する「モリンガの実力」 本三保子/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

147 498.8 ビジネスパーソンのための未病&ストレス対策 浅野嘉久/著 加賀博/著 日本生産性本部生産性労働情
報センター

148 499.0 製薬会社は生き残れるか 河畑茂樹/著 幻冬舎メディアコンサルティ
ング

149 499.1 くすりの事典 2020年版 片山志郎/監修 成美堂出版

150 499.8 ラルース美しいハーブの図鑑 ジェラール・デュブュイーニュ/著 フランソ
ワ・クプラン/著 ONDORI

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 マテリアルズ・インフォマティクス 岩崎悠真/著 日刊工業新聞社

2 501.4 メタマテリアルのつくりかた 冨田知志/著 澤田桂/著 共立出版

3 502.8 世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学/編 東京電機大学出版局

4 507.7 技能科学によるものづくり現場の技能・技術伝承 原圭吾/編著 PTU技能科学研究会/著 日科技連出版社

5 509.2 工場見学社会科見学 2019 (まっぷるマガジン）  昭文社

6 509.2 グローバル・ニッチトップ企業の国際比較 藤本武士/編著 大竹敏次/編著 晃洋書房

7 509.6 QC七つ道具の奥義 安藤之裕/著 日科技連出版社

8 509.6 活き活きISO内部監査 国府保周/著 日本規格協会

9 509.6 Asprova解体新書 高橋邦芳/著 日刊工業新聞社

10 509.6 5Sの教科書 羽根田修/著 日科技連出版社

11 515 よくわかる最新「橋」の科学と技術 五十畑弘/著 秀和システム

12 517.4 美しい日本の川と防災 木下武雄/著 総合法令出版

13 518.5 トイレがつくるユニバーサルなまち 山本耕平/著 イマジン出版

14 519 地球と環境のはなし 稲場秀明/著 技報堂出版

15 519.7 廃棄物処理法Q&A 英保次郎/著 東京法令出版

16 519.7 地球をめぐる不都合な物質  (ブルーバックス） 日本環境化学会/編著 講談社

17 519.8 事例で学ぶビオトープづくりの心と技 日本ビオトープ協会/編 鈴木邦雄/監修 農山漁村文化協会

18 521.8 絶壁建築めぐり 飯沼義弥/著 渋谷申博/監修 G.B.

19 523 世界でいちばん素敵な建築の教室 田所辰之助/監修 川嶋勝/監修 三才ブックス

20 524.2 法隆寺を支えた木 西岡常一/著 小原二郎/著 NHK出版

21 525.1 BIMのかたち 日本建築学会/編 彰国社

22 525.1 作って覚えるSketchUpの一番わかりやすい本 山形雄次郎/著 技術評論社

23 526.3 保育園・幼稚園・こども園の設計手法 仲綾子/編著 藤田大輔/編著 学芸出版社

24 527 住まいの耐久性大百科事典 1 住まいの屋根換気壁通気研究会/編
カナリアコミュニケーション
ズ

25 527 最高の断熱・エコハウスをつくる方法 西方里見/著 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

26 527 緑の家。  エクスナレッジ

27 527.3 人生を変えるINTERIOR KITCHEN 本間美紀/著 小学館

28 531.9 機械設計の知識がやさしくわかる本 西村仁/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

29 533.6 スッキリ!がってん!地熱の本 江原幸雄/著 電気書院

30 535.3 「見える」科学 門口信策/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

31 535.4 タニタの働き方革命 谷田千里/編著 タニタ/編著 日本経済新聞出版社

32 536 国鉄型特急車両 レイルウエイズグラフィック/著 グラフィック社

33 536 鉄道車両陸送 菅野照晃/著 イカロス出版

34 537 自動運転の幻想 上岡直見/著 緑風出版

35 537.9 きちんと知りたい!バイクメンテとチューニングの実用知識 小川直紀/著 日刊工業新聞社

36 538.6 カラー図解でわかるジェット旅客機の秘密  (サイエンス・アイ新書） 中村寛治/著 SBクリエイティブ

37 538.7 三菱海軍戦闘機設計の真実 杉田親美/著 国書刊行会

38 538.8 パイロットにチャレンジ 2019-2020  イカロス出版

39 538.9 3つのアポロ 的川泰宣/著 日刊工業新聞社

40 540 完全図解電気理論と電気回路の基礎知識早わかり 大浜庄司/著 オーム社

41 540.6 バルミューダ熱狂を生む反常識の哲学 上岡隆/著 日経BP

42 541.2 徹底図解基本からわかる電気数学 ノマド・ワークス/著 ナツメ社

43 547.3 大橋慎の真空管・オーディオ活用の奥義 大橋慎/著 立東舎/編 立東舎

44 547.4 IoTエンジニア養成読本 片山暁雄/ほか著 技術評論社

45 547.4 NOKIA復活の軌跡 リスト・シラスマ/著 渡部典子/訳 早川書房

46 547.4 ザ・ワン・デバイス ブライアン・マーチャント/著 倉田幸信/
訳 ダイヤモンド社

47 547.4 TCP技術入門 安永遼真/著 中山悠/著 技術評論社

48 547.5 5Gビジネス 亀井卓也/著 日本経済新聞出版社

49 548.3 よくわかるラダー言語の基本と勘所 山田浩貢/著 日刊工業新聞社

50 550 海事一般がわかる本 山崎祐介/著 成山堂書店

51 556.9 最新空母がよ〜くわかる本 井上孝司/著 秀和システム

52 557.8 波濤を越えて 佐藤雄二/著 文藝春秋

53 559 無人の兵団 ポール・シャーレ/著 伏見威蕃/訳 早川書房

54 572.7 光触媒が一番わかる 高島舞/著 大谷文章/著 技術評論社

55 576.5 泡立てて作るスイーツ石けん 木下和美/著 グラフィック社

56 586.2 糸とファッション 日下部信幸/著 東京図書出版

57 588.5 テキーラの歴史 イアン・ウィリアムズ/著 伊藤はるみ/訳 原書房

58 588.5 ビールは楽しい! ギレック・オベール/著 ヤニス・ヴァルツィコ
ス/絵

パイインターナショナル

59 588.5 ぼくのワインができるまで 玉村豊男/著 東京書籍

60 588.5 日本ビール缶大全 長谷川正人/著 辰巳出版

61 589.2 もう迷わない!38歳からのパーソナルカラー なかがわやすこ/著 河出書房新社

62 589.2 2030年アパレルの未来 福田稔/著 東洋経済新報社

63 589.2 言葉の服 堀畑裕之/著 トランスビュー

64 589.2 モダリーナのファッションパーツ図鑑 溝口康彦/著 福地宏子/監修 マール社

65 591 50代からの老後のお金のつくり方 深田晶恵/著 日経BP

66 591 50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中伸枝/著 東洋経済新報社

67 593.3 みんなのルームシューズ 市ノ瀬絵里子/著 日本文芸社

68 593.3 キレイに縫えるソーイングの基本 太田順子/著 ブティック社

69 593.3 おばあちゃまのチュニック  ブティック社

70 593.3 コットンフレンドソーイング vol.2  ブティック社

71 593.3 シニア世代のゆったりワンピース  ブティック社

72 593.3 すぐ作れる私が今着たい服  ブティック社

73 593.3 手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ  ブティック社

74 593.3 手作りのエフォートレスワンピース  ブティック社

75 593.3 はきたいデザインが見つかる!大人のスカート  ブティック社

76 593.3 シルエットがかわいい!おしゃれな子ども服 渡辺はるみ/著 日本ヴォーグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 593.3 こだわりのコスプレ衣装が作れるCOS衣装メイキングブック  日本ヴォーグ社

78 594 少しの布で作れるミニチュア小物とミニポーチ 秋田廣子/著 ブティック社

79 594 ハンドメイドアクセサリーの本  日本ヴォーグ社

80 594.2 白糸刺繡の手仕事モチーフとワードローブ 浅賀菜緒子/著 エクスナレッジ

81 594.2 クロスステッチで描くかわいい子供たちの世界 オノエメグミ/著 アップルミンツ

82 594.2 刺繡小説 神尾茉利/著 扶桑社

83 594.2 アルファベット刺繡の本 千葉美波子/著 エクスナレッジ

84 594.2 植物刺繡手帖 マカベアリス/著 日本ヴォーグ社

85 594.3 アニマル大好き!こもの  アップルミンツ

86 594.3 1年中楽しめるかぎ針編みフラワーモチーフとこもの  アップルミンツ

87 594.3 かぎ針編みの編み込みバッグ  アップルミンツ

88 594.3 刺しゅう糸・レース糸で編むかぎ針編みミニチュア大集合110  アップルミンツ

89 594.3 手軽に編めてラクラクお掃除!魔法のタワシ  ブティック社

90 594.3 イーネダンテルのアクセサリー 七海光/著 文化学園文化出版局

91 594.3 タティングレースの可憐なアクセサリー 藤重すみ/著 オリーボ/著 日本ヴォーグ社

92 594.7 かわいくて便利な移動ポケット  ブティック社

93 594.7 クライ・ムキのバッグ作りの超基本 クライ・ムキ/著 主婦の友社

94 594.8 「ドライフラワーの名前」300がよくわかる図鑑  主婦と生活社

95 594.9 かんたん・かわいいフェルトのてづくりマスコット  ブティック社

96 594.9 水引で結ぶ、もてなす、いろどる。季節の小物とアクセサリー 高橋千紗/著 日本文芸社

97 594.9 水引細工のアクセサリー mizuhikimie/著 ブティック社

98 595 女医が教える、やってはいけない美容法33 慶田朋子/著 小学館

99 595.4 シニアビューティヘア テルイタカヒロ/著 講談社

100 595.5 今あるコスメで上品で、洗練された美人になれる 福井美余/著 ダイヤモンド社

101 595.6 モデルが撮影前にしている5日だけトレーニング 岩井隆彰/著 大和書房

102 596 にんにくの料理 有元葉子/著 東京書籍

103 596 スパイスのまほう 印度カリー子/著 AZZAMI/クリエイティブディ
レクション 秀和システム

104 596 大人の献立ルールは2品で10分500kcal 今泉久美/著 文化学園文化出版局

105 596 ぜ〜んぶ入れてスイッチ「ピ!」炊飯器で魔法のレシピ100 牛尾理恵/著 主婦の友社

106 596 アジア料理をカレーにしたら? エダジュン/著 文化学園文化出版局

107 596 遠藤香代子の漬けおき入門  枻出版社

108 596 低温真空調理のレシピ ストック編 川上文代/著 グラフィック社

109 596 マリネの法則 川上文代/著 誠文堂新光社

110 596 接待の手土産 2019-2020 ぐるなび「こちら秘書室」編集室/編 日本経済新聞出版社

111 596 ここからはじめる発酵食 栗生隆子/著 家の光協会

112 596 純喫茶レシピ 高山かづえ/著 難波里奈/監修 誠文堂新光社

113 596 ハツ江おばあちゃんの定番おかず 高木ハツ江/著 河野雅子/監修 NHK出版

114 596 『朝仕込み』だから、帰ってすぐできる!おいしいレシピのひみつ 堤人美/著 朝日新聞出版

115 596 お届け冷凍レシピひとりぶん 堤人美/著 NHK出版

116 596 手間なし!夜10分おかずと作りおき350  学研プラス

117 596 定番おかずがぜ〜んぶおいしく冷凍できちゃった100 新谷友里江/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

118 596 素材の旨味を引き出す塩とこしょうのシンプルレシピ 浜内千波/著 マイナビ出版

119 596 おうち昼ごはんお助け帳 福岡直子/著 ナツメ社

120 596 10分で2品!やせる糖質オフレシピ 前川智/監修 井原裕子/料理 西東社

121 596 冷凍・冷蔵がよくわかる食材保存の大事典 牧野直子/監修 池田書店

122 596 スパイスカレーを作る 水野仁輔/著 パイインターナショナル

123 596 「塩少々」をやめると料理はうまくなる 水島弘史/著 青春出版社

124 596 凍ったまますぐ使える1人分冷凍パック 村上祥子/著 大和書房

125 596 ホーローで作るとかんたん!おいしい! 山崎志保/著 主婦と生活社

126 596 容器に入れてチンするだけ!ほぼ1ステップで作れるレンジ飯 リュウジ/著 KADOKAWA

127 596 料理家ワタナベマキが家族のために作るごはん ワタナベマキ/著 主婦と生活社

- 13 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

128 596.0 おつまミステリー 浅暮三文/著 柏書房

129 596.2 ベンガル料理はおいしい 石濱匡雄/著 ユザーン/監修 伊藤総研+NUMABOOKS

130 596.2 シビレシピ シャウ・ウェイ/著 枻出版社

131 596.2 台湾調味料いただきます手帖 沼口ゆき/著 誠文堂新光社

132 596.2 おもてなしタイ料理 シリワン・ピタウェイ/著 誠文堂新光社

133 596.2 世界のおつまみレシピ 本山尚義/著 主婦と生活社

134 596.3 野菜のポタージュ 石澤清美/著 マイナビ出版

135 596.3 体がよろこぶお漬け物 井澤由美子/著 誠文堂新光社

136 596.3 トマト・ブック 坂田阿希子/著 東京書籍

137 596.3 たのしいおいしいとうふの本。 ダンノマリコ/著 朝日新聞出版

138 596.3 ホテルオークラ元総料理長の夫と料理家の妻、わが家のおかずサラダ 根岸規雄/著 石原洋子/著 世界文化社

139 596.3 野口真紀のわたしの好きなトマト料理 野口真紀/著 誠文堂新光社

140 596.4 1品10分で完成!やせる!つくりおき弁当 金丸絵里加/著 枻出版社

141 596.4 シーン別山ごはんレシピBOOK  枻出版社

142 596.4 メスティン自動レシピ メスティン愛好会/著 山と溪谷社

143 596.4 山ごはんレシピBOOK  ネコ・パブリッシング

144 596.6 そば粉100%のおいしいパンとレシピ 小池ともこ/著 二見書房

145 596.6 バインミー図鑑 柴田書店/編 足立由美子/監修 柴田書店

146 596.6 おうちで作るプレミアム食パン 高橋雅子/著 パルコエンタテインメント事
業部

147 596.6 濃いめがおいしい至福のプリン 柳瀬久美子/ほか著 家の光協会

148 596.6 はじめてのほうろうバットのおやつ 若山曜子/著 扶桑社

149 596.7 お茶の時間 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社

150 596.7 ザ・ミクソロジー 南雲主于三/著 柴田書店

151 597 アートと暮らす日々 奥村くみ/著 ワニブックス

152 597 これならできる!DIYでリフォーム&メンテナンス 山田芳照/著 ナツメ社

153 597.9 ナチュラルクリーニングの最強レシピ 佐光紀子/著 扶桑社

154 597.9 清潔な暮らしは1枚のタオルからはじまる 新津春子/著 朝日新聞出版

155 597.9 ナチュラルおそうじ大全 本橋ひろえ/著 主婦の友社

156 598.2 やさしく正しい妊活大事典 吉川雄司/著 月花瑤子/監修 プレジデント社

157 599 家事なんて適当でいい! ボンベイ/著 KADOKAWA

158 599.3 食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食 伊藤浩明/監修 上田玲子/監修 主婦の友社

159 599.3 あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド 堤ちはる/監修 ベビーカレンダー/著 新星出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 ふるさとを再生させるまちなみイラストのチカラ 利根川英二/著 新星出版社

2 601.1 神戸のおいしい未来 西垣秀樹/著 食都神戸取材チーム/著 アートヴィレッジ

3 611.7 農業に転職! 有坪民雄/著 プレジデント社

4 612.1 図解知識ゼロからの現代農業入門 八木宏典/監修 家の光協会

5 619.3 麵の科学  (ブルーバックス） 山田昌治/著 講談社

6 619.8 アッサム紅茶文化史 松下智/著 雄山閣

7 626.9 おいしく長く楽しめる!収穫野菜の保存テク&レシピ 五十嵐透/監修 いがらしかな/料理 ナツメ社

8 626.9 野菜づくりの困った!解決ハンドブック 野菜だより編集部/編 学研プラス

9 627 日本潮風の花スタートBOOK  栃の葉書房

10 627.7 多肉植物パーフェクトブック NHK出版/編 靍岡秀明/ほか監修 NHK出版

11 629 庭 236  建築資料研究社

12 629.2 日本の庭京都 中田昭/写真 パイインターナショナル

13 645.6 ヒト、犬に会う 島泰三/著 講談社

14 645.7 寄りそう猫 佐竹茉莉子/著 辰巳出版

15 648.1 ブルーチーズドリーマー 伊勢昇平/著 エイチエス(発売)

16 648.1 自宅でチーズをもっと楽しむ本 本間るみ子/著 主婦の友社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 651.1 神仏の森は消えるのか 渡辺弘之/著 ナカニシヤ出版

18 653.2 日本有用樹木誌 伊東隆夫/著 佐野雄三/著 海青社

19 662.1 海に生きた百姓たち 渡辺尚志/著 草思社

20 670 電子契約の教科書 宮内宏/編著 日本法令

21 670.9 元海外駐在エンジニアが学んだ“使える”ビジネス英語 鈴木善行/著 Melissa Villarreal/英語監修 秀和システム

22 672.1 47都道府県・商店街百科 正木久仁/編著 杉山伸一/編著 丸善出版

23 673 日本の優れたサービス 2 松井拓己/著 生産性出版

24 673.3 ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野たから/著 佐藤祐介/監修 自由国民社

25 673.3 はじめてのメルカリの使い方 桑名由美/著 秀和システム

26 673.3 スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮紳一/著 秀和システム

27 673.8 世界の夢のショッピングモール&デパート パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

28 673.8 パートさんにも読ませたいはじめての「衛生管理」 渡邉常和/著 商業界

29 673.9 実践!!不動産売買・賃貸借契約書審査の実務 出澤総合法律事務所/編 牛山琢文/ほか著 学陽書房

30 673.9 交通誘導員ヨレヨレ日記 柏耕一/著 三五館シンシャ

31 673.9 遺体と火葬のほんとうの話 佐藤信顕/著 二見書房

32 673.9 日本サービス大賞受賞事例集 第1回・第2回版  日本生産性本部サービス産業
生産性協議会

33 673.9 Q&Aでわかる業種別法務 不動産 日本組織内弁護士協会/監修 河井耕治/編 中央経済社

34 673.9 はじめてのお掃除起業 福井智明/著 自由国民社

35 674.3 小さなお店、すてきな街のショップカード・DM・フライヤー パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

36 674.6 暴走するネット広告  (NHK出版新書） NHK取材班/著 NHK出版

37 674.7 1枚デザインの構図とレイアウト  パイインターナショナル

38 675 「値づけ」の思考法 小川孔輔/著 日本実業出版社

39 675 SNSマーケティングのやさしい教科書。 グローバルリンクジャパン/著 清水将之/著
エムディエヌコーポレーショ
ン

40 675 サブスクリプション実践ガイド 佐川隼人/著 英治出版

41 675 カスタマーサクセスとは何か 弘子ラザヴィ/著 英治出版

42 683.5 ツウになる!クルーズ船の教本 川崎豊彦/著 秀和システム

43 685.5 全国ローカル路線バスベストルート100 風来堂/編 実業之日本社

44 686.2 首都圏鉄道完全ガイド 主要私鉄・地下鉄編1  双葉社

45 686.2 信州の鉄道絵葉書帖 白土貞夫/著 しなのき書房

46 686.2 日本観光列車100パーフェクトガイド 谷崎竜/著 イカロス出版

47 686.2 中央東線 山田亮/著 伊藤昭/ほか写真 アルファベータブックス

48 686.5 ヨーロッパ鉄道時刻表 2019年夏ダイヤ号 『地球の歩き方』編集室/日本語解説版著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社

49 686.5 女性のための鉄道旅行入門 蜂谷あす美/著 天夢人

50 687.0 ちょっと自慢できるヒコーキの雑学100 チャーリィ古庄/著 フジモトヒデト/イラスト インプレス

51 687.7 日航123便墜落の波紋 青山透子/著 河出書房新社

52 689.3 インバウンド・ビジネス戦略 池上重輔/監修 早稲田インバウンド・ビジネス
戦略研究会/著 日本経済新聞出版社

53 689.5 子どもといく東京ディズニーシーナビガイド 2019-2020  講談社

54 689.5 サンリオピューロランドの人づくり 小巻亜矢/著 ダイヤモンド社

55 689.5 なぜテーマパークでは朝から風船を売っているのか? 清水群/著 ザ・ブック

56 689.5 るるぶオーランドのテーマパーク  JTBパブリッシング

57 693.8 テーマ別日本切手カタログ Vol.5  日本郵趣協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701 美の朝焼けを通って 今井重孝/著 はたりえこ/著 イザラ書房

2 701.4 なぜ脳はアートがわかるのか エリック・R.カンデル/著 高橋洋/訳 青土社

3 702.1 江戸のデザイン図鑑 柏木博/監修 河出書房新社

4 704 ぼくの美術帖 原田治/著 みすず書房

5 704 ヴィジョンとデザイン ロジャー・フライ/著 蜂巣泉/訳 水声社

6 706.7 画商のこぼれ話 種田ひろみ/著 作品社

7 708.7 高橋秀+藤田桜 素敵なふたり 高橋秀/作 藤田桜/作 国書刊行会

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 709.3 遺産の概念 ジャン=ピエール・バブロン/著 アンドレ・
シャステル/著 法政大学出版局

9 713.0 図説だんじり彫刻の魅力 だんじり彫刻研究会/編著 だんじり彫刻研究会

10 721.2 酒天童子絵巻の謎 鈴木哲雄/著 岩波書店

11 721.8 くらべてわかる北斎vs広重 内藤正人/著 敬文舎

12 721.8 おもちゃ絵づくし アン・ヘリング/著 玉川大学出版部

13 724.4 はがきで楽しむ手軽に描く水彩スケッチ 久山一枝/著 日貿出版社

14 724.4 トールペインティング バラのデザインBOOK  ブティック社

15 726.1 手塚治虫99のことば 手塚治虫/著 橋本一郎/編著 双葉社

16 726.5 高村薫 我らが少女A<挿画集> agoera/ほか著 多田和博/監修 毎日新聞出版

17 726.5 大好きなイヌ・ネコの似顔絵があっというまに描ける本 小河原智子/著 秀和システム

18 726.5 もっと知りたいミュシャ 千足伸行/著 東京美術

19 726.5 だれでも描けるiPadクイックスケッチ MAKOオケスタジオ/著 栗田唯/著 玄光社

20 726.5 ミュシャ ミュシャ/画 ミュシャ財団/監修 小学館

21 726.5 コピックで出来る!キャラクターを魅せる色の塗りかた 緑華野菜子/著 グラフィック社

22 726.5 デッサンドールで覚えるポージングデッサン入門 YANAMi/著 グラフィック社

23 726.6 ちひろノート、Life ちひろ美術館/企画・編集 求龍堂

24 727 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子/文・絵 エクスナレッジ

25 727 美女ジャケの誘惑 長澤均/著 リットーミュージック

26 727.0 チームラボ永遠の今の中で 南條史生/編 青幻舎

27 727.0 なかみグラフィックス フアン・ベラスコ/編著 サムエル・ベラスコ/
編著 グラフィック社

28 727.8 フォント部へようこそ フォント部/編 自由国民社

29 728 石川九楊のほんとうに書がわかる九つの法則 石川九楊/著 芸術新聞社

30 740.2 写真家ジュリア・マーガレット・キャメロン 川端有子/著 玉川大学出版部

31 740.4 死ぬことと生きること 土門拳/著 みすず書房

32 742.5 カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤幸司/著 インプレス

33 743 写真が上手くなる100のルール 構図編  学研プラス

34 743.4 ポートレート・ライティングのアイデア帳  玄光社

35 743.5 飛行機写真の教科書 中野耕志/著 玄光社

36 743.5 山岳・山歩き写真の新しい撮り方 深澤武/著 誠文堂新光社

37 744.4 超絶レタッチ術 北村佑介/著 後藤洋亮/著 インプレス

38 749.1 欧文組版 高岡昌生/著 高岡重蔵/監修 烏有書林

39 750 墨でモノトーン雑貨 小川翔月/著 マール社

40 751.1 永遠なれ魯山人 山田和/監修 平凡社

41 751.4 ゆめかわいいレジンと粘土でつくるドリーミーアイテム 尾山花菜子/著 ソーテック社

42 751.4 さわって楽しいフェイクスイーツ 氣仙えりか/監修 グラフィック社

43 751.4 本物そっくり!ミニチュアスイーツ&フード大全 きくちけい/著 成美堂出版

44 754.6 柳行李 山口規子/著 日本カメラ社

45 754.9 大人の折り紙 石川眞理子/著 工藤千秋/監修 永岡書店

46 754.9 はじめての切り紙 くまだまり/著 主婦の友社

47 754.9 エコクラフト1巻<5m>でちっちゃなかごを作りましょ。 桑折智美/著 ブティック社

48 754.9 ティッシュで作るリアルな昆虫 駒宮洋/著 ホビージャパン

49 754.9 お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる/著 ワニブックス

50 754.9 立体で楽しむ花の折り紙あそび 林弘美/著 ブティック社

51 754.9 紙バンドで作る編み応えのあるかご 古木明美/著 日本ヴォーグ社

52 754.9 世界の人と楽しむ折り紙 山梨明子/編著 藤本祐子/編著 日貿出版社

53 754.9 かんたん楽しい手づくりカードBOOK やまもとえみこ/著 日本ヴォーグ社

54 754.9 紙バンドで作るナチュラルライフのバッグとかご雑貨 ゆめひもフレンドシップ/編 アップルミンツ

55 755.4 根付の図鑑《動物》 吉田ゆか里/著 提物屋/編 光村推古書院

56 756.6 日本刀図鑑 得能一男/著編 光芸出版編集部/著編 光芸出版

57 757.0 OSAMU'S A to Z 原田治/著 亜紀書房

58 761.2 名曲理解のための実用楽典 久保田慶一/編著 神部智/著 音楽之友社

- 16 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

59 761.9 指揮者は何を考えているか ジョン・マウチェリ/著 松村哲哉/訳 白水社

60 762.3 ベートーヴェンとピアノ 小山実稚恵/著 平野昭/著 音楽之友社

61 762.3 権力と音楽 芝崎祐典/著 吉田書店

62 763.3 オルガンの芸術 日本オルガニスト協会/監修 松居直美/編著 道和書院

63 763.5 挫折しないギター入門 2019 自由現代社編集部/編著 奥山清/監修 自由現代社(発売)

64 763.9 初心者のためのキーボード講座 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

65 763.9 ソフトシンセ音作り大全 内藤朗/著 技術評論社

66 764.3 「歓喜に寄せて」の物語 矢羽々崇/著 現代書館

67 764.6 吹奏楽部アナザーストーリー 上・下 オザワ部長/著 ベストセラーズ

68 764.7 アメリカン・クラシック・ロックの深層  シンコーミュージック・エン
タテイメント

69 764.7 LONDON RHAPSODY トシ矢嶋/著 リットーミュージック

70 767.8 サザンオールスターズ公式データブック  リットーミュージック

71 767.8 ボブ・ディラン インタビュー大全 ボブ・ディラン/著 ジェフ・バーガー/編 DU BOOKS

72 768 なんてったって邦楽 釣谷真弓/著 東京堂出版

73 772.1 まあまあふうふう。 八千草薫/著 主婦と生活社

74 772.2 中国京劇小辞典 魯大鳴/著 駿河台出版社

75 774 歌舞伎名演目 舞踊 松竹株式会社/監修 美術出版社

76 775.2 喜劇役者の時代 高平哲郎/著 ヨシモトブックス

77 778.2 躍動する東南アジア映画 石坂健治/編著 夏目深雪/編著 論創社

78 778.2 異能の日本映画史 木全公彦/著 彩流社

79 778.2 石原裕次郎昭和太陽伝 佐藤利明/著 石原プロモーション/監修 アルファベータブックス

80 778.2 昭和の映画ベスト10 西川昭幸/著 ごま書房新社

81 778.7 現代アニメ「超」講義 石岡良治/著 PLANETS/第二次惑星開発委員
会

82 778.8 時代劇でござる 柏田道夫/著 春陽堂書店

83 779.1 昭和の落語名人列伝  (淡交新書） 今岡謙太郎/監修執筆 中川桂/監修執筆 淡交社

84 780.1 アスリートも歯がいのち! 太田武雄/著 ほりみき/マンガ クインテッセンス出版

85 780.1 身体づくりと食べ物のはなし 山田昌彦/監修 南雲堂

86 780.7 ボクが5070日筋トレを続けてわかった最高のメソッド 阿部一仁/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

87 780.7 自衛隊プレミアムボディ公式マジトレ 自衛隊プレミアムボディ/監修 日本文芸社

88 781.4 30秒おしり歩き骨盤リセット 溝口葉子/著 三笠書房

89 783.1 ひと目でわかるバスケットボールの筋力トレーニング ブライアン・コール/著 ロブ・パナリエッロ/
著 大修館書店

90 783.4 RUGBY日本代表に捧ぐ 大野均/著 廣済堂出版

91 783.4 ラグビーの世界史 トニー・コリンズ/著 北代美和子/訳 白水社

92 783.4 プレミアリーグサッカー戦術進化論 マイケル・コックス/著 田邊雅之/訳・文 二見書房

93 783.4 楕円球と地球 出村謙知/写真・文 実業之日本社

94 783.4 ラグビーのルール 超・初級編 中野良一/著 木谷友亮/著
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

95 783.4 超常識!サッカーフィジカルトレーニング 三栖英揮/監修 永井将史/監修 実業之日本社

96 783.5 極みのソフトテニス繁魂・基礎アカデミー 時安繁/著 ベースボール・マガジン社

97 783.5 心を強くする サーシャ・バイン/著 高見浩/訳 飛鳥新社

98 783.7 新しい少年野球の教科書 川村卓/著 カンゼン

99 783.7 平成プロ野球史 共同通信社運動部/編 共同通信社

100 783.7 消えた球団松竹ロビンス1936〜1952 野球雲編集部/編 ビジネス社

101 783.7 自分らしく 小谷野栄一/著 潮出版社

102 783.7 どん底からの甲子園 タイムリー編集部/編 辰巳出版

103 783.7 新時代の野球データ論 神事努/監修 Baseball Geeks編集部/著 カンゼン

104 783.7 プロ野球史上最高の選手は誰だ?  (宝島社新書） 張本勲/ほか著 江本孟紀/ほか著 宝島社

105 783.7 ホエールズ&ベイスターズ70年の航跡  ベースボール・マガジン社

106 783.7 1988年のパ・リーグ 山室寛之/著 新潮社

107 783.7 人を育てる渡辺メモ 渡辺元智/著 ベースボール・マガジン社

108 783.8 ラウンドレッスン日本一のプロが教える「ゴルフ脳」 小野寺誠/著 主婦の友社

109 783.8 自律神経を整えれば、ゴルフのスコアが必ずアップする! 小林弘幸/著 辰巳出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 783.8 右腕・左腕・体幹ゴルフ3パーツで覚える超速スイングの基本 関浩太郎/著 主婦の友社

111 785.2 発達が気になる子への水泳の教え方 酒井泰葉/著 植田敏郎/監修 合同出版

112 785.2 バタフライ ユスラ・マルディニ/著 ジョジー・ルブロンド
/著 朝日新聞出版

113 785.3 サーファーになる本 クラシックロングボード編  枻出版社

114 785.4 水球必勝バイブル 塩田義法/著 大本洋嗣/監修 メイツ出版

115 786 完全焚火マニュアル  笠倉出版社

116 786.1 はじめてのテント山行 栗山祐哉/監修 メイツ出版

117 786.1 山小屋ガールの癒されない日々 吉玉サキ/著 平凡社

118 786.3 ゆるくてカッコいい手作りキャンプギア  主婦と生活社

119 786.5 ロードバイクライディングのコツ60 別府匠/監修 メイツ出版

120 786.8 はじめてのスケートボード H.L.N.A/監修 成美堂出版

121 788.6 令和元年競輪全43場旅打ちグルメ放浪記 峯田淳/著 徳間書店

122 789.3 五輪書 宮本武蔵/著 前田信弘/編訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

123 789.5 DVDで上達!弓道 松尾牧則/著 ナツメ社

124 789.9 KRAV MAGA クラヴマガ・ジャパン/編 三交社

125 791 はじめて学ぶ茶の湯 阿部宗正/指導 世界文化社

126 791.2 千利休 田中仙堂/著 宮帯出版社

127 795 韓国の囲碁はなぜ強い 鄭壽鉉/著 洪敏和/訳 東京創元社

128 795 高段者の抽斗 布石編 劉昌赫/著 成起昌/著 東京創元社

129 796 藤井聡太全局集 平成30年度版 書籍編集部/編集 日本将棋連盟

130 796 羽生善治の攻めの教科書 羽生善治/著 河出書房新社

131 796 盤上のフロンティア 若島正/著 河出書房新社

132 796.0 教養としての将棋  (講談社現代新書） 梅原猛/著 羽生善治/著 講談社

133 798.5 Unityの教科書 北村愛実/著 SBクリエイティブ

134 798.5 eスポーツのすべてがわかる本 黒川文雄/著 日本実業出版社

135 798.5 ゲームボーイコンプリートガイド レトロゲーム愛好会/編 主婦の友インフォス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.2 思考と意味の取扱いガイド レイ・ジャッケンドフ/著 大堀壽夫/訳 岩波書店

2 801.9 手話言語白書 全日本ろうあ連盟/編集 明石書店

3 809.2 現役アナウンサーが教えるあなたが輝く話し方入門 近藤淳子/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

4 809.2 1分で伝える力 中谷彰宏/著 リベラル社

5 809.4 齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 齋藤孝/著 創元社

6 809.4 奇跡の朗読教室 斉藤ゆき子/著 新泉社

7 810 齋藤孝の東大式読む力 齋藤孝/著 宝島社

8 810.4 ことばのトリセツ  (インターナショナル新書） 黒川伊保子/著 集英社インターナショナル

9 810.4 校閲記者の日本語真剣勝負 東京新聞・中日新聞/編 東京新聞

10 810.4 大人の語彙力強化ノート 吉田裕子/著 宝島社

11 810.7 超基礎・日本語教育 森篤嗣/編著 太田陽子/著 くろしお出版

12 815 文節の文法 定延利之/著 大修館書店

13 816 きちんと伝わる!センスのよい文章の書き方 赤羽博之/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

14 816 わかる!伝わる!文章力 佐藤佳弘/著 武蔵野大学出版会

15 829.1 韓国語単語スピードマスター 鶴見ユミ/著 Jリサーチ出版

16 829.4 はじめてのマレーシア語 欧米・アジア語学センター/著 ファリダ・モハ
メッド/著 明日香出版社

17 830.7 脳のしくみが解れば英語がみえる 濱田英人/著 開拓社

18 830.7 オンラインで英語をはじめて、つづけて、うまくなる 松本晃秀/著 IBCパブリッシング

19 831.5 英語スタイルブック 石井隆之/著
クロスメディア・ランゲー
ジ

20 835.5 英語は50の動詞で一気に上達する 柴田真一/著 講談社

21 836.5 最新英語論文によく使う表現 発展編 崎村耕二/著 創元社

22 837.8 アラフォーKayoのおもてなし英会話 重盛佳世/著 マガジンハウス

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 837.8 驚くほどすっと口から出てくる超かんたんネイティブ英語100 デイビッド・セイン/著 光文社

24 837.8 解くだけで身につくおもてなし英会話検定 デイビッド・セイン/著 祥伝社

25 860 ニューエクスプレスプラス スペイン語 福嶌教隆/著 白水社

26 870 基礎からレッスンはじめてのイタリア語 アンドレア・フィオレッティ/著 高田和広/著 ナツメ社

27 877.7 イタリア語で楽しむ日本昔ばなし 富奈津子/イタリア語訳 ANDREA BRUGNERA/訳協
力 IBCパブリッシング

28 879 ロマンス言語学概論 菅田茂昭/著 早稲田大学出版部

29 889.5 ニューエクスプレスプラス チェコ語 保川亜矢子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 902 物語創世 マーティン・プフナー/著 塩原通緒/訳 早川書房

2 902.0 虫の文学誌 奥本大三郎/著 小学館

3 902.0 お砂糖とスパイスと爆発的な何か 北村紗衣/著 書肆侃侃房

4 905 ずっとこの雑誌のことを書こうと思っていた。 鏡明/著 フリースタイル

5 908 須賀敦子の本棚 9 池澤夏樹/監修 河出書房新社

6 909 河合隼雄と子どもの目 河合隼雄/著 創元社

7 910.2 幻の探偵作家を求めて 上 鮎川哲也/著 日下三蔵/編 論創社

8 910.2 最後の弟子が語る折口信夫 岡野弘彦/著 平凡社

9 910.2 物語の海へ 辻邦生/著 中央公論新社

10 910.2 寺山修司  河出書房新社

11 910.2 江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉文幸/著 理論社

12 910.2 清張地獄八景  文藝春秋

13 910.2 水上勉の時代 大木志門/編 掛野剛史/編 田畑書店

14 910.2 ふたりの村上 吉本隆明/著 論創社

15 910.2 村上春樹 精神の病と癒し 南富鎭/著 春風社

16 911.1 図説地図とあらすじでわかる!万葉集  (青春新書INTELLIGENCE） 坂本勝/監修 青春出版社

17 911.1 斎藤茂吉 田中教子/著 作品社

18 911.1 象徴のうた 永田和宏/著 文藝春秋

19 911.1 万葉の女性たち 山路麻芸/著 春秋社

20 911.1 心旅 三鍋久雄/編著 桂書房

21 911.3 季語を知る 片山由美子/著 KADOKAWA

22 911.3 ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本裕樹/著 NHK出版

23 911.3 芭蕉句集 松尾芭蕉/著 今栄蔵/校注 新潮社

24 911.4 愛は愛は愛は 時実新子/著 「現代川柳」編集部/編 左右社

25 911.5 荒川洋治詩集 続続 荒川洋治/著 思潮社

26 911.6 わが人生に悔いなし なかにし礼/著 河出書房新社

27 911.6 「歌だけが残る」と、あなたは言った 深田太郎/著 河出書房新社

28 912.6 BIRTH×SCRAP シライケイタ/著 論創社

29 912.6 命、ギガ長ス 松尾スズキ/著 白水社

30 912.7 やすらぎの刻(とき)〜道〜 第1巻 倉本聰/著 双葉社

31 913.7 水戸黄門 加藤玉秀/著 論創社

32 913.7 桂歌丸口伝圓朝怪談噺 三遊亭圓朝/著 桂歌丸/口伝 竹書房

33 914.6 テーマパーク化する地球 東浩紀/著 ゲンロン

34 914.6 抽斗のなかの海 朝吹真理子/著 中央公論新社

35 914.6 空を見てますか… 10 池辺晋一郎/著 新日本出版社

36 914.6 旅ドロップ 江國香織/著 小学館

37 914.6 人生の諸問題五十路越え 小田嶋隆/著 岡康道/著 日経BP

38 914.6 金石範評論集 1 金石範/著 イヨンスク/監修 明石書店

39 914.6 老いのゆくえ  (中公新書） 黒井千次/著 中央公論新社

40 914.6 ムスメからおとうさんへ。 k.m.p./著ブックデザイン 東京書籍

41 914.6 ドン・キホーテ走る 鴻上尚史/著 論創社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 914.6 なまものを生きる 少年アヤ/著 双葉社

43 914.6 希望はいつも当たり前の言葉で語られる 白井明大/著 草思社

44 914.6 法曹漫歩 中尾巧/著 中央公論新社

45 914.6 自由思考 中村文則/著 河出書房新社

46 914.6 ベスト・エッセイ 2019 日本文藝家協会/編 光村図書出版

47 914.6 江戸にフランス革命を! 橋本治/著 青土社

48 914.6 「カッコいい」とは何か  (講談社現代新書） 平野啓一郎/著 講談社

49 914.6 一丁目一番地の謎 平石貴樹/著 松柏社

50 914.6 じゃじゃ馬にさせといて 松田青子/著 新潮社

51 914.6 じじばばのるつぼ 群ようこ/著 新潮社

52 914.6 MORI Magazine 3 森博嗣/編集長 大和書房

53 914.6 沈黙の作法 山折哲雄/著 柳美里/著 河出書房新社

54 914.6 ブスの自信の持ち方 山崎ナオコーラ/著 誠文堂新光社

55 914.6 エレガントな終活 吉元由美/著 大和書房

56 915.5 芭蕉文集 松尾芭蕉/著 富山奏/校注 新潮社

57 915.6 東京凸凹散歩 大竹昭子/文・写真・地図原案 亜紀書房

58 915.6 いきたくないのに出かけていく 角田光代/著 スイッチ・パブリッシング

59 915.6 旅の窓からでっかい空をながめる 椎名誠/著 新日本出版社

60 916 この顔と生きるということ 岩井建樹/著 朝日新聞出版

61 916 壁+病=やさしい人生 竹下薫/著 文芸社

62 916 ここにいる 玉井真理子/著 生活書院

63 916 なんにもなかった  暮しの手帖社

64 916 犬ぞり隊、南極大陸横断す 舟津圭三/著 セルバ出版

65 916 平和の栖(すみか) 弓狩匡純/著 集英社クリエイティブ

66 923.7 烈火三国志 上・中・下巻 成君憶/著 漆嶋稔/訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

67 923.7 蒼老たる浮雲 残雪/著 近藤直子/訳 白水社

68 923.7 三体 劉慈欣/著 大森望/訳 早川書房

69 929.1 外は夏 キムエラン/著 古川綾子/訳 亜紀書房

70 929.1 師任堂の真紅の絹の包み クォンジエ/著 キムミョンスン/訳 国書刊行会

71 929.1 アーモンド ソンウォンピョン/著 矢島暁子/訳 祥伝社

72 929.1 惨憺たる光 ペクスリン/著 カンバンファ/訳 書肆侃侃房

73 929.1 驟雨 廉想渉/著 白川豊/訳 書肆侃侃房

74 930.2 トマス・ピンチョン 永野良博/著 諏訪部浩一/監修 三修社

75 930.2 チャールズ・ブコウスキー 坂根隆広/著 諏訪部浩一/監修 三修社

76 930.2 ストーリー・オブ・マイ・キャリア L.M.モンゴメリ/著 水谷利美/訳 柏書房

77 931.4 サー・ガウェインと緑の騎士 J.R.R.トールキン/訳著 山本史郎/訳 原書房

78 931.7 荒地 T.S.エリオット/著 滝沢博/訳・解説 春風社

79 933.6 リップとイカボッドの物語 ワシントン・アーヴィング/著 フィリックス・
O.C.ダーレイ/イラスト 三元社

80 933.6 フラックスマン・ロウの心霊探究 E.ヘロン/著 H.ヘロン/著 アトリエサード

81 933.7 世紀の犯罪 アンソニー・アボット/著 水野恵/著 論創社

82 933.7 マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン/著 中谷友紀子/
訳 早川書房

83 933.7 パリンプセスト キャサリン・M.ヴァレンテ/著 井辻朱美/訳 東京創元社

84 933.7 ウィリアムが来た時 サキ/著 深町悟/訳 国書刊行会

85 933.7 鼻持ちならぬバシントン サキ/著 花輪涼子/訳 彩流社

86 933.7 七つの殺人に関する簡潔な記録 マーロン・ジェイムズ/著 旦敬介/訳 早川書房

87 933.7 穴の町 ショーン・プレスコット/著 北田絵里子/訳 早川書房

88 933.7 フレドリック・ブラウンSF短編全集 1 フレドリック・ブラウン/著 安原和見/訳 東京創元社

89 933.7 パレーズ・エンド 第3巻 フォード・マドックス・フォード/著 高津昌宏
/訳 論創社

90 933.7 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン/著 岸本佐知子/訳 講談社

91 933.7 密室殺人 ルーパート・ペニー/著 熊井ひろ美/訳 論創社

92 933.7 私たち異者は スティーヴン・ミルハウザー/著 柴田元幸/訳 白水社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 933.7 カルカッタの殺人 アビール・ムカジー/著 田村義進/訳 早川書房

94 933.7 キャット・パーソン クリステン・ルーペニアン/著 鈴木潤/訳 集英社

95 933.7 わたしがわたしであるために E.ロックハート/著 杉田七重/訳 辰巳出版

96 935.7 アラン島 J.M.シング/著 栩木伸明/訳 みすず書房

97 936 モービー・ダック ドノヴァン・ホーン/著 村上光彦/訳 こぶし書房

98 943.7 ある一生 ローベルト・ゼーターラー/著 浅井晶子/
訳 新潮社

99 949.8 世界を救う100歳老人 ヨナス・ヨナソン/著 中村久里子/訳 西村書店

100 951.7 ルネ・シャール詩集 ルネ・シャール/著 野村喜和夫/訳著 河出書房新社

101 951.7 ケベック詩選集 立花英裕/編訳 真田桂子/編訳 彩流社

102 953.6 フェリシア、私の愚行録 ネルシア/著 福井寧/訳 幻戯書房

103 953.7 秋の火 イレーヌ・ネミロフスキー/著 芝盛行/訳 未知谷

104 953.7 パストラル C.F.ラミュ/著 笠間直穂子/訳 東宣出版

105 963 アベル・サンチェス ミゲル・デ・ウナムーノ/著 富田広樹/訳 幻戯書房

106 963 案内係 フェリスベルト・エルナンデス/著 浜田和範/
訳 水声社

107 969.3 アナーキストの銀行家 フェルナンド・ペソア/著 近藤紀子/訳 彩流社

108 979.1 方形の円 ギョルゲ・ササルマン/著 住谷春也/訳 東京創元社

109 991.2 オイディプスの墓 ウィリアム・マルクス/著 森本淳生/訳 水声社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 未来を、11秒だけ 青柳碧人/著 光文社

2 F 鎌倉うずまき案内所 青山美智子/著 宝島社

3 F 妙麟 赤神諒/著 光文社

4 F 三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川次郎/ほか著 論創社

5 F 純子 赤松利市/著 双葉社

6 F 一年で、一番君に遠い日。 秋山真太郎/著 キノブックス

7 F 九度目の十八歳を迎えた君と 浅倉秋成/著 東京創元社

8 F 君たちは今が世界(すべて) 朝比奈あすか/著 KADOKAWA

9 F おじさんのトランク 芦辺拓/著 光文社

10 F みどり町の怪人 彩坂美月/著 光文社

11 F 星から来た船 中・下 新井素子/著 出版芸術社

12 F 愛してるって言えなくたって 五十嵐貴久/著 祥伝社

13 F クジラアタマの王様 伊坂幸太郎/著 NHK出版

14 F 家康謀殺 伊東潤/著 KADOKAWA

15 F ツキノネ 乾緑郎/著 祥伝社

16 F 八本目の槍 今村翔吾/著 新潮社

17 F 空と湖水 植松三十里/著 文藝春秋

18 F 54字の物語 史 氏田雄介/共著 西村創/共著 PHP研究所

19 F 剣樹抄 冲方丁/著 文藝春秋

20 F 覇権交代 4 大石英司/著 中央公論新社

21 F 小説恐怖新聞 大石圭/著 つのだじろう/原作 誠文堂新光社

22 F 催眠ガール 大嶋信頼/著 清流出版

23 F 道化師の退場 太田忠司/著 祥伝社

24 F 緋(あか)い川 大村友貴美/著 光文社

25 F ウナノハテノガタ 大森兄弟/著 中央公論新社

26 F 下北沢インディーズ 岡崎琢磨/著 実業之日本社

27 F 大坂の陣 岡田秀文/著 双葉社

28 F 電信柱と妙な男 小川未明/著 東雅夫/編 平凡社

29 F あとは切手を、一枚貼るだけ 小川洋子/著 堀江敏幸/著 中央公論新社

30 F 川っぺりムコリッタ 荻上直子/著 講談社

31 F マーチング・ウィズ・ゾンビーズ 折輝真透/著 集英社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 F 島津四神伝 片山洋一/著 朝日新聞出版

33 F 廓に噺せば 桂歌蔵/著 光文社

34 F 美しすぎる教育評論家の依頼 叶紙器/著 光文社

35 F いつかの岸辺に跳ねていく 加納朋子/著 幻冬舎

36 F ガラスの城壁 神永学/著 文藝春秋

37 F 赤い白球 神家正成/著 双葉社

38 F 夏物語 川上未映子/著 文藝春秋

39 F 化物蠟燭 木内昇/著 朝日新聞出版

40 F 図書室 岸政彦/著 新潮社

41 F ぬるくゆるやかに流れる黒い川 櫛木理宇/著 双葉社

42 F いのちの谷間 工藤正廣/著 未知谷

43 F いるいないみらい 窪美澄/著 KADOKAWA

44 F 呼吸する町 黒木渚/著 光文社

45 F 挾み撃ち 後藤明生/著 多岐祐介/解説 つかだま書房

46 F 将軍家康の女影武者 近衛龍春/著 新潮社

47 F 神前酔狂宴 古谷田奈月/著 河出書房新社

48 F 亥子ころころ 西條奈加/著 講談社

49 F 一分 坂岡真/著 光文社

50 F へぼ侍 坂上泉/著 文藝春秋

51 F 坂口安吾エンタメコレクション ハードボイルド篇 坂口安吾/著 七北数人/編 春陽堂書店

52 F 緋の河 桜木紫乃/著 新潮社

53 F 将軍の子 佐藤巖太郎/著 文藝春秋

54 F ファミリーランド 澤村伊智/著 早川書房

55 F 明日の世界が君に優しくありますように 汐見夏衛/著 スターツ出版

56 F 旧友再会 重松清/著 講談社

57 F スズメの事ム所 朱川湊人/著 文藝春秋

58 F カリスマvs.溝鼠 新堂冬樹/著 徳間書店

59 F 極限の婚約者たち 新堂冬樹/著 双葉社

60 F 小説ブラック・ジャック 瀬名秀明/著 手塚治虫/原作 誠文堂新光社

61 F 源平の怨霊 高田崇史/著 講談社

62 F いやな感じ 高見順/著 共和国

63 F 我らが少女A 高村薫/著 毎日新聞出版

64 F 誰も知らぬ 太宰治/著 井原あや/編 春陽堂書店

65 F 私のことならほっといて 田中兆子/著 新潮社

66 F 太宰治賞 2019 筑摩書房編集部/編 筑摩書房

67 F 神様の暇つぶし 千早茜/著 文藝春秋

68 F 上杉鷹山 童門冬二/著
PHPエディターズ・グルー
プ

69 F 線は、僕を描く 砥上裕將/著 講談社

70 F 天災は忘れる前にやってくる 鳥飼否宇/著 光文社

71 F トランスファー 中江有里/著 中央公論新社

72 F 風はずっと吹いている 長崎尚志/著 小学館

73 F お願いおむらいす 中澤日菜子/著 小学館

74 F 鬼人幻燈抄 葛野編 中西モトオ/著 双葉社

75 F 十津川警部追憶のミステリー・ルート 西村京太郎/著 徳間書店

76 F ザ・ベストミステリーズ 2019 日本推理作家協会/編 澤村伊智/ほか著 講談社

77 F サリエルの命題 楡周平/著 講談社

78 F 猫をおくる 野中柊/著 新潮社

79 F 黄金夜界 橋本治/著 中央公論新社

80 F てんげんつう 畠中恵/著 新潮社

81 F おっさんは二度死ぬ pato/著 扶桑社

82 F 店長がバカすぎて 早見和真/著 角川春樹事務所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 F ランチ酒 原田ひ香/著 祥伝社

84 F ハッピーアワーは終わらない 東川篤哉/著 新潮社

85 F 希望の糸 東野圭吾/著 講談社

86 F DEVIL'S DOOR 東山彰良/著 集英社

87 F うしろから歩いてくる微笑 樋口有介/著 東京創元社

88 F 夏の騎士 百田尚樹/著 新潮社

89 F 百姓組頭・井上勝次 平木俊敬/著 図書出版のぶ工房

90 F あむんぜん 平山夢明/著 集英社

91 F よこがお 深田晃司/著 KADOKAWA

92 F 夏の呼吸 藤澤仁/著 アンビット

93 F 密室を開ける手 藤本ひとみ/著 講談社

94 F 龍の袖 藤原緋沙子/著 徳間書店

95 F 百の夜は跳ねて 古市憲寿/著 新潮社

96 F 愛が嫌い 町屋良平/著 文藝春秋

97 F 出身成分 松岡圭祐/著 KADOKAWA

98 F 決戦!広島城 松永弘高/著 朝日新聞出版

99 F 薄暮攻撃 松村益二/著 ハート出版

100 F 慟哭は聴こえない 丸山正樹/著 東京創元社

101 F いかれころ 三国美千子/著 新潮社

102 F 最後のページをめくるまで 水生大海/著 双葉社

103 F いけない 道尾秀介/著 文藝春秋

104 F 魔偶の如き齎すもの 三津田信三/著 講談社

105 F 手のひらの楽園 宮木あや子/著 新潮社

106 F さよならの儀式 宮部みゆき/著 河出書房新社

107 F ラストダンスは私に 村岡恵理/著 光文社

108 F カザアナ 森絵都/著 朝日新聞出版

109 F ジョン・マン 7 山本一力/著 講談社

110 F 途中下車はできません 山本巧次/著 小学館

111 F 女優の娘 吉川トリコ/著 ポプラ社

112 F 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘/著 中央公論新社

113 F 日めくり怪談 吉田悠軌/著 集英社

114 F 黄色い実 吉永南央/著 文藝春秋

115 F 『こころ』異聞 若松英輔/著 岩波書店

116 F 福沢諭吉の事件簿 1～2 鷲田小彌太/著 言視舎

117 F 渡辺啓助探偵小説選 2 渡辺啓助/著 小松史生子/編 論創社

118 F 令和元年のゲーム・キッズ 渡辺浩弐/著 坂月さかな/画 星海社

119 F 生のみ生のままで 上・下 綿矢りさ/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 BF 猫河原家の人びと 2 青柳碧人/著 新潮社

2 BF 行きたくない 阿川せんり/著 奥田亜希子/著 KADOKAWA

3 BF から揚げの秘密 石井睦美/著 中央公論新社

4 BF 武士の流儀 1 稲葉稔/著 文藝春秋

5 BF 舌戦 上田秀人/著 講談社

6 BF 老女マノン・脂粉の顔 宇野千代/作 尾形明子/編 岩波書店

7 BF 化学探偵Mr.キュリー 8 喜多喜久/著 中央公論新社

8 BF 再燃 小杉健治/著 双葉社

9 BF 同胞の契り 小杉健治/著 光文社

10 BF 春淡し 佐伯泰英/著 光文社

11 BF 日の昇る国へ 佐伯泰英/著 新潮社

B 文庫本

- 23 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

12 BF 突きの鬼一 4 鈴木英治/著 小学館

13 BF 酔い待ち草 辻堂魁/著 角川春樹事務所

14 BF 電車を止めるな! 寺井広樹/著 PHP研究所

15 BF 鬼女と賊 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

16 BF 恋女房 鳥羽亮/著 幻冬舎

17 BF 花火・来訪者 永井荷風/作 岩波書店

18 BF ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 4 七月隆文/著 新潮社

19 BF 情夜 鳴海章/著 実業之日本社

20 BF 長崎駅(ナガサキ・レディ)殺人事件 西村京太郎/著 講談社

21 BF 時代小説ザ・ベスト 2019 日本文藝家協会/編 吉川永青/ほか著 集英社

22 BF HELLO WORLD 野崎まど/著 集英社

23 BF 忘れじの女 早見俊/著 新潮社

24 BF 弥助、命を狙われる 廣嶋玲子/著 東京創元社

25 BF Iターン 2 福澤徹三/著 文藝春秋

26 BF 戯け者 藤井邦夫/著 双葉社

27 BF 最後の晩ごはん 12 椹野道流/著 KADOKAWA

28 BF 菓子屋横丁月光荘 2 ほしおさなえ/著 角川春樹事務所

29 BF dele 3 本多孝好/著 KADOKAWA

30 BF それでもデミアンは一人なのか? 森博嗣/著 講談社

31 BF 五瓣の椿 山本周五郎/著 新潮社

32 BF オーバードライヴ 結城充考/著 祥伝社

33 BF 日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集 8～9  双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T069 富山県立山博物館年報 第28号 2019年 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

2 T202 埋蔵文化財年報 平成30年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課/編
富山県文化振興財団埋蔵文化
財調査課

3 T209.6 富山県の誕生 浦田正吉/著 青青編集/編 楓工房

4 T250 氷見春秋 第79号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

5 T318.3 富山市の重点事業 令和2年度 富山市/編 富山市

6 T375 研究紀要 第72号 富山大学人間発達科学部附属中学校/編
富山大学人間発達科学部附属
中学校

7 T550 「帆船海王丸」物語 「帆船海王丸」物語編集委員会/編 伏木富山港・海王丸財団

8 T748 万華鏡 302号  ふるさと開発研究所

9 T788 大相撲朝乃山英樹 北日本新聞社/編著 北日本新聞社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいうえオリンピック 中川ひろたか/文 平澤一平/絵 くもん出版

2 E アイスクリームおうこく ナカオマサトシ/さく イヌイマサノリ/え ポプラ社

3 E あみ 中川ひろたか/作 岡本よしろう/絵 アリス館

4 E ありんこおみこし にしはらみのり/作 小学館

5 E いちばんのきかんしゃ ウィルバート・オードリー/原作 ポプラ社

6 E いつかはぼくも よしだるみ/さく・え 国土社

7 E うみがめのあかちゃん 柿本幸造/え 市川宣子/ぶん リーブル

8 E 海ガラスの夏 ミシェル・ハウツ/文 バグラム・イバトゥーリ
ン/絵 BL出版

9 E おおきくなると? アニェーゼ・バルッツィ/作 小学館

10 E おかあさん! 塚本やすし/作・絵 冨山房インターナショナル

11 E おかあさんありがとう みやにしたつや/作絵 金の星社

12 E おなかがへった マメイケダ/作 WAVE出版

13 E おろろんおろろん 石黒亜矢子/作 偕成社

E 絵本

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 E かげパ 富安陽子/作 しまだともみ/絵 ひさかたチャイルド

15 E きもちのて きなしのりたけ/著 双葉社

16 E きょうふのしりとり 武田美穂/作 ほるぷ出版

17 E きょうは泣き虫 たけがみたえ/作 好学社

18 E ギョギョギョつり 矢野アケミ/作・絵 鈴木出版

19 E キリンのあかちゃんがうまれた日 志茂田景樹/文 木島誠悟/絵 ポプラ社

20 E きんぎょすくいめいじん 松成真理子/作 講談社

21 E クレムとカニさん フィオナ・ランバーズ/作 久保純子/訳 文化学園文化出版局

22 E こくん 村中李衣/作 石川えりこ/絵 童心社

23 E このドアだれのドア? 鈴木翼/作 市原淳/絵 鈴木出版

24 E このほんよんでくれ! ベネディクト・カルボネリ/文 ミカエル・ドゥ
リュリュー/絵 クレヨンハウス

25 E ころべばいいのに ヨシタケシンスケ/作 ブロンズ新社

26 E こんなせんそうなら、したい! キタ大介/著 サンマーク出版

27 E さかさまたんけんたい すずきみほ/作 偕成社

28 E さかながはねて 中川ひろたか/ぶん 森あさ子/え 世界文化社

29 E しあわせの島へ マリット・テルンクヴィスト/作・絵 長山さき
/訳 徳間書店

30 E 10ぴきのおばけのたんじょうび にしかわおさむ/作・絵 ひかりのくに

31 E ジュース 三木卓/作 杉浦範茂/絵 鈴木出版

32 E すごいたいじゅうでうごきません。 平田昌広/作 平田景/絵 国土社

33 E すごい虫ずかん じゅえき太郎/作 須田研司/監修 KADOKAWA

34 E 生命のれきし キャサリン・バー/文 スティーブ・ウィリアム
ズ/文 絵本塾出版

35 E だれでもおんど サトウマサノリ/作・絵 パイインターナショナル

36 E ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん 二宮由紀子/作 牧野千穂/絵 岩崎書店

37 E つき 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

38 E つるつるプール えぐちよしこ/作 降矢なな/絵 PHP研究所

39 E でんしゃにんじゃ 藤本ともひこ/作・絵 交通新聞社

40 E ドクルジン ミロコマチコ/作 亜紀書房

41 E としょかん町のバス イクタケマコト/絵 横山寿美代/監修 少年写真新聞社

42 E ドラゴンはタコスがだいすき アダム・ルービン/作 ダニエル・サルミエリ/
絵

パイインターナショナル

43 E トロピカルテリー ジャーヴィス/作 青山南/訳 BL出版

44 E ながしそうめん ささきみお/作・絵 鈴木出版

45 E なつのもりのかぶとむし 谷本雄治/文 サトウマサノリ/絵 文溪堂

46 E なにになるのマカロニさん まるやまなお/作 みらいパブリッシング

47 E にちにちらんらん tupera tupera/著 白泉社

48 E にっぽんいいものみてみて大会 きたがわめぐみ/作・絵 理論社

49 E にんじんかりかりかじったら 石津ちひろ/文 柴田ケイコ/絵 金の星社

50 E ねえねえ 長田真作/作 佼成出版社

51 E ねこになりたい 山口哲司/作・絵 出版ワークス

52 E ねこぼん はやしますみ/作 偕成社

53 E ハッピーボギー くりはらたかし/作 あかね書房

54 E 火 あやかし 飯野和好/絵と文 小峰書店

55 E ヒキガエルがいく パクジォンチェ/作 申明浩/訳 岩波書店

56 E ぴったんこ 浦中こういち/作・絵 鈴木出版

57 E ヒロシマ消えたかぞく 指田和/著 鈴木六郎/写真 ポプラ社

58 E へんしんバス あきやまただし/作・絵 金の星社

59 E ほうさんちゅう 松岡篤/監修 かんちくたかこ/文 アリス館

60 E ぼくたちはみんな旅をする ローラ・ノウルズ/文 クリス・マッデン/絵 講談社

61 E ぼくにはあながある まるやまなお/著 文芸社

62 E ぼくは生まれたとき イザベウ ミンニョス マルチンス/作 マデレナ
マトーソ/絵 ニジノ絵本屋

63 E ほんのなかのほんのなかのほん ジュリアン・ベール/さく シモン・バイイ/え くもん出版

64 E 本屋のラク くどうかずし/文 やまぐちぴこ/絵 出版ワークス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 E まどのそと 佐野史郎/作 ハダタカヒト/絵 岩崎書店

66 E まほうつかいとねこ せなけいこ/作・絵 鈴木出版

67 E まほうでなんでやねん 鈴木翼/文 あおきひろえ/絵 世界文化社

68 E ママはスーパーちからもち ニコラ・ケント/さく・え こばやしれいこ/や
く 岩崎書店

69 E みかづきちゃん げんきだよ 東君平/著 亜紀書房

70 E むしホテルとなぞのちかしつ きねかわいつか/ぶん 近藤薫美子/え BL出版

71 E めをとじてみえるのは マック・バーネット/ぶん イザベル・アルス
ノー/え 評論社

72 E もみの木 せなけいこ/絵 石井睦美/文 KADOKAWA

73 E 森のあかちゃん コゼッタ・ザノッティ/文 ルチア・スクデーリ
/絵 BL出版

74 E 焼けあとのちかい 半藤一利/文 塚本やすし/絵 大月書店

75 E ようかい川柳 石崎なおこ/作・絵 教育画劇

76 E ようかいでるでるばあ!! 日野日出志/絵 寺井広樹/文 彩図社

77 E ようかいむらのわくわくなつやすみ たかいよしかず/作・絵 国土社

78 E ようこそ海へ 小手鞠るい/作 えがしらみちこ/絵 出版ワークス

79 E よっ、おとこまえ! いがらしあつし/作・絵 絵本塾出版

80 E るすばんかいぎ 浜田桂子/作 理論社

81 E ロージーのひよこはどこ? パット・ハッチンス/さく こみやゆう/やく 好学社

82 E わたしゃほんとにうんがいい せなけいこ/文・絵 鈴木出版

83 E わたしはみんなのおばあちゃん ジョナサン・トゥイート/文 カレン・ルイス/
絵 岩波書店

84 E わらべきみかのことばをおぼえるえずかん わらべきみか/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 何のための「教養」か  (ちくまプリマー新書） 桑子敏雄/著 筑摩書房

2 K007 Scratch 3.0で楽しむレッツ!プログラミング 富士通エフ・オー・エム株式会社/著・制
作 FOM出版

3 K019 答えは本の中に隠れている  (岩波ジュニア新書） (岩波ジュニア新書）編集部/編 岩波書店

4 K145 トリックアート戦国時代 北岡明佳/監修 グループ・コロンブス/構成・
文 あかね書房

5 K159 ピンチ!!でもそれはチャンスだ! 大野正人/著 高橋書店

6 K159 こんなときどうする!?かいけつブック 辰巳渚/著 朝倉世界一/まんが 毎日新聞出版

7 K169 「カルト」はすぐ隣に  (岩波ジュニア新書） 江川紹子/著 岩波書店

8 K210 うれ史!はずか史!日本史 古舘明廣/著 つぼいひろき/イラスト 岩崎書店

9 K288 国旗のほん  鈴木出版

10 K289 じいじが迷子になっちゃった 城戸久枝/著 羽尻利門/画 偕成社

11 K290 日本と世界のずかん 井田仁康/総監修 チャイルド本社

12 K291 えらべる!できる!ぼうけん図鑑沖縄  (地球の歩き方BOOKS） mananico/著・編 ダイヤモンド・ビッグ社

13 K292 エベレスト サングマ・フランシス/文 リスク・フェン/絵 徳間書店

14 K310 14歳からの政治入門 池上彰/著 マガジンハウス

15 K311 民主主義は誰のもの? プランテルグループ/文 マルタ・ピナ/絵 あかね書房

16 K313 独裁政治とは? プランテルグループ/文 ミケル・カサル/絵 あかね書房

17 K318 しりたいな全国のまちづくり 1 岡田知弘/監修 本堂やよい/執筆 かもがわ出版

18 K319 平和のバトン 弓狩匡純/著 くもん出版

19 K326 奈良監獄物語 寮美千子/文 磯良一/絵 小学館クリエイティブ

20 K337 お金のことがよくわかる事典 岡本和久/監修 PHP研究所

21 K361 社会格差はどこから? プランテルグループ/文 ジュアン・ネグレスコ
ロール/絵 あかね書房

22 K366 おしごと年鑑 谷和樹/監修 朝日新聞社/編 朝日新聞社

23 K367 女と男のちがいって? プランテルグループ/文 ルシ・グティエレス/
絵 あかね書房

24 K385 10歳までに身につけたい大切なルールとマナー 坂東眞理子/監修 森永ピザ/マンガ・イラスト 永岡書店

25 K400 もっと知りたい科学入門 アレックス・フリス/著 ヘイゼル・マスケル/
著 東京書籍

26 K402 クマムシ調査隊、南極を行く!  (岩波ジュニア新書） 鈴木忠/著 岩波書店

27 K404 日本人にとって自然とはなにか  (ちくまプリマー新書） 宇根豊/著 筑摩書房

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 K404 なぜ?どうして?かがくのお話 1年生/2年生 大山光晴/総合監修 学研プラス

29 K404 NHK子ども科学電話相談おもしろギモン大集合!! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 NHK出版

30 K407 身近な自然かんさつで自由研究しよう! 泉健司/著 主婦の友社

31 K410 数とコンピューターについて知っておくべき100のこと アリス・ジェームス/ほか文 フェデリコ・マリ
アーニ/イラスト 小学館

32 K421 タイムマシンのつくり方 佐藤勝彦/監修 講談社

33 K421 タイムマシンって実現できる? 二間瀬敏史/監修 誠文堂新光社

34 K457 恐竜大行進A to Z ダスティン・グロウィック/著 土屋香/訳 誠文堂新光社

35 K457 恐竜 小林快次/監修 講談社

36 K457 じぶんでよめるきょうりゅうずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

37 K480 なんでもつかまえてみる本 秋山幸也/監修 成美堂出版

38 K480 気をつけろ!!!危険生物・外来生物図鑑 今泉忠明/監修 自然環境研究センター/監修 あかね書房

39 K480 ざんねんないきもの事典 もっと 今泉忠明/監修 下間文恵/絵 高橋書店

40 K480 泣けるいきもの図鑑 イヌ・ネコ編 今泉忠明/監修 学研プラス

41 K480 くらべてわかる!ほんとのおおきさ動物図鑑 イザベラ・グロット/イラスト リタ・マベル・
スキアーヴォ/文 エクスナレッジ

42 K480 しぶとい生き物図鑑 白石拓/著 今泉忠明/監修 ホビージャパン

43 K481 だれのあし?  ひさかたチャイルド

44 K482 わけあって絶滅しました。 続 丸山貴史/著 今泉忠明/監修 ダイヤモンド社

45 K485 ハエトリグモ 坂本昇久/写真・文 ポプラ社

46 K486 泣けるぜ!昆虫 岡島秀治/監修 小堀文彦/絵 学研プラス

47 K486 NHKダーウィンが来た!昆虫スゴすぎクイズ図鑑 NHK「ダーウィンが来た!」番組スタッフ/編 NHK出版

48 K486 昆虫 養老孟司/監修 講談社

49 K487 生きているシーラカンスに会いたい! 岩田雅光/著 新日本出版社

50 K487 ミッション・ウミガメ・レスキュー カレン・ロマノ・ヤング/著 田中直樹/日本版
企画監修

ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

51 K489 動物 山極寿一/監修 講談社

52 K493 心の病気ってなんだろう? 松本卓也/著 平凡社

53 K504 スーパークールテック 大津祥子/訳 上林香織/訳 すばる舎

54 K519 プラスチック・プラネット ジョージア・アムソン=ブラッドショー/作 大
山泉/訳 評論社

55 K521 日本100名城のひみつ 萩原さちこ/著 日本城郭協会/監修 小学館

56 K538 かっこいいぞ!ひこうき大集合  イカロス出版

57 K538 地球から宇宙をめざせ! アレクサンドラ・ミジェリンスカ/文・絵 ダニ
エル・ミジェリンスキ/文・絵 徳間書店

58 K547 よくわかる情報通信 高作義明/著 PHP研究所

59 K596 ひとりで作って、みんなで食べよ!はじめてのごはん 阪下千恵/著 日東書院本社

60 K596 NHKゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン はじめてのりょうり&おかし 佐々森典恵/料理監修 NHK出版

61 K596 10分スイーツ&100円ラッピング 春/夏 まちやまちほ/著 理論社

62 K645 走れ!メープル 菅聖子/文 山本遼/写真 小峰書店

63 K686 てっぱくにいこう!  小学館クリエイティブ

64 K748 つながる 長倉洋海/著 アリス館

65 K750 ガールズクラフトBOOK はっとりみどり/著 日東書院本社

66 K783 小学生のドッジボール最強トレーニングBOOK
関川卓真/監修 日本ドッジボール協会/協
力 メイツ出版

67 K796 子ども詰しょうぎ 2 神谷広志/著 高橋香代/著
シャスタインターナショナ
ル

68 K810 なぜなに日本語 もっと 関根健一/著 三省堂

69 K830 ポジティブになれる英語名言101  (岩波ジュニア新書） 小池直己/著 佐藤誠司/著 岩波書店

70 K834 はじめてのさがしておぼえるえいごのことば てづかあけみ/イラスト アレン玉井光江/監修 パイインターナショナル

71 K901 小学生のためのショートショート教室 高井信/著 小鳥遊書房

72 K908 5分後に意外な結末ex 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

73 K911 はじめての万葉集 上・下 萩原昌好/編 中島梨絵/絵 あすなろ書房

74 K913 いみちぇん! 15 あさばみゆき/作 市井あさ/絵 KADOKAWA

75 K913 100年ハチミツのあべこべ魔法 あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

76 K913 夏に降る雪 あんずゆき/作 佐藤真紀子/絵 フレーベル館

77 K913 ぼくたちは卵のなかにいた 石井睦美/作 アンマサコ/絵 小学館

78 K913 ぼくは気の小さいサメ次郎といいます 岩佐めぐみ/作 高畠純/絵 偕成社
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79 K913 5分後にいい気味なラスト エブリスタ/編 河出書房新社

80 K913 ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉幸子/作 野見山響子/絵 偕成社

81 K913 月と珊瑚 上條さなえ/著 講談社

82 K913 きょうからトイレさん 片平直樹/作 たごもりのりこ/絵 文研出版

83 K913 HIMAWARI 嘉成晴香/作 谷川千佳/絵 あかね書房

84 K913 はりねずみのルーチカ 8 かんのゆうこ/作 北見葉胡/絵 講談社

85 K913 セミクジラのぬけがら 如月かずさ/作 コマツシンヤ/絵 偕成社

86 K913 意味がわかると鳥肌が立つ話 蔵間サキ/編著 toai/絵 学研プラス

87 K913 天を掃け 黒川裕子/著 中村ユミ/絵 講談社

88 K913 野うさぎレストランへようこそ 小手鞠るい/作 土田義晴/絵 金の星社

89 K913 グルメ小学生探せ!黄金のカレーライス 次良丸忍/作 小笠原智史/絵 金の星社

90 K913 うそつきタケちゃん 白矢三恵/作 たかおかゆみこ/絵 文研出版

91 K913 トクベツな日 白矢三恵/作 スカイエマ/絵 PHP研究所

92 K913 アトリと五人の王 菅野雪虫/著 中央公論新社

93 K913 ぼくらののら犬砦 宗田理/作 ポプラ社

94 K913 おしっこもらスター 田中六大/作 あかね書房

95 K913 超いきものとひみつの書 土門トキオ/作 たかいよしかず/絵 学研プラス

96 K913 12歳で死んだあの子は 西田俊也/作 徳間書店

97 K913 ルビとしっぽの秘密 野中柊/作 松本圭以子/絵 理論社

98 K913 ジークの睡眠相談所 春間美幸/著 長浜めぐみ/イラスト 講談社

99 K913 かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原ゆたか/さく・え ポプラ社

100 K913 鬼遊び 2 廣嶋玲子/作 おとないちあき/絵 小峰書店

101 K913 十年屋 3 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

102 K913 ショートフィルムズ ブックショート/編著 くじょう/絵 学研プラス

103 K913 手紙 福田隆浩/著 えがしらみちこ/装画 講談社

104 K913 「悩み部」の復活と、その証明。 麻希一樹/著 usi/絵 学研プラス

105 K913 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希一樹/著 KADOKAWA

106 K913 となりはリュウくん 松井ラフ/作 佐藤真紀子/絵 PHP研究所

107 K913 ふしぎ町のふしぎレストラン 1 三田村信行/作 あさくらまや/絵 あかね書房

108 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

109 K913 さかなつりにいこう! 村上康成/作 理論社

110 K913 あららのはたけ 村中李衣/作 石川えりこ/絵 偕成社

111 K913 おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山京/作 ささめやゆき/絵 理論社

112 K913 タヌキのきょうしつ 山下明生/作 長谷川義史/絵 あかね書房

113 K913 手と手をぎゅっとにぎったら 横田明子/作 くすはら順子/絵 佼成出版社

114 K913 きょうふ!おばけまつり 吉田純子/作 つじむらあゆこ/絵 あかね書房

115 K933 しずくの首飾り ジョーン・エイキン/作 猪熊葉子/訳 岩波書店

116 K933 21世紀のフランクリン メアリー・ポープ・オズボーン/著 食野雅子/
訳 KADOKAWA

117 K933 ミオととなりのマーメイド 5 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/訳 ポプラ社

118 K933 プログラミングガールズ! 1 ステイシア・ドイツ/作 美馬しょうこ/訳 偕成社

119 K933 魔女の子ども ケリー・バーンヒル/著 佐藤見果夢/訳 評論社

120 K933 ラグビー・アカデミー 1～2 トム・パーマー/作 根本美由紀/訳 岩崎書店

121 K933 わたしがいどんだ戦い1940年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー/作
大作道子/訳 評論社

122 K933 アラルエン戦記 13 ジョン・フラナガン/作 入江真佐子/訳 岩崎書店

123 K933 ベストマン リチャード・ペック/作 千葉茂樹/訳 小学館

124 K933 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース/作 もりうちすみ
こ/訳 鈴木出版

125 K933 本気でやれば、なんでもできる!? ジョン・ヨーマン/作 クェンティン・ブレイク
/絵 徳間書店

126 K933 ヤング・シャーロック・ホームズ vol.6 アンドリュー・レーン/著 静山社

127 K933 ゴースト ジェイソン・レノルズ/作 ないとうふみこ/訳 小峰書店

128 K933 最後のドラゴン ガレット・ワイヤー/著 ケイティ・ハーネット
/画 あすなろ書房

129 K933 暗号クラブ 15 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

- 28 -


