
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007.1 イノベーションするAI 武藤佳恭/著 宇田川誠/著 春秋社

2 007.1 驚異の量子コンピュータ 藤井啓祐/著 岩波書店

3 007.1 高校数学でわかるディープラーニングのしくみ 涌井貞美/著 ベレ出版

4 007.3 SNS変遷史  (イースト新書) 天野彬/著 イースト・プレス

5 007.3 AIゲームチェンジャー 市嶋洋平/著 江藤哲郎/著 日経BP

6 007.3 新たなAI大国 オラフ・グロス/著 マーク・ニッツバーグ/
著 講談社

7 007.3 AIの時代と法  (岩波新書 新赤版) 小塚荘一郎/著 岩波書店

8 007.3 LINEやりたいことが全部わかる本 田中拓也/著 SBクリエイティブ

9 007.3 売れる力 松田憲幸/著 ダイヤモンド社

10 007.3 サイバーセキュリティ 松原実穂子/著 新潮社

11 007.3 LINEがぜんぶわかる本 2020年版  洋泉社

12 007.6 動かして学ぶ!Python Django開発入門 大高隆/著 翔泳社

13 007.6 今すぐ使えるかんたんWindows 10 2020年最新版 オンサイト/著 技術評論社編集部/著 技術評論社

14 007.6 できるExcelピボットテーブル 門脇香奈子/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

15 007.6 Excel×Python最速仕事術 金宏和實/著 日経BP

16 007.6 できるExcelグラフ きたみあきこ/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

17 007.6 Visual C++ 2019パーフェクトマスター 金城俊哉/著 秀和システム

18 007.6 データサイエンスの森Kaggleの歩き方 坂本俊之/著 シーアンドアール研究所

19 007.6 SCRATCHではじめよう!プログラミング入門 杉浦学/著 阿部和広/監修 日経BP

20 007.6 現場ですぐに使える!Visual C# 2019逆引き大全500の極意 増田智明/著 国本温子/著 秀和システム

21 007.6 アウトルック最強時短仕事術 守屋恵一/著 技術評論社

22 007.6 現場ですぐに使える!Blender逆引き大全300の極意 薬師寺国安/著 秀和システム

23 007.6 情報リテラシー教科書 矢野文彦/監修 オーム社

24 007.6 IntelliJ IDEAパーフェクトガイド 横田一輝/著 技術評論社

25 007.6 Apple Watchスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

26 007.6 1分でも早く帰りたい人の目的別Excel ワイツープロジェクト/著 新星出版社

27 007.6 老いてこそデジタルを。 若宮正子/著 1万年堂出版

28 010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2019 植村八潮/編著 野口武悟/編著 電子出版制作・流通協議会

29 010.2 図書館と読書の原風景を求めて 小川徹/著 奥泉和久/著 青弓社

30 010.4 これからの図書館 谷一文子/著 平凡社

31 015.6 読書会入門  (幻冬舎新書) 山本多津也/著 幻冬舎

32 015.9 公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤和子/編著 樹村房

33 016.2 炎の中の図書館 スーザン・オーリアン/著 羽田詩津子/訳 早川書房

34 019 池上彰と現代の名著を読む 池上彰/著 筑摩書房

35 019.1 知識を操る超読書術 メンタリストDaiGo/著 かんき出版

36 019.9 室内生活 楠木建/著 晶文社

37 021.2 標準著作権法 高林龍/著 有斐閣

38 021.3 文章で生きる夢をマジメに叶えてみよう。 岸智志/著 エムディエヌコーポレーショ
ン
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 021.4 出版文化と編集者の仕事 大竹永介/著 社会評論社

40 021.4 だれでもレイアウトデザインができる本 樋口泰行/著 エクスナレッジ

41 021.4 悩んでも10秒 松田紀子/著 集英社

42 023 古くてあたらしい仕事 島田潤一郎/著 新潮社

43 024.0 13坪の本屋の奇跡 木村元彦/著 ころから

44 024.1 私は本屋が好きでした 永江朗/著 太郎次郎社エディタス

45 031.7 天才頭脳・水上颯の「最強クイズ全書」 水上颯/著 KADOKAWA

46 049 片手袋研究入門 石井公二/著 実業之日本社

47 080 北斎
エドモン・ド・ゴンクール/著 隠岐由紀子/
訳 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 本当に大切なことを気づかせてくれる「ディズニー」魔法の知恵 マリアンヌ・シャイヤン/著 小川仁志/監修 かんき出版

2 112 心にとって時間とは何か  (講談社現代新書) 青山拓央/著 講談社

3 116.7 <現実>とは何か 西郷甲矢人/著 田口茂/著 筑摩書房

4 121.6 西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か 中村昇/著 講談社

5 123.8 「論語」の教え 佐久協/著 出版芸術社

6 123.8 一億三千万人のための『論語』教室  (河出新書) 高橋源一郎/著 河出書房新社

7 123.8 才徳兼備のリーダーシップ 矢野弘典/著 時事通信出版局

8 133.9 プラグマティズムの歩き方 上巻・下巻 シェリル・ミサック/著 加藤隆文/訳 勁草書房

9 135.2 スピノザよく生きるための哲学 フレデリック・ルノワール/著 田島葉子/訳 ポプラ社

10 140.4 Power of Secret秘密を上手に使いこなす方法 トルステン・ハーフェナー/著 柴田さとみ/訳 サンマーク出版

11 141.5 一瞬の選択力 今井千尋/著 内外出版社

12 141.5 「発想力」と「想像力」を磨く東大アイデア 西岡壱誠/著 マガジンハウス

13 143.6 夫のトリセツ  (講談社+α新書) 黒川伊保子/著 講談社

14 146.8 子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原美以/著 日本評論社

15 146.8 なぜ「孤独感」を感じてしまうのか ティール・スワン/著 奥野節子/訳 徳間書店

16 146.8 もの想うこころ 村井雅美/著 木立の文庫

17 147 ポップ・スピリチュアリティ 堀江宗正/著 岩波書店

18 147 安心して、死ぬために 矢作直樹/著 扶桑社

19 147.1 小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井英里/絵 パイインターナショナル

20 150.4 いまを生きるための倫理学 盛永審一郎/編 松島哲久/編 丸善出版

21 159 人生で一番大切なのに誰も教えてくれない幸せになる技術 上阪徹/著 きずな出版

22 159 猫は気まぐれに幸せをくれる ステファン・ガルニエ/著 吉田裕美/訳 ダイヤモンド社

23 159 「人見知り」として生きていくと決めたら読む本 午堂登紀雄/著 すばる舎

24 159 「菜根譚」のことば 佐久協/著 出版芸術社

25 159 心の強化書 塚本亮/著 ソシム

26 159 30代を無駄に生きるな 永松茂久/著 きずな出版

27 159 マジどん 西沢泰生/著 内外出版社

28 159 超・自己成長術 トッド・ハーマン/著 福井久美子/訳 ダイヤモンド社

29 159 銀座のママが惚れる一流の男 日高利美/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

30 159 「孤独」のすすめ ひろさちや/著 SBクリエイティブ

31 159 3日で運がよくなる「そうじ力」 舛田光洋/著 三笠書房

32 159 今度こそ、やめる技術 美崎栄一郎/著 あさ出版

33 159 渡辺えりの人生相談 渡辺えり/著 毎日新聞出版

34 159.4 やりたいことなんて、なくていい。 伊藤羊一/著 PHP研究所

35 159.4 “心に余裕がある女性”の仕事のルール 大嶋博子/著 同文舘出版

36 159.4 分断を生むエジソン 北野唯我/著 講談社

37 159.4 すぐやる力  (PHPビジネス新書) 塚本亮/著 PHP研究所

38 159.6 あなたを取り戻す3日間 植西聰/著 海竜社

39 159.7 老いのトリセツ 石川恭三/著 河出書房新社

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 159.7 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ/編 ポプラ社

41 159.7 俺たちの老いじたく 弘兼憲史/著 祥伝社

42 162.1 日本人は本当に無宗教なのか  (平凡社新書) 礫川全次/著 平凡社

43 162.1 日本の民俗宗教  (ちくま新書) 松尾恒一/著 筑摩書房

44 164.0 世界の神話英雄事典 吉田敦彦/編 河出書房新社

45 167.2 日本のイスラーム 小村明子/著 朝日新聞出版

46 172 日本の神様100選  (宝島社新書) 日本の神社研究会/著 宝島社

47 176.8 成功する人は、おみくじのウラを読んでいる! 渋谷申博/著 三橋健/監修 かんき出版

48 178.1 千家尊福と出雲信仰  (ちくま新書) 岡本雅享/著 筑摩書房

49 181.7 「悟り体験」を読む 大竹晋/著 新潮社

50 186.9 御朱印でめぐる京都のお寺 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

51 186.9 るるぶ四国八十八カ所 2020  JTBパブリッシング

52 193 聖書の50人 ジャン・ピエール・イスブ/著 湊麻里/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

53 193 世界でいちばん素敵な聖書の教室 町田俊之/監修 ロム・インターナショナル/編
集・文 三才ブックス

54 198.2 五島キリシタン史 浦川和三郎/著 国書刊行会

55 198.2 歴史探究のヨーロッパ  (中公新書) 佐藤彰一/著 中央公論新社

56 198.2 ローマ教皇食の旅 中村玲子/著 小松原久美子/訳 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 文化史とは何か ピーター・バーク/著 長谷川貴彦/訳 法政大学出版局

2 202.5 世界のミイラ  (宝島社新書) 近藤二郎/監修 宝島社

3 204 世界史のミカタ  (祥伝社新書) 井上章一/著 佐藤賢一/著 祥伝社

4 204 スクエア・アンド・タワー 上・下 ニーアル・ファーガソン/著 柴田裕之/訳 東洋経済新報社

5 209 君主号の世界史  (新潮新書) 岡本隆司/著 新潮社

6 209 暗殺が変えた世界史 上・下 ジャン=クリストフ・ビュイッソン/著 原書房

7 209 日本史&世界史ビジュアル歴史年表 「わかる歴史年表」編集室/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

8 209.5 海の地政学  (中公新書) 竹田いさみ/著 中央公論新社

9 210.4 日本史で読み解く日本人 井沢元彦/著 PHPエディターズ・グループ

10 211 「土地と財産」で読み解く日本史 大村大次郎/著 PHP研究所

11 212.3 3万年前の航海の謎を解く NHKクローズアップ現代+制作班/著 徳間書店

12 213 世界でいちばん素敵な古代史の教室 瀧音能之/監修 三才ブックス

13 213 「倭国」の誕生 仲島岳/著 海鳴社

14 213.2 百舌鳥・古市古墳群  (ブルーガイド)  実業之日本社

15 213.4 豊璋 藤原鎌足の正体 関裕二/著 河出書房新社

16 213.7 平将門の乱を読み解く 木村茂光/著 吉川弘文館

17 214 明智光秀の乱 小林正信/著 里文出版

18 214.7 戦国忠義と裏切りの作法 小和田哲男/監修 G.B.

19 214.7 軍需物資から見た戦国合戦 盛本昌広/著 吉川弘文館

20 214.8 遺産 Guido Gualtieri/原作 上杉宗聖/著訳 朝日出版社

21 214.8 本能寺の変に謎はあるのか? 渡邊大門/著 晶文社

22 215.2 江戸の災害  (講談社現代新書) フレデリック・クレインス/著 磯田道史/解
説 講談社

23 215.2 東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑 山本博文/監修 二見書房

24 216 勝海舟から始まる近代日本 浦辺登/著 弦書房

25 217 近衛文麿と日米開戦  (祥伝社新書) 富田健治/著 川田稔/編 祥伝社

26 217.5 鉛筆部隊と特攻隊 きむらけん/著 えにし書房

27 217.5 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ/著 文藝春秋

28 217.6 1964 泉麻人/著 三賢社

29 219.2 下級武士の田舎暮らし日記 支倉清/著 支倉紀代美/著 築地書館

30 219.3 江戸水没 渡辺浩一/著 平凡社

31 222 皇帝たちの中国史 宮脇淳子/著 徳間書店

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 222.0 侯景の乱始末記 吉川忠夫/著 志学社

33 222.0 中華の成立  (岩波新書 新赤版) 渡辺信一郎/著 岩波書店

34 230.5 ウィーン包囲 菊池良生/著 河出書房新社

35 232.8 絵で旅するローマ帝国時代のガリア ジェラール・クーロン/著 ジャン=クロード・
ゴルヴァン/著 マール社

36 234 一冊でわかるドイツ史 関眞興/著 河出書房新社

37 238.0 ロマノフの消えた金塊 上杉一紀/著 東洋書店新社

38 238.8 歌の革命 高橋眞知子/著 社会評論社

39 239 図説バルカンの歴史 柴宜弘/著 河出書房新社

40 281.0 歴史が眠る多磨霊園 小村大樹/著 花伝社

41 281.0 戦国名将の本質 小和田哲男/著 毎日新聞出版

42 281.0 心をつかむ文章は日本史に学べ 加来耕三/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

43 281.0 墓碑をよむ 立元幸治/著 福村出版

44 288.4 令和即位の礼 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

45 288.4 令和の皇室 共同通信社/編 北日本新聞社

46 288.4 皇后誕生  文藝春秋

47 288.6 決定版面白いほどよくわかる!家紋と名字 高澤等/家紋監修 森岡浩/名字監修 西東社

48 289.1 明智光秀の足跡をたどる旅 「明智光秀の足跡をたどる旅」製作委員会/
著 東京ニュース通信社

49 289.1 忘れられた天才井上毅 井上俊輔/著 国書刊行会

50 289.1 天才光秀と覇王信長 加来耕三/著 さくら舎

51 289.1 信長家臣明智光秀  (平凡社新書) 金子拓/著 平凡社

52 289.1 大宅壮一の「戦後」 阪本博志/著 人文書院

53 289.1 加賀の下級武士の藩政期と維新後 鈴木雅子/著 港の人

54 289.1 無敗の男 常井健一/著 文藝春秋

55 289.1 三宅雪嶺 中野目徹/著 吉川弘文館

56 289.1 明智光秀  (NHK出版新書) 早島大祐/著 NHK出版

57 289.1 事を成すには、狂であれ 福井保明/著 プレジデント社

58 289.1 信長 本郷和人/著 トランスビュー

59 289.3 キッチンの悪魔 マルコ・ピエール・ホワイト/著 ジェームズ・
スティーン/著 みすず書房

60 290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2020年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

61 290.9 総予算33万円・9日間から行く!世界一周大人の男海外ひとり旅 伊藤伸平/著 ダイヤモンド・ビッグ社

62 290.9 岩崎元郎の地球を遠足 岩崎元郎/著 山と溪谷社

63 290.9 エベレストには登らない 角幡唯介/著 小学館

64 290.9 海外旅行なんて二度と行くかボケ!! さくら剛/著 産業編集センター

65 290.9 地球の歩き方 A09 イタリア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

66 290.9 地球の歩き方 B23 ペルー 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

67 290.9 地球の歩き方 B25 アメリカ・ドライブ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

68 290.9 地球の歩き方 C12 ゴールドコースト＆ケアンズ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

69 290.9 地球の歩き方 D20 シンガポール 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

70 290.9 地球の歩き方 D22 アンコール・ワットとカンボジア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

71 290.9 いつかは行きたい一生に一度だけの旅BEST500 ナショナルジオグラフィック/著 藤井留美/ほ
か訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

72 291.0 昭和四十一年日本一周最果て鉄道旅 小川功/著 笠間書院

73 291.0 今がわかる時代がわかる日本地図 2020年版 成美堂出版編集部/編集 成美堂出版

74 291.0 コロンビア商人がみた維新後の日本 ニコラス・タンコ・アルメロ/著 寺澤辰麿/
訳 中央公論新社

75 291.0 目指せ!全国制覇御城印ガイド 萩原さちこ/監修 徳間書店

76 291.0 バリアフリー温泉で家族旅行 3 山崎まゆみ/著 昭文社

77 291.2 青森  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

78 291.3 江戸東京透視図絵 跡部蛮/文 瀬知エリカ/絵 五月書房新社

79 291.3 奥多摩・奥秩父 山岳写真ASA/著 長沢洋/著 山と溪谷社

80 291.3 渋谷の秘密 三浦展/監修 隈研吾/ほか著 パルコエンタテインメント事
業部

81 291.3 わたしの好きな街 SUUMOタウン編集部/監修 ポプラ社

82 291.3 千葉のトリセツ  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 291.3 千葉・房総  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

84 291.3 超詳細!横浜さんぽ地図 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

85 291.4 金沢・能登・北陸 2019 改訂2版  JTBパブリッシング

86 291.6 淡路島  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

87 291.6 超詳細!大阪さんぽ地図 2019 (まっぷるマガジン)  昭文社

88 291.6 るるぶ淡路島  '21  JTBパブリッシング

89 291.7 山口・萩・下関  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

90 291.7 るるぶ山陽山陰ベスト  '21  JTBパブリッシング

91 291.9 沖縄パーフェクト本 2020  昭文社

92 291.9 るるぶ奄美屋久島種子島  '21  JTBパブリッシング

93 291.9 るるぶ沖縄  '21  JTBパブリッシング

94 291.9 るるぶ宮崎高千穂  '21  JTBパブリッシング

95 292.0 大人の男アジアひとり旅  (地球の歩き方BOOKS) 水野純/著 中村正人/著 ダイヤモンド・ビッグ社

96 292.2 重慶マニア 近堂彰一/著 パブリブ

97 292.2 食べて笑って歩いて好きになる大人のごほうび台湾 山脇りこ/著 ぴあ

98 292.2 るるぶ台湾  '21  JTBパブリッシング

99 292.3 ダナン&ホイアンPHOTO TRAVEL GUIDE 詩歩/著 ダイヤモンド・ビッグ社

100 292.3 ベトナム 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

101 292.5 旅の賢人たちがつくったインド旅行最強ナビ 丸山ゴンザレス/編 世界トラベラー情報研究会
/編 辰巳出版

102 292.7 るるぶトルコ イスタンブール 2020  JTBパブリッシング

103 293.5 フランスの一度は訪れたい村 坂井彰代/著 伊藤智郎/写真 東海教育研究所

104 293.5 パリ完全版  JTBパブリッシング

105 293.7 るるぶイタリア  '21  JTBパブリッシング

106 295.3 俺のアラスカ 伊藤精一/著 すずきひさこ/編集・構成 作品社

107 295.3 ニューヨーク 2019 (タビトモ)  JTBパブリッシング

108 297.4 グアム本 2020  枻出版社

109 297.6 ハワイ  '20 (まっぷるマガジン)  昭文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 身銭を切れ ナシーム・ニコラス・タレブ/著 望月衛/監
訳 ダイヤモンド社

2 302 日本と世界を知るためのファクト図鑑 佐藤優/監修 宝島社

3 302.2 ユーラシア・ダイナミズム 西谷公明/著 ミネルヴァ書房

4 302.2 パレスチナを生きる 渡辺丘/著 朝日新聞出版

5 302.3 池上彰の世界の見方 イギリスとEU 池上彰/著 小学館

6 302.4 抵抗の轍 新郷啓子/著 インパクト出版会

7 302.5 ラテンアメリカ研究入門 松下冽/著 法律文化社

8 302.6 地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ/著 フレデリック・ル
オー/著 原書房

9 304 2060デジタル資本主義 岩田一政/編 日本経済研究センター/編 日本経済新聞出版社

10 304 NIKKEI日曜サロン日本を考える 芹川洋一/編著 BSテレ東/編 日本経済新聞出版社

11 304 中国は2020年で終わる 高山正之/著 新潮社

12 304 日本が「世界一」を守り抜く戦略 パトリック・ニュウエル/編著 光文社

13 304 21 Lessons ユヴァル・ノア・ハラリ/著 柴田裕之/訳 河出書房新社

14 304 IDENTITY フランシス・フクヤマ/著 山田文/訳 朝日新聞出版

15 304 グラフと地図で知るこれからの20年 ヴィルジニー・レッソン/著 河野彩/訳 原書房

16 309.0 素朴で平等な社会のために ウィリアム・モリス/著 城下真知子/訳 せせらぎ出版

17 309.3 21世紀のマルクス 伊藤誠/編 大藪龍介/編 新泉社

18 311.1 リベラリズムはなぜ失敗したのか パトリック・J.デニーン/著 角敦子/訳 原書房

19 312.1 永田町知謀戦 4 大下英治/著 さくら舎

20 312.1 野中広務権力闘争全史 大下英治/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

21 312.1 小泉進次郎と権力 清水真人/著 日本経済新聞出版社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

22 312.2 インドが変える世界地図  (文春新書) 広瀬公巳/著 文藝春秋

23 312.3 あなたの知らない政治家の世界 クラウディア・ワリン/著 アップルヤード和美
/訳 新評論

24 312.9 国際社会を支配する地政学の思考法 ペドロ・バーニョス/著 金関あさ/訳 講談社

25 316.8 インディアンとカジノ  (ちくま新書) 野口久美子/著 筑摩書房

26 317.0 次世代ガバメント 若林恵/責任編集 黒鳥社

27 317.6 国家と記録  (集英社新書) 瀬畑源/著 集英社

28 318.2 ポスト橋下の時代 朝日新聞大阪社会部/著 朝日新聞出版

29 318.3 図解公務員1年目の仕事術 佐久間智之/著 ナツメ社

30 318.6 地域活性化のデザインとマネジメント 池田潔/編著 前田啓一/編著 晃洋書房

31 318.7 都市は文化(アート)でよみがえる  (集英社新書) 大林剛郎/著 集英社

32 318.9 デンマークのスマートシティ 中島健祐/著 学芸出版社

33 319 現場レポート世界のニュースを読む力 池上彰/著 増田ユリヤ/著 プレジデント社

34 319 外交戦 高橋洋一/著 あさ出版

35 319.2 アジアの世紀 上・下 パラグ・カンナ/著 尼丁千津子/訳 原書房

36 319.2 中国の行動原理  (中公新書) 益尾知佐子/著 中央公論新社

37 319.5 大陸主義アメリカの外交理念 チャールズ・A.ビーアド/著 開米潤/訳 藤原書店

38 319.8 SDGs時代の平和学 佐渡友哲/著 法律文化社

39 320 はじめての六法 尾崎哲夫/著 自由国民社

40 321 学生生活の法学入門 山下純司/著 深町晋也/著 弘文堂

41 323.1 憲法判例百選 1～2 長谷部恭男/編 石川健治/編 有斐閣

42 324 民事法入門 野村豊弘/著 有斐閣

43 324.2 公道・私道のトラブル解決法 2019 第4版 高井和伸/著 自由国民社

44 324.6 内縁・事実婚・同性婚の実務相談 小島妙子/著 日本加除出版

45 324.6 民法 松川正毅/著 有斐閣

46 324.7 生前対策まるわかりBOOK 黒田泰/著 清田幸弘/著 青月社

47 324.7 家族を「争族」から守った遺言書30文例 Part2 相続診断協会/編 日本法令

48 324.7 新しい相続のルールがわかる! 日本司法書士会連合会/編 中央経済社

49 324.7 相続・遺産分け・遺言の法律相談Q&A 村田恒夫/著 阿野順一/著 法学書院

50 324.8 わかりやすい借地 金澤均/監修 山川直人/絵 自由国民社

51 325.2 1時間でわかる失敗しない!会社のつくり方 加藤雄一/著 冨田健太郎/著 技術評論社

52 325.2 最新/組織再編の法律・会計・税務ハンドブック 山田コンサルティンググループ株式会社/編著
山田&パートナーズ/編著 日本法令

53 326.1 刑法総論 内田幸隆/著 杉本一敏/著 有斐閣

54 326.8 証言治安維持法  (NHK出版新書) NHK「ETV特集」取材班/著 荻野富士夫/監修 NHK出版

55 329.6 A級戦犯者の遺言 花山信勝/述 青木馨/編 法藏館

56 331 MMT 井上智洋/著 講談社

57 331 ミクロ経済学って大体こんな感じです 竹内健蔵/著 有斐閣

58 331.1 やさしい計量経済学 加藤久和/著 オーム社

59 331.8 イノベーションは、万能ではない 西村吉雄/著 日経BP

60 332.1 野口悠紀雄の経済データ分析講座 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

61 332.2 14億人のデジタル・エコノミー 馬文彦/著 中山宥/訳 早川書房

62 333.6 この1冊でわかる世界経済の新常識 2020 熊谷亮丸/監修 大和総研/編著 日経BP

63 333.6 GLOBOTICS リチャード・ボールドウィン/著 高遠裕子/
訳 日本経済新聞出版社

64 334.4 データでよみとく外国人“依存”ニッポン  (光文社新書) NHK取材班/著 光文社

65 335 知識ゼロでも自分でできる!個人事業の始め方 藤井幹久/監修 ナツメ社

66 335.0 社長って何だ!  (講談社現代新書) 丹羽宇一郎/著 講談社

67 335.1 世界標準の経営理論 入山章栄/著 ダイヤモンド社

68 335.1 一倉定の社長学 作間信司/著 プレジデント社

69 335.1 今日から使える!経営学がよくわかる本 土方千代子/著 西川昌祐/著 秀和システム

70 335.1 SDGsがよくわかる本 松原恭司郎/著 秀和システム

71 335.2 世界「倒産」図鑑 荒木博行/著 日経BP

72 335.2 イノベーションの歴史 橘川武郎/著 有斐閣

- 6 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

73 335.2 チャイナズ・ディスラプターズ エドワード・ツェ/著 松本剛史/訳 左右社

74 335.3 星野佳路と考えるファミリービジネスの教科書 星野佳路/述 小野田鶴/編集・構成 日経BP

75 335.4 外資系で自分らしく働ける人に一番大切なこと 宮原伸生/著 ダイヤモンド社

76 335.5 多国籍企業・グローバル企業と日本経済 小栗崇資/編著 夏目啓二/編著 新日本出版社

77 336 経営コンサルタントの教科書 小宮一慶/著 日経BP

78 336 PDCAは、4割回せばうまくいく! 冨松誠/著 Clover出版

79 336 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山真由/監修 ナツメ社

80 336 企業の危機管理書式集 藤津康彦/著者代表 梅津英明/著者代表 中央経済社

81 336.1 新規事業の実践論 麻生要一/著 ニューズピックス

82 336.1 実践!!秘密保持契約書審査の実務 出澤総合法律事務所/著 学陽書房

83 336.1 デジタルトランスフォーメーションで何が起きるのか 西田宗千佳/著 講談社

84 336.1 働き方の統計学 平野茂実/著 オーム社

85 336.1 デジタルファースト・ソサエティ 福本勲/編著 鍋野敬一郎/編著 日刊工業新聞社

86 336.1 データドリブン経営入門 安井望/著 中央経済社

87 336.2 創造力とデザインの心得 天野晴久/著 ワニ・プラス

88 336.2 結果を出す人がやっている「思考整理」の習慣 生方正也/著 日本実業出版社

89 336.2 天才たちの思考法 木村尚義/著 総合法令出版

90 336.2 時短と成果が両立する仕事の「見える化」「記録術」 谷口和信/著 明日香出版社

91 336.2 ペヤングソースやきそばで学ぶ問題解決力 谷藤賢一/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

92 336.2 デザイン思考の実践 David Dunne/著 菊池一夫/訳 同友館

93 336.2 科学的にラクして達成する技術 永谷研一/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

94 336.2 デザイン思考が世界を変える ティム・ブラウン/著 千葉敏生/訳 早川書房

95 336.3 1万人のリーダーが悩んでいること 浅井浩一/著 ダイヤモンド社

96 336.3 OPENNESS職場の「空気」が結果を決める 北野唯我/著 ダイヤモンド社

97 336.3 女性管理職1年目の教科書 野見山玲子/著 斉藤麻子/著 日本経済新聞出版社

98 336.4 上司と部下の教科書 新将命/著 致知出版社

99 336.4 「A4一枚」賃金制度 榎本あつし/著 アニモ出版

100 336.4 法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド LGBTとアライのための法律家ネットワーク/著
藤田直介/編著 法研

101 336.4 仕事のできる人が絶対やらない説明の仕方 車塚元章/著 日本実業出版社

102 336.4 ビジネスエリートが実践している異文化理解の全テクニック 齋藤隆次/著 KADOKAWA

103 336.4 早わかり!ポスト働き方改革の人事労務管理 佐藤久文/編著 山本光洋/著 日本加除出版

104 336.4 外国人実習・雇用実戦ガイド 佐野誠/著 宮川真史/著 第一法規

105 336.4 話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水久三子/著 翔泳社

106 336.4 1時間でわかるトラブルフリーな職場づくり 須田美貴/著 黒田英雄/著 技術評論社

107 336.4 説明の技術見るだけノート 鶴野充茂/監修 宝島社

108 336.4 「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業 宮城信一/著 SBクリエイティブ

109 336.4 短い言葉を武器にする 弓削徹/著 フォレスト出版

110 336.4 職場に外国人がやってきたら読む本 涌井美和子/著 近代セールス社

111 336.5 世界で一番やさしい資料作りの教科書 榊巻亮/著 日経BP

112 336.9 公認会計士で起業家だから教えられる「すごい会計思考」 金川顕教/著 ポプラ社

113 336.9 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本 関根俊輔/監修 新星出版社

114 336.9 「経理」の本分 武田雄治/著 中央経済社

115 338 決定版リブラ 木内登英/著 東洋経済新報社

116 338 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O.スミス/著 桜田直美/訳 SBクリエイティブ

117 338.1 シニア投資 西崎努/著 アスコム

118 338.2 キャッシュレス進化論 安留義孝/著 金融財政事情研究会

119 338.9 新アジアビジネス 松島大輔/著 日経BP

120 345.3 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A 桑原清幸/著 玄光社

121 345.3 確定申告 所得・必要経費・控除 得なのはどっち? 小林義崇/著 河出書房新社

122 345.5 フツーの人がやるべき最新相続対策 大村大次郎/著 悟空出版

123 345.5 相続・贈与でトクする100の節税アイデア 高橋敏則/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

124 349.2 地方財政の歴史を変えた8つの物語 小西砂千夫/編著 日本加除出版

125 360 SDGsと日本 「人間の安全保障」フォーラム/編 高須幸雄/
編著 明石書店

126 361.0 超高層のバベル 見田宗介/著 講談社

127 361.4 賀茂川コミュニケーション塾 谷口忠大/著 世界思想社

128 361.4 フィクションが現実となるとき カレン・E.ディル-シャックルフォード/著 川
端美樹/訳 誠信書房

129 361.5 英語でガイド!外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし デイビッド・セイン/著 Jリサーチ出版

130 361.7 地域とゆるくつながろう! 石山恒貴/編著 北川佳寿美/ほか執筆 静岡新聞社

131 361.8 7つの階級 マイク・サヴィジ/著 舩山むつみ/訳 東洋経済新報社

132 364 いまこそ税と社会保障の話をしよう! 井手英策/著 東洋経済新報社

133 364 自己責任の時代 ヤシャ・モンク/著 那須耕介/訳 みすず書房

134 364.3 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2020年版 榎本恵一/著 渡辺峰男/著 三和書籍

135 364.4 介護保険・障害者福祉のしくみ 若林美佳/監修 三修社

136 364.6 年金不安の正体  (ちくま新書) 海老原嗣生/著 筑摩書房

137 365.3 20年後も後悔しないマイホームの選び方 佐藤陽/著 同文舘出版

138 365.3 こうすればできる所有者不明空家の行政代執行 板橋区都市整備部建築指導課/編 宇那木正寛/
監修 第一法規

139 365.5 総中流の始まり 渡邉大輔/編著 相澤真一/編著 青弓社

140 366.2 転職エバンジェリストの技術系成功メソッド 天笠淳/著 日経BP

141 366.2 まんがでわかる発達障害の人のためのお仕事スキル 鈴木慶太/監修 Kaien/編著 合同出版

142 366.2 科学的な適職 鈴木祐/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

143 366.2 定年消滅時代をどう生きるか  (講談社現代新書) 中原圭介/著 講談社

144 366.2 定年後も働きたい。 松本すみ子/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

145 366.2 年収が上がる転職下がる転職 山田実希憲/著 すばる舎リンケージ

146 366.3 パワハラ防止の実務対応 帯刀康一/著 労務行政

147 366.8 「徴用工問題」とは何か? 戸塚悦朗/著 明石書店

148 367.2 日本の貧困女子  (SB新書) 中村淳彦/著 SBクリエイティブ

149 367.2 WOMEN女性たちの世界史大図鑑 ホーリー・ハールバート/ほか監修 戸矢理衣奈
/日本語版監修 河出書房新社

150 367.3 ちいさな大きなたからもの 瀬奈じゅん/著 千田真司/著 方丈社

151 367.3 「空気が読めない夫と突然キレる妻」の心理学 滝口のぞみ/著 大和出版

152 367.4 結婚してもしなくてもうるわしきかな人生 小林久乃/著 ベストセラーズ

153 367.6 凍りついた瞳(め)2020 椎名篤子/編・著 集英社

154 367.7 高齢者に「キレない」技術 川上淳子/著 小学館

155 367.7 8050問題 黒川祥子/著 集英社

156 367.7 定年バカ 続 (SB新書) 勢古浩爾/著 SBクリエイティブ

157 367.7 老〜い、どん! 樋口恵子/著 婦人之友社

158 367.9 大人になる前に知る性のこと 加納尚美/編著 鈴木琴子/編著 ぺりかん社

159 367.9 聖なるズー 濱野ちひろ/著 集英社

160 368.6 「小児性愛」という病 斉藤章佳/著 ブックマン社

161 369.1 あるある!笑いと涙のケアマネ劇場 ケアマネ「あるある」発見隊/編集 中央法規出版

162 369.1 超高齢社会の介護はおもしろい! 羽田冨美江/著 ブリコラージュ

163 369.1 福祉職員こころの強化書 久田則夫/著 中央法規出版

164 369.2 老人ホームのお金と探し方 小嶋勝利/編著 日経BP

165 369.2 知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのトリセツ 坂井聡/著 エンパワメント研究所

166 369.2 高齢者に喜ばれる「マジック」レクリエーション 沢しんや/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

167 369.2 身近な人の施設介護を考えるときに読む本 高室成幸/監修 自由国民社

168 369.2 介護現場の「困りごと」解決マニュアル 中村裕子/著 中央法規出版

169 369.2 ありのままがあるところ 福森伸/著 晶文社

170 369.2 安全な介護 山田滋/著 下山名月/著 ブリコラージュ

171 369.3 大地震、異常気象をどう乗り切るか 新聞通信調査会/編 新聞通信調査会

172 369.3 地域防災とまちづくり 瀧本浩一/著 イマジン出版

173 369.3 レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻直美/著 扶桑社

174 369.3 災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム/編著 ぎょうせい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

175 369.3 極限メシ!  (ポプラ新書) 西牟田靖/著 ポプラ社

176 369.4 「孤独な育児」のない社会へ  (岩波新書 新赤版) 榊原智子/著 岩波書店

177 370.4 自分で伸びる小学生の育て方 沼田晶弘/著 KADOKAWA

178 375 探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド 東京都立高等学校学校司書会ラーニングスキル
ガイドプロジェクトチーム/編著 ぺりかん社

179 376.1 たっぷり!保育の手あそび・歌あそび 2019 井上明美/編著 自由現代社(発売)

180 376.1 かわいい壁面&部屋飾り 内本久美/監修・執筆 ひかりのくに

181 376.4 伝統高校100 西日本篇/東日本篇 猪熊建夫/著 武久出版

182 376.8 「勉強しなさい!」エスカレートすれば教育虐待 日経DUAL/編 日経BP

183 377.1 大学改革の迷走  (ちくま新書) 佐藤郁哉/著 筑摩書房

184 377.1 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司/著 西山敏樹/著 慶應義塾大学出版会

185 377.9 就活のリアル  '21年度版 五戸美樹/著 自由国民社

186 377.9 子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法 竹内健登/著 日経BP

187 377.9 京大吉田寮 平林克己/写真 宮西建礼/文 草思社

188 378.8 発達障害の子どもが自己肯定感を高める最強の勉強法 和田秀樹/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

189 379.7 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦/著 SBクリエイティブ

190 379.9 頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべき幼児教育 佐藤亮子/著 東洋経済新報社

191 379.9 スポーツで生き生き子育て&親育ち 藤後悦子/編著 井梅由美子/編著 福村出版

192 379.9 男の子の「自己肯定感」を高める育て方 柳沢幸雄/著 実務教育出版

193 382.1 モノのはじまりを知る事典 木村茂光/著 安田常雄/著 吉川弘文館

194 383.1 時代考証家のきもの指南 山田順子/著 徳間書店

195 383.8 食用花の歴史 コンスタンス・L.カーカー/著 メアリー・
ニューマン/著 原書房

196 383.8 海を渡ったスキヤキ グレン・サリバン/著 中央公論新社

197 383.8 美味しい進化 ジョナサン・シルバータウン/著 熊井ひろ美/
訳 インターシフト

198 383.8 イラストで見る世界の食材文化誌百科 ジャン=リュック・トゥラ=ブレイス/著 土居佳
代子/訳 原書房

199 383.8 日本長寿食事典 永山久夫/著 悠書館

200 385 熨斗袋 川邊りえこ/著 工作舎

201 385.6 家族葬ハンドブック 柴田典子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

202 386.1 図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 岩下宣子/著 講談社

203 386.1 まいにち暦生活 暦生活/協力 高月美樹/監修 ナツメ社

204 386.1 しめ飾り造形とその技法 鈴木安一郎/著 安藤健浩/著 誠文堂新光社

205 388.1 47都道府県・民話百科 花部英雄/編 小堀光夫/編 丸善出版

206 388.3 夜ふけに読みたい奇妙なイギリスのおとぎ話 FLORA・ANNIE・STEEL/再話 吉澤康子/編訳 平凡社

207 391.2 日本大空爆 松本泉/著 さくら舎

208 391.3 軍事戦略入門 アントゥリオ・エチェヴァリア/著 前田祐司/
訳 創元社

209 391.6 シークレット・ウォーズ 上・下 スティーブ・コール/著 笠井亮平/訳 白水社

210 395.5 米軍布製装備大全1910-1991 マーティン J.ブレイリー/著 C.A.モンロー/著 グラフィック社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 400 科学のしくみ図鑑
ドーリング・キンダスリー社/編 上原昌子/
訳 世界文化社

2 404 私たちが、地球に住めなくなる前に マーティン・リース/著 塩原通緒/訳 作品社

3 410.4 数学ガールの秘密ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

4 417 Excelでやさしく学ぶアンケート調査の統計処理 2019 石村友二郎/著 加藤千恵子/著 東京図書

5 417 算数からはじめて一生使える確率・統計 佐々木彈/著 河出書房新社

6 417 目からウロコの多変量解析 廣野元久/著 日科技連出版社

7 429.6 スッキリ!がってん!ニュートリノの本 遠藤友樹/著 関谷洋之/著 電気書院

8 440.4 ハビタブルな宇宙 井田茂/著 春秋社

9 440.4 「やべー」宇宙の話 気になる宇宙/著 榎戸輝揚/監修 KADOKAWA

10 440.4 シリーズ<宇宙総合学> 1～4 京都大学宇宙総合学研究ユニット/編集 柴田一
成/ほか編集委員 朝倉書店

11 442 星を楽しむ天体観測のきほん 大野裕明/著 榎本司/著 誠文堂新光社

12 442.7 成澤広幸の星空撮影地105選 成澤広幸/監修 フォトカルチャー倶楽部/編
集 双葉社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 443.6 銀河のすべて  ニュートンプレス

14 450 世界の起源 ルイス・ダートネル/著 東郷えりか/訳 河出書房新社

15 451.2 天気予報はどのようにつくられるのか 古川武彦/著 ベレ出版

16 459 身近な美鉱物のふしぎ  (サイエンス・アイ新書) 柴山元彦/著 SBクリエイティブ

17 460 若い読者に贈る美しい生物学講義 更科功/著 ダイヤモンド社

18 460.2 生物 トム・ジャクソン/編 山野井貴浩/監訳 丸善出版

19 460.7 研究不正と歪んだ科学 榎木英介/編著 日本評論社

20 464.3 おしゃべりな糖 笠井献一/著 岩波書店

21 464.9 生命進化の物理法則 チャールズ・コケル/著 藤原多伽夫/訳 河出書房新社

22 471.7 珍奇植物生態入門 木谷美咲/著 枻出版社

23 472.1 イラストで見る富士山の草花 佐野光雄/著 東洋館出版社

24 474 沖縄の海藻と海草ものがたり 当真武/著 ボーダーインク

25 479.8 日本のスミレ探訪 山田隆彦/著 内城葉子/植物画 太郎次郎社エディタス

26 486.0 昆虫の図鑑 福田晴夫/著 山下秋厚/著 南方新社

27 488.0 鳥マニアックス 松原始/著 カンゼン

28 488.2 野鳥観察のための探鳥地ベストガイド 高橋充/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

29 490.1 こどもホスピス 田川尚登/著 新泉社

30 490.4 ヒトは120歳まで生きられるのか  (文春新書) 田原総一朗/著 文藝春秋

31 490.4 ハラゴンの診療日記 続 原和人/著 いかだ社

32 490.4 ホリスティック医学入門 降矢英成/著 農山漁村文化協会

33 490.9 アーユルヴェーダ式ライフスタイル ゴピ・ウォリアー/共著 ハリッシュ・ヴァルマ
/共著 ガイアブックス

34 490.9 血流がすべて整う暮らし方 堀江昭佳/著 サンマーク出版

35 491 そうだったのか!ヒトの生物学 坪井貴司/著 丸善出版

36 491.1 三木成夫 三木成夫/著 平凡社

37 491.3 ぜんぶわかる呼吸の事典 長尾大志/監修 成美堂出版

38 491.3 脳とは何か  ニュートンプレス

39 492.9 看護のための生命倫理 小林亜津子/著 ナカニシヤ出版

40 493.1 遺伝子学者が教えるケンブリッジ式絶対真実のダイエット ジャイルズ・イオ/著 矢口誠/訳 扶桑社

41 493.1 クリニックで診るアルコール依存症 倉持穣/著 星和書店

42 493.1 自己免疫疾患の謎 アニータ・コース/著 ヨルゲン・イェルス
ター/著 青土社

43 493.2 高血圧でもフレイルは防げる 原田和昌/監修 小学館クリエイティブ

44 493.2 心臓病 三田村秀雄/監修 高橋書店

45 493.3 COPDのことがよくわかる本 桂秀樹/監修 講談社

46 493.3 こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 白濱龍太郎/監修 日東書院本社

47 493.3 患者さんのための肺がんガイドブック 2019年版 日本肺癌学会/編 金原出版

48 493.3 慢性閉塞性肺疾患COPDの安心ごはん 福永興壱/病態監修 鎌田浩史/病態監修 女子栄養大学出版部

49 493.4 なぜ?どうする?がわかる!便秘症の診かたと治しかた 中島淳/編集 南江堂

50 493.4 胃がん・食道がん病後のケアと食事 山田和彦/監修 法研

51 493.6 腰痛のサイン・鈍重感を見逃すな! 内田泰彦/著 黒柳律雄/著 論創社

52 493.6 ロコモに負けないために 梶川博/著 森惟明/著 幻冬舎メディアコンサルティ
ング

53 493.6 腰痛は歩いて治す  (講談社現代新書) 谷川浩隆/著 講談社

54 493.7 ADHDのコーチング 安藤瑞穂/著 熊谷恵子/監修 図書文化社

55 493.7 ネオサピエンス 岡田尊司/著 文藝春秋

56 493.7 プロカウンセラーの薬だけにたよらずうつを乗り越える方法 杉原保史/著 創元社

57 493.7 認知症 杉山孝博/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

58 493.7 精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟 竹中星郎/著 朝日新聞出版

59 493.7 認知症介護と仕事の両立ハンドブック 角田とよ子/著 須貝佑一/医事鑑定 経団連出版

60 493.7 ボケるボケないは「この習慣」で決まる 西崎知之/著 廣済堂出版

61 493.7 「片づけられない…」をあきらめない! 西原三葉/著 主婦と生活社

62 493.7 もしかして、適応障害? 森下克也/著 CCCメディアハウス

63 493.7 寝ながらできる認知症予防 1～2 山崎律子/編 上野幸/編 ミネルヴァ書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 493.7 ギャンブル依存症 吉岡隆/編集 中央法規出版

65 493.8 ジカ熱 デボラ・ジニス/著 奥田若菜/訳 水声社

66 493.8 撃ち落とされたエイズの巨星 シーマ・ヤスミン/著 鴨志田恵/訳 羊土社

67 493.9 こどもの摂食障害 稲沼邦夫/著 金剛出版

68 493.9 小さく生まれた赤ちゃん 大城昌平/著 大学教育出版

69 493.9 子どもたちのビミョーな本音 武井明/著 日本評論社

70 493.9 小児期トラウマと闘うツール ナディン・バーク・ハリス/著 片桐恵理子/
訳 パンローリング

71 493.9 わかってほしい!子ども・思春期の頭痛 藤田光江/著 南山堂

72 494.5 がんになって見つけたこと 木村恭子/編著 辰巳出版

73 494.5 その症状、がんのサインかもしれません 佐藤典宏/著 PHP研究所

74 494.6 胃を切った人を元気いっぱいにする食事160 土田知史/監修 長晴彦/監修 主婦の友社

75 494.8 ぜんぶ毛包のせい。 花房火月/著 雷鳥社

76 494.9 透析生活が楽しくなる本 江川宏寿/著 幻冬舎メディアコンサルティ
ング

77 494.9 糖尿病腎症の毎日ごはん 長坂昌一郎/病態監修 菅野丈夫/栄養指導 女子栄養大学出版部

78 495 心療内科医が教える疲れとストレスからの回復ごはん 姫野友美/著 大和書房

79 495.4 シニア女性の骨盤臓器脱 加藤久美子/監修 谷口珠実/協力 NHK出版

80 495.4 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス 竹島信宏/監修 的田眞紀/著 新興医学出版社

81 497.7 0歳からの歯育て 下田孝義/著 下田ミナ/著 現代書林

82 498 それでも病院で死にますか 尾崎容子/著 セブン&アイ出版

83 498 臨床医のための医療AI概論 山田朋英/著 谷田部卓/著 日経メディカル開発

84 498.0 図説国民衛生の動向 2019/2020 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会

85 498.0 令和はばたく医療ツーリズム 水巻中正/編著 中央公論新社

86 498.1 人口減少・地域消滅時代の自治体病院経営改革 伊関友伸/著 ぎょうせい

87 498.3 現役長寿医に学ぶ極上の老い方 荒川典子/著 辰巳出版

88 498.3 絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理 大谷義夫/著 日経BP

89 498.3 肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方 加藤眞三/著 ビジネス社

90 498.3 101歳現役医師の死なない生活 田中旨夫/著 幻冬舎

91 498.3 あなたの“仕事力”を100%引き出すカラダ新常識 タナベケイ/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

92 498.3 NHKガッテン!暮らし劇的大革命 NHK「ガッテン!」制作班/編 NHK出版

93 498.3 酒好き医師が教えるもっと!最高の飲み方 葉石かおり/著 浅部伸一/監修 日経BP

94 498.3 ねるヨガ 吉田昌生/著 フォレスト出版

95 498.3 長生きの方法○と×  (ちくま新書) 米山公啓/著 筑摩書房

96 498.3 体の不調が消える!1日10分のリンパヨガ Lisa/著 青春出版社

97 498.5 体に効く!アーユルヴェーダ・カフェ 上馬塲和夫/著 香取薫/料理 主婦の友社

98 498.5 母・岸朝子が楽しんだ90歳のごはん 岸伸子/著 幻冬舎

99 498.5 心と体のもやもやがスーッと消える食事術 工藤孝文/著 文藝春秋

100 498.5 CoCo美漢方田中の12か月のおいしい漢方 田中友也/著 扶桑社

101 498.5 これが最新!妊娠中の食事 細川モモ/監修 主婦の友社

102 498.5 腸革命!スーパー和食 松生恒夫/著 主婦の友社

103 498.5 大切な人に食べさせたくないもの食べてほしくないもの 南清貴/著 ワニ・プラス

104 498.6 アレルゲン害虫のはなし 川上裕司/編 朝倉書店

105 498.7 子どもの不調は顔でわかる 渡邉由/著 産業編集センター

106 498.8 職場の発達障害 ADHD編 太田晴久/監修 講談社

107 498.8 働く人のこころのケア・ガイドブック 福田真也/著 金剛出版

108 499.1 CBDのすべて アイリーン・コニェツニー/著 ローレン・ウィ
ルソン/著 晶文社

109 499.8 アロマテラピーレシピ事典 栗原冬子/著 佐々木薫/監修 マイナビ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 エネルギー文明論 岸田一隆/著 エネルギーフォーラム

2 502.1 職人の手 山崎真由子/著 KTC中央出版

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 507 最強のエンジニアになるためのプレゼンの教科書 亀山雅司/著 マネジメント社

4 507.2 知的財産ライセンス契約 伊藤晴國/著 日本加除出版

5 507.2 すごいぞ!はたらく知財 内田朋子/著 萩原理史/著 晶文社

6 507.2 知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 酒谷誠一/著 秀和システム

7 507.9 鉄道模型レイアウト 空間づくりのコツとアイデア 片木裕一/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

8 509.6 小さな会社が「海外進出してみたい」と思ったときに最初に読む本 粉間謙造/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

9 509.6 異物不良「ゼロ」徹底対策ガイド 中崎勝/著 日刊工業新聞社

10 509.6 わかる!使える!工程管理入門 堀口敬/著 日刊工業新聞社

11 510.9 荒廃する日本 インフラ再生研究会/著 日経コンストラクショ
ン/編 日経BP

12 518.5 トイレは世界を救う  (PHP新書書) ジャック・シム/著 近藤奈香/訳 PHP研究所

13 519 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

14 519.7 産業廃棄物革命 石井美也紀/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

15 520.9 図説やさしい建築法規 2019 改訂版 今村仁美/著 田中美都/著 学芸出版社

16 521.6 近代建築そもそも講義  (新潮新書) 藤森照信/著 大和ハウス工業総合技術研究所/
著 新潮社

17 521.8 復元CG日本の城 2 三浦正幸/監修 山川出版社

18 521.8 よみがえる寺院 望月敬生/著 早稲田大学出版部

19 521.8 首里城  沖縄タイムス社

20 523.1 昭和モダン建築巡礼 1965-75 磯達雄/文 宮沢洋/イラスト 日経BP

21 523.1 旅する建築家 隈研吾の魅力 田實碧/著 双葉社

22 523.1 沖縄島建築 普久原朝充/監修 岡本尚文/写真 トゥーヴァージンズ

23 524 建築構造の「なぜ」がわかる一問一答 建築構造用語研究会/著 エクスナレッジ

24 524.2 木のぬくもりが生きるマテリアル 鈴木淳/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

25 524.7 建物できるまで図鑑 瀬川康秀/絵・文 大野隆司/文 エクスナレッジ

26 525.1 図説やさしい建築計画 深水浩/著 学芸出版社

27 525.5 図説建築施工 江口清/編著 稲垣秀雄/著 学芸出版社

28 527 誰も教えてくれない家づくりのすべて 2020年度版 新井聡/著 勝見紀子/著 エクスナレッジ

29 527 古民家への道 松井郁夫/著 ウエルパイン書店

30 530 ビジュアル分解大図鑑 クリス・ウッドフォード/著 武田正紀/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

31 531.9 JISを基に手書きで学ぶ機械設計製図 基礎編 京藤康正/共著 大園成夫/共著 理工図書

32 536.1 遙かなる鐵路 屋鋪要/著 日本写真企画

33 536.5 通勤・近郊型電車の世界  交通新聞社

34 536.8 ロードバイクを自分で組む 飯倉清/監修 枻出版社

35 537.0 スバル 野地秩嘉/著 プレジデント社

36 538.6 ヘリワールド 2020  イカロス出版

37 542 例題で学ぶはじめての電気機器 臼田昭司/著 技術評論社

38 543.3 スッキリ!がってん!小水力発電の本 橋口清人/著 松原孝史/著 電気書院

39 548.2 Raspberry Pi+AI電子工作超入門 吉田顕一/著 ソーテック社

40 549.8 よくわかる最新半導体製造装置の基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

41 559 ざんねんな兵器図鑑 世界兵器史研究会/著 KADOKAWA

42 559.1 和銃の歴史 霜禮次郎/著 文芸社

43 569.5 リンのはなし 大竹久夫/著 朝倉書店

44 576.9 ザ・ペンシル・パーフェクト キャロライン・ウィーヴァー/著 片桐晶/訳 学研プラス

45 578.4 トコトンやさしいシリコーンの本 池野正行/監修 信越化学工業/編著 日刊工業新聞社

46 586.8 アパレルに革命を起こした男 梶山寿子/著 日経BP

47 588.5 ぼくは蒸留家になることにした 江口宏志/著 世界文化社

48 588.5 読本日本酒。  プレジデント社

49 588.9 偏愛的インスタントラーメン図鑑 大和イチロウ/著 世界文化社

50 589.2 教養としてのスーツ 井本拓海/著 二見書房

51 589.2 わたしがラクする服選び Emi/著 大和書房

52 589.2 「使える服ばかり」のクローゼットは色で決まる 早川瑠里子/著 大和書房

53 589.2 死を招くファッション アリソン・マシューズ・デーヴィッド/著 安部
恵子/訳 化学同人
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 589.2 MILITARY JACKET  枻出版社

55 589.7 日本プラモデル世界との激闘史 西花池湖南/著 河出書房新社

56 590 わたしの「狭い暮らし」ルール インプレス書籍編集部/編 インプレス

57 590 すててもやめてもうまくいく All Aboutモヤフォー研究所/著 WAVE出版

58 590 ゆるく身につく家事のきほん おそうじペコ/監修 成美堂出版

59 590 おたのしみ歳時記 杉浦さやか/著 ワニブックス

60 590 ためこまない暮らし 中山あいこ/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

61 590 「もたない暮らし」の始め方 riamo/著 すばる舎

62 590.4 もう「女の家事」はやめなさい 佐光紀子/著 さくら舎

63 591 騙されてませんか  (新潮新書) 荻原博子/著 新潮社

64 591 社労士さんに聞いた年金と老後とお金の話 原佳奈子/編著 全国社会保険労務士会連合
会/監修 中央経済社

65 591 年金生活の不安、解消します 丸山晴美/著 谷内陽一/著 幻冬舎

66 591 大人になったら知っておきたいマネーハック大全 山崎俊輔/著 フォレスト出版

67 591 退職金がでない人の老後のお金の話 横山光昭/著 興陽館

68 591 100年生きる私たちのマネープラン 横山光昭/著 主婦の友インフォス

69 592.7 庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 脇野修平/著 学研プラス

70 593.3 心地いいAyaの大人服 小原洋子/著 小原彩/著 文化学園文化出版局

71 593.3 ホームクチュールプロセスブック 茅木真知子/著 文化学園文化出版局

72 593.3 かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク 高橋恵美子/著 西東社

73 593.3 長く楽しむ、子ども服 美濃羽まゆみ/著 日本ヴォーグ社

74 593.3 おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服  日本ヴォーグ社

75 593.3 コットンフレンドソーイング vol.3  ブティック社

76 593.3 ステキを作る60代からのソーイング vol.4  ブティック社

77 593.8 帯結びのアレンジ 大竹恵理子/著 成美堂出版

78 593.8 原由美子のきもの上手 原由美子/著 CCCメディアハウス

79 594 ディズニー四季を楽しむフェルトのつるし飾り&リース 佐々木公子/著 ブティック社

80 594 毎日使えるバッグ&インテリアこもの 藤岡幸子/著 日東書院本社

81 594 初めてでもかんたん!年中使える手作りの通園通学グッズ 2020年版  ブティック社

82 594.2 ちいさな日本刺繡 花と植物 浅賀菜緒子/著 河出書房新社

83 594.2 小倉ゆき子のリボン刺しゅうの基礎BOOK 小倉ゆき子/著 日本ヴォーグ社

84 594.2 刺繡の贈りもの 蓬萊和歌子/著 文化学園文化出版局

85 594.2 刺繡の庭 yanaserei/著 グラフィック社

86 594.2 行事ごとに飾れるミニ額刺しゅう  アップルミンツ

87 594.3 いちばん美しいテープバッグの教科書 Kirarina奈緒子/著 講談社

88 594.3 かぎ針で編むショール&ストール 寺西恵里子/著 日東書院本社

89 594.3 毎日のごきげんニット 東海えりか/著 ブティック社

90 594.3 I PLAY KNIT 三國万里子/著 ほぼ日

91 594.3 今着たいアラン模様のニット  ブティック社

92 594.3 かぎ針で編む連続編み込みパターン  アップルミンツ

93 594.3 かぎ針編み刺しゅう糸で編む身に着けるおしゃれアクセサリー  アップルミンツ

94 594.3 これ1本でなんでも編める!輪針で編むニット  ブティック社

95 594.3 刺しゅう糸で編むミニチュアお弁当  アップルミンツ

96 594.3 シニアのシックな手編みの帽子  ブティック社

97 594.3 手編みのかわいい猫の首輪  エクスナレッジ

98 594.7 今作りたいサコッシュ  ブティック社

99 594.9 私たちのキルト 斉藤謠子/著 キルトパーティ/著 ブティック社

100 594.9 フェルトでつくるリカちゃん手縫い服オールシーズン 関口妙子/著 講談社

101 594.9 リアルすぎる羊毛フェルトの猫&犬のつくりかた Miru./著 洋泉社

102 595.4 女は、髪と、生きていく 佐藤友美/著 幻冬舎

103 595.6 骨磨きで自分史上最高美脚くびれ小顔 田所新一郎/著 学研プラス

104 596 人生最高のひと皿 週刊朝日編集部/著 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 596 しかないレシピ イガゴー/著 KADOKAWA

106 596 父と母へのごはん便 上田淳子/著 文化学園文化出版局

107 596 春夏秋冬ふだんのもてなし 植松良枝/著 KADOKAWA

108 596 圧力鍋の大絶賛レシピ 牛尾理恵/著 学研プラス

109 596 人気料理ブロガーたっきーママの「めんどくさい!」がなくなるレシピ 奥田和美/著 扶桑社

110 596 ひざ痛になりたくなければ、お食べなさい 小田真規子/著 真野博/監修 扶桑社

111 596 笠原将弘のフライパンひとつ!すぐできベストレシピ 笠原将弘/著 扶桑社

112 596 ちゃんと食べてる?親に届ける作りおきおかず 上島亜紀/著 ナツメ社

113 596 遅く帰った日の晩ごはん ぐっち夫婦/著 KADOKAWA

114 596 小林カツ代COOK BOOK 300 小林カツ代/著 本田明子/監修 新泉社

115 596 訪問調理師ごはんさんのどんどんおかわりする子ども大好きレシピ78 ごはんさん/著 徳間書店

116 596 小鍋レシピ 齋藤真紀/著 枻出版社

117 596 毎日のホットクックレシピ 阪下千恵/著 日東書院本社

118 596 PAROLEのおかず帖 桜井莞子/著 KADOKAWA

119 596 志麻さんちのごはん タサン志麻/著 幻冬舎

120 596 心を摑むビジネス手土産 能町光香/監修 枻出版社

121 596 365日のスープ macaroni/著 KADOKAWA

122 596 家政婦makoの手抜きでもごちそう!100円レシピ mako/著 扶桑社

123 596 ニッポンお宝食材 向笠千恵子/文 荒井孝治/写真 小学館

124 596 レンチン1回で頑張らない電子レンジのおかず 村上祥子/著 大和書房

125 596 チオベンの揚げもの煮もの 山本千織/著 KADOKAWA

126 596 リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ/著 ライツ社

127 596 和田明日香のほったらかしレシピ 和田明日香/著 辰巳出版

128 596 3分から作れる!簡単おつまみ  枻出版社

129 596.0 さあ、熱いうちに食べましょう 入江麻木/著 河出書房新社

130 596.0 おなかのおと 菊池亜希子/著 文藝春秋

131 596.0 サクランボの丸かじり 東海林さだお/著 朝日新聞出版

132 596.2 お家(うち)で作る至福の中国料理 黒田弘/著 主婦の友社

133 596.2 テリーヌ&パテ ナガタユイ/著 河出書房新社

134 596.2 ロジカル和食 前田量子/著 主婦の友社

135 596.2 京ぎをん浜作料理教室 森川裕之/著 世界文化社

136 596.3 野菜たっぷり具だくさんの主役パスタ150 エダジュン/著 誠文堂新光社

137 596.3 レンチンホットサラダ 小田真規子/著 文化学園文化出版局

138 596.3 おにぎりの本 おにぎり協会/監修 辰巳出版

139 596.3 魚を一尾、さばけたら!? 濱田美里/著 河出書房新社

140 596.4 おもてなしが疲れる 本多理恵子/著 平凡社

141 596.4 世界で最も美しいおもてなしレシピfoodcouture 町田智也/著 印度カリー子/スパイス監修 秀和システム

142 596.6 まいにち食べたいヴィーガンスイーツ 今井ようこ/著 立東舎

143 596.6 菓子屋ギンガのクッキーと焼き菓子 内田真規子/著 PHPエディターズ・グループ

144 596.6 パリ在住の料理人が教えるもらって嬉しいチョコレートレシピ えもじょわ/著 KADOKAWA

145 596.6 太らない!糖質オフのパン ピザ お菓子 小田原雅人/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

146 596.6 ナンバーケーキ 加藤里名/著 主婦と生活社

147 596.6 志麻さんの気軽に作れる極上おやつ 志麻/著 マガジンハウス

148 596.6 アメリカンクッキー 原亜樹子/著 誠文堂新光社

149 596.6 かりふわマフィンとしっとりパウンド 吉野陽美/著 学研プラス

150 596.6 純・洋菓子の本  枻出版社

151 597.5 大丈夫!実家は片づけられます coyuki/著 主婦の友社

152 597.5 図解人生を思い通りに操る片づけの心理法則 メンタリストDaiGo/著 学研プラス

153 598.3 赤ちゃん・子どもの「病院へ行く前に…」 水野佑紀/著 東京図書出版

154 599 超★簡単声まね・音まねあそび 井上明美/著 ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス

155 599.3 食べることが好きになる離乳食 100本のスプーン/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

156 599.3 パパ離乳食はじめます。 本田よう一/著 女子栄養大学出版部

157 599.3 「自分で食べる!」が食べる力を育てる ジル・ラプレイ/著 トレーシー・マーケッ
ト/著 原書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 609 単位のキホンがわかる本
長島秀樹/監修 コンデックス情報研究所/編
著 成美堂出版

2 611.7 儲かる農業ビジネス 新農業経営研究会/編 静岡新聞社

3 611.7 農と食と地域をデザインする 長岡淳一/著 阿部岳/著 新泉社

4 612.1 農業新時代  (文春新書) 川内イオ/著 文藝春秋

5 614.3 日本が誇る世界かんがい施設遺産 古川猛/編著 佐藤洋平/監修 東方通信社

6 615.2 消された「種子法」 山田正彦/ほか著 TPP交渉差止違憲訴訟の会
/編 かもがわ出版

7 627.8 珍奇植物LIFE 日本文芸社/編 日本文芸社

8 627.9 花のしつらい、暮らしの景色 平井かずみ/著 扶桑社

9 629.7 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 長澤淨美/著 農山漁村文化協会

10 645.2 馬を巡る旅 小檜山悟/著 三才ブックス

11 645.6 犬の愛と人の愛 石川利昭/著 緑書房

12 645.6 「奴隷」になった犬、そして猫 太田匡彦/著 朝日新聞出版

13 645.6 トリマーのための実践上達テクニック 島本彩恵/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

14 645.6 いくつになってもこのコといっしょ 徳田竜之介/監修 小学館クリエイティブ

15 645.6 はじめよう!柴犬ぐらし 西川文二/監修 影山直美/マンガ・イラスト 西東社

16 645.6 7歳からの老犬ごはんの教科書 俵森朋子/著 誠文堂新光社

17 645.6 獣医師と管理栄養士が考えた愛犬のための手づくり健康ごはん100 古江加奈子/著 高月佑果/著 小学館

18 645.7 ねこ鉄 花井健朗/撮影・文 講談社

19 646.8 インコのおねだり 磯崎哲也/監修 大泉書店

20 651.7 概説森林認証 安藤直人/企画・編集 白石則彦/企画・編集 海青社

21 653.2 世界の樹木をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ/著 ルシール・クレール
/挿画 柏書房

22 653.2 熱帯の森から 渡辺弘之/著 あっぷる出版社

23 656.5 ダムと緑のダム 虫明功臣/監修 太田猛彦/監修 日経BP

24 659 山のクジラを獲りたくて 武重謙/著 山と溪谷社

25 670.9 あなたのメールは、なぜ相手を怒らせるのか?  (光文社新書) 中川路亜紀/著 光文社

26 673 人間力とホスピタリティを極める心からの接遇 箕輪由紀子/著 ごま書房新社

27 673.3 ベゾス・レター S.アンダーソン/著 K.アンダーソン/著 すばる舎

28 673.3 今日からはじめて、月10万円稼ぐアフィリエイトブログ入門講座 鈴木太郎/著 染谷昌利/著 SBクリエイティブ

29 673.3 「この人から買いたい!」と思わせる技術 鷹尾豪/著 幻冬舎

30 673.3 狙い通りにお客さまが動く!しかける販促術 眞喜屋実行/著 旭屋出版

31 673.3 アマゾンのように考える ジョン・ロスマン/著 渡会圭子/訳 SBクリエイティブ

32 673.3 トップ営業を生み出す最強の教え方 渡瀬謙/著 日本実業出版社

33 673.9 最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 川原経営総合センター/著 秀和システム

34 673.9 Q&Aサービス業で「特定技能外国人」を雇う前に読む本 永井弘行/著 セルバ出版

35 673.9 不動産2.0 長谷川高/著 イースト・プレス

36 673.9 見えない扉をひらけ! 山口誠一郎/著 日経BPコンサルティング

37 674.3 バズる1行 中山マコト/著 総合法令出版

38 674.6 タダでテレビに取り上げられる方法 石田章洋/著 日本実業出版社

39 674.8 お江戸ののれん 鈴木進吾/文・写真 柘植書房新社

40 675 「いいね」を購入につなげる 奥ノ谷圭祐/著 KADOKAWA

41 675 YouTube集客の王道 川崎實智郎/著 リンクアップ/著 技術評論社

42 675 「好き」の設計図 関野吉記/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

43 675 時間資本主義の時代 松岡真宏/著 日本経済新聞出版社

44 675 なぜ「つい買ってしまう」のか?  (光文社新書) 松本健太郎/著 光文社

45 675 プロフェッショナルマーケター 守口剛/編著 MCEI東京支部「プロフェッショナ
ルマーケター」出版委員会/編著

ダイヤモンド・リテイルメ
ディア

46 675.3 突き抜けるデザインマネジメント 田子學/著 田子裕子/著 日経BP

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 678.4 会社を辞めずに年収1000万円稼ぐ!中国輸入ビジネス 佐藤大介/著 ぱる出版

48 685 ドライバーレスの衝撃 サミュエル・I.シュウォルツ/著 小林啓倫/
訳 白揚社

49 685.4 駐車施策からみたまちづくり 高田邦道/監修 大手町・丸の内・有楽町地区駐
車環境対策協議会/編著 成山堂書店

50 685.6 トラック運送企業の働き方改革 森田富士夫/著 白桃書房

51 686.2 鉄道珍百景 坪内政美/著 天夢人

52 686.2 こんなに面白い!近鉄電車100年  (交通新聞社新書) 寺本光照/著 交通新聞社

53 686.2 小さな鉄道のぶらり旅 長屋良行/著 水崎薫/著 ゆいぽおと

54 686.2 汽車・電車・市電 服部重敬/編著 トンボ出版

55 686.2 モノクロームの軽便鉄道 諸河久/著 イカロス出版

56 686.2 九州の鉄道 私鉄・路面電車編<現役路線・廃止路線> 安田就視/写真 山田亮/解説 アルファベータブックス

57 686.3 鉄道業界就職ガイドブック 2021  イカロス出版

58 686.5 東京駅の扉 佐々木直樹/著 日本写真企画

59 686.9 路面電車EX vol.14(2019)  イカロス出版

60 687.3 航空業界就職ガイドブック 2021  イカロス出版

61 689.1 ガイダンス インバウンド・観光法 森・濱田松本法律事務所観光法プラクティスグ
ループ/編 荒井正児/編著 商事法務

62 689.4 Japanese Made IR&CASINOを識って100倍楽しむ方法 大岩根成悦/著 フジサンケイビジネスアイ

63 689.5 東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社/編 講談社

64 689.5 東京ディズニーランド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

65 689.5 マップで歩く東京ディズニーリゾート 2020  講談社

66 699.0 二重らせん 中川一徳/著 講談社

67 699.1 放送の自由  (岩波新書 新赤版) 川端和治/著 岩波書店

68 699.6 テレビ越しの東京史 松山秀明/著 青土社

69 699.6 声優ラジオ“愛”史 村上謙三久/著 辰巳出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 世界に誇る日本美術史 上野憲示/著 徳間書店

2 702.1 トラりんと学ぶ日本の美術 1 京都国立博物館/監修 淡交社

3 702.1 他人が笑おうが笑うまいが、自分の歌を歌えばいいんだよ。 平野暁臣/編 小学館クリエイティブ

4 702.1 教養の日本美術史 古田亮/編著 ミネルヴァ書房

5 702.1 美術家・デザイナーになるまで 前田朗/編著 彩流社

6 702.3 誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ  (NHK出版新書) 斎藤泰弘/著 NHK出版

7 706.9 美術館にいってみた 赤木かん子/著 宇佐江みつこ/絵 埼玉福祉会出版部

8 706.9 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 岡本有佳/編 アライヒロユキ/編 岩波書店

9 707.9 初老耽美派よろめき美術鑑賞術 高橋明也/著 冨田章/著 毎日新聞出版

10 708.7 日展作品集 改組新第6回(2019) 日展/編集 日展

11 712.1 ラストカムイ 芦原伸/著 白水社

12 718.3 対比でみる日本の仏像 鈴木喜博/著 マイケル・ジャメンツ/訳 パイインターナショナル

13 721.8 もっと知りたい浮世絵 田辺昌子/著 東京美術

14 721.8 浮世絵でみる!英雄豪傑図鑑 中右瑛/監修 パイインターナショナル

15 721.8 くらべてわかる国芳vs芳年 日野原健司/著 敬文舎

16 723 もっと知りたい「怖い絵」展 中野京子/著 KADOKAWA

17 723 自画像のゆくえ  (光文社新書) 森村泰昌/著 光文社

18 723.0 時代を語る名画たち 木村泰司/著 ぴあ

19 723.0 名画の中の恋人たち 永井龍之介/監修 池田書店

20 723.3 マンガでわかるルーヴル美術館の見かた 有地京子/監修 田渕正敏/イラスト 誠文堂新光社

21 723.3 ヒエロニムス・ボスの世界
ティル=ホルガー・ボルヒェルト/著 熊澤弘
/訳

パイインターナショナル

22 723.5 エドワード・ホッパー 青木保/著 青土社

23 724 絵手紙野菜・果物・魚のことば集 大森節子/編 浅沼明次/編 日貿出版社

24 724.1 現代感覚で描く水墨画の教科書 伊藤昌/著 久山一枝/著 日貿出版社

25 724.4 水彩風景シーン別でわかる手順百科 笠井一男/著 グラフィック社

700 芸術

- 16 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

26 724.4 水彩画「人物描写」上達のコツ 柴崎博子/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

27 724.4 透明水彩で描く魅力ある人物画テクニック 松林淳/著 日貿出版社

28 725 手と足を描く ミシェル・ローリセラ/著 布施英利/監修 グラフィック社

29 725 モルフォ人体デッサン ミシェル・ローリセラ/著 布施英利/監修 グラフィック社

30 725.5 鉛筆画マスターBook トゥルーディー・フレンド/著 森屋利夫/訳 マール社

31 726.1 ナウシカ考 赤坂憲雄/著 岩波書店

32 726.1 水木しげる大研究。 ペン編集部/編 CCCメディアハウス

33 726.1 アメコミ・ヒーロースーパーグラフィック ティム・レオン/著 佐藤弥生/訳 フィルムアート社

34 726.5 おとぎ話の絵画史 春燈社/編 辰巳出版

35 726.5 HAPPYおばさんのしあわせな暮らし方 田村セツコ/著 興陽館

36 726.5 プレゼン力を劇的に高める絵(イラスト)の描き方 山田雅夫/著 新星出版社

37 726.5 わいっしゅファンタジー・SF背景作品&メイキング わいっしゅ/著 玄光社

38 726.6 ものは言いよう ヨシタケシンスケ/著 MOE編集部/編 白泉社

39 726.9 色紙で楽しむ蒼山日菜の美しいレース切り絵 蒼山日菜/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

40 727.0 人類を前に進めたい 猪子寿之/著 宇野常寛/著 PLANETS/第二次惑星開発委員
会

41 727.0 小さなデザイン 駒形克己/作 ブルーシープ

42 728.5 散らし書きの情景百人一首 大石三世子/著 日本習字普及協会

43 743 肖像権時代の最新スナップ撮影術  朝日新聞出版

44 746.7 動画編集&DVD作成プロ技BESTセレクション 山本浩司/著 技術評論社

45 748 ニューヨークストリートスナップ 田中庸也/写真 東方出版

46 748 未来へ架ける世界の子ども 田沼武能/著 クレヴィス

47 748 奈良原一高のスペイン-約束の旅 奈良原一高/撮影 クレヴィス

48 748 四季のいろ 第7回 日本風景写真協会会員/写真 日本風景写真協会

49 749.2 印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像 雪朱里/著 池田晶紀/写真 グラフィック社

50 750.4 なんとかする工作 青木亮作/著 玄光社

51 751.9 魔法のグルーデコ・ジュエリー&アクセサリー 西田真弓/著 日本グルーデコ協会/監修 日東書院本社

52 754.9 四季を楽しむ壁面かざり折り紙 新宮文明/著 ブティック社

53 754.9 クイリングアートブック なかたにもとこ/著 日本文芸社

54 754.9 あっぱれ折り紙 フチモトムネジ/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

55 754.9 紙で装う野の花々 脇阪希澄/著 文化学園文化出版局

56 754.9 牛乳パックで作る暮らしを整えるインテリア雑貨  日本ヴォーグ社

57 756.6 備前刀の歴史 青井浩三/著 吉備人出版

58 757.3 太陽の朱 空の藍 光の山吹 吉岡幸雄/著 紫紅社

59 759 レゴブロックの世界
ダニエル・リプコーウィッツ/著 五十嵐加
奈子/訳 東京書籍

60 760.9 billboardを呼んできたサラリーマン 北口正人/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

61 761.2 かんたん!よくわかる!楽譜の読み方 森真奈美/著 日東書院本社

62 761.9 エフォートレス・マスタリー ケニー・ワーナー/著 藤村奈緒美/訳
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス

63 762.1 音楽で生きていく! 青柳いづみこ/著 アルテスパブリッシング

64 762.1 古関裕而  (中公新書) 刑部芳則/著 中央公論新社

65 762.3 宮廷楽長(カペルマイスター)サリエーリのお菓子な食卓 遠藤雅司/著 春秋社

66 763 パワーアップ吹奏楽!楽器のメンテナンス ヤマハアトリエ東京/監修 鷲見精一/監修
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス

67 763.2 いちばんやさしいピアノ・コード入門 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

68 763.2 はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ講座 2019 自由現代社編集部/編著 遠藤尚美/監修 自由現代社(発売)

69 763.5 動画でマスターアコースティックギター プロが教える最強テク50 瀧澤克成/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

70 763.8 初心者のためのドラム講座 2019 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

71 764.3 生誕250年ベートーヴェンの交響曲・協奏曲 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

72 764.3 世界のコンサートマスターは語る 音楽の友/編 音楽之友社

73 764.7 ジャズの「ノリ」を科学する 井上裕章/著 アルテスパブリッシング

74 764.7 伝説のライヴ・イン・ジャパン 小川隆夫/著 池上信次/編集 シンコーミュージック・エン
タテイメント

75 764.7 新蒸気波要点ガイド 佐藤秀彦/著 New Masterpiece/編 DU BOOKS

76 764.7 ブルーノート・ベスト5&クロニクル 行方均/監修・著 BLUE NOTE CLUB/編 ユニバーサルミュージック
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 766.1 「椿姫」に魅せられて 谷口久美/著 中央公論新社

78 767.5 河内音頭 鷲巣功/著 Pヴァイン

79 767.8 フレディ・マーキュリー写真のなかの人生 川崎大助/訳 光文社

80 768.1 篠笛上達レッスン 佐藤和哉/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

81 769.9 「バレエ大国」日本の夜明け 斎藤慶子/著 文藝春秋企画出版部

82 772.1 大丈夫、なるようになるから。 赤木春恵/著 野杁泉/著 世界文化社

83 773 近江の能 井上由理子/著 サンライズ出版

84 775.1 いいことだけ考える 沢部ひとみ/著 文藝春秋

85 775.4 宝塚歌劇から東宝へ 伊井春樹/著 ぺりかん社

86 775.4 タカラヅカの解剖図鑑 中本千晶/文 牧彩子/イラスト エクスナレッジ

87 777.1 ビジネスパーソンのための文楽のすゝめ 竹本織太夫/監修 実業之日本社

88 778.0 地球外生物学 倉谷滋/著 工作舎

89 778.2 オードリー・ヘプバーン映画ポスター・コレクション 井上由一/編 DU BOOKS

90 778.2 知識ゼロからの寅さん入門 岡村直樹/著 藤井勝彦/著 幻冬舎

91 778.2 寅さんのことば 佐藤利明/著 幻冬舎

92 778.2 みんなの寅さんfrom1969 佐藤利明/著 アルファベータブックス

93 778.2 スターは楽し  (文春新書) 芝山幹郎/著 文藝春秋

94 778.2 ナチス映画論 渋谷哲也/編 夏目深雪/編 森話社

95 778.2 『男はつらいよ』50年をたどる。 都築政昭/著 ポプラ社

96 778.2 映画のなかの「北欧」 村井誠人/編著 大島美穂/編著 小鳥遊書房

97 778.2 全著作<森繁久彌コレクション> 1 森繁久彌/著 藤原書店

98 778.4 デジタル撮影技術完全ブック 田中一成/著 東京藝術大学出版会

99 778.7 「この世界の片隅に」こうの史代 片渕須直対談集 こうの史代/著 片渕須直/著 文藝春秋

100 779.0 芸人とコメディアンと 高田文夫/文 峰岸達/絵 二見書房

101 779.1 落語レコードの世界 伊藤一樹/著 DU BOOKS

102 779.1 講談師・浪曲師になるには 小泉博明/著 稲田和浩/著 ぺりかん社

103 779.1 落語暦(らくごよみ) 宮原勝彦/著 下川光二/絵 集広舎

104 780.1 一流選手の動きはなぜ美しいのか 小田伸午/著 KADOKAWA

105 780.1 今より強く!を目指して 日本陸上競技連盟医事委員会/編著 ライフサイエンス出版

106 780.1 パラスポーツ・ボランティア入門 松尾哲矢/編 平田竹男/編 旬報社

107 780.1 基礎から学ぶ!スポーツマッサージ 溝口秀雪/編著 泉秀幸/共著 ベースボール・マガジン社

108 780.2 パラアスリート 山田清機/著 PHP研究所

109 780.7 超・尻トレ 荒川裕志/著 谷本道哉/監修 日経BP

110 780.7 世界一効く体幹トレーニング 中野ジェームズ修一/著 サンマーク出版

111 780.7 腹筋大全 ビースト村山/監修 新星出版社

112 780.7 筋肉こそ金なり 藤本幸弘/著 前田拓摩/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

113 781.4 ブルガリア新体操の光跡 渡部愛都子/著 伊勢新聞社

114 782 世界一やせる走り方 中野ジェームズ修一/著 サンマーク出版

115 782 最高の走り方 弘山勉/著 小学館

116 782.3 RUN FAST!「走り方」の本質 里大輔/著 東洋館出版社

117 782.3 箱根のメンタル 設楽悠太/ほか著 神野大地/ほか著 宝島社

118 783.1 身長差で負けないバスケットボール勝利術 金子寛治/著 実業之日本社

119 783.4 ラグビーまあまあおもろいで!  (潮新書) 大畑大介/著 潮出版社

120 783.4 サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質 菊原志郎/著 仲山進也/著 徳間書店

121 783.4 うつ白 森崎和幸/著 森崎浩司/著 TAC株式会社出版事業部

122 783.5 バドミントン舛田圭太流勝利への視点 舛田圭太/著 バドミントン・マガジン/編 ベースボール・マガジン社

123 783.7 野球で、人を救おう 岡田真理/著 KADOKAWA

124 783.7 ベーブ・ルースは、なぜ甲子園でホームランを打てなかったのか 永田陽一/著 東方出版

125 783.7 セイバーメトリクス入門 蛭川皓平/著 岡田友輔/監修 水曜社

126 783.7 近鉄魂とはなんだったのか? 元永知宏/著 集英社

127 783.8 一生に一度旅してみたいゴルフコース 伊集院静/著 日本経済新聞出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

128 783.8 タケ小山のゴルフ超上達ノート タケ小山/著 日本文芸社

129 784.6 奇跡なんて、起きない。 山口真一/著 ベースボール・マガジン社

130 786 ワイルドサイド ロバート・クランテン/編 スヴェン・アーマン
/編 グラフィック社

131 786.1 雪山登山 天野和明/監修・著 山と溪谷社

132 786.1 登山ボディ 芳須勲/監修・著 山と溪谷社

133 786.1 実践テクを極める!ボルダリングレベルアップのコツ 渡邉数馬/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

134 788.1 大相撲力士名鑑 令和2年版 亰須利敏/編著 水野尚文/編著 共同通信社

135 788.3 最強モンスター井上尚弥はこうして作った 大橋秀行/著 祥伝社

136 788.7 78歳ラリードライバー 菅原義正/著 新紀元社

137 789.2 太極拳で100歳まで健やかに美しく生きる 楊慧/著 山と溪谷社

138 789.8 忍者バイリンガルガイド 黒井宏光/監修 クリス・グレン/訳 小学館

139 791.5 茶席の蒔絵  淡交社

140 791.7 よくわかる炭点前と灰の扱い 堀内宗心/指導 堀内宗完/指導 世界文化社

141 791.8 実用自分でつくる茶懐石 5 清真知子/著 淡交社編集局/編 淡交社

142 793.2 源氏物語といけばな 岩坪健/著 平凡社

143 795 AI定石のあれやこれや 元晟【ジン】/著 洪敏和/訳 東京創元社

144 795 誰でもカンタン!図解で分かる囲碁AI流の打ち方 山田晋次/著 マイナビ出版

145 796 将棋初段の常識手筋 及川拓馬/著 マイナビ出版

146 796 将棋・中盤戦の考え方 大平武洋/著 マイナビ出版

147 796 角換わりの手筋 真田圭一/著 マイナビ出版

148 796 谷川浩司の将棋 振り飛車篇 谷川浩司/著 日本将棋連盟

149 797.5 麻雀技術守備の教科書 井出洋介/著 小林剛/著 池田書店

150 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第1巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

151 798.5 世界一のプロゲーマーがやっている努力2.0 ときど/著 ダイヤモンド社

152 798.5 eスポーツマーケティング 日経クロストレンド/編 日経BP

153 799 ダンス部ノート 石原久佳/著 ベストセラーズ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.9 Let's Try国際手話 『Let's Try国際手話』編集委員会/編集 全日本ろうあ連盟

2 809.2 ヴォイストレーニング大全 福島英/著 リットーミュージック

3 809.2 どんなに緊張してもうまく話せる! 渡辺由佳/著 日本実業出版社

4 810.4 日本語をつかまえろ! 飯間浩明/文 金井真紀/絵 毎日新聞出版

5 810.4 国語力が身につく教室 齋藤孝/著 大和書房

6 810.7 日本語教師のための実践・読解指導 石黒圭/編著 今村和宏/著 くろしお出版

7 810.7 おなかぺこぺこオノマトペ きのとりこ/著 千倉書房

8 810.7 日本語教師のためのシャドーイング指導 迫田久美子/編著 古本裕美/編著 くろしお出版

9 810.7 日本語を教えるための教材研究入門 深澤のぞみ/著 本田弘之/著 くろしお出版

10 811.2 あて字の素姓 田島優/著 風媒社

11 813 大和言葉 児玉敏昭/著 文芸社

12 814.7 日本と世界の時事キーワード 2020-2021年版 時事問題リサーチ/編著 ナツメ社

13 814.7 <図解>まるわかり時事用語 2020→2021年版 ニュース・リテラシー研究所/編著 新星出版社

14 828.4 ニューエクスプレスプラス広東語 飯田真紀/著 白水社

15 829.5 ステップアップトルコ語 大川博/著 白水社

16 829.7 ニューエクスプレスプラス アラビア語 竹田敏之/著 白水社

17 830.7 日本人のための英語学習法  (ちくま新書) 里中哲彦/著 筑摩書房

18 831.1 フォニックス<発音>エクササイズBOOK ジュミック今井/著 明日香出版社

19 835 ヘミングウェイで学ぶ英文法 2 倉林秀男/著 今村楯夫/著 アスク出版

20 835 最速・最効率の英文法 佐藤誠司/著 研究社

21 835 寝ながら学べる英文法 ゆきち先生/著 富岡恵/著 ベレ出版

22 837 天声人語 2019秋 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/訳 原書房

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 837.5 この英語、訳せない! 越前敏弥/著 ジャパンタイムズ出版

24 837.8 だれとでも会話がとぎれない!1分間ペラペラ英会話 小林真美/著 ダイヤモンド社

25 840.4 ドイツのことば図鑑 野口真南/著 加茂光和子/イラスト KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 ストーリー創作のためのアイデア・コンセプトの考え方 榎本秋/編著 榎本海月/著 秀和システム

2 901.3 物語を書く人のための推敲入門 ラリー・ブルックス/著 大久保ゆう/訳 フィルムアート社

3 902.0 ゴシック・カルチャー入門 後藤護/著 Pヴァイン

4 902.3 論理仕掛けの奇談 有栖川有栖/著 KADOKAWA

5 902.3 ファンタジーの世界地図 ヒュー・ルイス=ジョーンズ/編 栗原紀子/
訳 東京堂出版

6 904 紀行 辺境の旅人 立野正裕/著 彩流社

7 908.1 小さな名詩集 世界の名詩鑑賞会/編集 リベラル社

8 910.2 文豪が泊まった温泉宿50 週刊朝日編集部/著 朝日新聞出版

9 910.2 吉本隆明 安藤礼二/著 NHK出版

10 910.2 「内向の世代」とともに回想半世紀 尾高修也/著 作品社

11 910.2 堀田善衞の文学世界 笠森勇/著 桂書房

12 910.2 児童文学と教育の<間> 加藤理/著 港の人

13 910.2 戦後思想の到達点 柄谷行人/著 見田宗介/著 NHK出版

14 910.2 直筆の漱石 川島幸希/著 新潮社

15 910.2 胡堂と啄木 郷原宏/著 双葉社

16 910.2 素顔の文士たち 田村茂/写真 河出書房新社

17 910.2 本格ミステリ・ベスト10 2020 探偵小説研究会/編著 原書房

18 910.2 石原慎太郎 中島岳志/著 NHK出版

19 910.2 金達寿伝 廣瀬陽一/著 クレイン

20 910.2 向田邦子の本棚 向田邦子/著 河出書房新社

21 910.2 川上未映子  河出書房新社

22 911.0 大岡信『折々のうた』選 俳句1 (岩波新書 新赤版) 大岡信/著 長谷川櫂/編 岩波書店

23 911.0 小さな詩歌集 世界の名詩鑑賞会/編集 リベラル社

24 911.2 和漢聯句の楽しみ 大谷雅夫/著 臨川書店

25 911.3 俳句といのち 新堀邦司/著 里文出版

26 911.3 楡の茂る頃とその前後 藤田哲史/著 左右社

27 911.4 明智光秀の近世  (桂新書) 綿抜豊昭/著 桂書房

28 911.5 赤翡翠の朝 金山嘉城/著 鼎書房

29 911.5 茨木のり子  平凡社

30 911.6 26文字のラブレター 遊泳舎/編 いとうあつき/絵 遊泳舎

31 912.6 戯曲福島三部作 谷賢一/著 而立書房

32 913.2 落語DE古事記 桂竹千代/著 幻冬舎

33 913.2 出雲神話論 三浦佑之/著 講談社

34 914.6 大人のカタチを語ろう。 伊集院静/著 集英社

35 914.6 大きな字で書くこと 加藤典洋/著 岩波書店

36 914.6 着物憑き 加門七海/著 集英社

37 914.6 地獄の楽しみ方 京極夏彦/著 講談社

38 914.6 聡乃学習(サトスナワチワザヲナラウ) 小林聡美/著 幻冬舎

39 914.6 気がつけば、終着駅 佐藤愛子/著 中央公論新社

40 914.6 武田百合子対談集 武田百合子/著 中央公論新社

41 914.6 老人の美学  (新潮新書) 筒井康隆/著 新潮社

42 914.6 だから、何。 中野翠/著 毎日新聞出版

43 914.6 表紙絵を描きながら、とりあえず。 成瀬政博/文・画 白水社

44 914.6 小さいコトが気になります 益田ミリ/著 筑摩書房

45 914.6 ぼくの平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック 松永良平/著 晶文社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 914.6 老人流 村松友視/著 河出書房新社

47 914.6 一日の光あるいは小石の影 森内俊雄/著 アーツアンドクラフツ

48 914.6 寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか 渡辺一夫/著 三田産業

49 915.6 おれたちを齧るな! 椎名誠/著 小学館

50 915.6 にっぽん聖地巡拝の旅 あずま下り編 玉岡かおる/著 大法輪閣

51 916 ほんのちょっと当事者 青山ゆみこ/著 ミシマ社

52 916 自己責任 辛坊治郎/著 KADOKAWA

53 916 私の脳を返して 中川護/著 文芸社

54 916 パーキンソン病と暮らす 野崎美穂子/著 文芸社

55 916 僕たちはヒーローになれなかった。 葉田甲太/著 あさ出版

56 916 障害マストゴーオン! 福本千夏/著 イースト・プレス

57 916 もう一回やり直したい 米田倫康/著 萬書房

58 918 鉄幹晶子全集 別巻7 与謝野寛/著 与謝野晶子/著 勉誠出版

59 920.2 いま、なぜ魯迅か  (集英社新書) 佐高信/著 集英社

60 920.4 講座近代日本と漢学 第1巻 牧角悦子/編 町泉寿郎/編 戎光祥出版

61 929.1 韓国・フェミニズム・日本 斎藤真理子/責任編集 河出書房新社

62 929.1 柄谷行人と韓国文学 ジョヨンイル/著 高井修/訳 インスクリプト

63 929.1 となりのヨンヒさん チョンソヨン/著 吉川凪/訳 集英社

64 929.1 ダブル SIDE A/SIDE B パクミンギュ/著 斎藤真理子/訳 筑摩書房

65 930.2 シャーロック・ホームズ語辞典 北原尚彦/文 えのころ工房/絵 誠文堂新光社

66 931.6 ある子どもの詩の庭で ロバート・ルイス・スティーヴンソン/詩 イー
ヴ・ガーネット/絵 瑞雲舎

67 933.6 ドクター・マリゴールド チャールズ・ディケンズ/著 井原慶一郎/編
訳 幻戯書房

68 933.7 陰謀の島 マイケル・イネス/著 福森典子/訳 論創社

69 933.7 おちび エドワード・ケアリー/著 古屋美登里/訳 東京創元社

70 933.7 くたばれインターネット ジャレット・コベック/著 浅倉卓弥/訳 Pヴァイン

71 933.7 ミスター 上・下 E L ジェイムズ/著 石原未奈子/訳 早川書房

72 933.7 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ/著 岸本佐知子/訳 河出書房新社

73 933.7 息吹 テッド・チャン/著 大森望/訳 早川書房

74 933.7 茶匠と探偵 アリエット・ド・ボダール/著 大島豊/訳 竹書房

75 933.7 至妙の殺人 L.J.ビーストン/著 ステイシー・オーモニ
ア/著 論創社

76 933.7 バービカンの秘密 J.S.フレッチャー/著 中川美帆子/訳 論創社

77 933.7 流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ/著 田村義進/訳 早川書房

78 934.7 南仏プロヴァンスの25年 ピーター・メイル/著 池央耿/訳 河出書房新社

79 936 ジョーイ ジョーイ・ディーコン/著 泉康夫/訳 高文研

80 943.7 ガラスの蜂 エルンスト・ユンガー/著 阿部重夫/訳 田畑書店

81 949.8 ミレニアム 6上・6下  早川書房

82 953.7 アルジェリア、シャラ通りの小さな書店 カウテル・アディミ/著 平田紀之/訳 作品社

83 953.7 生命の樹 マリーズ・コンデ/著 管啓次郎/訳 平凡社

84 953.7 少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてについて 佐々木くみ/著 エマニュエル・アルノー/著 イースト・プレス

85 953.7 本当の人生 アドリーヌ・デュドネ/著 藤田真利子/訳 東京創元社

86 953.7 名づけられないもの サミュエル・ベケット/著 宇野邦一/訳 河出書房新社

87 960.2 プリンストン大学で文学/政治を語る マリオ・バルガス=リョサ/著 立林良一/訳 河出書房新社

88 973 どこか、安心できる場所で パオロ・コニェッティ/ほか著 関口英子/編 国書刊行会

89 973 靴ひも ドメニコ・スタルノーネ/著 関口英子/訳 新潮社

90 980.2 パステルナーク事件と戦後日本 陶山幾朗/著 恵雅堂出版

91 984 ドストエフスキーの戦争論 三浦小太郎/著 萬書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F ノッキンオン・ロックドドア 2 青崎有吾/著 徳間書店

2 F 苔の笞 赤羽3郎/著 柏艪舎

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F 居酒屋ぼったくり おかわり! 秋川滝美/著 アルファポリス

4 F 大名倒産 上・下 浅田次郎/著 文藝春秋

5 F 死に神のレストラン 東万里央/著 アルファポリス

6 F 信長、天が誅する 天野純希/著 幻冬舎

7 F 死刑囚メグミ 石井光太/著 光文社

8 F 思い出の修理工場 石井朋彦/著 サンマーク出版

9 F あたしたち、海へ 井上荒野/著 新潮社

10 F 黒鳥の湖 宇佐美まこと/著 祥伝社

11 F 間宵の母 歌野晶午/著 双葉社

12 F シャガクに訊け! 大石大/著 光文社

13 F 暗約領域 大沢在昌/著 光文社

14 F それ以上でも、それ以下でもない 折輝真透/著 早川書房

15 F 歩道橋シネマ 恩田陸/著 新潮社

16 F トヨトミの逆襲 梶山三郎/著 小学館

17 F 世界が僕らを嫌っても 片山恭一/著 河出書房新社

18 F 自由は死せず 門井慶喜/著 双葉社

19 F 女王と海賊の披露宴 茅田砂胡/著 中央公論新社

20 F チンギス紀 6 北方謙三/著 集英社

21 F 熊本くんの本棚 キタハラ/著 KADOKAWA

22 F 深淵の怪物 木江恭/著 双葉社

23 F 信長、天を堕とす 木下昌輝/著 幻冬舎

24 F 三つのアリバイ 鯨統一郎/著 光文社

25 F 我は景祐 熊谷達也/著 新潮社

26 F 桃源 黒川博行/著 集英社

27 F 家族パズル 黒田研二/著 講談社

28 F 四角い光の連なりが 越谷オサム/著 新潮社

29 F コゴロシムラ 木原音瀬/著 講談社

30 F せき越えぬ 西條奈加/著 新潮社

31 F 抵抗都市 佐々木譲/著 集英社

32 F 忠臣蔵の姫 阿久利 佐々木裕一/著 小学館

33 F ここは夜の水のほとり 清水裕貴/著 新潮社

34 F 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路幸也/著 ポプラ社

35 F 地面師たち 新庄耕/著 集英社

36 F 犯人は、あなたです 新堂冬樹/著 河出書房新社

37 F 荒城に白百合ありて 須賀しのぶ/著 KADOKAWA

38 F 嵐を呼ぶ男! 杉山大二郎/著 徳間書店

39 F 里奈の物語 鈴木大介/著 文藝春秋

40 F 夢、遙か 砂原和雄/著 静人舎

41 F 妖(あやかし)ファンタスティカ 2 操觚の会/編 アトリエサード

42 F 音に聞く 高尾長良/著 文藝春秋

43 F 大天使はミモザの香り 高野史緒/著 講談社

44 F 如何様 高山羽根子/著 朝日新聞出版

45 F 体温 多田尋子/著 書肆汽水域

46 F 蟻たちの矜持 建倉圭介/著 光文社

47 F 遠の眠りの 谷崎由依/著 集英社

48 F デッドライン 千葉雅也/著 新潮社

49 F 卒業タイムリミット 辻堂ゆめ/著 双葉社

50 F 沃野の刑事 堂場瞬一/著 講談社

51 F キッドの運命 中島京子/著 集英社

52 F 万葉の語る天平の動乱と仲麻呂の恋 中津攸子/著 コールサック社

53 F わたしの美しい庭 凪良ゆう/著 ポプラ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 F 勿忘草の咲く町で 夏川草介/著 KADOKAWA

55 F Cocoon 2 夏原エヰジ/著 講談社

56 F 飯田線・愛と殺人と 西村京太郎/著 光文社

57 F 舞鶴の海を愛した男 西村京太郎/著 徳間書店

58 F 瓦礫の死角 西村賢太/著 講談社

59 F 沈黙の狂詩曲(ラプソディ) 日本推理作家協会/編 青崎有吾/ほか著 光文社

60 F 赤い部屋異聞 法月綸太郎/著 KADOKAWA

61 F 天象の檻 葉月十夏/著 早川書房

62 F 殺しの許可証(ライセンス) 馳星周/著 毎日新聞出版

63 F わが殿 上・下 畠中恵/著 文藝春秋

64 F 最後の楽園 服部まゆみ/著 河出書房新社

65 F オーラリメイカー 春暮康一/著 早川書房

66 F 魔法使いと最後の事件 東川篤哉/著 文藝春秋

67 F サイレント・ブルー 樋口明雄/著 光文社

68 F 潮首岬に郭公の鳴く 平石貴樹/著 光文社

69 F ブルーブラッド 藤田宜永/著 徳間書店

70 F 老警 古野まほろ/著 KADOKAWA

71 F 浜藻崎陽歌仙帖 別所真紀子/著 幻戯書房

72 F 月の落とし子 穂波了/著 早川書房

73 F 京(みやこ)キリシタン始末 ますこひろしげ/著 国書刊行会

74 F 甘夏とオリオン 増山実/著 KADOKAWA

75 F うつくしが丘の不幸の家 町田そのこ/著 東京創元社

76 F イヴの末裔たちの明日 松崎有理/著 東京創元社

77 F 日南X 松本薫/著 日南町観光協会

78 F 坂の上の赤い屋根 真梨幸子/著 徳間書店

79 F 黒武御神火御殿 宮部みゆき/著 毎日新聞出版

80 F 変半身(かわりみ) 村田沙耶香/著 筑摩書房

81 F できない相談 森絵都/著 筑摩書房

82 F ぷくぷく 森沢明夫/著 小学館

83 F 別れの季節 諸田玲子/著 新潮社

84 F 桔梗の旗 谷津矢車/著 潮出版社

85 F ミッドナイツ 山口雅也/著 講談社

86 F リボンの男 山崎ナオコーラ/著 河出書房新社

87 F 男はつらいよ お帰り寅さん 山田洋次/原作・脚本 朝原雄三/脚本 講談社

88 F 後家殺し 山本一力/著 小学館

89 F 高野山 山本音也/著 小学館

90 F 十三階の血 吉川英梨/著 双葉社

91 F 毒牙 吉川永青/著 KADOKAWA

92 F 捜査一課ドラキュラ分室 吉田恭教/著 南雲堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 観念と革命 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B198.2 ローマ教皇史 鈴木宣明/著 筑摩書房

3 B289.1 明智光秀 小泉三申/著 岩波書店

4 B312.1 近代日本の政治家 岡義武/著 岩波書店

5 B596.0 かきバターを神田で 平松洋子/著 下田昌克/画 文藝春秋

6 B917 上機嫌な言葉366日 田辺聖子/著 文藝春秋

7 B918.6 文豪と食 長山靖生/編 森鷗外/ほか著 中央公論新社

8 B933.6 とんがりモミの木の郷 セアラ・オーン・ジュエット/作 河島弘美/
訳 岩波書店

9 B933.7 運命のコイン 上・下 ジェフリー・アーチャー/著 戸田裕之/訳 新潮社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 B933.7 チャイルド・ファインダー雪の少女 レネ・デンフェルド/著 細美遙子/訳 東京創元社

11 B933.7 果てなき護り 上・下 デイヴィッド・ラミレス/著 中村仁美/訳 東京創元社

12 B943.7 生者と死者に告ぐ ネレ・ノイハウス/著 酒寄進一/訳 東京創元社

13 B953.7 ネプチューンの影 フレッド・ヴァルガス/著 田中千春/訳 東京創元社

14 B973 パードレはもういない 上・下 サンドローネ・ダツィエーリ/著 清水由貴
子/訳 早川書房

15 BF 派遣社員あすみの家計簿 青木祐子/著 小学館

16 BF よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野頌子/著 ポプラ社

17 BF 夜の署長 2 安東能明/著 文藝春秋

18 BF ご隠居は福の神 1 井川香四郎/著 二見書房

19 BF 黄土の奔流 生島治郎/著 光文社

20 BF 黄金雛 今村翔吾/著 祥伝社

21 BF 妖虫 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

22 BF 緑衣の鬼 江戸川乱歩/著 春陽堂書店

23 BF 珈琲店タレーランの事件簿 6 岡崎琢磨/著 宝島社

24 BF 白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 3～4 小野不由美/著 新潮社

25 BF 眠れない凶四郎 3 風野真知雄/著 文藝春秋

26 BF カツベン! 片島章三/著 朝日新聞出版

27 BF 水平線がきらっきらっ 香納諒一/著 双葉社

28 BF 降らなきゃ晴れ 香納諒一/著 双葉社

29 BF 見知らぬ町で 香納諒一/著 双葉社

30 BF 科警研のホームズ 喜多喜久/著 宝島社

31 BF ホーンテッド・キャンパス 16 櫛木理宇/著 KADOKAWA

32 BF 蜻蛉の理 小杉健治/著 祥伝社

33 BF 捨雛ノ川 佐伯泰英/著 文藝春秋

34 BF 梅雨ノ蝶 佐伯泰英/著 文藝春秋

35 BF かたみ仕舞い 高山由紀子/著 KADOKAWA

36 BF 新・入り婿侍商い帖 1 千野隆司/著 KADOKAWA

37 BF 宙(そら)を数える 東京創元社編集部/編 オキシタケヒコ/ほか
著 東京創元社

38 BF 時を歩く 東京創元社編集部/編 松崎有理/ほか著 東京創元社

39 BF 嶽神伝 風花 上・下 長谷川卓/著 講談社

40 BF 主殺し 平谷美樹/著 KADOKAWA

41 BF 赤い珊瑚玉 藤井邦夫/著 光文社

42 BF 渡世人 藤井邦夫/著 講談社

43 BF おもてなし時空カフェ 堀川アサコ/著 新潮社

44 BF 葛藤する刑事たち 松本清張/著 藤原審爾/著 朝日新聞出版

45 BF 神はいつ問われるのか? 森博嗣/著 講談社

46 BF 婚活食堂 2 山口恵以子/著 PHP研究所

47 BF 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 6 山本巧次/著 宝島社

48 BF 本日のメニューは。 行成薫/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T209.2 標式土器 <第Ⅰ期>縄文時代早期-中期 富山県埋蔵文化財センター/編 富山県埋蔵文化財センター

2 T379.3 砺波市立公民館の今 砺波市公民館連絡協議会/編 砺波市公民館連絡協議会

3 T513 北陸から問う、土木のちから。 藤井聡/著 市森友明/著 北日本新聞社

4 T602 かがやく天産物 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

5 T675 伝統的工芸品ブランドの感性マーケティング 長沢伸也/編 同友館

6 T706.9 富山市ガラス美術館記録集 平成30年度 浅田真帆/ほか編 富山市ガラス美術館

7 T708 リノ・タリアピエトラ LINO TAGLIAPIETRA リノ・タリアピエトラ/ほか執筆 高橋由佳/ほ
か編 富山市ガラス美術館

8 T723 おらっちゃのまち富山を描く 渡辺司/著 渡辺司

9 T748 万華鏡 303号  ふるさと開発研究所

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 T915 飛躍(エラン) 続 松並順子/著 セントラー座の会

11 T915 瀧口修造、没後40年  思潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あたたかい木 くすのきしげのり/作 松本春野/絵 星の環会

2 E いっぴきぐらしのジュリアン ジョー・トッド-スタントン/作 いわじょうよ
しひと/訳 岩崎書店

3 E いぬのサビシー サンディ・ファッセル/文 タル・スワナキット
/絵 光村教育図書

4 E イワシ大王のゆめ チョンミジン/再話 イジョンギュン/絵 光村教育図書

5 E 海の見える丘 くすのきしげのり/作 古山拓/絵 星の環会

6 E うれしいひのいただきまあす わだことみ/ぶん いまばやしゆか/え ハッピーオウル社

7 E 絵本江戸のたび 太田大輔/作 講談社

8 E えらぶえほん ニック・シャラット/絵 ピッパ・グッドハート
/文 講談社

9 E 大岡越前 神田松之丞/監修 石崎洋司/文 講談社

10 E おしょうがつのかみさま おくはらゆめ/作 大日本図書

11 E おにぎりもって 久住昌之/作 久住卓也/絵 小学館

12 E おばけのジョージーこまどりをたすける ロバート・ブライト/さく こみやゆう/やく 好学社

13 E おれ、よびだしになる 中川ひろたか/文 石川えりこ/絵 アリス館

14 E 怪談 瀧晴巳/文 吉田愛/絵 講談社

15 E かいぶつのとしょかん ふくいりえ/文・絵 大日本図書

16 E カケ・マケちゃんとかたづけエルフ リナ・ジュタウテ/作・絵 瀬戸はるか/訳 世界文化社

17 E きみがいないと ボブ・ディラン/ぶん デイヴィッド・
ウォーカー/え

イマジネイション・プラス

18 E ことばサーカス 二歩/作 アリス館

19 E こどものうた 村上勉/絵 講談社

20 E こんなもんくえニャイ! クリストファー・サイラス・ニール/作 林
木林/訳 光村教育図書

21 E 西行 神田松之丞/監修 石崎洋司/文 講談社

22 E ししにゃいとおしょうがつ 澤野秋文/さく 世界文化社

23 E しちふくじんのかみかみレストラン すがのやすのり/絵 柳沢幸江/監修 少年写真新聞社

24 E しっぽしっぽだーれ? 穂高順也/作 クレーン謙/絵 岩崎書店

25 E 10にんのせんにん 佐々木マキ/作 フレーベル館

26 E ジュマンジ C.V.オールズバーグ/作 村上春樹/訳 あすなろ書房

27 E 少年の太鼓 くすのきしげのり/作 篠崎三朗/絵 星の環会

28 E しろいおひげなにたべた? MiyaUni/さく KADOKAWA

29 E せかいのくにでおめでとう! 野村たかあき/作・絵 講談社

30 E だいずさんちはだいかぞく まつくらくみこ/絵 国分牧衛/監修 少年写真新聞社

31 E たまたまたまご 内田麟太郎/文 北村裕花/絵 文研出版

32 E だれでもみんなかんごしさん せがわあやか/文 おがわようこ/絵 保育社

33 E ちいさなタグボートのバラード
ヨシフ・ブロツキー/詩 イーゴリ・オレイ
ニコフ/絵 東京外国語大学出版会

34 E ちいさなはなよめぎょうれつ ナルツィザ・ジミホフスカ/作 足達和子/訳 偕成社

35 E チンチラカと大男 片山ふえ/文 スズキコージ/絵 BL出版

36 E 父さんがかえる日まで モーリス・センダック/さく アーサー・ビ
ナード/やく 偕成社

37 E なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ/著 光村図書出版

38 E なんと!ようひんてん 石川基子/作 講談社

39 E のら猫のかみさま くすのきしげのり/作 狩野富貴子/絵 星の環会

40 E 春・夏・秋・冬 村上勉/絵 講談社

41 E パンダしりとりコアラしりとり 石津ちひろ/ことば 高畠純/え ポプラ社

42 E ビーナスとセリーナ リサ・ランサム/文 ジェイムズ・ランサム/
絵 西村書店

43 E ひとりでぼっち くすのきしげのり/作 ふるしょうようこ/絵 学研プラス

44 E ぶぶるんふるふる まつもとさとみ/ぶん あずみ虫/え ほるぷ出版

45 E ふゆのはなさいた 安東みきえ/文 吉田尚令/絵 アリス館

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 E ペロずきんちゃん どうぶつえんそく 山本まもる/原案・絵 もりやしげやす/文 小学館

47 E ママは100めんそう パクスヨン/文 ジョンウンスク/絵 光村教育図書

48 E マルをさがして 山本久美子/さく・え ひだまり舎

49 E みずたまり アデレイド・ホール/さく ロジャー・デュボア
ザン/え 好学社

50 E 宮本武蔵 神田松之丞/監修 石崎洋司/文 講談社

51 E もぐらのほったふかい井戸 安房直子/作 いもとようこ/絵 金の星社

52 E もし地球に植物がなかったら? きねふちなつみ/作 真鍋真/監修 あすなろ書房

53 E ももちゃん さとうめぐみ/作・絵 PHP研究所

54 E ライオンさん、ヘアサロンにいく! ブリッタ・テッケントラップ/ぶんえ いぶきけ
い/やく ワールドライブラリー

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 ジブン専用パソコンRaspberry Piでプログラミング 阿部和広/著 塩野祐樹/著 誠文堂新光社

2 K010 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン/著 小国綾子/編訳 文溪堂

3 K019 13歳からの「身になる読書術」探し方・読み方がわかる本 大居雄一/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

4 K019 若い人のための10冊の本  (ちくまプリマー新書) 小林康夫/著 筑摩書房

5 K049 なぜ?どうして?みぢかなぎもん 1年生～6年生 丹伊田弓子/総合監修 学研プラス

6 K159 小学校では学べない一生役立つ時間の使い方 齋藤孝/著 KADOKAWA

7 K159 大勢の中のあなたへ 3 ひきたよしあき/著 杉浦範茂/絵 朝日学生新聞社

8 K213 はじめての日本古代史  (ちくまプリマー新書) 倉本一宏/著 筑摩書房

9 K288 世界の国旗 シャスタインターナショナル/編 国際政治文化
研究会/監修

シャスタインターナショナル

10 K289 アップル|スティーブ・ジョブズ フレドリック・コルティング/文 メリッサ・メ
ディナ/文 岩崎書店

11 K289 憎しみを乗り越えて 佐藤真澄/著 汐文社

12 K291 常識なのに!大人も答えられない都道府県のギモン 村瀬哲史/著 宝島社

13 K316 主人公はきみだ 中山千夏/著 出版ワークス

14 K323 はじめての憲法  (ちくまプリマー新書) 篠田英朗/著 筑摩書房

15 K330 10歳から知っておきたいお金の心得 八木陽子/監修 えほんの杜

16 K333 SDGsぬまっち式アクション100 2 沼田晶弘/監修 鈴木出版

17 K366 小学生にもとれる!資格・検定カタログ 鈴木秀明/監修 小学館

18 K369 「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング 2 今泉マユ子/著 フレーベル館

19 K374 そうだったのか!給食クイズ100 2 松丸奨/監修 フレーベル館

20 K377 ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル こどもくらぶ/編 岩崎書店

21 K383 日本のごはん 銀城康子/文 高松良己/絵 農山漁村文化協会

22 K386 日本全国祭りと行事図鑑  スタジオタッククリエイティ
ブ

23 K388 伝承や古典にのこる!日本の怖い妖怪 1 中山けーしょー/作・絵 小松和彦/監修 ほるぷ出版

24 K388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 世界編 水木しげる/画 講談社

25 K400 理科の図鑑 田中千尋/監修 中里京子/訳 誠文堂新光社

26 K407 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 4 小川誠/共著 奥山清市/共著 少年写真新聞社

27 K410 算数卒業旅行 3  汐文社

28 K420 世界をうごかした科学者たち 物理学者 ゲリー・ベイリー/文 本郷尚子/訳 ほるぷ出版

29 K440 そうだいすぎて気がとおくなる宇宙の図鑑 渡部潤一/監修 西東社

30 K457 カンブリア爆発とはなにか!? 土屋健/著 田中源吾/監修 講談社

31 K460 校庭のかんさつ 林将之/文・写真 ほるぷ出版

32 K471 食虫植物のわな 木谷美咲/文 横山拓彦/絵 偕成社

33 K481 わたしたち、海でヘンタイするんです。 鈴木香里武/著 友永たろ/絵 世界文化社

34 K489 イッカク Solomon Awa/著 Hwei Lim/画 丸善出版

35 K489 ホッキョクグマ William Flaherty/著 Danny Christopher/
画 丸善出版

36 K489 パンダのあかちゃん  ひさかたチャイルド

37 K491 からだのふしぎ にしもとおさむ/作・絵 清水洋美/構成・文 世界文化社

38 K493 発達障害  (岩波ジュニア新書) 平岩幹男/著 岩波書店

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 K507 そこが知りたい!発明と特許 1 こどもくらぶ/編 筑摩書房

40 K510 土木のずかん 速水洋志/共著 水村俊幸/共著 オーム社

41 K514 トンネルのたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

42 K517 港のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

43 K518 水道のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

44 K519 地球が危ない!プラスチックごみ 2 幸運社/編 汐文社

45 K519 プラスチック・スープの地球 ミヒル・ロスカム・アビング/著 藤原幸一/
監訳 ポプラ社

46 K585 おもしろ“紙学”-紙の未来とわたしたちの生活 小六信和/著 中村文人/著 くもん出版

47 K590 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事 1 寺西恵里子/作 汐文社

48 K594 かわいいパリのハンドメイド あみもの イルドガルド・ドゥーゾ/著 ほるぷ出版

49 K596 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西恵里子/著 新日本出版社

50 K596 みらいおにぎり 桧山タミ/著 文藝春秋

51 K597 小学校では学べない一生役立つ整理力 齋藤孝/著 KADOKAWA

52 K602 情報を活かして発展する産業 1 澤井陽介/監修 汐文社

53 K611 「いただきます」を考える 生源寺眞一/著 少年写真新聞社

54 K616 田んぼの1年 瀬長剛/絵・文 偕成社

55 K616 まるごととうもろこし 八田尚子/構成・文 野村まり子/構成・絵 絵本塾出版

56 K619 すがたをかえる食べもの 2～3 服部栄養料理研究会/監修 こどもくらぶ/編 あすなろ書房

57 K626 キュウリ 齊藤和貴/監修 富山正人/監修 新日本出版社

58 K686 日本全国特急大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

59 K686 列車と一緒に大冒険!日本の鉄道路線図スーパーガイド 野月貴弘/監修 ナツメ社

60 K708 アートのなかでかくれんぼ 1 ニコラス・ピロー/作 木村泰司/日本語版監
修 フレーベル館

61 K721 北斎と広重 金子信久/監修 東京美術

62 K750 伝統工芸の名人に会いに行く 1 瀬戸山玄/文と写真 岩崎書店

63 K753 よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ/著 あすなろ書房

64 K760 音楽ってなんだろう? 池辺晋一郎/著 平凡社

65 K769 「ダンスだいすき!」から生まれた奇跡 なかのかおり/文と写真 ラグーナ出版

66 K780 みんなで楽しもう!UDスポーツ 3 大熊廣明/監修 こどもくらぶ/編集 文研出版

67 K780 わかる!応援できる!パラスポーツ事典 高橋明/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

68 K782 空に向かって走れ! 小手鞠るい/作 大庭賢哉/絵 講談社

69 K783 ピンポン兄弟ゆめへスマッシュ! 吉野万理子/作 サトウユカ/絵 講談社

70 K785 ぼくらの波を走る! 工藤純子/作 小林系/絵 講談社

71 K786 わたしのビーナス 樫崎茜/作 本田亮/絵 講談社

72 K789 空手、はじめます! くすのきしげのり/作 下平けーすけ/絵 講談社

73 K789 嘉納治五郎物語 真田久/著 PHP研究所

74 K789 柔道がすき! 須藤靖貴/作 大矢正和/絵 講談社

75 K798 しつないあそびの絵本 WILLこども知育研究所/編・著 すみもとななみ
/絵 金の星社

76 K798 小学生からはじめるゲームプログラミング スタープログラミングスクール/編著 実務教育出版

77 K801 マークの図鑑 児山啓一/監修 小学館

78 K814 語感をみがこう見て・くらべてオノマトペ! 1 小野正弘/監修 ほるぷ出版

79 K830 英語、苦手かも…?と思ったときに読む本 デイビッド・セイン/著 河出書房新社

80 K902 恋って何ですか? 河出書房新社/編 蒼井ブルー/ほか著 河出書房新社

81 K911 令和のこころ 上野誠/著 花村えい子/絵 ミネルヴァ書房

82 K911 俳句を楽しむ  (岩波ジュニア新書) 佐藤郁良/著 岩波書店

83 K911 令和の旗 しのざきこういち/著 てらいんく

84 K913 トゲトゲトカゲをつかまえろ! 赤羽じゅんこ/作 筒井海砂/絵 国土社

85 K913 X-01 3 あさのあつこ/著 田中達之/画 講談社

86 K913 歌姫フィニーと魔法の水晶 あんびるやすこ/作・絵 講談社

87 K913 しもやけぐま 今江祥智/ぶん あべ弘士/え 文研出版

88 K913 大どろぼうジャム・パン 3 内田麟太郎/作 藤本ともひこ/絵 文研出版

89 K913 木があつまれば、なんになる? おおぎやなぎちか/作 マリーニ・モンティーニ
/絵 あかね書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 K913 ぼくたちのだんご山会議 おおぎやなぎちか/作 佐藤真紀子/絵 汐文社

91 K913 ハロー、マイフレンズ 大矢純子/作 みしまゆかり/絵 朝日学生新聞社

92 K913 いのちのカプセルにのって 岡田なおこ/著 サカイノビー/絵 汐文社

93 K913 ありのままに生きてます 加藤英明/著 秦本幸弥/ストーリー KADOKAWA

94 K913 おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

95 K913 七不思議探偵アマデウス! 1 如月かずさ/作 亜沙美/絵 静山社

96 K913 ルキとユリーカのびっくり発明びより 如月かずさ/作 柴本翔/絵 講談社

97 K913 となりのアブダラくん 黒川裕子/作 宮尾和孝/絵 講談社

98 K913 3分で“心が温まる”ショートストーリー 小狐裕介/著 辰巳出版

99 K913 しょうがくせいのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

100 K913 天保の虹 斉藤洋/作 高畠純/画 偕成社

101 K913 虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井とりお/著 河出書房新社

102 K913 科学探偵VS.超能力少年 佐東みどり/作 石川北二/作 朝日新聞出版

103 K913 ウサギのトリン 高畠じゅん子/作 小林ゆき子/絵 小峰書店

104 K913 一富士茄子牛焦げルギー たなかしん/作・絵 BL出版

105 K913 カラスてんぐのジェットくん 富安陽子/作 植垣歩子/絵 理論社

106 K913 ハンカチともだち なかがわちひろ/作 アリス館

107 K913 おとのさま、にんじゃになる 中川ひろたか/作 田中六大/絵 佼成出版社

108 K913 イナバさん! 野見山響子/作 理論社

109 K913 びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村一秋/作 羽尻利門/絵 佼成出版社

110 K913 はじめまして、茶道部! 服部千春/作 小倉マユコ/絵 出版ワークス

111 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 涙の宝石/真夜中の動物園 PHP研究所/編 PHP研究所

112 K913 湊町の寅吉 藤村沙希/作 Minoru/絵 学研プラス

113 K913 ないしょのおかたづけ みずのよしえ/作 いづのかじ/絵 偕成社

114 K913 七不思議神社 2 緑川聖司/作 TAKA/絵 あかね書房

115 K913 家庭科室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

116 K913 ぼくと賢おじさんと山の学校 村上淳子/作 下平けーすけ/絵 国土社

117 K913 あの子の秘密 村上雅郁/作 カシワイ/絵 フレーベル館

118 K923 なかなおりの魔法 湯湯/作 高野素子/訳 あかね書房

119 K933 MINECRAFTゲームにとびこめ!/コウモリのなぞ ニック・エリオポラス/文 ルーク・フラワーズ
/絵 技術評論社

120 K933 若草物語 L.M.オルコット/作 谷口由美子/訳 講談社

121 K933 ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー/著 中野怜奈/訳 偕成社

122 K933 グレッグのダメ日記 ぶっこわしちゃえ ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

123 K933 うちの弟、どうしたらいい? エリナー・クライマー/作 小宮由/訳 岩波書店

124 K933 引っ越しなんてしたくない! カリーナ・ヤン・グレーザー/作・絵 田中薫子
/訳 徳間書店

125 K933 アーサー王の世界 5 斉藤洋/作 静山社

126 K933 ねこと王さま ニック・シャラット/作・絵 市田泉/訳 徳間書店

127 K933 ミオととなりのマーメイド 6 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/訳 ポプラ社

128 K933 ネバームーア ジェシカ・タウンゼント/著 田辺千幸/訳 早川書房

129 K933 オリバー・ツイスト 上・下 チャールズ・ディケンズ/作 山本史郎/訳 偕成社

130 K933 ネコ魔女見習いミルク 2 ポーラ・ハリソン/作 ジェニー・ラヴリー/
絵 小学館

131 K933 アラルエン戦記 14 ジョン・フラナガン/作 入江真佐子/訳 岩崎書店

132 K933 魔女狩り人の復讐 ジョン・ベレアーズ/作 三辺律子/訳 静山社

133 K933 スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ/著 橋本恵/訳 あすなろ書房

134 K933 5000キロ逃げてきたアーメット オンジャリ Q.ラウフ/作 久保陽子/訳 学研プラス

135 K933 MINECRAFTなぞの日記 ムア・ラファティ/作 金原瑞人/共訳 竹書房

136 K933 アポロンと5つの神託 3 リック・リオーダン/著 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

137 K933 暗号クラブ 16 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

138 K973 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ/作 関口英子/訳 小学館

139 K973 レオナルド・ダ・ヴィンチの童話
レオナルド・ダ・ヴィンチ/著 西村暢夫/共
訳 小学館

140 K983 <死に森>の白いオオカミ グリゴーリー・ディーコフ/作 ディム・レシコ
フ/絵 徳間書店
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