
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 東大教授が考えるあたらしい教養  (幻冬舎新書） 藤垣裕子/著 柳川範之/著 幻冬舎

2 002.7 学び効率が最大化するインプット大全 樺沢紫苑/著 サンクチュアリ出版

3 007.1 AIには何ができないか メレディス・ブルサード/著 北村京子/訳 作品社

4 007.3 サイバー空間における覇権争奪 塩原俊彦/著 社会評論社

5 007.3 激動の時代のコンテンツビジネス・サバイバルガイド マイケル D.スミス/著 ラフル テラング/著 白桃書房

6 007.5 ネット文化資源の読み方・作り方 岡田一祐/著 文学通信

7 007.6 いちばんやさしいWordPressの教本 石川栄和/著 大串肇/著 インプレス

8 007.6 Access VBAパーフェクトマスター 岩田宗之/著 秀和システム

9 007.6 できるOffice 365 2019年度版 インサイトイメージ/著 できるシリーズ編集部
/著 インプレス

10 007.6 これからはじめるDreamweaverの本 2019年最新版 太木裕子/著 山本浩司/著 技術評論社

11 007.6 Excel2019パーフェクトマスター 金城俊哉/著 秀和システム

12 007.6 Pythonによるプログラミング 小林郁夫/共著 佐々木晃/共著 オーム社

13 007.6 Macがぜんぶわかる本  洋泉社

14 010.2 フランスの公務員制度と官製不安定雇用 薬師院はるみ/著 公人の友社

15 010.2 情報革命の世界史と図書館 山口広文/著 樹村房

16 014.6 図書館づくりの現況から「保存」を考える 塩見昇/著 共同保存図書館・多摩

17 014.6 図書の修理とらの巻 続 書物の歴史と保存修復に関する研究会/編 板倉
正子/監修 澪標

18 015 認知症予防におすすめ図書館利用術 3 結城俊也/著 日外アソシエーツ

19 018.0 公文書をアーカイブする 小川千代子/編著 菅真城/編著 大阪大学出版会

20 019.1 超速読力  (ちくま新書) 齋藤孝/著 筑摩書房

21 019.9 書物の愉しみ 井波律子/著 岩波書店

22 019.9 そっとページをめくる 野矢茂樹/著 岩波書店

23 019.9 彗星図書館 皆川博子/著 講談社

24 020.5 書物學 16  勉誠出版

25 021.4 はじめての編集 菅付雅信/著 アルテスパブリッシング

26 024.1 街灯りとしての本屋 田中佳祐/著 竹田信弥/構成 雷鳥社

27 024.8 子供より古書が大事と思いたい 鹿島茂/著 青土社

28 070.4 皇室タブー 篠田博之/著 創出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 分解の哲学 藤原辰史/著 青土社

2 114.2 「死」とは何か シェリー・ケーガン/著 柴田裕之/訳 文響社

3 115.3 非合理性 リサ・ボルトロッティ/著 鴻浩介/訳 岩波書店

4 121.5 徂徠学の思想圏 中村春作/著 ぺりかん社

5 121.6 再考三木清 田中久文/編 藤田正勝/編 昭和堂

6 140 ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 黒木俊秀/日本語版監修 小野良平/訳 創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 141.1 天才の秘密 クラウディア・カルブ/著 竹花秀春/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

8 141.2 サウンドパワー ミテイラー千穂/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

9 141.5 ヒューマンエラーの心理学  (ちくま新書) 一川誠/著 筑摩書房

10 141.5 プログラミング思考のレッスン  (集英社新書) 野村亮太/著 集英社

11 143.1 妻語を学ぶ  (幻冬舎新書） 黒川伊保子/著 幻冬舎

12 146 「助けて」が言えない 松本俊彦/編 日本評論社

13 146.2 完璧を求める心理 櫻井茂男/著 金子書房

14 146.8 「ひとりで頑張る自分」を休ませる本 大嶋信頼/著 大和書房

15 146.8 時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門 小松貴弘/編著 渡辺亘/編著 創元社

16 146.8 今日から始まるナラティヴ・セラピー 坂本真佐哉/著 日本評論社

17 159 押井守の人生のツボ 押井守/著 渡辺麻紀/構成・文 東京ニュース通信社

18 159 怒らない人の頭の中 金川顕教/著 サンライズパブリッシング

19 159 AI時代対応大人の知的習慣 齋藤孝/著 KADOKAWA

20 159 『お金持ち列車』の乗り方 末岡よしのり/著 東邦出版

21 159 波に乗る力 武田双雲/著 日本文芸社

22 159 人生も仕事も変わる!最高の遊び方 成毛眞/著 宝島社

23 159 人間の本性  (幻冬舎新書） 丹羽宇一郎/著 幻冬舎

24 159 あり金は全部使え 堀江貴文/著 マガジンハウス

25 159 捨て本 堀江貴文/著 徳間書店

26 159.4 最高の働き方 金川顕教/著 総合法令出版

27 159.4 佐藤優直伝!最強の働き方 佐藤優/著 自由国民社

28 159.4 プロティアン 田中研之輔/著 日経BP

29 159.4 いくつになっても「求められる人」の小さな習慣 中谷彰宏/著 青春出版社

30 159.4 決断  (中公新書ラクレ) 成毛眞/著 中央公論新社

31 159.4 日本一稼ぐ弁護士の仕事術 福永活也/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

32 159.4 ニュータイプの時代 山口周/著 ダイヤモンド社

33 159.6 フランスの女は39歳で“女子”をやめる パメラ・ドラッカーマン/著 鳴海深雪/訳 CCCメディアハウス

34 159.7 Dr.帯津の老いから学ぶ「大逆転」のヒント 帯津良一/著 海竜社

35 159.7 バカになれ  (朝日新書） 齋藤孝/著 朝日新聞出版

36 159.7 70歳からの人生の楽しみ方 櫻井秀勲/著 きずな出版

37 159.7 50歳からのゼロ・リセット  (青春新書INTELLIGENCE) 本田直之/著 青春出版社

38 159.8 至高の名言 リンダ・ピコーン/著 弓場隆/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

39 162 哲学と宗教全史 出口治明/著 ダイヤモンド社

40 163.1 山の神々 坂本大三郎/著 エイアンドエフ

41 164 世界魚類神話 篠田知和基/著 八坂書房

42 164.1 いきもので読む、日本の神話 平藤喜久子/著 ホリナルミ/絵 東洋館出版社

43 170 神さまに選ばれた動物図鑑  神宮館

44 175 江戸時代の神社 高埜利彦/著 山川出版社

45 175.9 カラフル!かわいい!みんなの御朱印コレクション 御朱印集め研究会/著 洋泉社

46 175.9 神と仏の道をたどる 神仏霊場会/編 産經新聞生活情報センター

47 180 仏教入門  (講談社現代新書） 南直哉/著 講談社

48 180.4 みんな、忙しすぎませんかね? 笑い飯・哲夫/著 釈徹宗/著 大和書房

49 181.4 レンマ学 中沢新一/著 講談社

50 182.8 名僧のことば 正木晃/著 大角修/著 枻出版社

51 183.3 『法華経』のはなし 渡邊寶陽/著 佼成出版社

52 186.9 謎解き御朱印めぐり 菊池洋明/著 笠倉出版社

53 186.9 御朱印でめぐる鎌倉のお寺 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

54 188.5 佐々井秀嶺、インドに笑う 白石あづさ/著 文藝春秋

55 188.5 密教の生き方 中村公昭/著 春秋社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 188.7 親鸞「六つの顔」はなぜ生まれたのか 大澤絢子/著 筑摩書房

57 188.8 はじめての大拙 鈴木大拙/著 大熊玄/編
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

58 188.8 リーダーになる人の武器としての禅の名言 二階堂武尊/著 アスカ・エフ・プロダクツ

59 188.9 日蓮 紀野一義/著 淡交社

60 192.1 キリスト教と日本人  (ちくま新書) 石川明人/著 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 土器のはじまり 小林謙一/編 同成社

2 202.5 教養としてのミイラ図鑑 ミイラ学プロジェクト/編著 ベストセラーズ

3 209 世界史概観 史学会/編 村川堅太郎/著 山川出版社

4 209.7 ユダヤ人を命がけで救った人びと キャロル・リトナー/編 サンドラ・マイヤーズ
/編 河出書房新社

5 210.1 天皇制と歴史学 宮地正人/著 本の泉社

6 210.9 元号「令和」 飯田泰士/著 五月書房新社

7 211 日本史概観 史学会/編 山川出版社

8 213 古田武彦・古代史コレクション 26 古田武彦/著 ミネルヴァ書房

9 213.2 巨大古墳の歩き方 大塚初重/監修 宝島社

10 213.2 世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく 久世仁士/著 創元社編集部/編 創元社

11 213.2 仁徳天皇陵と巨大古墳の謎 水谷千秋/監修 宝島社

12 213.2 世界遺産登録へ!百舌鳥・古市古墳群のすべて  洋泉社

13 214.7 戦国武将に学ぶ「必勝マネー術」  (講談社+α新書) 橋場日月/著 講談社

14 215 江戸時代にみる「日本的コミュニケーション力」 市村佑一/著 創英社

15 215 海辺を行き交うお触れ書き 水本邦彦/著 吉川弘文館

16 215.2 藩とは何か  (中公新書) 藤田達生/著 中央公論新社

17 216 暴走する日本軍兵士 ダニ・オルバフ/著 長尾莉紗/訳 朝日新聞出版

18 216 歴史と文学 成澤榮壽/著 花伝社

19 216.1 明治維新の敗者たち マイケル・ワート/著 野口良平/訳 みすず書房

20 217 昭和史講義 戦前文化人篇 (ちくま新書) 筒井清忠/編 筑摩書房

21 217.5 「誉れの子」と戦争 斉藤利彦/著 中央公論新社

22 217.5 ペリリュー玉砕  (文春新書） 早坂隆/著 文藝春秋

23 217.5 俺は逆を行く 第1篇 檜垣御楯/著 社会評論社

24 217.7 「ことば」の平成論  (光文社新書） 鈴木洋仁/著 光文社

25 217.7 令和につなぐ平成の30年 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

26 219 九州のなかの朝鮮文化 嶋村初吉/著 明石書店

27 219.3 江戸のひみつ 江戸歴史研究会/著 メイツ出版

28 219.3 令和版江戸名所図会 永井伸八朗/著 日貿出版社

29 219.4 越前中世城郭図面集 1 佐伯哲也/著 桂書房

30 219.6 検証奈良の古代遺跡 小笠原好彦/著 吉川弘文館

31 219.6 明智光秀の城郭と合戦 高橋成計/著 戎光祥出版

32 222.0 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本隆司/著 東洋経済新報社

33 222.0 三国志への招待 三国志の会/編 山川出版社

34 222.0 新説!三国志  枻出版社

35 234.0 ヒトラーの時代  (中公新書) 池内紀/著 中央公論新社

36 234.0 アウシュヴィッツの巻物証言資料 ニコラス・チェア/著 ドミニク・ウィリアムズ
/著 みすず書房

37 234.0 図説モノから学ぶナチ・ドイツ事典 ロジャー・ムーアハウス/著 千葉喜久枝/訳 創元社

38 234.0 ナチ 本の略奪 アンデシュ・リデル/著 北條文緒/訳 国書刊行会

39 234.6 物語オーストリアの歴史  (中公新書） 山之内克子/著 中央公論新社

40 253.0 南北戦争の時代  (岩波新書 新赤版) 貴堂嘉之/著 岩波書店

41 253.0 アメリカにおけるヒロシマ・ナガサキ観 藤田怜史/著 彩流社

42 281.0 人生で大切なことは泥酔に学んだ 栗下直也/著 左右社

43 281.0 サムライたちの辞世の句 初田景都/著 大友宗哉/著 辰巳出版

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 281.0 日本史アッパレな女たち 本郷和人/監修 まんきつ/画 集英社

45 288.1 トク盛り「名字」丼 高信幸男/著 柏書房

46 288.1 47都道府県・名字百科 森岡浩/著 丸善出版

47 288.3 大内氏の世界をさぐる 大内氏歴史文化研究会/編 伊藤幸司/責任
編集 勉誠出版

48 288.4 平成の天皇と戦後日本 河西秀哉/著 人文書院

49 288.4 ロイヤルスタイル英国王室ファッション史 中野香織/著 吉川弘文館

50 288.4 令和新修歴代天皇・年号事典 米田雄介/編 吉川弘文館

51 289.1 始まりは「子ども銀行」 安斎隆/著 日本経済新聞出版社

52 289.1 われら軍人の子 石光勝/著 中央公論新社

53 289.1 大隈重信 上・下 (中公新書) 伊藤之雄/著 中央公論新社

54 289.1 明智光秀・秀満 小和田哲男/著 ミネルヴァ書房

55 289.1 後藤新平と五人の実業家 後藤新平研究会/編著 藤原書店

56 289.1 人生は、棚からぼたもち! 小林まさる/著 東洋経済新報社

57 289.1 ある物理学者の回想 佐藤文隆/著 青土社

58 289.1 非凡なる凡人将軍下村定 篠原昌人/著 芙蓉書房出版

59 289.1 その苦しみは続かない 竹内昌彦/著 朝日新聞出版

60 289.1 山川均 米原謙/著 ミネルヴァ書房

61 289.1 日本の資本主義を作った男 渋沢栄一  宝島社

62 289.3 光に向かって這っていけ サーロー節子/著 金崎由美/著 岩波書店

63 289.3 クロード・シャノン情報時代を発明した男 ジミー・ソニ/著 ロブ・グッドマン/著 筑摩書房

64 289.3 カール・ポランニー伝 ギャレス・デイル/著 若森みどり/訳 平凡社

65 289.3 ゴルバチョフ 下 ウィリアム・トーブマン/著 松島芳彦/訳 白水社

66 289.3 「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校 ヘルマン・フィンケ/著 高田ゆみ子/訳 白水社

67 289.3 アレクサンドロス大王 ヒュー・ボーデン/著 佐藤昇/訳 刀水書房

68 289.3 教師人生 フランク・マコート/著 豊田淳/訳 国書刊行会

69 290.4 人生が変わるすごい「地理」 角田陽一郎/著 KADOKAWA

70 290.8 絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス・マクナブ/著 片山美佳子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

71 290.9 ただいま、日本 乙武洋匡/著 扶桑社

72 290.9 食べた!見た!死にかけた!「運び屋(ハンドキャリー)女子」一人旅 片岡恭子/著 講談社

73 290.9 旅がなければ死んでいた 坂田ミギー/著 ベストセラーズ

74 290.9 地球の歩き方 A02 イギリス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

75 290.9 地球の歩き方 A23 ポルトガル 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

76 290.9 地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

77 290.9 地球の歩き方 B16 カナダ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

78 290.9 地球の歩き方 C11 オーストラリア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

79 290.9 地球の歩き方 D02 上海 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

80 290.9 地球の歩き方 D21 ベトナム 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

81 290.9 地球の歩き方 E03 イスタンブールとトルコの大地 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

82 291.0 懐かしの昭和ドライブイン 越野弘之/著 グラフィック社

83 291.0 鎖国時代 海を渡った日本図 小林茂/編 永用俊彦/編 大阪大学出版会

84 291.0 大人のアクティビティ! 小林希/著 ワニブックス

85 291.0 シニアのための島旅入門 斎藤潤/著 産業編集センター

86 291.0 幻島図鑑 清水浩史/著 河出書房新社

87 291.0 ハビタ・ランドスケープ 滝澤恭平/著 渋谷健太郎/写真 木楽舎

88 291.0 きっと見に行きたくなるすごい産業遺産  昭文社

89 291.0 フォトジェニックTravel  JTBパブリッシング

90 291.0 道の駅ナビ 2020  交通タイムス社

91 291.0 るるぶ温泉&宿関西 中国 四国 北陸 2019  JTBパブリッシング

92 291.0 るるぶ日帰り温泉関西中国四国北陸 2019  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 291.1 北海道の鉄道旅大図鑑 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

94 291.2 るるぶ温泉&宿東北 2019  JTBパブリッシング

95 291.3 るるぶ温泉&宿関東 伊豆箱根 信州 新潟  '20  JTBパブリッシング

96 291.4 よく分かる金沢検定受験参考書  時鐘舎

97 291.5 「たび活×住み活」in信州 大沢玲子/著 ファーストステップ出版

98 291.5 るるぶ日帰り温泉名古屋東海信州北陸 2019  JTBパブリッシング

99 291.6 底抜けオオサカ観光局 神田剛/著 朝日新聞出版

100 291.6 仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう 仲野徹/著 ちいさいミシマ社

101 291.6 大阪の教科書 上級編 橋爪紳也/監修 創元社編集部/編 創元社

102 291.6 温泉やど関西 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

103 291.6 京都・奈良 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

104 291.6 詳細地図で歩きたい町京都 2020  JTBパブリッシング

105 291.6 超詳細!京都さんぽ地図  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

106 291.9 九州の島めぐり 吉村靖徳/著 海鳥社

107 291.9 温泉やど九州 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

108 291.9 佐賀 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

109 291.9 るるぶ温泉&宿九州 2019  JTBパブリッシング

110 292.2 台湾百年ストーリー 横山透/著 辰巳出版

111 292.3 食と雑貨をめぐる旅 悠久の都ハノイへ 竹森美佳/著 イカロス出版

112 292.3 カラフルなプラナカンの街ペナン&マラッカへ 丹保美紀/著 イカロス出版

113 292.4 半径50メートルの世界 岡田薫/著 論創社

114 292.9 ウラジオストクを旅する43の理由 中村正人/著 朝日新聞出版

115 293.4 ウィーンこだわり旅ブック 塚本太朗/著 産業編集センター

116 293.6 ポルトガル 安森智子/写真・文 ダイヤモンド・ビッグ社

117 293.8 北欧ヴィンテージ雑貨を探す旅 おさだゆかり/著 産業編集センター

118 295.1 グリーンシティで癒しの休日バンクーバーへ 村上典子/文・写真 イカロス出版

119 295.3 るるぶアメリカ西海岸 2019  JTBパブリッシング

120 295.5 神秘の幻覚植物体験記 フリオ・アシタカ/著 彩図社

121 297.5 ポリネシア海道記 片山一道/著 臨川書店

200

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野紘平/共著 浦野真弥/共著 オーム社

2 302.2 新インド入門 田中洋二郎/著 白水社

3 302.2 中国情報ハンドブック 2019年版 21世紀中国総研/編 蒼蒼社

4 302.2 国家を食べる  (新潮新書) 松本仁一/著 新潮社

5 302.3 ウェールズを知るための60章 吉賀憲夫/編著 明石書店

6 302.3 良いスウェーデン、悪いスウェーデン ポール・ラパチオリ/著 鈴木賢志/訳 新評論

7 304 事実vs本能 橘玲/著 集英社

8 309 ラディカルズ ジェイミー・バートレット/著 中村雅子/
訳 双葉社

9 311.2 ホッブズの政治学 レオ・シュトラウス/著 添谷育志/訳 みすず書房

10 311.2 試される民主主義 上・下 ヤン=ヴェルナー・ミュラー/著 板橋拓己/監訳 岩波書店

11 312 労働者の味方をやめた世界の左派政党  (PHP新書) 吉松崇/著 PHP研究所

12 312.1 ラジオで語った政治学 2 浅野一弘/著 同文舘出版

13 312.1 政界版悪魔の辞典  (角川新書) 池上彰/著 KADOKAWA

14 312.1 野党が政権に就くとき 中野晃一/著 中野真紀子/訳 人文書院

15 312.1 ドキュメント「令和」制定  (中公新書ラクレ) 日本テレビ政治部/著 中央公論新社

16 312.2 韓国内なる分断  (平凡社新書) 池畑修平/著 平凡社

17 312.2 エルドアンのトルコ 松富かおり/著 中央公論新社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 312.2 日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木誠/著 悟空出版

19 312.2 「反日・親北」の韓国はや制裁対象! 李相哲/著 武藤正敏/著 ワック

20 312.3 スターリン時代
ワルター・クリヴィツキー/著 根岸隆夫/
訳 みすず書房

21 316.8 よい移民 ニケシュ・シュクラ/編 栢木清吾/訳 創元社

22 317.2 内閣調査室秘録  (文春新書) 志垣民郎/著 岸俊光/編 文藝春秋

23 317.7 消防官になるには 益田美樹/著 ぺりかん社

24 318 公共サービスの産業化と地方自治 岡田知弘/著 自治体研究社

25 318.1 はじめて学ぶ地方自治法 吉田勉/著 学陽書房

26 318.2 自治体職員のための住民と共につくる自治のかたち 相川俊英/著 第一法規

27 318.2 実行力  (PHP新書) 橋下徹/著 PHP研究所

28 318.3 なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか? 加藤年紀/著 学陽書房

29 318.3 公務員の速効ライフハック 佐久間智之/著 学陽書房

30 318.6 創造・再生のまち おおだて 森原英壽/著 大西正曹/監修 晃洋書房

31 318.6 未来につなぐまちおこし 山口好昭/著 文芸社

32 319.1 親日を巡る旅 井上和彦/著 小学館

33 319.1 日本とフィンランドの出会いとつながり ユハ・サウナワーラ/編 鈴木大路郎/編 大学教育出版

34 319.8 核武装と知識人 岸俊光/著 勁草書房

35 323.0 東大法学部という洗脳 倉山満/著 ビジネス社

36 323.1 数学書として憲法を読む 秋葉忠利/著 法政大学出版局

37 323.1 リベラルと元レンジャーの真「護憲」論 伊勢崎賢治/著 井筒高雄/著 ポット出版プラス

38 323.1 図解による憲法のしくみ 神田将/著 生活と法律研究所/編集 自由国民社

39 323.1 憲法学の病  (新潮新書) 篠田英朗/著 新潮社

40 323.1 日本国憲法の力 杉原泰雄/編著 吉田善明/編著 三省堂

41 323.9 「デジタル手続法」関連資料集 市町村自治研究会/編集協力 住民行政の窓編集
部/編集 日本加除出版

42 324 民法 6  有斐閣

43 324.1 一般社団・財団法人設立完全マニュアル 福島達也/著 学陽書房

44 324.2 土地はだれのものか 「土地はだれのものか」研究会/著 白揚社

45 324.6 離婚・親子・相続事件判例解説 加藤新太郎/編集 前田陽一/編集 第一法規

46 324.6 インターネット赤ちゃんポストが日本を救う 阪口源太/著 えらいてんちょう/著 ベストセラーズ

47 324.6 図解離婚のための準備と手続き 鈴木幸子/監修 柳沢里美/監修 新星出版社

48 324.7 相続の諸手続きと届出がすべてわかる本  '19〜'20年版 河原崎弘/監修 成美堂出版

49 324.7 大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本 関根俊輔/監修 関根圭一/監修 新星出版社

50 324.7 いちばんわかりやすい相続・贈与の本  '19〜'20年版 曽根恵子/著 岸田康雄/監修 成美堂出版

51 324.7 遺言の書き方と相続・贈与 比留田薫/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

52 324.7 これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて 19-20年版 堀招子/監修 原木規江/監修 ナツメ社

53 325.0 商法判例百選 神作裕之/編 藤田友敬/編 有斐閣

54 329.3 国連事務総長 田仁揆/著 中央公論新社

55 331 日常が学びに変わる!経済学の本 崔真淑/著 翔泳社

56 331 ものがたりで学ぶ経済学入門 根井雅弘/著 中央経済社

57 331.1 思いやりの経済学
ダライ・ラマ14世/著 マチウ・リカール/
編 ぷねうま舎

58 333.6 株と世界経済のメカニズムがわかる本 佐々木敏夫/著 丹羽由一/監修 枻出版社

59 333.8 私たちが国際協力する理由 紀谷昌彦/著 山形辰史/著 日本評論社

60 334.4 移動する民 ミシェル・アジエ/著 吉田裕/訳 藤原書店

61 334.4 チョンキンマンションのボスは知っている 小川さやか/著 春秋社

62 334.4 日本で生きるクルド人 鴇沢哲雄/著 ぶなのもり

63 334.4 移民と日本人
深沢正雪/著 サンパウロ・ニッケイ新聞
社/編 無明舎出版

64 335 会社で働きながら6カ月で起業する 新井一/著 ダイヤモンド社

65 335 起業のための儲けの教科書 酒井威津善/著 ソシム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 335 個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根俊輔/著 新星出版社

67 335 私を幸せにする起業 芳子ビューエル/著 同友館

68 335.1 社長の孤独力 新谷哲/著 日本経済新聞出版社

69 335.1 日常が学びに変わる!経営学の本 中川功一/著 翔泳社

70 335.2 なぜ倒産 平成倒産史編 帝国データバンク/協力 東京商工リサーチ/協
力 日経BP

71 335.4 あなたの会社は高く売れます 岡本行生/著 ダイヤモンド社

72 335.4 Q&A会社解散・清算の実務 右山昌一郎/監修・著 川端重夫/著 税務経理協会

73 335.7 自治体担当者のためのPFI実践ガイドブック 民間資金等活用事業推進機構/編著 中央経済社

74 336 超実践!楽しく儲かる社風経営 山地章夫/著
クロスメディア・パブリッ
シング

75 336.1 すごい!ビジネスモデル 4・5 内田雅章/著 TC出版

76 336.1 集中講義デジタル戦略 根来龍之/著 日経BP

77 336.1 エビデンス仕事術 光成章/著 SBクリエイティブ

78 336.1 いちばんやさしいビジネスモデルの教本 山口高弘/著 インプレス

79 336.2 精神科医が実践するデジタルに頼らない効率高速仕事術 井原裕/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

80 336.2 反常識の生産性向上マネジメント 小林裕亨/著 日本経済新聞出版社

81 336.2 最速で課題を解決する逆算思考 中尾隆一郎/著 秀和システム

82 336.2 論理思考大全 西村克己/著
PHPエディターズ・グルー
プ

83 336.2 入門『地頭力を鍛える』32のキーワードで学ぶ思考法 細谷功/著 東洋経済新報社

84 336.2 考えを整理する・伝える技術 グラフィックレコード 渡邉俊博/著 フォレスト出版

85 336.3 「すぐやるチーム」をつくるたった1つの考え方 池本克之/著 三笠書房

86 336.3 リーダーになる前に知っておきたかったこと 小林慎和/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

87 336.3 部下とチームが動き出す!聴く技術 高橋雅明/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

88 336.4 職場の紛争学  (朝日新書) 各務晶久/著 朝日新聞出版

89 336.4 たった13字ですべてを伝える 上岡正明/著 総合法令出版

90 336.4 Q&A中小企業の「退職金の見直し・設計・運用」の実務 川島孝一/著 セルバ出版

91 336.4 共創のリーダーシップ 齋藤勝己/著 扶桑社

92 336.4 いい人財が集まる会社の採用の思考法 酒井利昌/著 坂本光司/監修 フォレスト出版

93 336.4 すべらない「提案力」のセオリー 櫻木裕之/著 日本経済新聞出版社

94 336.4 ゼロから始める外国人雇用実務ガイド 佐藤正巳/著 とりい書房

95 336.4 プレゼン資料作成見るだけノート 高橋佑磨/監修 片山なつ/監修 宝島社

96 336.4 人生を変える「質問力」の教え 谷原誠/著 WAVE出版

97 336.4 労務管理のツボとコツがゼッタイにわかる本 寺林顕/著 米澤章吾/監修 秀和システム

98 336.4 女性部下マネジメントの教科書 冨山佳代/著 同文舘出版

99 336.4 人材争奪 平本宏幸/著 日本経済新聞出版社

100 336.4 クレーム対応最強の話しかた 山下由美/著 ダイヤモンド社

101 336.4 小さな会社がITエンジニアの採用で成功する本 大和賢一郎/著 日本実業出版社

102 336.4 自然災害時の労務管理の実務 労務行政研究所/編 労務行政

103 336.8 ビジネスの世界で生き残るための現場の会計思考 安本隆晴/著
クロスメディア・パブリッ
シング

104 336.9 市場と会計 吉田寛/著 春秋社

105 338 「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」が世界を変える! 中村宇利/著 集英社

106 338 暗号資産の法律・税務・会計 松嶋隆弘/編著 渡邊涼介/編著 ぎょうせい

107 338.1 やってはいけない!老後の資産運用 岩城みずほ/著 ビジネス社

108 338.1 世界一やさしい日経225先物の教科書1年生 ジョンシュウギョウ/著 ソーテック社

109 338.1 賢者に学ぶ有望株の選び方 鈴木一之/著 日本経済新聞出版社

110 338.1 ウォール街のランダム・ウォーカー バートン・マルキール/著 井手正介/訳 日本経済新聞出版社

111 338.7 一番トクする住宅ローンがわかる本  '19〜'20年版 新屋真摘/著 成美堂出版

112 345.1 詳解加算税通達と実務 谷口勝司/著 奥田芳彦/著 清文社

113 345.3 イチからはじめる所得税実務の基礎 田口渉/著 税務経理協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

114 345.5 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策  '19〜'20年版 加藤厚/監修 山口里美/監修 成美堂出版

115 345.5 相続と贈与がわかる本  '19〜'20年版 桑原亜矢子/監修 成美堂出版

116 349.2 地方財政健全化法とガバナンスの経済学 赤井伸郎/著 石川達哉/著 有斐閣

117 360 社会実装の手引き JST-RISTEX研究開発成果実装支援プログラム/
編 工作舎

118 361.4 ユーモアコミュニケーション 草刈マーサ/著 芸術新聞社

119 361.4 潜在認知の次元 下條信輔/著 有斐閣

120 361.4 事実はなぜ人の意見を変えられないのか ターリ・シャーロット/著 上原直子/訳 白揚社

121 361.4 言葉は凝縮するほど、強くなる 古舘伊知郎/著 ワニブックス

122 361.4 超魔術の裏技術 Mr.マリック/著 ワニブックス

123 361.4 自分の居場所はどこにある? 渡辺龍太/著 CCCメディアハウス

124 361.5 文化的進化論
ロナルド・イングルハート/著 山崎聖子/
訳 勁草書房

125 361.6 サバイバル組織術  (文春新書) 佐藤優/著 文藝春秋

126 364 社会保障法 黒田有志弥/著 柴田洋二郎/著 有斐閣

127 364.4 プロとして知っておきたい!介護保険のしくみと使い方 ケアマネジャー編集部/編 中央法規出版

128 364.5 元厚生労働事務官が解説する労災保険実務講座 高橋健/著 日本法令

129 365.3 絶対失敗しない土地と一戸建ての買い方  '19〜'20年版 小野寺範男/監修 成美堂出版

130 365.3 限界のタワーマンション  (集英社新書) 榊淳司/著 集英社

131 365.3 世界一わかりやすい家づくりの教科書 2019-2020  エクスナレッジ

132 366.0 雇用改革のファンファーレ 倉重公太朗/著 労働調査会

133 366.1 「働き方改革関連法」企業対応と運用の実務がわかる本 佐藤広一/著 日本実業出版社

134 366.1 詳解働き方改革関連法 第一東京弁護士会労働法制委員会/編著 労働開発研究会

135 366.1 同一労働同一賃金対応の手引き TMI総合法律事務所働き方改革サポートデスク/
編著 労務行政

136 366.1 労働法入門  (岩波新書 新赤版） 水町勇一郎/著 岩波書店

137 366.2 正しく評価してくれないこの会社に限界を感じたとき読む本 江田泰高/著 ぱる出版

138 366.2 シルバー人材センターが拓くシルバーの時代 久保田直子/著 日本橋出版

139 366.2 ジェロントロジーで学ぶ40代、50代からの働き方 崎山みゆき/著 日経BP

140 366.2 資格取り方選び方全ガイド 2021年版 高橋書店編集部/編 高橋書店

141 366.2 「複業」のはじめ方 藤木俊明/著 同文舘出版

142 366.2 転職と副業のかけ算 moto/著 扶桑社

143 366.3 日本の未来は女性が決める! ビル・エモット/著 川上純子/訳 日本経済新聞出版社

144 366.3 判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A 小笠原六川国際総合法律事務所/著 清文社

145 366.3 本業はオタクです。 劇団雌猫/著 中央公論新社

146 366.6 ブラックユニオン 新田龍/著 青林堂

147 366.8 日本のグローバル化は“日本語”からはじめなさい トンクス・バジル/著 プレジデント社

148 367.1 イジェアウェレへ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ/著 くぼ
たのぞみ/訳 河出書房新社

149 367.3 夫婦幻想  (ちくま新書) 奥田祥子/著 筑摩書房

150 367.3 子どもを攻撃せずにはいられない親  (PHP新書) 片田珠美/著 PHP研究所

151 367.3 夫の生態がまるっとわかる93のカウンセリング 木村泰之/著 スタンダーズ(発売)

152 367.3 貧困専業主婦 周燕飛/著 新潮社

153 367.3 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見陽平/著 自由国民社

154 367.3 「家族の幸せ」の経済学  (光文社新書) 山口慎太郎/著 光文社

155 367.3 孤絶 読売新聞社会部/著 中央公論新社

156 367.6 虐待死  (岩波新書 新赤版) 川崎二三彦/著 岩波書店

157 367.6 若者は社会を変えられるか? 中西新太郎/著 かもがわ出版

158 367.6 今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気 吉濱ツトム/著 ベストセラーズ

159 367.7 老活・終活のウソ、ホント70 川村匡由/著 大学教育出版

160 367.7 精神科医が教える50歳からはじめる「私らしい人生」の歩き方 保坂隆/著 海竜社

161 367.7 孤独こそ最高の老後  (SB新書) 松原惇子/著 SBクリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

162 367.7 ドキュメントひとりが要介護になるとき。 山口道宏/編著 現代書館

163 368.4 買春する帝国 吉見義明/著 岩波書店

164 368.7 ケーキの切れない非行少年たち  (新潮新書) 宮口幸治/著 新潮社

165 368.8 真面目にマリファナの話をしよう 佐久間裕美子/著 文藝春秋

166 369.1 はじめての施設長マニュアル 日本経営介護福祉コンサルティング部/著
クロスメディア・パブリッ
シング

167 369.2 どうして、もっと怒らないの? 荒井裕樹/編著 現代書館

168 369.2 障害者総合支援法のしくみ デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

169 369.2 親が倒れたら、まず読む本 渋澤和世/著 プレジデント社

170 369.2 身近な人の介護で心がいきづまったら読む本 高室成幸/共同監修 鈩裕和/共同監修 自由国民社

171 369.2 公私で支える高齢者の地域生活 第3巻 藤田卓仙/編 小賀野晶一/編 勁草書房

172 369.2 新時代をつくる介護予防セラピスト 水谷平/著 水谷美和子/著 BABジャパン

173 369.2 ひとりでも最後まで自宅で 森清/著 教文館

174 369.2 介護事業者のための最新介護福祉サービス申請手続きと書式 若林美佳/監修 三修社

175 369.3 災害時でもおいしく食べたい!簡単「みそ汁」&「スープ」レシピ 今泉マユ子/著 清流出版

176 369.3 都市型災害を生き延びるサバイバルプラン 川口拓/著 イースト・プレス

177 369.3 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 日本経済新聞出版社/編 警視庁/取材協力 日本経済新聞出版社

178 369.3 災害ボランティア入門
ピースボート災害ボランティアセンター/
編 合同出版

179 369.3 図解異常気象のしくみと自然災害対策術 ゲリー・マッコール/著 内藤典子/訳 原書房

180 370.4 最新教育キーワード155のキーワードで押さえる教育 藤田晃之/編著 佐藤博志/編著 時事通信出版局

181 371.3 学校に居場所カフェをつくろう! 居場所カフェ立ち上げプロジェクト/編著 明石書店

182 371.3 学校を長期欠席する子どもたち 保坂亨/著 明石書店

183 371.4 9月1日 樹木希林/著 内田也哉子/著 ポプラ社

184 371.4 死ぬんじゃねーぞ!! 中川翔子/著 文藝春秋

185 372 諸外国の教育動向 2018年度版 文部科学省総合教育政策局/編 明石書店

186 372.1 教育格差  (ちくま新書) 松岡亮二/著 筑摩書房

187 372.3 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか  (新潮新書) 岩竹美加子/著 新潮社

188 373.4 隠れ教育費 柳澤靖明/著 福嶋尚子/著 太郎次郎社エディタス

189 374.3 いつも人間関係に振り回されてしまう先生へ 栗田正行/著 学陽書房

190 374.3 めっしほうこう 藤川伸治/著 明石書店

191 374.4 高等学校入学・卒業式辞集 宇田津一郎/編著 学校例話研究会/編 学事出版

192 375.1 みんなで学ぼう学校教育と著作権 森田盛行/著 全国学校図書館協議会

193 375.3 高校生の模擬国連 全国中高教育模擬国連研究会/編 山川出版社

194 375.9 いつの間に?!ココまで変わった学校の教科書 コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版

195 376.1 保育士になるための早わかりブック キャリア・ステーション/監修 保育士試験研究
会/編 実務教育出版

196 376.1 災害時の食のお役立ちBOOK 国崎信江/監修 メイト

197 376.1 造形道具の知識と技能が楽しくしぜんに育つ本 竹井史/著 メイト

198 376.1 かんたんたのしい手あそびいっぱい!! 多志賀明/著 総合体育研究所/著 アイ企画

199 376.4 ルポ教育困難校  (朝日新書) 朝比奈なを/著 朝日新聞出版

200 376.8 外国語学部 元木裕/著 ぺりかん社

201 376.8 中学受験男の子を伸ばす親の習慣 安浪京子/著 青春出版社

202 377.2 大阪芸大 向井康介/著 東京書籍

203 377.9 大学生のためのセーフティーネット 全国大学生活協同組合連合会教職員委員会/編 大学教育出版

204 377.9 絶対内定 2021-2023-1  ダイヤモンド社

205 378.1 視覚障害教育の源流をたどる 岸博実/著 明石書店

206 378.5 吃音の合理的配慮 菊池良和/著 学苑社

207 378.6 障害児学習実践記録 山田優一郎/著 國本真吾/著 合同出版

208 378.8 発達障害から知る子育て 岡田和美/著 マガジンランド

209 378.8 心理学でわかる発達障害「グレーゾーン」の子の保育 杉山崇/著 誠信書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

210 379 地元を再発見する!手書き地図のつくり方
手書き地図推進委員会/編著 川村行治/ほ
か著 学芸出版社

211 379.2 公民館をどう実践してゆくのか 牧野篤/著 東京大学出版会

212 379.9 中学受験に合格する親子の24の「魔法の会話」 石田勝紀/著 PHP研究所

213 379.9 非認知能力を育てるあそびのレシピ 大豆生田啓友/著 大豆生田千夏/著 講談社

214 379.9 教えて!佐藤ママ18歳までに親がやるべきこと 佐藤亮子/著 祥伝社

215 379.9 「ママ先生の子育て」がうまくいく45のヒント 東ちひろ/著 メイツ出版

216 379.9 ハーバード流子育ての公式 ロナルド・F.ファーガソン/著 ターシャ・ロ
バートソン/著 東洋経済新報社

217 379.9 頭のいい子に育つ0歳からの親子で音読 山口謠司/絵・ことば さくら舎

218 379.9 ヨコミネ式子供の才能を伸ばす4つのスイッチ 横峯吉文/著 日本文芸社

219 380.4 今和次郎 今和次郎/著 平凡社

220 382.1 江戸文化いろはにほへと 越後屋助七/著 亜紀書房

221 382.1 生きもの民俗誌 野本寛一/著 昭和堂

222 383.8 アルコールと酔っぱらいの地理学
マーク・ジェイン/著 ジル・バレンタイ
ン/著 明石書店

223 383.8 日本の食文化 2  吉川弘文館

224 384.6 ヴィクトリアン・レディーのための秘密のガイド テレサ・オニール/著 松尾恭子/訳 東京創元社

225 385.2 世界お産 きくちさかえ/文・写真 二見書房

226 385.9 日本の折形歳時記 飯田猷子/著 日貿出版社

227 385.9 日本人の9割がやっている残念なマナー 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

228 386.1 京都祇園祭 中田昭/著 京都新聞出版センター

229 388 アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典 荒俣宏/著 秀和システム

230 388.3 ラ・メ湖のヴァイオリン弾き 川崎奈月/編訳・絵 論創社

231 389 闘うレヴィ=ストロース 渡辺公三/著 平凡社

232 391.2 パールハーバー
ロバータ・ウォルステッター/著 北川知
子/訳 日経BP

233 391.2 独ソ戦  (岩波新書 新赤版) 大木毅/著 岩波書店

234 391.2 気象と戦術  (サイエンス・アイ新書) 木元寛明/著 SBクリエイティブ

235 391.3 戦争を知る旅 三枝妙子/写真・文 日本機関紙出版センター

236 392.1 抹殺された日本軍恤兵部の正体  (扶桑社新書) 押田信子/著 扶桑社

237 392.1 日米戦争同盟 吉田敏浩/著 河出書房新社

238 392.5 アメリカはなぜ戦争に負け続けたのか ハーラン・ウルマン/著 中本義彦/監修 中央公論新社

239 396.2 日本陸軍の基礎知識 昭和の戦場編 藤田昌雄/著 潮書房光人新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 日常の「?」をぜんぶ科学で解き明かす本 川村康文/監修 三才ブックス

2 406.9 恐竜の魅せ方 真鍋真/著 CCCメディアハウス

3 407 アリエナイ理科ノ大事典 薬理凶室/文・監修 三才ブックス

4 410 算数から数学へ 黒木哲徳/著 日本評論社

5 410.4 数学ガールの秘密ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

6 412 1足す1から現代数論へ AVNER ASH/著 ROBERT GROSS/著 共立出版

7 417 数式なしでわかるデータサイエンス Annalyn Ng/共著 Kenneth Soo/共著 オーム社

8 417 ふたたびの確率・統計 1 永野裕之/著 すばる舎

9 420.7 世界でいちばん素敵な単位の教室 丸山一彦/監修 三才ブックス

10 441 数学でわかる宇宙 祖父江義明/執筆 ニュートンプレス

11 442 日本の星空ツーリズム 縣秀彦/編著 宙ツーリズム推進協議会/協
力 緑書房

12 442.7 星を楽しむ星空写真の写しかた 大野裕明/著 榎本司/著 誠文堂新光社

13 442.7 星景写真撮影術 中西昭雄/編 星ナビ編集部/編 アストロアーツ

14 443.6 アンドロメダ銀河のうずまき 谷口義明/著 丸善出版

15 443.8 世界一美しい星空の教科書 大平貴之/著 宝島社

16 443.9 ユニバース2.0 ジーヤ・メラリ/著 青木薫/訳 文藝春秋

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 450 繰り返す天変地異 マイケル・R.ランピーノ/著 小坂恵理/訳 化学同人

18 451 図解身近にあふれる「気象・天気」が3時間でわかる本 金子大輔/著 明日香出版社

19 451.2 今の空から天気を予想できる本 武田康男/著 緑書房

20 452.2 潜れ!さかなクン さかなクン/著 NHK「潜れ!さかなクン」制作班
/著 NHK出版

21 452.9 日本全国池さんぽ 市原千尋/著 三才ブックス

22 452.9 水とカラダの本  枻出版社

23 457.8 恐竜の世界史 スティーブ・ブルサッテ/著 黒川耕大/訳 みすず書房

24 460 生物学キーワード事典 垂水雄二/著 八坂書房

25 460.8 中村桂子コレクション 1 中村桂子/著 藤原書店

26 474.7 菌は語る 星野保/著 春秋社

27 480.7 動物園&水族館完全ガイド かみゆ子ブタ編集部/編 つまき/監修 廣済堂出版

28 480.7 空を飛んだペンギンは次にどこへ向かうのか 小坂義生/著 サンシャイン水族館/協力 日経BP

29 480.7 もっと知りたい動物園と水族館 小宮輝之/著 メディアパル

30 484 子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前
東海大学海洋学部/監修 海洋科学博物館/
監修 マイルスタッフ

31 486.1 昆虫たちのすごい筋肉 岩本裕之/著 裳華房

32 489.5 ネコもよう図鑑 浅羽宏/著 化学同人

33 489.5 家のネコと野生のネコ 澤井聖一/本文・写真解説 近藤雄生/野生のネ
コ本文 エクスナレッジ

34 490.1 長寿時代の医療・ケア  (ちくま新書) 会田薫子/著 筑摩書房

35 490.1 現代社会と倫理 五十嵐靖彦/著 花伝社

36 490.1 僕は偽薬を売ることにした 水口直樹/著 国書刊行会

37 490.4 心の持ち方ひとつで人生が変わる! 高橋伸忠/著 PHP研究所

38 490.9 Dr.イケノの思春期お悩み相談室 池野一秀/著 新興医学出版社

39 491.3 キレる!  (小学館新書) 中野信子/著 小学館

40 491.7 まだ変えられる!くすりがきかない未来 石金正裕/著 うえたに夫婦/著 南山堂

41 492.7 はじめての鍼灸 国民のための鍼灸医療推進機構/監修 医道の日
本社編集部/制作 医道の日本社

42 492.7 女35歳からの「不調」は指1本で治せる! 寺林陽介/著 宝島社

43 492.7 鍼と禅 横田観風/著 春秋社

44 493.1 超高齢社会のリアル 鈴木隆雄/著 大修館書店

45 493.1 80歳現役医師が教える!つまずかないカラダの動かし方 林泰史/監修 日東書院本社

46 493.2 自分で血圧を下げる!究極の降圧ワザ50 渡辺尚彦/著 洋泉社

47 493.4 できる男はすぐ腸トレ 藤田紘一郎/著 三五館シンシャ

48 493.6 シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ! 宗圓聰/監修 NHK出版

49 493.7 片づけられないのは「ためこみ症」のせいだった!? 五十嵐透子/著 青春出版社

50 493.7 トラウマを負う精神医療の希望と哀しみ 大河原昌夫/著 インパクト出版会

51 493.7 「朝ドラ」を観なくなった人は、なぜ認知症になりやすいのか? 奥村歩/著 幻冬舎

52 493.7 親の認知症に気づいたら読む本 杉山孝博/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

53 493.7 認知症の親を介護している人の心を守る本 西村知香/監修 大和出版

54 493.7 もの忘れ・認知症が心配になったら読む本 広川慶裕/監修 池田書店

55 493.9 乳幼児・小児服薬介助ハンドブック 五十嵐隆/監修 日本小児総合医療施設協議会/
編集 じほう

56 493.9 子どものこころの世界 小倉清/著 遠見書房

57 494.5 がんから始まる生き方  (NHK出版新書) 養老孟司/著 柏木博/著 NHK出版

58 494.7 リハビリ  (岩波新書 新赤版) 長谷川幹/著 岩波書店

59 494.9 完全図解腎臓病のすべて 川村哲也/医学監修 湯浅愛/食事療法監修 主婦の友社

60 494.9 透析患者さんに読んでほしい内シャントの本 小島善詞/著 東洋出版

61 495.1 女子のうつ 西村留美/著 飛鳥新社

62 495.4 専門医が語る子宮とのつきあい方 梶原健/著 三輪真唯子/著 ライフサイエンス出版

63 495.4 生理痛ぬけ。 杉山卓也/著 三才ブックス

64 495.4 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2019年版 日本乳癌学会/編 金原出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 495.5 周産期ボンディングとボンディング障害 北村俊則/編著 ミネルヴァ書房

66 497.5 切らない!縫わない!怖くない!フラップレスインプラント 滝澤聡明/著
クロスメディア・パブリッ
シング

67 497.9 内科医と歯科医が教える病気知らずの食べ方みがき方 栗原毅/監修 栗原丈徳/監修 日東書院本社

68 498.1 OECD公衆衛生白書：日本 経済協力開発機構/編著 村澤秀樹/訳 明石書店

69 498.3 「空腹の時間」が健康を決める 石原新菜/著 石原結實/監 新星出版社

70 498.3 老筋トレ 枝光聖人/監修 法研

71 498.3 筋肉は若返る! 太田博明/著 さくら舎

72 498.3 ロスの精神科医が教える科学的に正しい疲労回復最強の教科書 久賀谷亮/著 SBクリエイティブ

73 498.3 疲れたら動け! 小林弘幸/著
クロスメディア・パブリッ
シング

74 498.3 死ぬまで歩くには1日1分股関節を鍛えなさい 南雅子/著 SBクリエイティブ

75 498.3 200のポーズがわかるYOGA図鑑 三和由香利/著 高橋書店

76 498.3 健康をマネジメントする 横山啓太郎/著 CCCメディアハウス

77 498.5 薬膳 ちづかみゆき/著 翔泳社

78 498.5 医者が教える食事術 2 牧田善二/著 ダイヤモンド社

79 498.5 挫折しない緩やかな糖質制限ダイエット 山田悟/著 法研

80 498.5 食と栄養の大百科  ニュートンプレス

81 499.8 アロマテラピー図鑑 佐々木薫/監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 第三次エネルギー革命 デロイトトーマツコンサルティング合同会社/
著 エネルギーフォーラム

2 501.6 エネルギー400年史 リチャード・ローズ/著 秋山勝/訳 草思社

3 501.8 JISにもとづく標準製図法 大西清/著 オーム社

4 501.8 つづくをつくる ナガオカケンメイ/著 西山薫/編集 日経BP

5 504 テクノロジー思考 蛯原健/著 ダイヤモンド社

6 507.2 特許判例百選 小泉直樹/編 田村善之/編 有斐閣

7 507.9 最新ジオラマ素材活用テクニック  新紀元社

8 509.6 最新5Sの基本と実践がよ〜くわかる本 石川秀人/著 秀和システム

9 509.6 メイカーとスタートアップのための量産入門 小美濃芳喜/著 オライリー・ジャパン

10 510.9 新・建設業まちを創る会社はこうしてつくる 岡崎正信/監修 地方創生まちづくりネットワー
ク/著 ダイヤモンド社

11 514.6 高速ジャンクション&橋梁の鑑賞法 首都高速道路株式会社/ほか監修 阪神高速道路
株式会社/ほか監修 講談社

12 516 鉄道を支える匠の技  (交通新聞社新書) 青田孝/著 交通新聞社

13 516.0 都市鉄道の技術社会史 高嶋修一/著 山川出版社

14 516.1 ふしぎな鉄道路線  (NHK出版新書) 竹内正浩/著 NHK出版

15 518.1 日本の水道をどうする!? 内田聖子/編著 コモンズ

16 518.8 応用のための積分幾何学 腰塚武志/著 近代科学社

17 518.8 福祉のまちづくり その思想と展開 高橋儀平/著 彰国社

18 518.8 これからの都市ソフト戦略 藤後幸生/著 KADOKAWA

19 518.8 団地再生まちづくり 5  水曜社

20 519.5 土壌の汚染を知る 田中修三/著 技報堂出版

21 521.8 美しい茅葺き 城信介/著 日本写真企画

22 523.1 日本の近代・現代を支えた建築 日本の近代・現代を支えた建築-建築技術100選
-委員会/選定・編集 日本建築センター

23 523.1 新・大阪モダン建築 橋爪紳也/監修・編著 高岡伸一/編著 青幻舎

24 523.1 進撃の建築家たち 布野修司/著 彰国社

25 523.2 アルメニア巡礼 篠野志郎/著 彩流社

26 526 なぜ僕らは今、リノベーションを考えるのか 大島芳彦/著 ブルースタジオ/著 学芸出版社

27 527 建築断熱リノベーション 柿沼整三/編著 杉本龍彦/著 学芸出版社

28 527 和風住宅 24  新建新聞社住宅メディア事業
部

29 527.1 家づくりのつぼノート 西久保毅人/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

30 529 住宅インテリア究極ガイド  エクスナレッジ

31 531.4 わかる!使える!ねじ入門 橋村真治/著 日刊工業新聞社

32 531.8 一から学ぶ工業潤滑剤
出光興産(株)潤滑油二部潤滑技術二課/編
著 日刊工業新聞社

33 531.9 基礎機械設計工学 兼田楨宏/共著 山本雄二/共著 オーム社

34 536.3 電気機関車の100年  交通新聞社

35 536.5 トコトンやさしい電車の本 青田孝/著 日刊工業新聞社

36 536.5 走れ!北斗星銀河 松尾定行/著 彩流社

37 537.9 日本の乗用車図鑑 自動車史料保存委員会/編 三樹書房

38 537.9 羽田圭介、クルマを買う。 羽田圭介/著 集英社

39 538.9 ゼロからわかる宇宙防衛 大貫剛/著 イカロス出版

40 538.9 NASAを築いた人と技術 佐藤靖/著 東京大学出版会

41 538.9 宇宙建築 2 十亀昭人/編著 TNL/著 東海大学出版部

42 540.9 最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 本橋恵一/著 秀和システム

43 541.1 基礎からの過渡現象 柴田尚志/著 森北出版

44 543.8 知ってる人だけが得をする!太陽光発電投資 菅原秀則/著 合同フォレスト

45 545.8 電気洗濯機の技術史 大西正幸/著 技報堂出版

46 547.4 本当にやさしく学びたい人の!絵解きネットワーク超入門 増田若奈/著 技術評論社

47 548.2 プログラム×工作でつくるmicro：bit MATHRAX/著 オーム社

48 548.3 mBotでものづくりをはじめよう Rick Schertle/著 Andrew Carle/著 オライリー・ジャパン

49 556.9 戦艦大和の収支決算報告 青山誠/著 彩図社

50 556.9 WWⅡ艦艇塗装図集 田村紀雄/作図 ミリタリー・クラシックス編集
部/解説 イカロス出版

51 557.8 海上保安庁船艇・航空機ガイド 2019 「海上保安庁船艇・航空機ガイド」制作委員会
/編著 シーズ・プランニング

52 575.4 世界最先端の社員教育 篠木雄司/著 あさ出版

53 575.9 花火 福澤徹三/著 法政大学出版局

54 576.5 シャンプーで肌は変わる 亀田宗一/著 時事通信出版局

55 585.6 ばあちゃんぼくが継ぐ 加藤麻美/撮影 近藤誠宏/監修 岐阜新聞社

56 588.0 食品表示の法律・実務ガイドブック 石川直基/著 的早剛由/著 第一法規

57 588.0 食品工場のしくみ 河岸宏和/著 同文館出版

58 588.0 ISO22000：2018構築と運用の進め方 山口秀人/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

59 588.3 日本アイスクロニクル アイスマン福留/著 辰巳出版

60 588.3 働くことを楽しもう。 ジェローム・シュシャン/著 徳間書店

61 588.5 クラフトビール超入門 主婦の友社/編 主婦の友社

62 588.5 発酵野郎! 鈴木成宗/著 新潮社

63 588.5 素人が起こす<都市型>ワイナリー革命 中本徹/著 枻出版社

64 589.2 HOW TO KICKS REPAIR CUSTOMIZE KICKS MAGAZINE編集部/編・著 グラフィック社

65 589.2 HAPPY AGEING 川邉サチコ/著 川邉ちがや/著 日本文芸社

66 589.2 マダム・チェリーの「人生が楽しくなるおしゃれ」 マダム・チェリー/著 講談社

67 589.7 岩田さん 岩田聡/述 ほぼ日刊イトイ新聞/編 ほぼ日

68 590 人生が輝く!家事の「しないこと」リスト 石阪京子/著 講談社

69 590 これからの暮らし計画 柳沢小実/著 大和書房

70 591 荻原博子の貯まる家計 荻原博子/著 毎日新聞出版

71 591 なぜサラリーマンは年収1000万円でもお金持ちになれないのか? 加藤皓太/著 秀和システム

72 591 貯まる女子の毎日の習慣 日経WOMAN編集部/編 日経BP

73 591 トップ1%の人だけが知っている「最高のマネープラン」 俣野成敏/著 日本経済新聞出版社

74 593.1 和のふだん着  ブティック社

75 593.3 かんたんに手作りできる赤ちゃん小物と服 増山優子/著 池田書店

76 593.8 作り帯でらくらく!おとなの着物お楽しみ帖 和らく会/著 河出書房新社

77 594 きほんの糸紡ぎ 緒方伶香/著 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 594 ゆめかわハンドメイドブック 寺西恵里子/著 ブティック社

79 594 kazakkaの布あそびハギレでたのしむ布こもの 橋本和/著 ブティック社

80 594 ちょこっと手作り!ペットボトルキャップこもの  ブティック社

81 594 手縫いで作れる和布の小物  ブティック社

82 594.2 1つのモチーフから楽しみが広がる刺しゅうの本
日本アートクラフト協会/監修 西村眞理/
監修 池田書店

83 594.2 色と模様を楽しむ刺し子の小物  ブティック社

84 594.2 刺し子の文様とこもの  ブティック社

85 594.2 ワンポイントステッチ アニマル刺しゅうベストセレクション397  アップルミンツ

86 594.3 刺繡糸とビーズでいろどるカラフル・タティングのアクセサリー 有泉佳子/著 蘇原玲子/著 誠文堂新光社

87 594.3 90〜130cmサイズの毎日着せたいキッズ♥ニット 岡本啓子/著 日東書院本社

88 594.3 はじめてのレース編み 河合真弓/著 朝日新聞出版

89 594.3 かぎ針で編むおとなのカーディガン、ボレロ、ジレ minao/著 日東書院本社

90 594.3 かぎ針も棒針もきちんと編める手編みの基礎 吉田裕美子/著 日本文芸社

91 594.3 手編みのベビーニット  アップルミンツ

92 594.3 手編みのマフラー  アップルミンツ

93 594.7 がまぐちの型紙の本 越膳夕香/著 日本ヴォーグ社

94 594.7 お気に入りの布で作るバッグ&ポーチベストレシピ  ブティック社

95 594.7 半日で作れる!かんたんバッグ  ブティック社

96 594.8 はじめてのディップアート 肱黒陽子/監修 スタジオタッククリエイティ
ブ

97 594.9 リアルかわいい羊毛フェルトのうさぎ 畑牧子/著 河出書房新社

98 594.9 時間(とき)の花束 三浦百惠/著 日本ヴォーグ社

99 595.4 大人のあか抜けひとつ結び GARDEN/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

100 595.5 医者が教える美肌術 牧田善二/著 主婦の友社

101 595.6 40歳からカラダを変えた料理家の筋肉をつくる最強メソッド 牛尾理恵/著 清水忍/監修 朝日新聞出版

102 595.6 もむだけ美脚ダイエット 田辺智美/著 産業編集センター

103 596 子どもの才能を引き出す2ステップレシピ ギール里映/著 サンルクス

104 596 1人分のシニアごはん 検見崎聡美/著 枻出版社

105 596 お酒がすすむ家飲みつまみ 小関直行/著 酒GO委員会/企画監修 辰巳出版

106 596 健康お酢レシピ 夏梅美智子/著 主婦の友社

107 596 世界のカレー図鑑 ハウス食品株式会社/監修 マイナビ出版

108 596 家政婦makoのずぼら1分ごはん mako/著 マガジンハウス

109 596 冷凍ラクおかず MAYA/著 扶桑社

110 596 水野仁輔のスパイスレッスン 水野仁輔/著 中央公論新社

111 596 手順3つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん 横山タカ子/料理 高田和子/監修 主婦の友社

112 596 散歩の達人首都圏バリアフリーなグルメガイド  交通新聞社

113 596.0 ご飯の島の美味しい話 飯島奈美/著 幻冬舎

114 596.0 小泉武夫の味覚極楽舌ったけ 小泉武夫/著 東京堂出版

115 596.0 何が「いただく」ぢゃ! 姫野カオルコ/著 プレジデント社

116 596.2 おやきの教科書 小出陽子/著 宮崎充朗/監修 信濃毎日新聞社

117 596.2 すし語辞典 新庄綾子/著 藤原昌高/監修 誠文堂新光社

118 596.2 家庭でつくる和食教本 西芝一幸/著 朝日新聞出版

119 596.2 はじめてのアジアごはん 橋本加名子/著 枻出版社

120 596.3 そうめんの本 市瀬悦子/著 枻出版社

121 596.3 ラクうま!健康!大豆缶レシピ 栗原毅/監修 牛尾理恵/料理 河出書房新社

122 596.3 果物のひと皿 Scales/著 立東舎

123 596.3 鉄板!BBQ焼きそば たけだバーベキュー/著 ヨシモトブックス

124 596.3 むね肉レシピ365日 山中順子/著 東邦出版

125 596.4 キャンプ料理の王様 小雀陣二/著 枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

126 596.6 自由学園の「お食後」 JIYU5074LABO./著 誠文堂新光社

127 596.7 タピオカミルクティー フルーツティードリンク 片倉康博/著 田中美奈子/著 旭屋出版

128 596.7 空色のクリームソーダRecipe tsunekawa/著 ワニブックス

129 597 私のカントリー NO.110  主婦と生活社

130 597.5 幸せを呼ぶキッチンの片づけ術 さらだたまこ/著 岡本典子/絵 スタンダーズ・プレス

131 598.2 こうしておれは父になる<のか> 本人/著 イースト・プレス

132 599.3 あわてず、ゆっくり離乳食 可野倫子/著 鈴木ゆかり/著 芽ばえ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 驚きの地方創生「木のまち・吉野の再生力」  (扶桑社新書) 蒲田正樹/著 扶桑社

2 601.1 道の駅の経済学 松尾隆策/著 山口三十四/著 勁草書房

3 602 産業遺産巡礼 日本編 市原猛志/文・写真 弦書房

4 606.9 万博入門 平野暁臣/著 小学館クリエイティブ

5 611.1 農政改革 奥原正明/著 日本経済新聞出版社

6 615.8 応用昆虫学の基礎 後藤哲雄/編著 上遠野冨士夫/編著 農山漁村文化協会

7 617.6 カラー図鑑スパイスの秘密 ジル・デイヴィーズ/著 ダリア・マオリ/栄養
学監修 西村書店

8 617.8 藍 吉原均/著 山崎和樹/著 農山漁村文化協会

9 625 はじめての果樹の育て方  ブティック社

10 626 名人農家が教える有機栽培の技術 新井俊春/著 本田進一郎/編集 月曜社

11 626 国産・イタリア野菜のすすめ 山下ようこ/著 誠文堂新光社

12 627.7 ビザールプランツ 小林浩/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

13 627.8 苔玉と苔を愉しむ Green Scape/監修 メイツ出版

14 627.9 フラワーラッピング・マニュアル 出崎徹/著 誠文堂新光社

15 629.7 ウッドデッキ・テラス・ガーデンルーム実例集  ブティック社

16 629.7 プロが教える庭づくりのアイデア240&実例46  ブティック社

17 645.2 世界の馬 Susanna Cottica/著 Luca Paparelli/著 緑書房

18 645.6 楽しかったね、ありがとう 石黒由紀子/著 幻冬舎

19 645.6 ころんでも、まっすぐに! 高橋忍/著 田中聖斗/著 ゆいぽおと

20 645.6 いつでもどこでもデキる犬に育てるテクニック
デニス・フェンツイ/著 Anna Kawashima/
訳 誠文堂新光社

21 645.6 0歳からシニアまでビーグルとのしあわせな暮らし方 Wan編集部/編 緑書房

22 645.7 こねこ 岩合光昭/著 クレヴィス

23 645.7 ドラ猫進化論 沼田朗/著 三賢社

24 645.7 専門医に学ぶ長生き猫ダイエット 横井愼一/監修 駒草出版

25 648.2 どんな肉でも旨くする 新保吉伸/著 世界文化社

26 648.2 ラム肉の歴史 ブライアン・ヤーヴィン/著 名取祥子/訳 原書房

27 652.1 絶望の林業 田中淳夫/著 新泉社

28 652.1 森と人間と林業 村尾行一/著 築地書館

29 664.6 結局、ウナギは食べていいのか問題 海部健三/著 岩波書店

30 664.9 日本捕鯨史 中園成生/著 古小烏舎

31 666.9 ベタのすべて 月刊アクアライフ編集部/編 エムピージェー

32 670.9 ネイティブにほめられる英語 西真理子/著 ダイヤモンド社

33 670.9 インドネシア語ビジネス会話フレーズ辞典 ホラス由美子/著 三修社

34 673.3 1日30分からはじめるはじめてのeBay 荒井智代/著 自由国民社

35 673.3 毎月目標達成できるPDCA営業 亀田啓一郎/著 石田幸子/著 秀和システム

36 673.3 「最強」ソリューション戦略 高杉康成/著 日本経済新聞出版社

37 673.3 面白いほど、売れる!魔法のセールストーク 堀口龍介/著 実業之日本社

38 673.3 なぜあの店でもう一度買いたいのか 村上勝利/著 日経BP

39 673.9 最新リース取引の基本と仕組みがよ〜くわかる本 加藤建治/著 秀和システム

600 産業

- 15 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

40 673.9 無人島売ります! 佐藤ノブ/著 主婦の友社

41 673.9 はじめよう!移動販売 滝岡幸子/著 同文舘出版

42 673.9 開業とプロのためのカフェ材料図鑑 富田佐奈栄/著 旭屋出版

43 673.9 超感覚的!!不動産のことがどんどん好きになる本 細川勝矢/著 現代書林

44 674 広告法律相談125問 松尾剛行/著 日本加除出版

45 674.2 広告白書 2019年度版 日経広告研究所/編 日経広告研究所

46 674.3 かわいいデザイン ingectar-e/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

47 674.3 デザイン力の基本 ウジトモコ/著 日本実業出版社

48 674.3 グッズ制作のアイデア事典 スタジオハード/著 SBクリエイティブ

49 674.6 発掘!歴史に埋もれたテレビCM  (光文社新書) 高野光平/著 光文社

50 675 バズる動画・ライブ配信確実に拡散するしくみ 飯田祐基/著 ダイヤモンド社

51 675 延長保証 将積保博/著 ダイヤモンド社

52 675 サブスクリプション2.0 日経クロストレンド/編 日経BP

53 675 SNS時代に自分の価値を最大化する方法 頼藤太希/著 河出書房新社

54 675.1 モダン図案 佐野宏明/編 光村推古書院

55 675.1 かわいい!パケ買いデザイン PIE International/編著 竹下けいこ/選 パイインターナショナル

56 675.2 アンケートによる調査と仮想実験 高橋武則/著 川崎昌/著 日科技連出版社

57 675.3 「ついやってしまう」体験のつくりかた 玉樹真一郎/著 ダイヤモンド社

58 681 MaaS入門 森口将之/著 学芸出版社

59 681.3 図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ 高齢者安全運転支援研究会/監修 講談社

60 685.1 大切な親に、これなら「決心」させられる!免許返納セラピー 志堂寺和則/監修 講談社

61 685.6 物流会社のための人材採用・育成の教科書 船井総研ロジ/著 秀和システム

62 686.1 鉄道政策の改革
斎藤峻彦/著 関西鉄道協会都市交通研究
所/編 成山堂書店

63 686.2 消散軌道風景 Vol.1(2019) 岡本憲之/総合プロデューサー イカロス出版

64 686.2 平成の鉄道 広田尚敬/著 講談社

65 686.2 阪神電車ぶらり途中下車 山下ルミコ/著 フォト・パブリッシング

66 686.2 JR普通列車年鑑 2019-2020  イカロス出版

67 686.2 全国鉄道路線大全 2019-2020  イカロス出版

68 686.5 新駅舎・旧駅舎 西崎さいき/著 イカロス出版

69 687.3 選んだ道が一番いい道 大宅邦子/著 サンマーク出版

70 687.9 成田空港のひみつ 秋本俊二/著 PHP研究所

71 689 観光公害  (祥伝社新書) 佐滝剛弘/著 祥伝社

72 689.2 北朝鮮と観光 礒崎敦仁/著 毎日新聞出版

73 689.5 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック 2020 ディズニーファン編集部/編 講談社

74 689.5 東京ディズニーリゾートレストランガイドブック 2020 ディズニーファン編集部/編 講談社

75 689.5 るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック 2019  JTBパブリッシング

76 693.8 日本切手カタログ 2020 日本郵便切手商協同組合カタログ編集委員会/
編集

日本郵便切手商協同組
合

77 693.8 旧中国切手カタログ 福井和雄/編集 日本郵趣協会

78 699 部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50 さらだたまこ/監修 メイツ出版

79 699.6 ローカルラジオスター ラジオ番組表編集部/著 ヒロ寺平/ほか述 三才ブックス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 美学への招待  (中公新書) 佐々木健一/著 中央公論新社

2 702 アール・ブリュット エミリー・シャンプノワ/著 西尾彰泰/訳 白水社

3 702 失われた芸術作品の記憶 ノア・チャーニイ/著 服部理佳/訳 原書房

4 704 政治的イコノグラフィーについて カルロ・ギンズブルグ/著 上村忠男/訳 みすず書房

5 704 ルビンのツボ 齋藤亜矢/著 岩波書店

6 706.9 かわいい美術に会いに行こう  マイナビ出版

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 707 美學校1969-2019 美学校/編 晶文社

8 709 世界遺産ガイド カリブ海地域編
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・
編集

シンクタンクせとうち総合研
究機構

9 709 世界遺産ガイド コーカサス諸国編
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・
編集

シンクタンクせとうち総合研
究機構

10 709.1 一生に一度は行きたい日本の世界遺産  宝島社

11 718 仏像バイリンガルガイド 石井亜矢子/著 岩崎隼/画 小学館

12 720.2 長寿と画家 河原啓子/著 フィルムアート社

13 720.4 日本の美術館で見たい世界の名画と日本の名品100  ぴあ

14 721.6 円山応挙から近代京都画壇へ  求龍堂

15 721.8 面白いほどよくわかる浮世絵入門 深光富士男/著 河出書房新社

16 721.9 気ままな品格 郷倉伸人/著 幻冬舎メディアコンサルティ
ング

17 723.0 印象派と日本人 島田紀夫/著 平凡社

18 723.0 ヌードの絵画史 春燈社/編 辰巳出版

19 723.1 輓馬の歌 木村亨/著 国書刊行会

20 723.3 ドーラ・シュトック 松田至弘/著 三元社

21 726 教養としてのマンガ  (扶桑社新書) 橋本博/著 育鵬社

22 726.1 秋本治の仕事術 秋本治/著 集英社

23 726.5 旅する絵描きタブローの向こうへ いせひでこ/著 文藝春秋

24 726.5 猫のいる風景 山城隆一/絵と文 駒草出版

25 726.5 ヒグチユウコ  河出書房新社

26 726.6 絵本のいま 2019-20 illustration編集部/編 西須由紀/監修 玄光社

27 726.6 セミ ショーン・タン/著 岸本佐知子/訳 河出書房新社

28 726.6 絵本原画ニャー! 100%ORANGE/ほか画 青幻舎プロモーション

29 726.6 ヒーリング・キャット 2 葉祥明/著 甘露寺圭郁/英訳 晶文社

30 726.6 宮西達也の世界  平凡社

31 733 木版画を作ろう 応用篇 古谷博子/監修 阿部出版

32 739 思い通りに印を刻る篆刻上達のコツ 川内伯豐/著 メイツ出版

33 740.2 写真の物語 打林俊/著 森話社

34 742.6 オールドレンズ実写図鑑 中村文夫/著 枻出版社

35 744.4 フォトグラファーのためのカラーコレクションレシピBOOK 藤田一咲/著 玄光社

36 748 言葉の風景 野呂希一/写真 荒井和生/文章 青菁社

37 748 行ける工場夜景写真集 BACON/監修 KADOKAWA

38 748 旧共産遺産 星野藍/著 東京キララ社

39 748 Shine 宮武健仁/著 青菁社

40 750.2 手仕事の帝国日本 池田忍/著 岩波書店

41 750.2 京の工芸ものがたり 2 中野仁人/文・写真 澤田美恵子/文 理論社

42 751.3 図説ヨーロッパ宮廷を彩った陶磁器 Cha Tea紅茶教室/著 河出書房新社

43 753.7 カザフ刺繡
廣田千恵子/著 カブディル・アイナグル/
著 誠文堂新光社

44 754.6 かご伝 八代江津子/著 小学館

45 754.9 おりがみ王子のカワイイ!けれど難しすぎるおりがみ 有澤悠河/著 KADOKAWA

46 754.9 脳を鍛えるブロックおりがみ 大原まゆみ/著 横井賀津志/監修 誠文堂新光社

47 754.9 世界チャンピオンの紙飛行機ブック John M.Collins/著 久保田晃弘/監訳 オライリー・ジャパン

48 754.9 大人かわいいおしゃれ折り紙&雑貨 日本ペーパーアート協会/著 ブティック社

49 754.9 エコクラフトの基礎  ブティック社

50 756.6 日本名刀物語 佐藤寒山/著 河出書房新社

51 756.8 古美術手帖 ナカムラクニオ/著 玄光社

52 757 SPECULATIONS
川崎和也/監修・編著 ライラ・カセム/編
著 ビー・エヌ・エヌ新社

53 759 ドールハウス教本 vol.6  亥辰舎

54 762.5 黒沼ユリ子
黒沼ユリ子/著 のこす言葉編集部/構成・
編 平凡社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 762.5 ジョン・ケージ作曲家の告白 ジョン・ケージ/著 大西穣/訳 アルテスパブリッシング

56 763.2 最高の発表会のつくり方 ますこしょうこ/著 全音楽譜出版社

57 763.5 ギターのためのコード理論体系 清水響/著 リットーミュージック

58 763.5 108 ROCK STAR GUITARS リサ・S.ジョンソン/写真著 石川千晶/訳 リットーミュージック

59 763.5 厳選ソロ・ウクレレ名曲集 2019 Lele de Bossa/アレンジ 自由現代社編集部/編
著 自由現代社(発売)

60 763.7 もっと美しく奏でる複音ハーモニカ10の奏法をマスターする本 田邊峯光/監修 メイツ出版

61 763.7 オカリナ入門ゼミ 2019 橋本愛子/編著 自由現代社(発売)

62 763.7 リコーダーが上手くなる方法 2019 渡辺清美/編著 自由現代社(発売)

63 763.9 DTMに役立つ音楽ハンドブック 2019 岡素世/著 自由現代社(発売)

64 764.7 詳説ジャーマン・メタル 奥村裕司/文・写真 シンコーミュージック・エン
タテイメント

65 764.7 ライブカルチャーの教科書 宮入恭平/著 青弓社

66 764.7 ウッドストック1969  河出書房新社

67 767.1 基礎力で差がつくヴォイストレーニング 大本京/監修 メイツ出版

68 767.4 超一流の指揮者がやさしく書いた合唱の練習メニュー 黒川和伸/著 明治図書出版

69 767.8 アイドル、やめました。 大木亜希子/著 宝島社

70 767.8 カラオケ・ヒット名曲集 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

71 767.8 実践!はじめての作曲入門 2019 竹内一弘/編著 クラフトーン/編著 自由現代社(発売)

72 768.1 フレーズで覚える三味線入門 小塩さとみ/著 音楽之友社

73 768.5 文楽芸談 竹澤團七/著 荒木雪破/聞書 東方出版

74 769.9 吉田都 永遠のプリンシパル 吉田都/著 河出書房新社

75 772.1 加藤武芝居語り 市川安紀/著 筑摩書房

76 772.1 演出家鈴木忠志 渡辺保/著 岩波書店

77 773.9 茂山逸平 風姿和伝 茂山逸平/監修 中村純/構成・文・編 春陽堂書店

78 774.2 夢見鳥 中村吉右衛門/著 日本経済新聞出版社

79 775.7 すっごくもりあがる児童劇シナリオ 福田哲男/著 学陽書房

80 778.0 NETFLIXコンテンツ帝国の野望 ジーナ・キーティング/著 牧野洋/訳 新潮社

81 778.0 夢のユニバーサルシアター 平塚千穂子/著 読書工房

82 778.2 渥美清わがフーテン人生 渥美清/著 毎日新聞出版

83 778.2 スタートラインに続く日々 今村彩子/著 桜山社

84 778.2 パリの「赤いバラ」といわれた女 遠藤突無也/著 さくら舎

85 778.2 寅さんの「日本」を歩く 岡村直樹/著 天夢人

86 778.2 デビュー作の風景 野村正昭/著 宮崎祐治/絵 DU BOOKS

87 778.2 映画監督はサービス業です。 矢口史靖/著 野村正昭/聞き手 DU BOOKS

88 778.2 マレーシア映画の母ヤスミン・アフマドの世界 山本博之/編著 英明企画編集

89 778.7 終らない物語 片渕須直/著 フリースタイル

90 778.7 ピクサークロニクル全史 ディズニーファン編集部/編 講談社

91 778.7 アニメーションの色彩設計から学ぶ色彩&配色テクニック 柴田亜紀子/著 玄光社

92 778.7 新海誠の世界を旅する  (平凡社新書) 津堅信之/著 平凡社

93 778.7 サザエさんヒストリーブック  扶桑社

94 778.8 なつぞら Part2 大森寿美男/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

95 778.8 テレビの国から 倉本聰/著 産経新聞出版

96 780 女性・スポーツ大事典 スタウロウスキー/編著 宮下充正/日本語版監
修 西村書店

97 780.1 基礎から学ぶ!スポーツテーピング 高橋仁/編著 ベースボール・マガジン社

98 780.4 「ひと・もの・こと・ば」から読み解くスポーツ文化論 田里千代/著 渡邉昌史/著 大修館書店

99 780.7 筋反発動作理論 相川浩一/著 ベースボール・マガジン社

100 780.7 基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 高妻容一/著 ベースボール・マガジン社

101 780.9 スポーツビジネスイノベーション 間野義之/編著 日経BP

102 781.4 最高のラジオ体操 青山敏彦/著 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

103 781.4 内田篤人 大迫勇也 ふぅ〜っと深呼吸ストレッチ ウチダラボ/監修 オオサコラボ/監修 宝島社

104 782 ランナーのためのコンディショニング 中長距離・マラソン編 有吉与志恵/著 ベースボール・マガジン社

105 782.3 走ること、生きること エミリー・フォースバーグ/著 キリアン・ジョ
ルネ/写真 青土社

106 783.1 バスケットボールを楽しく学ぶファンドリル 小谷究/著 加賀屋圭子/著 ベースボール・マガジン社

107 783.1 すぐに試合で役に立つ!バスケットボールのルール・審判の基本 橋本信雄/監修 実業之日本社

108 783.1 ニック・ファジーカス決断 ニック・ファジーカス/著 大島頼昌/訳・企画 徳間書店

109 783.1 バスケットボール必勝戦術バイブル 吉田健司/監修 メイツ出版

110 783.2 バレーボール超観戦術 山本隆弘/著 カンゼン

111 783.4 オールブラックス圧倒的勝利のマインドセット 今泉清/著 学研プラス

112 783.4 30秒で子どもの未来は変わる! 風間八宏/著 北健一郎/著 ソル・メディア

113 783.4 サッカー選手の潜在能力を引き出すトータル育成メニュー 川島和彦/著 ベースボールマガジン社

114 783.4 ラグビー語辞典 斉藤健仁/著 フルカワマモる/絵 誠文堂新光社

115 783.4 日本のラグビーを支えた人びと 笹川スポーツ財団/企画・制作 新紀元社

116 783.4 サッカー球軸トレーニング 高岡英夫/著 松井浩/著 世界文化社

117 783.4 国境を越えたスクラム 山川徹/著 中央公論新社

118 783.4 欧州サッカーの新解釈。ポジショナルプレーのすべて 結城康平/著 ソル・メディア

119 783.4 プレー経験ゼロでもできる実践的ゲームモデルの作り方 脇真一郎/著 ソル・メディア

120 783.5 見るだけでうまくなる!ソフトテニスの基礎 高橋茂/著 ベースボール・マガジン社

121 783.5 BADMINTONフットワークREVOLUTION 奈良岡浩/著 ベースボール・マガジン社

122 783.7 内野守備の新常識 井端弘和/著 廣済堂出版

123 783.7 高校野球が10倍おもしろくなる本 江本孟紀/著 青志社

124 783.7 虎とバット ウィリアム・W.ケリー/著 高崎拓哉/
訳 ダイヤモンド社

125 783.7 私の高校野球 2 上甲正典/ほか著 報知新聞社

126 783.7 球数制限 広尾晃/著 ビジネス社

127 785.2 スキンダイビング・セーフティ 岡本美鈴/共著 千足耕一/共著 成山堂書店

128 786.3 キャンプ大事典 松山拓也/監修 成美堂出版

129 786.5 最強ホビーレーサー高岡亮寛が教えるロードバイクトレーニング 高岡亮寛/著 日東書院本社

130 786.5 ロードバイクのパワートレーニング 中田尚志/監修 枻出版社

131 787.1 考えるロックフィッシュゲーム 佐藤文紀/著 RIVER-WALK

132 787.1 釣りエサ ルアー・エギ・毛バリ・生エサのひみつ 長岡寛/著 つり人社

133 787.1 よくわかるショアジギング  ケイエス企画

134 789.2 東海大流柔道勝利のメソッド 上水研一朗/著 誠文堂新光社

135 789.2 中学・高校生のための柔道のやさしいトレーニング科学 曽我部晋哉/著 ベースボール・マガジン社

136 791.0 鈴木宗保 茶の湯随想 鈴木宗保/著 淡交社

137 791.5 茶道具のかたづけ方の基本 入江宗敬/監修 淡交社

138 791.5 文様を読む 木下明日香/著 淡交社

139 791.8 実用自分でつくる茶懐石 4 清真知子/著 淡交社編集局/編 淡交社

140 795 誰でも使える囲碁AI流作戦 安斎伸彰/著 マイナビ出版

141 795 碁の感覚がわかる棋譜並べ上達法 江戸時代前編 大橋成哉/著 マイナビ出版

142 795 奇手、妙手、鬼手 金秀壯/著 洪敏和/訳 東京創元社

143 795 アマ必勝の新作戦!囲碁・奇襲事典 後藤俊午/著 山本賢太郎/著 マイナビ出版

144 795 やさしく語る棋譜並べ上達法 白石勇一/著 マイナビ出版

145 795 囲碁打ち方の教科書 高尾紳路/監修 池田書店

146 796 将棋名人戦七番勝負全記録 第77期 朝日新聞文化くらし報道部/編 朝日新聞社

147 796 3三金型振り飛車徹底ガイド 安用寺孝功/著 マイナビ出版

148 796 誰も言わなかった右玉の破り方 神谷広志/著 マイナビ出版

149 796 さわやか流疾風三間飛車 杉本和陽/著 マイナビ出版

150 796 将棋「観る将になれるかな」会議  (扶桑社新書) 高野秀行/著 岡部敬史/著 扶桑社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

151 796 中原VS谷川全局集 中原誠/著 谷川浩司/著 日本将棋連盟

152 796 初段の力がつく次の一手 羽生善治/監修 将棋世界/編 日本将棋連盟

153 796 将棋名人戦七番勝負 第77期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

154 798.3 頭の“瞬発力”がアップする0秒クイズ 知的生活追跡班/編 青春出版社

155 798.5 Unity2019入門 荒川巧也/著 浅野祐一/著 SBクリエイティブ

156 798.5 シナリオのためのファンタジー事典 山北篤/著 SBクリエイティブ

157 799 ダンスの時代 若杉実/著 リットーミュージック

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 ELAN入門 細馬宏通/編 菊地浩平/編 ひつじ書房

2 809.2 感動する説明「すぐできる」型 犬塚壮志/著 PHP研究所

3 809.2 人生を変える「勝ち声」「負け声」 小泉誠司/著 リットーミュージック

4 809.4 心とあたまを刺激する音読 山口謠司/著 海竜社

5 809.4 脳を鍛える。心が潤う。楽しい!実践「朗読」法 朗読文化研究所/監修 主婦の友社

6 809.4 1日1分、脳がシャキッと目覚める朝音読 和貝晴美/著 致知出版社

7 809.6 まとまる!決まる!動き出す!ホワイトボード仕事術 谷益美/著 すばる舎

8 810.7 日本語を教えよう! 2020  イカロス出版

9 816.6 ネット時代の手紙学 宮田穣/著 北樹出版

10 816.8 言の葉大賞 CONCEPT BOOK 2019春号 言の葉協会編集委員会/編 言の葉協会

11 816.8 亡き母への手紙 「母の日参り」パートナーシップ/編 ベストセラーズ

12 817.8 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤好崇/編著 大修館書店

13 829.7 単語でカンタン!旅行アラビア語会話 モハンマド・ファトヒー/著 石垣聡子/著 Jリサーチ出版

14 834 英語の語源や単語なんて、こうやって覚えればいいんだよ!! 渡邉洋之/テキストイラスト Nami Meier/英文
校閲 径書房

15 849.3 オランダ語の基本 清水誠/著 三修社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 詩と出会う 詩と生きる 若松英輔/著 NHK出版

2 902.8 図鑑世界の文学者 ピーター・ヒューム/監修 齋藤孝/日本語版監
修 東京書籍

3 908.3 世界文学アンソロジー 秋草俊一郎/編 戸塚学/編 三省堂

4 909.3 英国ファンタジーの風景 安藤聡/著 日本経済評論社

5 909.3 人生の童話 上田信道/著 浅生ハルミン/イラストと文 春陽堂書店

6 910.2 角野栄子エブリデイマジック 角野栄子/著 平凡社

7 910.2 真山青果とは何者か? 星槎グループ/監修 飯倉洋一/編 星槎グループ

8 910.2 日本SF誕生 豊田有恒/著 勉誠出版

9 910.2 慕倣 山形洋一/著 未知谷

10 910.2 遠藤周作と井上洋治 山根道公/著
日本キリスト教団出版
局

11 910.2 司馬遼太郎と明治  朝日新聞出版

12 911.1 体感訳万葉集 上野誠/著 NHK出版

13 911.1 齋藤孝のざっくり!万葉集 齋藤孝/著 祥伝社

14 911.1 愛を歌え 鈴掛真/著 青土社

15 911.1 「令和」から読む万葉集  (新典社新書) 辰巳正明/著 新典社

16 911.1 平成じぶん歌 「短歌研究」編集部/編 岡野弘彦/ほか著 短歌研究社

17 911.1 万葉集の詩性(ポエジー)  (角川新書) 中西進/編著 池内紀/著 KADOKAWA

18 911.1 コレクション日本歌人選 077  笠間書院

19 911.1 ねむらない樹 vol.3(2019summer)  書肆侃侃房

20 911.2 言の葉連ねて歌あそび 4 酒折連歌賞実行委員会/編 角川文化振興財団

21 911.3 祝日たちのために 中嶋憲武/著 港の人

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 911.5 詩人・萩原朔太郎の横恋慕 大野富次/著 あけび書房

23 911.5 むすび・言葉について30章 中村稔/著 青土社

24 911.5 子どもといっしょに読みたい詩 水内喜久雄/編著
PHPエディターズ・グルー
プ

25 911.5 村山槐多詩集 村山槐多/著 窪島誠一郎/編 書肆林檎屋

26 911.5 すごい詩人の物語 山之口貘/著 立案舎

27 912.4 もう少し浄瑠璃を読もう 橋本治/著 新潮社

28 912.6 斎王夢語 萩尾望都/著 新潮社

29 912.7 年鑑代表シナリオ集 18 日本シナリオ作家協会「'18年鑑代表シナリオ
集」出版委員会/編 日本シナリオ作家協会

30 914.6 どうせカラダが目当てでしょ 王谷晶/著 河出書房新社

31 914.6 泣きたくなるほど嬉しい日々に 尾崎世界観/著 KADOKAWA

32 914.6 猫と偶然 春日武彦/著 作品社

33 914.6 世界の中心でAIをさけぶ  (新潮新書) 片山恭一/著 新潮社

34 914.6 ことばを写す 鬼海弘雄/著 山岡淳一郎/編 平凡社

35 914.6 ぱくりぱくられし 木皿泉/著 紀伊國屋書店

36 914.6 書評稼業四十年 北上次郎/著 本の雑誌社

37 914.6 センス・オブ・シェイム 酒井順子/著 文藝春秋

38 914.6 ガムシャラ人間の心得 佐藤愛子/著 海竜社

39 914.6 詩情のスケッチ 新保祐司/著 藤原書店

40 914.6 人生の終わり方も自分流 曾野綾子/著 河出書房新社

41 914.6 一人暮らし 曽野綾子/著 興陽館

42 914.6 やがて満ちてくる光の 梨木香歩/著 新潮社

43 914.6 粋と野暮おけら的人生 畠山健二/著 廣済堂出版

44 914.6 越境(ユエジン) 東山彰良/著 ホーム社

45 914.6 路地裏で考える  (ちくま新書) 平川克美/著 筑摩書房

46 914.6 がんばらない練習 pha/著 幻冬舎

47 914.6 かわいい見聞録 益田ミリ/著 集英社

48 914.6 のっけから失礼します 三浦しをん/著 集英社

49 914.6 伯爵のお気に入り 向田邦子/著 河出書房新社

50 915.6 裸足の訪問 坂口和子/著 冨山房インターナショナル

51 915.6 森語りの日々 森博嗣/著 講談社

52 916 私の沖縄ノート 照屋佳男/著 中央公論新社

53 916 バクバクっ子、街を行く! バクバクの会〜人工呼吸器とともに生きる〜/
著 本の種出版

54 916 わたし、虐待サバイバー 羽馬千恵/著 ブックマン社

55 916 もう逃げない。 和歌山カレー事件林眞須美死刑囚長男/著 ビジネス社

56 917 やわらかく、考える。 外山滋比古/著 PHP研究所

57 923.7 黒い豚の毛、白い豚の毛 閻連科/著 谷川毅/訳 河出書房新社

58 923.7 黄 雷鈞/著 稲村文吾/訳 文藝春秋

59 929.1 モンスーン ピョンヘヨン/著 姜信子/訳 白水社

60 929.7 千一夜物語 1 西尾哲夫/訳 岩波書店

61 930.2 めぐりあうテクストたち 惣谷美智子/編 岩上はる子/編 春風社

62 930.2 洋書天国へようこそ 宮脇孝雄/著 アルク

63 930.2 「他者」の起源  (集英社新書) トニ・モリスン/著 荒このみ/訳 集英社

64 931.7 アントニー・スウェイト対訳詩選集 アントニー・スウェイト/著 山内久明/訳 松柏社

65 933.6 眺海の館 ロバート・ルイス・スティーヴンソン/著 井伊
順彦/編訳 論創社

66 933.6 ヴィレット 上・下 シャーロット・ブロンテ/著 青山誠子/訳 白水社

67 933.7 香料の都PETRA ワンダ・セラー/著 バーグ文子/訳 フレグランスジャーナル社

68 933.7 イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン/著 三角和代/訳 文藝春秋

69 933.7 バッドボーイ ジム・トンプスン/著 土屋晃/訳 文遊社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 933.7 思考機械 第1・2巻 ジャック・フットレル/著 平山雄一/訳 作品社

71 933.7 名探偵の密室 クリス・マクジョージ/著 不二淑子/訳 早川書房

72 933.7 首のない女 クレイトン・ロースン/著 白須清美/訳 原書房

73 934.7 黙示録論 D.H.ロレンス/著 井伊順彦/訳 論創社

74 936 詐欺師をはめろ デイヴィッド・ハワード/著 濱野大道/訳 早川書房

75 936 奇妙な死刑囚 アンソニー・レイ・ヒントン/著 栗木さつき/
訳 海と月社

76 936 ボブが教えてくれたこと ジェームズ・ボーエン/著 服部京子/訳 辰巳出版

77 938.6 ジョージ・エリオット全集 4 ジョージ・エリオット/著 彩流社

78 953.7 最後の兄弟 ナタシャ・アパナー/著 藤沢満子/訳 河出書房新社

79 953.7 第四世紀
エドゥアール・グリッサン/著 管啓次郎/
訳 インスクリプト

80 954.5 モンテーニュ  (岩波新書 新赤版) 宮下志朗/著 岩波書店

81 971 プリーモ・レーヴィ全詩集 プリーモ・レーヴィ/著 竹山博英/訳 岩波書店

82 983 消される運命 マーシャ・ロリニカイテ/著 清水陽子/訳 新日本出版社

83 988 言語機械(マシーン) ダニイル・ハルムス/著 小澤裕之/編訳 未知谷

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 明日死んだ男 赤川次郎/著 集英社

2 F 灼熱 秋吉理香子/著 PHP研究所

3 F 烈風ただなか あさのあつこ/著 KADOKAWA

4 F 未完成な好きが、恋に変わるまでそばにいて。 朝比奈希夜/著 スターツ出版

5 F いのち短し、踊れよ男子 安倍雄太郎/著 小学館

6 F 戦国の教科書 天野純希/著 今村翔吾/著 講談社

7 F 森があふれる 彩瀬まる/著 河出書房新社

8 F 新井素子SF&ファンタジーコレクション 1 新井素子/著 日下三蔵/編 柏書房

9 F 金庫番の娘 伊兼源太郎/著 講談社

10 F Rのつく月には気をつけよう 2 石持浅海/著 祥伝社

11 F お江戸けもの医 毛玉堂 泉ゆたか/著 講談社

12 F 電気じかけのクジラは歌う 逸木裕/著 講談社

13 F ざわめく竹の森 伊東眞夏/著 栄光出版社

14 F 小説エコエコアザラク 岩井志麻子/著 古賀新一/原作 誠文堂新光社

15 F 漣の王国 岩下悠子/著 東京創元社

16 F 怖るべき女 織田作之助/著 尾崎名津子/編 春陽堂書店

17 F 地先 乙川優三郎/著 徳間書店

18 F 営繕かるかや怪異譚 その2 小野不由美/著 KADOKAWA

19 F 氷獄 海堂尊/著 KADOKAWA

20 F リンゴの木の神さま 笠原正雄/著 PHP研究所

21 F 窓の外を見てください 片岡義男/著 講談社

22 F スワロウテイルの消失点 川瀬七緒/著 講談社

23 F 少女奇譚 川奈まり子/著 晶文社

24 F 少年奇譚 川奈まり子/著 晶文社

25 F チンギス紀 5 北方謙三/著 集英社

26 F 老父よ、帰れ 久坂部羊/著 朝日新聞出版

27 F 原爆を見た少年 上・下 後藤勝彌/著 講談社

28 F 大統領の密使/大統領の晩餐 小林信彦/著 フリースタイル

29 F 亥子ころころ 西條奈加/著 講談社

30 F 愛と追憶の泥濘 坂井希久子/著 幻冬舎

31 F ナポレオン 1 佐藤賢一/著 集英社

32 F 時喰監獄 沢村浩輔/著 KADOKAWA

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 F 黎明の書 巻之6 篠田真由美/著 徳間書店

34 F 君が異端だった頃 島田雅彦/著 集英社

35 F 絶声 下村敦史/著 集英社

36 F レシピ泥棒 新宮広明/著 幻冬舎

37 F 空ニ吸ハレシ15ノココロ 園田由紀子/著
PHPエディターズ・グルー
プ

38 F 格闘 高樹のぶ子/著 新潮社

39 F カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山羽根子/著 集英社

40 F 虹にすわる 瀧羽麻子/著 幻冬舎

41 F 純潔 嶽本野ばら/著 新潮社

42 F 流星のソード 柄刀一/著 祥伝社

43 F 決断の刻(とき) 堂場瞬一/著 東京創元社

44 F 無実の君が裁かれる理由 友井羊/著 祥伝社

45 F 昭和天皇の声 中路啓太/著 文藝春秋

46 F 軍馬と楕円球 中野慶/著 かもがわ出版

47 F Cocoon 夏原エヰジ/著 講談社

48 F ヴェールドマン仮説 西尾維新/著 講談社

49 F 伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉/著 祥伝社

50 F アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内一絵/著 キノブックス

51 F グスコーブドリの太陽系 古川日出男/著 新潮社

52 F ラッコの家 古川真人/著 文藝春秋

53 F 督戦隊 別院一郎/著 ハート出版

54 F 小説多動力 堀江貴文/著 誠文堂新光社

55 F 栄光へのノーサイド 増田久雄/著 河出書房新社

56 F ジョージが射殺した猪 又吉栄喜/著 燦葉出版社

57 F キキ・ホリック 森晶麿/著 KADOKAWA

58 F ひと喰い介護 安田依央/著 集英社

59 F 小鳥たち 山尾悠子/文 中川多理/人形・写真 ステュディオ・パラボリカ

60 F 五つ数えれば三日月が 李琴峰/著 文藝春秋

61 F 福沢諭吉の事件簿 3 鷲田小彌太/著 言視舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 ことば漬 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B134.9 存在と時間 6 ハイデガー/著 中山元/訳 光文社

3 B159.8 逃避の名言集 山口路子/著 大和書房

4 B217.5 日本大空襲 原田良次/著 筑摩書房

5 B232.4 ユグルタ戦争 カティリーナの陰謀 サルスティウス/著 栗田伸子/訳 岩波書店

6 B323.1 憲法義解 伊藤博文/著 宮沢俊義/校註 岩波書店

7 B380.1 日本の民俗学 柳田國男/著 中央公論新社

8 B596.7 酔っぱらいに贈る言葉 大竹聡/著 筑摩書房

9 B673.3 サービスの達人たち 野地秩嘉/著 新潮社

10 B683.2 北前船と下津井界隈散策 倉敷ぶんか倶楽部/編 日本文教出版

11 B762.3 カラヤン 吉田秀和/著 河出書房新社

12 B778.0 ブレスト 川村元気/著 KADOKAWA

13 B787.1 渓流釣り礼讃 根深誠/著 中央公論新社

14 B911.5 私の胸は小さすぎる 谷川俊太郎/著 田原/編 集英社

15 B914.6 井上ひさしベスト・エッセイ 井上ひさし/著 井上ユリ/編 筑摩書房

16 B914.6 小林秀雄江藤淳全対話 小林秀雄/著 江藤淳/著 中央公論新社

17 B914.6 不良少年とキリスト 坂口安吾/著 新潮社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 B914.6 若き日と文学と 辻邦生/著 北杜夫/著 中央公論新社

19 B915.6 南洋通信 中島敦/著 中央公論新社

20 B916 ヒキタさん!ご懐妊ですよ ヒキタクニオ/著 光文社

21 B933.6 ロビン・フッドの愉快な冒険 ハワード・パイル/著 三辺律子/訳 光文社

22 B933.7 IQ 2 ジョー・イデ/著 熊谷千寿/訳 早川書房

23 B933.7 ザ・ボーダー 上・下 ドン・ウィンズロウ/著 田口俊樹/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

24 B933.7 秘密結社の野望を阻止せよ! 上・下 クライブ・カッスラー/著 ボイド・モリソン/
著 扶桑社

25 B933.7 イスラム最終戦争 3～4 マーク・グリーニー/著 田村源二/訳 新潮社

26 B933.7 危険な弁護士 上・下巻 ジョン・グリシャム/著 白石朗/訳 新潮社

27 B933.7 ダラスの赤い髪 キャスリーン・ケント/著 府川由美恵/訳 早川書房

28 B933.7 訣別 上・下 マイクル・コナリー/著 古沢嘉通/訳 講談社

29 B933.7 シークレット・エージェント コンラッド/著 高橋和久/訳 光文社

30 B933.7 赤の女 上・下 ダニエル・シルヴァ/著 山本やよい/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

31 B933.7 ごきげんいかが、ワトスン博士 上・下 キャロル・ネルソン・ダグラス/著 日暮雅通/
訳 東京創元社

32 B933.7 ホープは突然現れる クレア・ノース/著 雨海弘美/訳 KADOKAWA

33 B933.7 iレイチェル キャス・ハンター/著 芹澤恵/訳 小学館

34 B933.7 訴訟王エジソンの標的 グレアム・ムーア/著 唐木田みゆき/訳 早川書房

35 B943.7 沈黙の少女 ゾラン・ドヴェンカー/著 小津薫/訳 扶桑社

36 B943.7 ペーター・カーメンツィント ヘッセ/著 猪股和夫/訳 光文社

37 B949.6 レパード 上・下 ジョー・ネスボ/著 戸田裕之/訳 集英社

38 B973 クオーレ デ・アミーチス/作 和田忠彦/訳 岩波書店

39 BF 吸血鬼に鐘は鳴る 赤川次郎/著 集英社

40 BF 浪人奉行 7ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

41 BF 双風神(ふたつふうじん) 今村翔吾/著 祥伝社

42 BF 抗争 上田秀人/著 光文社

43 BF 偉大なる夢 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

44 BF 猟奇の果 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

45 BF ビジネスウォーズ 江波戸哲夫/著 講談社

46 BF 路地裏のほたる食堂 3 大沼紀子/著 講談社

47 BF づぼらん 奥山景布子/著 集英社

48 BF 海岸文庫ちどり通信 河合二湖/著 KADOKAWA

49 BF 今昔百鬼拾遺 天狗 京極夏彦/著 新潮社

50 BF 5分間SF 草上仁/著 早川書房

51 BF キラキラネームが多すぎる 黒川慈雨/著 宝島社

52 BF 虚ろ陽 小杉健治/著 祥伝社

53 BF おとっつあん 小杉健治/著 KADOKAWA

54 BF あなたに謎と幸福を 近藤史恵/著 加納朋子/著 PHP研究所

55 BF 警官の目 今野敏/著 五十嵐貴久/著 双葉社

56 BF 旅仕舞 佐伯泰英/著 文藝春秋

57 BF 火盗改しノ字組 3 坂岡真/著 文藝春秋

58 BF 椎名誠<北政府>コレクション 椎名誠/著 北上次郎/編 集英社

59 BF キノの旅 22 時雨沢恵一/著 KADOKAWA

60 BF 虚構推理 2 城平京/著 講談社

61 BF 小説天気の子 新海誠/著 KADOKAWA

62 BF 火付けの槍 鈴木英治/著 双葉社

63 BF 警視庁潜入捜査官イザヨイ 須藤靖貴/著 KADOKAWA

64 BF レキオスの生きる道 高嶋哲夫/著 集英社

65 BF 火焰の鴉 橘沙羅/著 角川春樹事務所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 BF 贋作の謀 千野隆司/著 双葉社

67 BF つなぐ鞠 知野みさき/著 光文社

68 BF お騒がせロボット営業部! 辻堂ゆめ/著 文藝春秋

69 BF あなたの不幸は蜜の味 辻村深月/著 小池真理子/著 PHP研究所

70 BF 凍結捜査 堂場瞬一/著 集英社

71 BF SRO 8 富樫倫太郎/著 中央公論新社

72 BF 赤鬼の権蔵 鳥羽亮/著 徳間書店

73 BF 提灯斬り 鳥羽亮/著 講談社

74 BF 夫が邪魔 新津きよみ/著 徳間書店

75 BF ワイドビュー南紀殺人事件 西村京太郎/著 中央公論新社

76 BF 警視庁情報官 7 濱嘉之/著 講談社

77 BF 恩讐の香炉 早見俊/著 二見書房

78 BF 忍び狂乱 藤井邦夫/著 光文社

79 BF バチカン奇跡調査官 19 藤木稟/著 KADOKAWA

80 BF おもいおもわれふりふられ 堀川アサコ/著 徳間書店

81 BF 高校事変 2 松岡圭祐/著 KADOKAWA

82 BF 小説アルキメデスの大戦 三田紀房/原作 佐野晶/著 講談社

83 BF 水族館ガール 6 木宮条太郎/著 実業之日本社

84 BF 京都寺町三条のホームズ 12 望月麻衣/著 双葉社

85 BF あの日の親子丼 山口恵以子/著 角川春樹事務所

86 BF 季節のない街 山本周五郎/著 新潮社

87 BF ルパンの帰還 横関大/著 講談社

88 BF ふるい立て、忍者げげんかく 吉本たけし/著 文芸社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 富山大学人文学部紀要 第71号 富山大学人文学部/編 富山大学人文学部

2 T209.5 加賀藩の明治維新 宮下和幸/著 有志舎

3 T219.4 たかおか歴史の旅 中島利明/著 北日本新聞社

4 T290.9 北陸大紀行 読売新聞北陸支社/編 読売新聞北陸支社

5 T377.2 Campus of Toyama 2019 ALL富山COC+事業推進連合会/編 大学コンソー
シアム富山/編

ALL富山COC+事業推進連合
会

6 T450 とやまの自然を楽しむ 富山県ナチュラリスト協会/編 楓工房

7 T472.1 花のアルペンルート立山 佐藤卓/著 ほおずき書籍

8 T672 Japan Brand Collection富山版 2019  サイバーメディア

9 T786 剱岳百景 志水哲也/著 TC出版プロジェクト

10 T906 へるん倶楽部 第17号 富山八雲会/編 富山八雲会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あついひのおともだち かとうようこ/脚本 はやしますみ/絵 童心社

2 C くまくんのうんどうかい? 武田美穂/脚本・絵 童心社

3 C どうぶつどっちがどっち? キムファン/脚本 ひだのかな代/絵 童心社

4 C はとぽのゆうびんやさん すとうあさえ/脚本 山本祐司/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あなたがおとなになったとき 湯本香樹実/文 はたこうしろう/絵 講談社

2 E 一日十分おばけ漢字えほん あきやまかぜさぶろう/作 講談社

E 絵本

T 郷土資料

C かみしばい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 E いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン/作 千葉茂樹/訳 ほるぷ出版

4 E いまもいっしょだね きむらだいすけ/さく イマジネイション・プラス

5 E うさぎのまじっく せなけいこ/作・絵 鈴木出版

6 E うちに帰りたくないときによむ本 川崎二三彦/監修 北原明日香/絵 少年写真新聞社

7 E うまれるまえにきーめた! のぶみ/さく サンマーク出版

8 E うみへいったちいさなカニカニ クリス・ホートン/作 木坂涼/訳 BL出版

9 E うみのあじ たけがみたえ/作 あかね書房

10 E うれしいおいしいはんぶんこ 宮野聡子/作・絵 PHP研究所

11 E えさのじかんだよ 軽部武宏/作 小学館

12 E 丘のうえのいっぽんの木に 今森光彦/作 童心社

13 E おかたづけバストリオ 新井洋行/作 ほるぷ出版

14 E おつきさまのともだち カワチレン/作・絵 学研プラス

15 E おててだあれ? ふくながじゅんぺい/さく たかしまてつを/え KADOKAWA

16 E おばけばたけのおふろやさん とよたかずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド

17 E おはよう、はたらくくるまたち シェリー・ダスキー・リンカー/文 トム・リヒ
テンヘルド/絵 ひさかたチャイルド

18 E おもちゃになりたいにんじん 岩神愛/作・絵 岩崎書店

19 E かみなのに たにうちつねお/さく 大日本図書

20 E カルメラのねがい マット・デ・ラ・ペーニャ/作 クリスチャン・
ロビンソン/絵 鈴木出版

21 E かわにくまがおっこちた リチャード・T.モリス/著 レウィン・ファム/
絵 岩崎書店

22 E ガンピーさんのサイ ジョン・バーニンガム/作 谷川俊太郎/訳 BL出版

23 E 「危険なジェーン」とよばれても スザンヌ・スレード/文 アリス・ラターリー/
絵 岩崎書店

24 E きょだいなガチャガチャ 大橋慶子/作絵 教育画劇

25 E きんぎょびじゅつかん 松沢陽士/写真 高岡昌江/文 ほるぷ出版

26 E 子どものすきな神さま 新美南吉/作 西條由紀夫/絵 サンライズ出版

27 E 子どもの時計 金子みすゞ/童謡 尾崎眞吾/絵 JULA出版局

28 E コリンのお店びらき ひこ・田中/文 山西ゲンイチ/絵 BL出版

29 E こんなとききみならどうする? 五味太郎/作 福音館書店

30 E サンゴといっしょすいぞくかん ともながたろ/絵 山野博哉/監修 アリス館

31 E 地獄めぐりの橋 青山邦彦/作 小学館

32 E 自転車がほしい! マリベス・ボルツ/文 ノア・Z.ジョーンズ/絵 光村教育図書

33 E じゃない! チョーヒカル/作 フレーベル館

34 E じゅんびはいいかい? 末吉里花/文 中川学/絵 山川出版社

35 E しろまるいろまる あおきゆか/さく・え ヤングトゥリー

36 E スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン/さく 石津ちひろ/や
く 好学社

37 E そらをとんだワンダ 小手鞠るい/作 たかすかずみ/絵 マイクロマガジン社

38 E たぬきちのともだち せなけいこ/作・絵 鈴木出版

39 E だれのパンツ? シゲリカツヒコ/作 KADOKAWA

40 E ちいさなひこうきのたび みねおみつ/さく 福音館書店

41 E ちきゅう ステイシー・マカナルティー/原作 デイビッ
ド・リッチフィールド/絵 小学館

42 E てつだってあげるねママ! ジェーン・ゴドウィン/さく ダヴィーナ・ベル
/さく きじとら出版

43 E どっち? まつおかたつひで/さく ハッピーオウル社

44 E 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル・ボンド/文 エミリー・サットン/絵 徳間書店

45 E はしれ!おべんとう 片平直樹/作 市原淳/絵 教育画劇

46 E ヒミツのかいだん 田島征三/作 小学館

47 E プールのひは、おなかいたいひ ヘウォン・ユン/作 ふしみみさを/訳 光村教育図書

48 E ふみきりかんかんくん 斉藤洋/作 武田美穂/絵 講談社

49 E ホテルイカ 林木林/作 山口亜耶/絵 絵本塾出版

50 E まんまるダイズみそづくり ミノオカリョウスケ/さく 福音館書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

51 E モンスターだって、はをみがく! ジェシカ・マルティネロ/ぶん グレゴワール・
マビール/え ワールドライブラリー

52 E ようかいむらのだいうんどうかい たかいよしかず/作・絵 国土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 小学生からはじめるわくわくプログラミング 2 阿部和広/監修・著 倉本大資/著 日経BP

2 K007 よくわかるVR 舘暲/監修 PHP研究所

3 K007 自分で作ってみんなで遊べる!プログラミング 水島滉大/著 KADOKAWA

4 K021 やさしくわかるデジタル時代の著作権 1～3 山本光/監修・著 松下孝太郎/著 技術評論社

5 K112 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか  (ちくまプリマー新書) 伊藤邦武/著 筑摩書房

6 K146 子ども認知行動療法 不安・心配にさよならしよう! 松丸未来/監修 植木美江/イラスト ナツメ社

7 K159 男子が10代のうちに考えておきたいこと  (岩波ジュニア新書) 田中俊之/著 岩波書店

8 K159 10分で読める一流の人の名言100 西沢泰生/著 メイツ出版

9 K164 北欧神話 橘伊津姫/編著 汐文社

10 K164 はじめてのギリシア神話  (ちくまプリマー新書) 松村一男/著 筑摩書房

11 K181 地獄の歩き方 田村正彦/監修 小野崎理香/絵 金の星社

12 K212 失われた世界への時間旅行 堤隆/著 北住ユキ/画 新泉社

13 K242 ミイラ学 タマラ・バウワー/著・絵 こどもくらぶ/訳・
編 今人舎

14 K289 ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政治 大野益弘/著 講談社

15 K289 読む喜びをすべての人に 金治直美/文 佼成出版社

16 K289 米山梅吉ものがたり 柴崎由紀/著 銀の鈴社

17 K289 日本のパラリンピックを創った男 中村裕 鈴木款/著 講談社

18 K290 世界秘境マップ ディラン・スラス/文 ローズマリー・モスコ/
文 飛鳥新社

19 K317 消防官の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

20 K369 「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと 高橋うらら/文 深蔵/絵 講談社

21 K378 発達と障害を考える本 3～4  ミネルヴァ書房

22 K383 ビジュアル日本の住まいの歴史 2 小泉和子/監修 家具道具室内史学会/著 ゆまに書房

23 K384 売り声図鑑 3 宮田章司/文 瀬知エリカ/絵 絵本塾出版

24 K386 こどもきせつのぎょうじ絵じてん 三省堂編修所/編 三省堂

25 K402 科学者の目 かこさとし/文と絵 童心社

26 K404 なぜ?どうして?科学のお話 3年生/4年生/5年生/6年生 大山光晴/総合監修 学研プラス

27 K404 みんなが知りたい!「ものの一生」がわかる本 こどもラーニング編集室/著 メイツ出版

28 K404 ナゾときサイエンスサバイバル 3年生 小松原宏子/文 三上空太/絵 金の星社

29 K404 カガク力を強くする!  (岩波ジュニア新書) 元村有希子/著 岩波書店

30 K404 妖怪 空想科学読本 柳田理科雄/著 黒城ろこ/イラスト PHP研究所

31 K419 親子で楽しむ和算の図鑑 谷津綱一/著 技術評論社

32 K425 ひとすじの光 ウォルター・ウィック/文・写真 千葉茂樹/訳 小学館

33 K444 太陽ってどんな星? 宮原ひろ子/作 新日本出版社

34 K449 季節のこよみ 平野恵理子/著 偕成社

35 K450 知っておきたい!地球のしくみ ジョン・ファーンドン/文 ティム・ハッチンソ
ン/絵 東京書籍

36 K462 世界の生きものMAP きたなおこ/訳 エクスナレッジ

37 K462 北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと 中山由美/文・写真 秋草愛/絵 学研プラス

38 K480 できなくたって、いいじゃないか! 佐藤克文/監修 ペンギン飛行機製作所/製作 サンマーク出版

39 K481 ぴのらぼ絶対に見つからないいきものさん カルロ・ピノ/著 八重沢なとり/絵 KADOKAWA

40 K486 ふしぎないきものツノゼミ 丸山宗利/写真・文 小松貴/写真・文 あかね書房

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

42 K491 知っておきたい!人体のしくみ ジョン・ファーンドン/文 ティム・ハッチンソ
ン/絵 東京書籍

43 K493 ずっとずっと、ともだちだよ… 若月としこ/著 岩崎書店

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 K498 食生活パーフェクトブック 上西一弘/監修 少年写真新聞社

45 K504 知っておきたい!モノのしくみ ジョン・ファーンドン/文 ロブ・ビーティー/
文 東京書籍

46 K518 ごみ育 滝沢秀一/著 太田出版

47 K536 世界ののりもの図鑑2500  
スタジオタッククリエイ
ティブ

48 K686 首都圏版鉄道地図鑑 地理情報開発/編 平凡社

49 K686 まちの電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

50 K780 オリンピック・パラリンピック 2～3 日本オリンピック・アカデミー/監修 国土社編
集部/編集 国土社

51 K783 判断力を鍛える!ラグビーIQドリル クボタスピアーズ/監修 メイツ出版

52 K783 <ビジュアル入門>ラグビーがわかる本 DK社/編著 高橋功一/訳 東京書籍

53 K783 小学生のためのテニスがうまくなる本 増田健太郎/監修 メイツ出版

54 K789 小学生のための勝つ剣道 菅野豪/監修 メイツ出版

55 K811 ローマ字学 稲葉茂勝/著 倉島節尚/監修 今人舎

56 K816 放課後の文章教室 小手鞠るい/著 偕成社

57 K816 自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室 今野真二/著 河出書房新社

58 K829 旅するこどもの韓国語 コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版

59 K911 わくわく 全国学校図書館協議会/編 田中和雄/編 童話屋

60 K913 二ノ丸くんが調査中 3 石川宏千花/作 うぐいす祥子/絵 偕成社

61 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 08 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

62 K913 友だちをやめた二人 今井福子/作 いつか/絵 文研出版

63 K913 イーム・ノームと森の仲間たち 岩田道夫/著 未知谷

64 K913 おかしえんのごろんたん おくやまれいこ/作・絵 双葉社

65 K913 アッチとドッチのフルーツポンチ 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

66 K913 ほねほねザウルス 21 カバヤ食品株式会社/原案・監修 ぐるーぷ・ア
ンモナイツ/作・絵 岩崎書店

67 K913 もえぎ草子 久保田香里/作 tono/画 くもん出版

68 K913 ぽかりの木 こうだゆうこ/作 黒須高嶺/絵 学研プラス

69 K913 おうちずきん こがしわかおり/作 文研出版

70 K913 未来を花束にして 小林深雪/著 牧村久実/画 講談社

71 K913 おばけとしょかん 斉藤洋/作 森田みちよ/絵 講談社

72 K913 レストランのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

73 K913 ぼくらの地下迷路 宗田理/作 YUME/絵 KADOKAWA

74 K913 ねこやなぎ食堂 レシピ1 つくもようこ/作 かわいみな/絵 講談社

75 K913 ネッシーはいることにする 長薗安浩/著 ゴブリン書房

76 K913 きみの存在を意識する 梨屋アリエ/作 ポプラ社

77 K913 すみっこ★読書クラブ 1 にかいどう青/作 のぶたろ/絵 講談社

78 K913 コロッケ堂のひみつ 西村友里/作 井波ハトコ/絵 国土社

79 K913 怪盗クイーン ニースの休日 はやみねかおる/作 K2商会/絵 講談社

80 K913 すみれちゃん、おはよう! ばんひろこ/作 丸山ゆき/絵 新日本出版社

81 K913 IQ探偵ムー 夢羽のホノルル探偵団 深沢美潮/作 山田J太/画 ポプラ社

82 K913 しゅくだいかけっこ 福田岩緒/作・絵 PHP研究所

83 K913 思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃/著 まめふく/装画 アリス館

84 K913 キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい 三田村信行/作 宮本えつよし/絵 金の星社

85 K913 七不思議神社 緑川聖司/作 TAKA/絵 あかね書房

86 K913 夏に泳ぐ緑のクジラ 村上しいこ/作 小学館

87 K913 戦国ベースボール 16 りょくち真太/作 トリバタケハルノブ/絵 集英社

88 K929 シェニヤル村の子どもたち エヴァ・リーシナ/著 後藤正憲/訳 群像社

89 K933 貸出禁止の本をすくえ! アラン・グラッツ/著 ないとうふみこ/訳 ほるぷ出版

90 K933 リスタート ゴードン・コーマン/著 千葉茂樹/訳 あすなろ書房

91 K933 ふたご探偵 3 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA
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