
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 もっと!京大変人講座 市岡孝朗/著 伊勢田哲治/著 三笠書房

2 002.7 できる研究者のプレゼン術 ジョナサン・シュワビッシュ/著 高橋佑磨/監
訳 講談社

3 002.7 仕事ができる人の鬼インプット 間川清/著 三笠書房

4 002.7 未来創成学の展望 山極壽一/編 村瀬雅俊/編 ナカニシヤ出版

5 007 新・情報学入門 マイケル・バックランド/著 田畑暁生/訳 日本評論社

6 007 コンピュータ概論 向井信彦/共著 田村慶信/共著 オーム社

7 007.1 人間知能と人工知能 大須賀節雄/著 オーム社

8 007.1 AIエンジニアを目指す人のための機械学習入門 清水琢也/著 小川雄太郎/著 技術評論社

9 007.1 相対化する知性 西山圭太/著 松尾豊/著 日本評論社

10 007.1 世界一カンタンで実戦的な文系のための人工知能の教科書 福馬智生/著 加藤浩一/著 ソシム

11 007.1 世界のAI戦略 マルチメディア振興センター/編 明石書店

12 007.3 システム障害対応の教科書 木村誠明/著 技術評論社

13 007.3 ガイドブックAI・データビジネスの契約実務 齊藤友紀/著 内田誠/著 商事法務

14 007.3 脱!SNSのトラブル 佐藤佳弘/編著 武蔵野大学出版会

15 007.3 Learn or Die 西川徹/著 岡野原大輔/著 KADOKAWA

16 007.6 Scratchの絵本 アンク/著 翔泳社

17 007.6 アジャイル開発のプロジェクトマネジメントと品質マネジメント 居駒幹夫/著 梯雅人/著 日科技連出版社

18 007.6 超時短!魔法のExcelショートカットキー 大村あつし/著 秀和システム

19 007.6 Word & Excel 2019やさしい教科書 国本温子/著 門脇香奈子/著 SBクリエイティブ

20 007.6 Word 2019やさしい教科書 国本温子/著 SBクリエイティブ

21 007.6 1から始めるJuliaプログラミング 進藤裕之/共著 佐藤建太/共著 コロナ社

22 007.6 ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル/著 小寺敦子/訳 東京書籍

23 007.6 Word最強時短仕事術 高田天彦/著 技術評論社

24 007.6 初心者からちゃんとしたプロになるJavaScript基礎入門 西畑一馬/共著 須郷晋也/共著
エムディエヌコーポレーショ
ン

25 007.6 ボクセルアート上達コレクション 日貿出版社/編 日貿出版社

26 007.6 Office 2019基本演習 日経BP/著・制作 日経BP

27 007.6 ガーリーデザインブック Power Design Inc./著 エムディエヌコーポレーショ
ン

28 007.6 できるAccess 2019 広野忠敏/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

29 007.6 プログラミング言語Rust入門 増田智明/著 日経BP

30 007.6 Windows版Docker & Windowsコンテナーテクノロジ入門 山内和朗/著 日経BP

31 007.6 たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 吉田拳/著 技術評論社

32 007.6 世界一わかりやすいエクセル&ワード  学研プラス

33 010 図書館概論 大串夏身/著 常世田良/著 学文社

34 010 図書館情報学基礎資料 今まど子/編著 小山憲司/編著 樹村房

35 010.2 東日本大震災あの時の図書館員たち 日本図書館協会「東日本大震災あの時の図書館
員たち」編集委員会/編 日本図書館協会

36 012 図書館施設論 中井孝幸/共著 川島宏/共著 日本図書館協会

37 013 公立図書館と都市経営の現在 永田潤子/編 遠藤尚秀/編 日本評論社

38 013.1 新編図書館員への招待 塩見昇/編著 木下みゆき/編著 教育史料出版会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 014 図書館情報資源概論 岸田和明/編著 小山憲司/著 樹村房

40 014 情報資源組織論 柴田正美/著 高畑悦子/著 日本図書館協会

41 014.4 図書館がつなぐアジアの知 U-PARL/編 東京大学出版会

42 015.2 レファレンスサービスの射程と展開 根本彰/編 齋藤泰則/編 日本図書館協会

43 015.9 児童サービス論 堀川照代/編著 日本図書館協会

44 017 学習指導と学校図書館 大平睦美/編著 大串夏身/監修 青弓社

45 017.0 探究学校図書館学 第4巻 全国学校図書館協議会「探究学校図書館学」編
集委員会/編著 全国学校図書館協議会

46 019.1 速読日本一が教える速読の教科書 角田和将/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

47 019.1 情報吸収力を高めるキーワード読書術 村上悠子/著 フォレスト出版

48 019.1 知的読解力養成講座 鷲田小彌太/著 言視舎

49 019.2 20歳(ハタチ)の読書論 和田渡/著 晃洋書房

50 019.9 九州の100冊 西日本新聞「九州の100冊」取材班/著 九州文化協会

51 021.2 インターネットビジネスの著作権とルール 福井健策/編 福井健策/著 著作権情報センター

52 021.4 野垂れ死に 元木昌彦/著 現代書館

53 023.0 農家に学び、地域とともに 続 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

54 051 野中モモの「ZINE」小さなわたしのメディアを作る 野中モモ/著 晶文社

55 070.2 いま、解読する戦後ジャーナリズム秘史 柴山哲也/著 ミネルヴァ書房

56 081.6 平川祐弘決定版著作集 第2期第2巻・第2期第3巻 平川祐弘/著 勉誠出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 世界哲学史 2 (ちくま新書) 伊藤邦武/責任編集 山内志朗/責任編集 筑摩書房

2 104 世界像の大転換 北沢方邦/著 藤原書店

3 104 現実を解きほぐすための哲学 小手川正二郎/著 トランスビュー

4 114.2 いま死の意味とは トニー・ウォルター/著 堀江宗正/訳 岩波書店

5 115 「心の哲学」批判序説 佐藤義之/著 講談社

6 121.6 善とは何か 大熊玄/著 新泉社

7 121.6 「西田哲学」演習 黒崎宏/編・解説 春秋社

8 123.8 乱れない心をつくる100の言葉 植西聰/著 ゴマブックス

9 132.1 アウグスティヌス『神の国』を読む 金子晴勇/著 教文館

10 134.9 他者と沈黙 崎川修/著 晃洋書房

11 140 教養としての心理学101 デルタプラス編集部/編集 心理学用語集サイコ
タム/監修 デルタプラス

12 140.1 人間行動学講座 1～2  朝倉書店

13 140.4 人間関係のモヤモヤが消える心理学ノート 匠英一/監修 KADOKAWA

14 141.5 まどわされない思考 デヴィッド・ロバート・グライムス/著 長谷川
圭/訳 KADOKAWA

15 141.6 「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島広子/著 河出書房新社

16 141.9 「いいね!」の魔力 ゆうきゆう/著 海竜社

17 143 ひと目でわかる発達 渡辺弥生/編著 西野泰代/編著 福村出版

18 146 臨床心理学への招待 野島一彦/編著 ミネルヴァ書房

19 146.1 占星術とユング心理学 リズ・グリーン/著 鏡リュウジ/監訳 原書房

20 146.8 自由というサプリ いとうせいこう/著 星野概念/著 リトルモア

21 146.8 「繊細さん」の幸せリスト 武田友紀/著 ダイヤモンド社

22 146.8 「もう傷つきたくない」あなたが執着を手放して「幸せ」になる本 根本裕幸/著 学研プラス

23 146.8 ワークシートで学ぶ問題解決療法 平井啓/著 本岡寛子/著 ちとせプレス

24 146.8 ふりまわされない自分をつくる「わがまま」の練習 谷地森久美子/著 KADOKAWA

25 148.9 いちばんやさしいタロット入門 美園環希/著 ナツメ社

26 158 正義は時代や社会で違うのか 長友敬一/著 ナカニシヤ出版

27 159 「朝1時間」ですべてが変わるモーニングルーティン 池田千恵/著 日本実業出版社

28 159 昨日も22時に寝たので僕の人生は無敵です 井上皓史/著 小学館

29 159 RANGE デイビッド・エプスタイン/著 東方雅美/訳 日経BP

30 159 完訳7つの習慣7人の直筆メモ スティーブン・R.コヴィー/ほか著 フランクリ
ン・コヴィー・ジャパン/訳

FCEパブリッシングキングベ
アー出版

100  哲学

- 2 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

31 159 なまけもの時間術 ひろゆき/著 学研プラス

32 159 1%の生活習慣を変えるだけで人生が輝き出すカイゼン・メソッド サラ・ハーベイ/著 三宅康雄/訳 徳間書店

33 159 1週間に1つずつ。わたしと家族の幸せ時間をつくる52の習慣
ブレット・ブルーメンソール/著 ダニエル・
シェイ・タン/著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

34 159 修造流脳内変換術 松岡修造/著 集英社

35 159 理想の自分をつくる100の法則 ティボ・ムリス/著 弓場隆/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

36 159 マネ凸お金を増やす最強の思考法 渡辺将基/著 宝島社

37 159 YouTuberキティの人生相談  扶桑社

38 159.4 要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 F太/著 小鳥遊/著 サンクチュアリ出版

39 159.4 バカはブラック企業に入りなさい 大橋高広/著 徳間書店

40 159.4 異端のすすめ  (SB新書) 橋下徹/著 SBクリエイティブ

41 159.4 仕事の鬼100則 福山敦士/著 明日香出版社

42 159.4 しなくていい努力 堀田孝治/著 集英社

43 159.4 人脈なんてクソだ。 三浦崇宏/著 ダイヤモンド社

44 159.8 明日咲く言葉の種をまこう 岡崎武志/著 春陽堂書店

45 167 イスラーム学 中田考/著 作品社

46 169.1 山崎弁栄 山崎弁栄/述 中井常次郎/記 求龍堂

47 175.9 東京の神社ぶらりおさんぽ御朱印ブック  (ブルーガイド) 久能木紀子/著 ブルーガイド編集部/編集 実業之日本社

48 183 日本仏教の基本経典 大角修/著 KADOKAWA

49 183.2 般若心経 ひろさちや/著 中央公論新社

50 185.9 鳥瞰CG・イラストでよくわかる日本の古寺 渋谷申博/文・構成 中村宣夫/鳥瞰CG 学研プラス

51 186.8 両界曼荼羅の源流 田中公明/著 春秋社

52 186.9 日本百観音霊場 溝縁ひろし/写真・文 淡交社編集局/編 淡交社

53 186.9 日本の聖地  枻出版社

54 188.5 看護師僧侶の妙憂さん!「いい死に方」ってなんですか? 玉置妙憂/著 大和書房

55 188.7 中国人が読み解く歎異抄 親鸞/述 張鑫鳳/編 藤原書店

56 188.8 寺檀紛争!お寺は誰のもの 小笠原孝祐/著 現代書林

57 188.8 大丈夫!雲の向こうは、いつも青空。 松原正樹/著 実業之日本社

58 188.8 仏心の中を歩む 横田南嶺/著 春秋社

59 191.9 誰にも言わないと言ったけれど ジェイムズ・H.コーン/著 榎本空/訳 新教出版社

60 193.2 「創世記」に学ぶ 上 加納貞彦/著 早稲田大学出版部

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 エゴ・ドキュメントの歴史学 長谷川貴彦/編 岩波書店

2 204 トップの教養 倉山満/著 KADOKAWA

3 204 越境する歴史学と世界文学 坪井秀人/編 瀧井一博/編 臨川書店

4 204 日本人が教えたい新しい世界史 宮脇淳子/著 徳間書店

5 204 365日でわかる世界史 八幡和郎/著 清談社Publico

6 209 壁の世界史 イアン・ヴォルナー/著 山田文/訳 中央公論新社

7 210.2 古文書を読む 其ノ2 山本光正/著 同成社

8 210.4 偽書が揺るがせた日本史 原田実/著 山川出版社

9 210.9 中世天皇葬礼史 久水俊和/著 戎光祥出版

10 211 もう一つ上の日本史 近代〜現代篇 浮世博史/著 幻戯書房

11 214 中世考古<やきもの>ガイドブック 浅野晴樹/著 新泉社

12 214.8 お殿様の人事異動 安藤優一郎/著 日本経済新聞出版社

13 217.5 告白 川恵実/著 NHK ETV特集取材班/著 かもがわ出版

14 217.5 「駅の子」の闘い  (幻冬舎新書) 中村光博/著 幻冬舎

15 219.3 渋谷上空のロープウェイ 夫馬信一/著 柏書房

16 219.5 再発見!なごやの歴史と文化 伊藤厚史/著 なごや歴史文化活用協議会

17 222.0 目撃天安門事件 加藤青延/著 PHPエディターズ・グループ

18 222.0 草原の制覇  (岩波新書 新赤版) 古松崇志/著 岩波書店

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 222.4 台湾を築いた明治の日本人 渡辺利夫/著 産経新聞出版

20 222.8 ウイグル人 トルグン・アルマス/著 東綾子/訳 集広舎

21 230.7 失われた子どもたち タラ・ザーラ/著 三時眞貴子/監訳 みすず書房

22 234.0 SS先史遺産研究所アーネンエルベ ミヒャエル・H.カーター/著 森貴史/監訳 ヒカルランド

23 234.0 ヒトラーへのメディア取材記録 エリック・ブランカ/著 松永りえ/訳 原書房

24 253.0 スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争 林義勝/著 彩流社

25 270 ヒトはなぜ海を越えたのか 秋道智彌/編著 印東道子/編著 雄山閣

26 280.8 俠の歴史 日本編上 関幸彦/編著 清水書院

27 280.8 俠の歴史 東洋編上 鶴間和幸/編 清水書院

28 288.9 世界の国旗の「えっ!」 吹浦忠正/著 主婦の友社

29 289.1 豊田章男 片山修/著 東洋経済新報社

30 289.1 国家とスポーツ 高嶋航/著 KADOKAWA

31 289.1 河口慧海 高山龍三/著 ミネルヴァ書房

32 289.1 知の旅は終わらない  (文春新書) 立花隆/著 文藝春秋

33 289.1 辰野勇 辰野勇/著 平凡社

34 289.1 わたしの戦後史 谷たみ/語り 堀江優子/編著 梨の木舎

35 289.1 “研究者失格”のわたしが阪大でいっちゃんおもろい教授になるまで 千葉泉/著 明石書店

36 289.1 卒寿の自画像 中西進/著 鵜飼哲夫/聞き手 東京書籍

37 289.1 最後の社主 樋田毅/著 講談社

38 289.1 藤原道長を創った女たち 服藤早苗/編著 高松百香/編著 明石書店

39 289.1 明智軍記 二木謙一/校注 KADOKAWA

40 289.1 吉田茂 保阪正康/著 朝日新聞出版

41 289.1 死してこそ成し遂げる 前多敬一郎/ほか著 束村博子/編 平凡社

42 289.1 智の涙 矢島一夫/著 彩流社

43 289.1 足利義輝・義昭 山田康弘/著 ミネルヴァ書房

44 289.3 ブロニスワフ・ピウスツキ伝 沢田和彦/著 成文社

45 289.3 脳波の発見 宮内哲/著 岩波書店

46 290.1 世界でいちばん虚無な場所 ダミアン・ラッド/著 菅野楽章/訳 柏書房

47 290.9 失われた旅を求めて 蔵前仁一/著 旅行人

48 290.9 地球の歩き方 A13 南イタリアとシチリア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

49 290.9 地球の歩き方 B11 シカゴ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

50 290.9 地球の歩き方 A16 ベルリンと北ドイツ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

51 290.9 地球の歩き方 A08 南仏プロヴァンス コート・ダジュール&モナコ 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

52 290.9 地球の歩き方 D24 ミャンマー（ビルマ） 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

53 290.9 世界はもっと!ほしいモノにあふれてる NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班/
監修・協力 KADOKAWA

54 290.9 しりとりっぷ! 吉田友和/著 産業編集センター

55 291.0 謎解き日本列島 宇田川勝司/著 ベレ出版

56 291.0 西日本「御城印」徹底ガイド 小和田哲男/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

57 291.0 東日本「御城印」徹底ガイド 小和田哲男/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

58 291.0 シェルパ斉藤の遊歩見聞録 斉藤政喜/著 小学館

59 291.0 一度は訪ねてみたい日本の水と土 日本水土総合研究所/著 日本水土総合研究所

60 291.0 旧国名でみる日本地図帳 平凡社/編 平凡社

61 291.0 日本百名山地図帳 2020改訂版 山と溪谷社/編 山と溪谷社

62 291.0 観光列車ででかけよう  JTBパブリッシング

63 291.0 GLOBAL MAPPLE日本地図帳  昭文社

64 291.0 全国キャンプ場ガイド 2020西日本編/2020東日本編  昭文社

65 291.0 全国SA・PA道の駅ガイド  '20-'21  昭文社

66 291.1 札幌 富良野・小樽・旭山動物園  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

67 291.1 るるぶドライブ北海道ベストコース  '21  JTBパブリッシング

68 291.2 るるぶ会津磐梯福島  '21  JTBパブリッシング

69 291.2 るるぶ仙台松島宮城  '21  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 291.2 るるぶ山形  '21  JTBパブリッシング

71 291.3 東京地理入門 菊地俊夫/編 松山洋/編 朝倉書店

72 291.3 伊豆大島・利島  (地球の歩き方JAPAN)  ダイヤモンド・ビッグ社

73 291.3 東京  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

74 291.3 ハイキングと温泉ガイドBOOK  枻出版社

75 291.3 るるぶ東京  '21  JTBパブリッシング

76 291.4 金沢 能登・加賀温泉郷  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

77 291.4 るるぶ新潟佐渡  '21  JTBパブリッシング

78 291.5 上高地 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

79 291.5 河口湖・山中湖 富士山  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

80 291.5 るるぶ安曇野松本白馬  '21  JTBパブリッシング

81 291.5 るるぶ伊勢志摩  '21  JTBパブリッシング

82 291.5 るるぶ軽井沢  '21  JTBパブリッシング

83 291.5 るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場  '21  JTBパブリッシング

84 291.5 るるぶ清里蓼科  '21  JTBパブリッシング

85 291.6 京都を学ぶ 洛西編 京都学研究会/編 ナカニシヤ出版

86 291.6 家族でおでかけ京阪神・名古屋周辺  (まっぷるマガジン)  昭文社

87 291.6 京都ベストスポット 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

88 291.6 るるぶ和歌山白浜パンダ高野山熊野古道  '21  JTBパブリッシング

89 291.7 広島・宮島  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

90 291.7 るるぶドライブ中国四国ベストコース  '21  JTBパブリッシング

91 291.8 香川  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

92 291.8 四国  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

93 291.8 るるぶ香川高松琴平小豆島直島  '21  JTBパブリッシング

94 291.8 るるぶ四国  '21  JTBパブリッシング

95 291.9 石垣宮古完全版 2021  JTBパブリッシング

96 292.3 ハノイから行けるベトナム北部の少数民族紀行 西澤智子/写真・文 ダイヤモンド・ビッグ社

97 292.3 シンガポールランキング&得テクニック!286  ダイヤモンド・ビッグ社

98 292.3 るるぶマレーシア クアラルンプール・ボルネオ 2020  JTBパブリッシング

99 292.9 はじめて旅するジョージア Sanna/著 辰巳出版

100 293.6 るるぶポルトガル 2020  JTBパブリッシング

101 295.3 100 NEW YORK-MY BEST  (地球の歩き方BOOKS) なかにしなおこ/著 ダイヤモンド・ビッグ社

102 297.1 シドニー 2020 (タビトモ)  JTBパブリッシング

103 297.4 グアム  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

104 297.4 るるぶサイパン 2020  JTBパブリッシング

105 297.6 最高のハワイの過ごし方 伊澤慶一/著 ダイヤモンド・ビッグ社

106 297.9 南極に立った樺太アイヌ 佐藤忠悦/著 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 理不尽な国ニッポン ジャン=マリ・ブイス/著 鳥取絹子/訳 河出書房新社

2 302.2 中国は民主化する 長谷川慶太郎/著 SBクリエイティブ

3 302.2 地図で見る中東ハンドブック ピエール・ブラン/著 ジャン=ポール・シャ
ニョロー/著 原書房

4 302.2 中東テロリズムは終わらない 村瀬健介/著 KADOKAWA

5 302.4 リビアを知るための60章 塩尻和子/編著 明石書店

6 304 日本の未来へ 梅棹忠夫/編著 臨川書店

7 304 日本人が世界に尊敬される「与える」生き方 曽野綾子/著 ケント・ギルバート/著 ビジネス社

8 304 未来を創造する物語 シリル・ディオン/著 丸山亮/訳 新評論

9 312 噓と拡散の世紀 ピーター・ポメランツェフ/著 築地誠子/訳 原書房

10 312.1 汚れた桜 毎日新聞「桜を見る会」取材班/著 毎日新聞出版

11 312.2 よくわかる現代中国政治 川島真/編著 小嶋華津子/編著 ミネルヴァ書房

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 312.3 よくわかるEU政治 坂井一成/編著 八十田博人/編著 ミネルヴァ書房

13 313.8 独裁者が変えた世界史 上・下 オリヴィエ・ゲズ/編 神田順子/訳 原書房

14 316.1 不快な表現をやめさせたい!? 紙屋高雪/著 かもがわ出版

15 317.2 外交を記録し、公開する 服部龍二/著 東京大学出版会

16 318 地方自治 礒崎初仁/著 金井利之/著 北樹出版

17 318 自治体の規模別公共施設マネジメント 上森貞行/著 学陽書房

18 318 自治体民営化のゆくえ 尾林芳匡/著 自治体研究社

19 318 自治体の公共施設マネジメント担当になったら読む本 志村高史/著 学陽書房

20 318.3 自治体組織の多元的分析 入江容子/著 晃洋書房

21 318.6 縮小時代の地域空間マネジメント 長瀬光市/監修・著 縮小都市研究会/著 公人の友社

22 318.6 地方創生 橋本行史/編著 創成社

23 319 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2020 池上彰/著 毎日新聞出版

24 319.1 証言戦後日中関係秘史 天児慧/編 高原明生/編 岩波書店

25 319.1 日本外務省はソ連の対米工作を知っていた 江崎道朗/著 育鵬社

26 319.2 なぜ朝鮮半島「核」危機は繰り返されてきたのか 崔正勲/著 クレイン

27 319.3 シャドウ・ウォー ジム・スキアット/著 小金輝彦/訳 原書房

28 319.8 平和学から世界を見る 多賀秀敏/編著 成文堂

29 319.8 核のある世界とこれからを考えるガイドブック 中村桂子/著 法律文化社

30 320.4 法の世界へ 池田真朗/著 犬伏由子/著 有斐閣

31 320.4 子ども・親・男女の法律実務 高取由弥子/編集代表 日本加除出版

32 321 はじめての法律学 松井茂記/著 松宮孝明/著 有斐閣

33 321 はじめの一歩法学・憲法 松原幸恵/編著 飯島滋明/編著 現代人文社

34 323.1 リーガルリテラシー法学・憲法入門 浅川千尋/著 法律文化社

35 323.1 憲法判例50! 上田健介/著 尾形健/著 有斐閣

36 323.1 現代憲法25講 片上孝洋/編著 成文堂

37 323.1 憲法講話 長谷部恭男/著 有斐閣

38 323.9 基準と事例でわかる!営業補償の実務 公共用地補償機構/編著 ぎょうせい

39 324 新基本民法 5 大村敦志/著 有斐閣

40 324 民法 5・7  有斐閣

41 324.0 民法判例集 債権各論 瀬川信久/著 内田貴/著 有斐閣

42 324.4 債権法改正企業対応の総点検 ワールド・ヒューマン・リソーシス/編著 平本
正則/編著 中央経済社

43 324.5 知らないじゃすまされない!中小企業のための改正民法の使い方 相木辰夫/著 香川希理/監修 秀和システム

44 324.5 契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本 萩原勇/著 秀和システム

45 324.5 契約用語使い分け辞典 日本組織内弁護士協会/監修 高橋均/編集 新日本法規出版

46 324.5 借金は9割返せる! 福田亮/著 Clover出版

47 324.6 一問一答・令和元年民法等改正 山口敦士/編著 倉重龍輔/編著 商事法務

48 324.6 Q&A離婚相談の法律実務 吉岡睦子/編著 榊原富士子/編著 民事法研究会

49 325.2 令和元年改正会社法ポイント解説Q&A 岩崎友彦/編著 西村修一/編著 日本経済新聞出版社

50 325.2 新しい会社法の全条文 三省堂編修所/編 三省堂

51 325.2 最新いちばんわかりやすい会社のつくり方がよくわかる本 原尚美/著 ソーテック社

52 325.2 令和元年会社法改正 辺見紀男/編 武井洋一/編 中央経済社

53 326.0 最新重要判例250刑法 前田雅英/著 星周一郎/著 弘文堂

54 326.4 Q&A心神喪失者等医療観察法解説 日本弁護士連合会刑事法制委員会/著 三省堂

55 327.0 共にたたかい共に楽しむ 小牧英夫/著 ウインかもがわ

56 327.1 証書の作成と文例 貸金等・人的物的担保編 日本公証人連合会/編著 立花書房

57 327.2 裁判IT化がわかる! 日本司法書士会連合会/編 中央経済社

58 327.2 民事訴訟法 長谷部由起子/著 岩波書店

59 327.9 ギデオンのトランペット アンソニー・ルイス/著 田鎖麻衣子/訳 現代人文社

60 329.3 変わりゆくEU 臼井陽一郎/編著 明石書店

61 329.3 EU 鷲江義勝/編著 創元社

62 329.8 新・ケースで学ぶ国際私法 野村美明/編著 高杉直/編著 法律文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 331 明解経済理論入門 高橋洋一/著 あさ出版

64 331 現代経済学の直観的方法 長沼伸一郎/著 講談社

65 331 最新MMT<現代貨幣理論>がよくわかる本 望月慎/著 秀和システム

66 331 義理と人情の経済学 山村英司/著 東洋経済新報社

67 331.6 武器としての「資本論」 白井聡/著 東洋経済新報社

68 332.0 デジタル国富論 森健/編著 NRIデジタルエコノミーチーム/
著 東洋経済新報社

69 332.0 資本主義の崩壊と再生 渡辺通弘/著 PHPエディターズ・グループ

70 332.1 日本経済の再構築 小黒一正/著 日本経済新聞出版社

71 332.1 我が国の経済外交 2020 外務省経済局/編 日本経済評論社

72 332.1 歴史と理論で考える日本の経済政策 神野真敏/編著 安岡匡也/編著 中央経済社

73 332.3 ドイツ経済 藤澤利治/編著 工藤章/編著 ミネルヴァ書房

74 333.6 制度でわかる世界の経済 宇仁宏幸/編 厳成男/編 ナカニシヤ出版

75 333.6 「新型コロナ恐慌」後の世界 渡邉哲也/著 徳間書店

76 334.4 遙かなる「ワカマツ・コロニー」 海外移住150周年研究プロジェクト/編 彩流社

77 335 会社で役立つ日常業務の法律知識 矢野千秋/著 清文社

78 335.0 経営改革の教室 松田千恵子/編著 中央経済社

79 335.1 新時代の経営入門 崔英靖/編著 山崎正人/編著 晃洋書房

80 335.1 持続可能な経営と中小企業 関智宏/編著 同志社大学中小企業マネジメント
研究センター/編 同友館

81 335.2 日本企業の勝算 デービッド・アトキンソン/著 東洋経済新報社

82 335.2 東京の長寿企業70社 日刊工業新聞社/編 日刊工業新聞社

83 335.3 日本でいちばん大切にしたい会社 7 坂本光司/著 あさ出版

84 335.3 お金だけでは計れない価値をつくりだす企業 2 武井則夫/監修 ダイヤモンド社

85 335.3 スモールカンパニー「最速のブルー・オーシャン戦略」 原田将司/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

86 335.4 ストーリーでわかる初めてのM&A 横張清威/著 日本加除出版

87 335.4 M&A思考が日本を強くする 渡部恒郎/著 東洋経済新報社

88 335.5 ベーシック経済法 川浜昇/著 瀬領真悟/著 有斐閣

89 335.5 経済法 岸井大太郎/著 大槻文俊/著 有斐閣

90 335.5 逐条解説・令和元年改正独占禁止法 松本博明/編著 萩原泰斗/著 商事法務

91 336 戦略コンサルタント仕事の本質と全技法 遠藤功/著 東洋経済新報社

92 336 見通し不安なプロジェクトの切り拓き方 前田考歩/著 後藤洋平/著 宣伝会議

93 336.1 MOT研究開発マネジメント入門 岡本和也/著 福代和宏/著 朝倉書店

94 336.1 Think Disruption 河南順一/著 KADOKAWA

95 336.1 90日で成果をだすDX入門 須藤憲司/著 日本経済新聞出版社

96 336.1 ビジネスデータの分析リテラシーと活用 寺島和夫/編著 文能照之/ほか著 同文舘出版

97 336.1 社長のための情報セキュリティ 日経BPコンサルティング情報セキュリティ研究
会/著

日経BPコンサルティング

98 336.1 企画書つくり方、見せ方の技術 藤村正宏/著 あさ出版

99 336.1 岐阜発イノベーション前夜 三輪知生/著 生産性出版

100 336.2 紙1枚で仕事の課題はすべて解決する 阿比留眞二/著 ワニブックス

101 336.2 アートシンキング エイミー・ウィテカー/著 不二淑子/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

102 336.2 超速フレームワーク 大嶋祥誉/著 三笠書房

103 336.2 脳をスイッチ! 菅原洋平/著 CCCメディアハウス

104 336.2 仕事の「どうしよう?」が片づく!問題解決無敵のフレームワーク70 西村克己/監修 池田書店

105 336.3 サブスク変革 小沢匠/著 日経BP

106 336.3 最強の戦略人事 リード・デシュラー/著 クレイグ・スミス/
著 東洋経済新報社

107 336.4 全員を戦力にする人財育成術 有本均/著 ダイヤモンド社

108 336.4 会社でエリートになれるビジネスマナー&スキルWiki 伊庭正康/著 徳間書店

109 336.4 治療と就労の両立支援ガイダンス 遠藤源樹/著 労務行政

110 336.4 パワハラ防止法の労務実務 岡田良則/著 自由国民社

111 336.4 女性活躍推進法一般事業主行動計画課題別策定ガイド 島麻衣子/著 第一法規

112 336.4 知識ゼロからの外国人雇用 竹内幸一/著 幻冬舎

113 336.4 研修ファシリテーションハンドブック 中村文子/著 ボブ・パイク/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター
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No, 分類 書名 著者名 出版社

114 336.4 小さな会社にピッタリの使える労務管理術 西村聡/著 現代書林

115 336.4 THE SPEECH人を動かす話し方 野村絵理奈/著 ポプラ社

116 336.4 プロの研修講師になる方法 日沖健/著 同友館

117 336.4 ほめ本 前田安正/著 ぱる出版

118 336.4 「65歳定年延長」の戦略と実務 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社/
編 三菱UFJ信託銀行株式会社/編

日経BP日本経済新聞出版本
部

119 336.4 とっさに使える敬語手帳 山田敏世/監修 新星出版社

120 336.5 仕事の効率を上げミスを防ぐ整理・整頓100の法則 桑原晃弥/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

121 336.8 世界一楽しい決算書の読み方 大手町のランダムウォーカー/著 わかる/イラ
スト KADOKAWA

122 336.8 80分でマスター!ガチ速決算書入門 金川顕教/著 扶桑社

123 336.8 銀行融資は「戦略」が9割! 宮川大輝/著 実務教育出版

124 336.9 基本簿記原理 伊藤龍峰/著 工藤栄一郎/著 中央経済社

125 336.9 「経理」の勉強法! 梅澤真由美/著 中央経済社

126 336.9 財務会計・入門 桜井久勝/著 須田一幸/著 有斐閣

127 336.9 退職給付会計の経理入門 トーマツ/編 中央経済社

128 336.9 数字を武器として使いたいビジネスパーソンの会計の基本教科書 中尾篤史/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

129 336.9 イチから学ぶ初級簿記 西海学/著 西舘司/著 中央経済社

130 336.9 法人の災害対応ガイドブック 橋本満男/共編著 柳沢徹/共編著 大蔵財務協会

131 336.9 消費税の軽減税率と設例による申告書の書き方 馬場文明/著 清文社

132 336.9 財務報告論 矢部孝太郎/編著 原田保秀/ほか著 中央経済社

133 337.0 お金の心理術 多湖輝/著 ゴマブックス

134 338 金融読本 島村高嘉/著 中島真志/著 東洋経済新報社

135 338.1 デイトレ・ポンちゃん 浅井隆/著 第二海援隊

136 338.7 住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法 2020-21 淡河範明/著 エクスナレッジ

137 339.4 生活保障に関する調査 令和元年度 生命保険文化センター保険研究室/編 生命保険文化センター

138 339.4 遺族保障ガイド  生命保険文化センター

139 345 夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話 別冊税務弘報編集部/編 中央経済社

140 345.1 税法がわかる30話 阿部徳幸/著 中央経済社

141 345.1 租税法 岡村忠生/著 酒井貴子/著 有斐閣

142 345.1 入門国際租税法 村井正/編著 清文社

143 345.3 Q&A外国人の税務 橋本秀法/共編著 阿部行輝/共編著 税務研究会出版局

144 349 新しい地方財政論 中井英雄/著 齊藤愼/著 有斐閣

145 349.3 55のポイントでわかる自治体職員新はじめての出納事務 大崎映二/著 学陽書房

146 349.3 自治体が原告となる訴訟の手引き 財産管理・契約編  日本加除出版

147 361.2 記憶の社会学とアルヴァックス 金瑛/著 晃洋書房

148 361.2 世界の悲惨 1～2 ピエール・ブルデュー/編 荒井文雄/監訳 藤原書店

149 361.4 いろいろあるコミュニケーションの社会学 有田亘/編著 松井広志/編著 北樹出版

150 361.4 優位に立てる「刑事(デカ)力」コミュニケーション20の術 佐々木成三/著 小学館

151 361.4 気くばりのすすめ 鈴木健二/著 さくら舎

152 361.4 装いの心理学 鈴木公啓/編著 北大路書房

153 361.4 ステレオタイプの科学 クロード・スティール/著 藤原朝子/訳 英治出版

154 361.4 エピソードでわかる社会心理学 谷口淳一/編著 西村太志/編著 北樹出版

155 361.4 一緒にいて居心地のいい人、悪い人の話し方 野口敏/著 学研プラス

156 361.4 これからのリーダーシップ 堀尾志保/著 舘野泰一/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

157 361.5 文化進化の数理 田村光平/著 森北出版

158 361.8 格差は心を壊す リチャード・ウィルキンソン/著 ケイト・ピ
ケット/著 東洋経済新報社

159 361.9 信頼を測る 経済協力開発機構/編著 桑原進/監訳 明石書店

160 364 はじめての社会保障 椋野美智子/著 田中耕太郎/著 有斐閣

161 364.0 福祉国家の転換 石塚史樹/編 加藤壮一郎/編 旬報社

162 364.1 人間のための経済 ポール・ダルジール/著 キャロライン・ソーン
ダース/著 晃洋書房

163 365.3 暮らしとこころに風を入れる「家開き」術 池上裕子/著 原書房

164 365.3 「住む」ための事典 篠原聡子/編 黒石いずみ/編 彰国社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

165 365.3 アメリカの空き家対策とエリア再生 平修久/著 学芸出版社

166 365.3 マイホームの彼方に 平山洋介/著 筑摩書房

167 366.1 労働法 浅倉むつ子/著 島田陽一/著 有斐閣

168 366.1 判例解釈でひもとく改正法解説と企業対応策 岩出誠/編著 清文社

169 366.1 こうすれば実務に落とし込める改正労基法Q&A 杉浦純/著 清文社

170 366.1 同一労働同一賃金の法律と実務 服部弘/編著 佐藤純/編著 中央経済社

171 366.1 ベーシック労働法 浜村彰/著 唐津博/著 有斐閣

172 366.2 会社を変える障害者雇用 紺野大輝/著 新泉社

173 366.2 会社のきれいなやめ方 弁護士による退職代行サービス研究会/著 自由国民社

174 366.3 予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷英夫/著 日本加除出版

175 366.3 女性がオフィスで輝くための12カ条 ジョアン・リップマン/著 金井真弓/訳 文藝春秋

176 366.6 労働組合をどうする 基礎経済科学研究所東京支部/編 本の泉社

177 366.8 同僚は外国人。 細井聡/著 CCCメディアハウス

178 367.3 北村さんちのオトコの文通 北村智/著 北村邦夫/著 信濃毎日新聞社

179 367.6 育てられない母親たち  (祥伝社新書) 石井光太/著 祥伝社

180 367.7 死を想え(メメント・モリ)!多死社会ニッポンの現場を歩く 中日新聞社会部/編 ヘウレーカ

181 367.9 いま、子どもに伝えたい性のQ&A アクロストン/著 主婦の友社

182 367.9 母ふたりで“かぞく”はじめました。 小野春/著 講談社

183 368.6 あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木成三/著 祥伝社

184 368.6 加害者家族バッシング 佐藤直樹/著 現代書館

185 368.7 Q&A少年非行を知るための基礎知識 村尾泰弘/著 明石書店

186 369 実践に活かす社会福祉 井元真澄/編著 坂本健/編著 ミネルヴァ書房

187 369.1 社会福祉政策 坂田周一/著 有斐閣

188 369.1 社会を変えるソーシャルワーク 東洋大学福祉社会開発研究センター/編 ミネルヴァ書房

189 369.1 地域福祉マネジメント 平野隆之/著 有斐閣

190 369.2 よくある場面から学ぶ疾患・症状への対応 安西順子/編著 先崎章/監修 中央法規出版

191 369.2 デザインから考える障害者福祉 海老田大五朗/著 ラグーナ出版

192 369.2 発達障害者の当事者活動・自助グループの「いま」と「これから」 高森明/編著 東條吉邦/監修 金子書房

193 369.2 よくある場面から学ぶ介護記録 鈴木真/著 中央法規出版

194 369.2 知的障害者家族の貧困 田中智子/著 法律文化社

195 369.2 よくわかるサービス提供責任者のお仕事入門 八木裕子/編著 黒澤加代子/編著 中央法規出版

196 369.2 障害者福祉 山下幸子/著 竹端寛/著 ミネルヴァ書房

197 369.3 One last hug 岩波友紀/著 青幻舎

198 369.4 貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 柏木智子/編著 武井哲郎/編著 晃洋書房

199 369.4 ソーシャルワーカーのための養護原理 北川清一/著 ミネルヴァ書房

200 369.4 子どもと地域の架け橋づくり 永田祐/監修 谷口郁美/監修 全国コミュニティライフサ
ポートセンター

201 369.9 医療ソーシャルワーカーのストレスマネジメント 杉山明伸/編著 保正友子/編著 中央法規出版

202 370.4 躾は何故必要なのか 美馬佑造/著 晃洋書房

203 371.3 子どもの貧困とチームアプローチ 松田恵示/監修 入江優子/編著 書肆クラルテ

204 371.4 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 菅野純/監修 あらいぴろよ/マンガ 主婦の友社

205 371.4 中学・高校教師になるための教育心理学 心理科学研究会/編 有斐閣

206 371.4 スクールソーシャルワーク実践スタンダード 馬場幸子/著 明石書店

207 371.5 SDGs時代のESDと社会的レジリエンス 佐藤真久/編著 北村友人/編著 筑波書房

208 372.1 教育は何を評価してきたのか  (岩波新書 新赤版) 本田由紀/著 岩波書店

209 372.5 世界最高の教室 ダイアン・タヴァナー/著 稲垣みどり/訳 飛鳥新社

210 373.7 教育の最新事情/現代教育の動向と課題 星槎大学教員免許状更新講習センター/編著 教育出版

211 374.1 楽しみながら信頼関係を築くゲーム集 高久啓吾/著 プロジェクトアドベンチャージャ
パン/監修 学事出版

212 374.1 学級経営の基盤を創る5つの観点と15の方策 玉井康之/著 川前あゆみ/著 学事出版

213 374.1 学びに向かう力をはぐくむ子供理解×授業づくりポイント82 松本謙一/編著 尾島良幸/編著 東洋館出版社

214 375 東大式ふせん勉強法 清水章弘/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

215 375 東大生の勉強法カタログ  学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

216 375.1 「勉強が好きな子」をつくる 小野隆行/編著 学芸みらい社

217 375.1 小学校はじめてのプログラミング授業 丸岡慎弥/著 学陽書房

218 375.2 「学校が好きな子」をつくる 小野隆行/編著 学芸みらい社

219 375.4 中学校理科授業で使えるサイエンスマジック60 金城靖信/著 明治図書出版

220 375.4 深い学びを支える算数教科書の数学的背景 齋藤昇/編著 小原豊/編著 東洋館出版社

221 375.4 「夢中で算数」をつくる教材アイディア集 横山験也/著 さくら社

222 375.7 音楽文化戦時・戦後 河口道朗/著 社会評論社

223 375.8 シチュエーション別小学校英語ゲーム大百科 加藤拓由/監修 あかね書房

224 375.9 初等科修身 文部省/著 ハート出版

225 375.9 ヨイコドモ 文部省/著 ハート出版

226 376.1 ぜ〜んぶあそべる!おりがみ60 小林一夫/監修 学研教育みらい

227 376.1 うしろすがたが教えてくれた 清水玲子/著 かもがわ出版

228 376.1 乳幼児のための豊かな感性を育む身体表現遊び 瀧信子/ほか著 ぎょうせい

229 376.1 幼児教育から小学校教育への接続 田澤里喜/編著 吉永安里/編著 世界文化ワンダークリエイト

230 376.1 北欧の森のようちえん 自然が子どもを育む リッケ・ローセングレン/著 ヴィンスルー美智
子/訳 イザラ書房

231 376.2 卒業までに英検2級に合格できるのびのび小学校 山口紀生/著 徳間書店

232 376.8 E判定から逆転合格!奇跡の勉強法 小泉宏孝/著 秀和システム

233 376.8 中学受験で超絶伸びる!受かる家庭の習慣 たなかみなこ/著 すばる舎

234 376.8 高校受験志望校に97%合格する親の習慣 道山ケイ/著 青春出版社

235 376.8 受験で子どもを伸ばす親、つぶす親 和田秀樹/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

236 376.8 小中高・不登校生の居場所探し 2020〜2021年版  学びリンク

237 377.2 学び直しの現象学 岩崎久志/著 晃洋書房

238 377.2 大学イノベーション創出論 益一哉/著 日経BPコンサルティング

239 377.5 定年博士 吉岡憲章/著 きずな出版

240 377.6 海外留学支援論 大西好宣/著 東信堂

241 377.9 大学生のストレスマネジメント 齋藤憲司/著 石垣琢麿/著 有斐閣

242 377.9 未完の時代 平田勝/著 花伝社

243 378 小・中学校の教師のための特別支援教育入門 小谷裕実/編著 藤本文朗/編著 ミネルヴァ書房

244 378.6 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践 水内豊和/編著 金森克浩/監修 ジアース教育新社

245 378.8 国語・算数の初歩でつまずく子への教え方と教材 栗本奈緒子/著 学研教育みらい

246 378.8 僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家花緑/著 幻冬舎

247 379 生涯学習eプラットフォーム 栅富雄/著 明石書店

248 379.6 今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部/著 翔泳社

249 379.7 東大勉強力 齋藤孝/著 興陽館

250 379.7 東大式スマホ勉強術 西岡壱誠/著 文藝春秋

251 379.9 小学生の勉強法 石田勝紀/著 新興出版社啓林館

252 380.1 言語伝承と無意識 岡安裕介/著 洛北出版

253 382.1 カムイの世界 堀内みさ/著 堀内昭彦/撮影 新潮社

254 382.1 関西弁で読む遠野物語 柳田国男/著 畑中章宏/訳 エクスナレッジ

255 383.3 ビーズでたどるホモ・サピエンス史 池谷和信/編 昭和堂

256 383.8 中国料理と近現代日本 岩間一弘/編著 慶應義塾大学出版会

257 383.8 ものがたり茶と中国の思想 佐野典代/著 平凡社

258 383.8 知っておきたい和食の秘密 渡辺望/著 勉誠出版

259 384.3 江戸の仕事図鑑 下巻 飯田泰子/著 芙蓉書房出版

260 384.3 歩く江戸の旅人たち 谷釜尋徳/著 晃洋書房

261 385.6 身内が亡くなったときにすぐすべきこと知っておくべきこと 講談社/編 白根剛/監修 講談社

262 386.1 ナマハゲを知る事典 稲雄次/著 柊風舎

263 386.1 祇園祭温故知新 京都市文化市民局文化財保護課/監修 淡交社

264 386.1 京都祇園祭 京都文化博物館/企画・編集 思文閣出版

265 386.8 壬生狂言鑑賞ガイド 壬生寺/編 淡交社

266 388.1 怪異の表象空間 一柳廣孝/著 国書刊行会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

267 388.8 世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会/編 時田昌瑞/監修 岩波書店

268 389 人類学とは何か ティム・インゴルド/著 奥野克巳/訳 亜紀書房

269 389 ダメになる人類学 吉野晃/監修 岩野邦康/編 北樹出版

270 391.6 「ただいま」も言えない「おかえり」も言えない 特定失踪者家族会/編 特定失踪者問題調査会/
編集協力 高木書房

271 392.1 国防態勢の厳しい現実 高井三郎/著 勉誠出版

272 394 日本の従軍看護婦 西堀岳路/著 新紀元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 410 数学の世界 図形編  ニュートンプレス

2 410.2 ステドール数学の歴史 ステドール/著 三浦伸夫/訳 丸善出版

3 410.4 その悩み、僕らなら数学で解決できます! はなお&でんがんと仲間たち/著 河出書房新社

4 410.4 天才少年が解き明かす奇妙な数学! 続 アグニージョ・バナジー/著 デイヴィッド・
ダーリング/著 創元社

5 412 虚数がよくわかる  ニュートンプレス

6 417 Excelによるアンケート分析 内田治/著 東京図書

7 417 確率・統計 菱田博俊/著 オーム社

8 417 もうダメかも マイケル・ブラストランド/著 デイヴィッド・
シュピーゲルハルター/著 みすず書房

9 417.0 統計の歴史 オリヴィエ・レイ/著 池畑奈央子/監訳 原書房

10 418.1 数値計算のためのFortran90/95プログラミング入門 牛島省/著 森北出版

11 418.6 電卓操作最短・最速攻略法 堀川洋/著 中央経済社

12 430 化学がめざすもの 馬場正昭/著 廣田襄/著 京都大学学術出版会

13 433 機器分析ハンドブック 1 川崎英也/編 中原佳夫/編 化学同人

14 445 地球は特別な惑星か?  (ブルーバックス) 成田憲保/著 講談社

15 450.1 地磁気逆転と「チバニアン」  (ブルーバックス) 菅沼悠介/著 講談社

16 451 気象  ニュートンプレス

17 453.8 火山の科学 西川有司/著 日刊工業新聞社

18 454.9 絵でわかる世界の地形・岩石・絶景 藤岡達也/著 講談社

19 457.8 三葉虫マニアックス 北村雄一/編著 秀和システム

20 460.8 中村桂子コレクション 2 中村桂子/著 藤原書店

21 461.6 対論!生命誕生の謎  (インターナショナル新書) 山岸明彦/著 高井研/著 集英社インターナショナル

22 476.0 くらべてわかるシダ 桶川修/文 大作晃一/写真 山と溪谷社

23 481.7 先生、大蛇が図書館をうろついています! 小林朋道/著 築地書館

24 481.7 きずな図鑑 中村庸夫/著 二見書房

25 481.7 海のミクロ生物図鑑 西田百代/写真と文 井田齊/監修 仮説社

26 481.7 土の中の美しい生き物たち 萩原康夫/編著 吉田譲/編著 朝倉書店

27 486 ビジュアル世界一の昆虫 リチャード・ジョーンズ/著 木谷美杉/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

28 487.8 見つけて検索!日本のカエルフィールドガイド カエル探偵団/編 松島野枝/著 文一総合出版

29 488.9 カラスは飼えるか 松原始/著 新潮社

30 489.5 ツキノワグマのすべて 小池伸介/著 澤井俊彦/写真 文一総合出版

31 490.1 119番と平穏死 長尾和宏/著 大和書房

32 490.1 人生のしまい方 平方眞/著 CCCメディアハウス

33 490.4 人の逝き方を考える 源河圭一郎/著 合同フォレスト

34 490.4 身体的生活 佐藤友亮/著 晶文社

35 490.4 病む 山中浩司/編 石蔵文信/編 大阪大学出版会

36 490.9 生薬と漢方薬の事典 田中耕一郎/編著 日本文芸社

37 490.9 漢方と薬膳の基礎知識 松田久司/監修 淡交社編集局/編 淡交社

38 491.1 iPS細胞の研究室 志田あやか/著 京都大学iPS細胞研究所国際広
報室/編 東京書籍

39 491.3 社会脳から心を探る 苧阪直行/ほか著 日本学術協力財団/編集 日本学術協力財団

40 491.3 気づきの摂食嚥下と口腔ケア 齋藤真由/著 秀和システム

41 491.3 人体は流転する ギャヴィン・フランシス/著 鎌田彷月/訳 みすず書房

42 492.5 動作分析の基本 石井慎一郎/監修 マイナビ出版

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 493.1 糖尿病専門病院が教える日本で一番おいしい食べ方 正名会池田病院/著 世界文化社

44 493.2 大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 大木隆生/監修 講談社

45 493.2 1日も早く薬をやめたい人の血圧を下げる本 加藤雅俊/著 学研プラス

46 493.2 下肢静脈瘤 広川雅之/著 マキノ出版

47 493.3 肺がん 坪井正博/著 主婦の友社

48 493.4 膵臓がん・胆道がん 神澤輝実/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

49 493.7 摂食障害入院治療 小林聡幸/編著 須田史朗/編著 星和書店

50 493.7 今日のわたしは、だれ? ウェンディ・ミッチェル/著 宇丹貴代実/訳 筑摩書房

51 493.7 「ボケたくない」という病 和田秀樹/著 世界文化社

52 493.9 中高生の身長を伸ばす7つの習慣 佐藤智春/著 黒川伊保子/著 主婦の友社

53 494.5 やってはいけないがん治療 岩澤倫彦/著 世界文化社

54 494.5 がん食事療法の都市伝説 大村健二/著 法研

55 494.5 最新がん・部位別治療事典 近藤誠/著 講談社

56 494.5 世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療 津川友介/著 勝俣範之/著 ダイヤモンド社

57 494.5 がん治療新時代の指針 星野泰三/著 吉田朋子/共著 CVA出版企画

58 495.1 女性ホルモンは賢い マーティー・ヘイゼルトン/著 西田美緒子/
訳 インターシフト

59 495.4 不妊治療バイブル 2020 不妊治療情報センター・funin.info/構成&編集 シオン

60 497 あごの痛みが消える! 原節宏/著 KADOKAWA

61 497.9 人は口から老化する! 小林健一郎/著 栂安秀樹/著 現代書林

62 498.0 岐路に立つ日本医療 大村昭人/著 日刊工業新聞社

63 498.1 最新医療事務のすべてがわかる本 2020 青地記代子/監修 日本文芸社

64 498.3 養生訓 貝原益軒/著 前田信弘/編訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

65 498.3 体は顔から朽ちていく KRD Nihombashi Medical Team/編 山岸昌一/監
修

ダイヤモンド・ビジネス企画

66 498.3 不摂生でも病気にならない人の習慣  (小学館新書) 小林弘幸/著 小学館

67 498.3 衰えた体がよみがえる最高最善の運動 澤木一貴/著 大和書房

68 498.3 自分のこころとうまく付き合う方法 アリス・ジェームズ/著 ルーイ・ストウェル/
著 東京書籍

69 498.3 最強の睡眠 西川ユカコ/著 SBクリエイティブ

70 498.3 丹田発声・呼吸法で医者要らず 松井和義/著 小島弘基/監修 コスモ21

71 498.3 首・肩・腰・ひざ痛くないカラダの使いかた 宮本晋次/著 佐々木政幸/監修 学研プラス

72 498.5 長生き朝ごはん 今津嘉宏/著 今津美幸/著 ワニブックス

73 498.5 WHOLE T.コリン・キャンベル/著 ハワード・ジェイコ
ブソン/執筆協力 ユサブル

74 498.5 機能性野菜の教科書 中野明正/編著 渡辺和彦/ほか共著 誠文堂新光社

75 498.5 国民の栄養白書 2019年度版 ヘルスケア総合政策研究所/企画・制作 日本医療企画

76 498.6 歩くだけでウイルス感染に勝てる! 長尾和宏/著 山と溪谷社

77 498.7 産後ケア完全理解読本 福島富士子/監修 財界研究所

78 498.8 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田高志/著 エクスナレッジ

79 499.3 くすりに携わるなら知っておきたい!医薬品の化学 高橋秀依/著 夏苅英昭/著 じほう

80 499.9 京の学塾(まなびや)山本読書室の世界 松田清/著 京都新聞出版センター

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 504 これからはじまる科学技術プロジェクト  枻出版社

2 507 一流のエンジニアは、「カタカナ」を使わない! 片桐あい/著 さくら舎

3 507.2 特許情報調査と検索テクニック入門 野崎篤志/著 発明推進協会

4 507.2 入門知的財産法 平嶋竜太/著 宮脇正晴/著 有斐閣

5 507.9 苔と木々とジオラマと WildRiver荒川直人/著 大泉書店

6 509.6 品質管理に役立つQC手法ツールボックス50 今里健一郎/著 日科技連出版社

7 509.6 モノづくりマネジメント入門 中島健一/著 日科技連出版社

8 511.3 トコトンやさしい地盤工学の本 安田進/著 日刊工業新聞社

9 518.8 都市5.0 葉村真樹/編著 東京都市大学総合研究所未来都
市研究機構/著 翔泳社

10 518.8 パブリックコミュニティ 三井不動産株式会社S&E総合研究所/著 宣伝会議

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 518.8 色を使って街をとりもどす 柳田良造/著 森下満/著 学芸出版社

12 519 13歳からの環境問題 志葉玲/著 かもがわ出版

13 519.1 環境訴訟法 越智敏裕/著 日本評論社

14 519.1 環境法入門 交告尚史/著 臼杵知史/著 有斐閣

15 520.9 世界で一番やさしい建築基準法 谷村広一/著 エクスナレッジ

16 521.8 信長と家臣団の城 中井均/著 KADOKAWA

17 523 リノベーションからみる西洋建築史 伊藤喜彦/著 頴原澄子/著 彰国社

18 524 図説建築構法 南一誠/編著 池尻隆史/著 学芸出版社

19 527 直しながら住む家 小川奈緒/著 安彦幸枝/写真 パイインターナショナル

20 535.8 よくわかる最新レンズの基本と仕組み 桑嶋幹/著 秀和システム

21 536 もっと残念な鉄道車両たち 池口英司/著 イカロス出版

22 536 レイル No.113  エリエイ/プレス・アイゼン
バーン

23 537.0 世界クルマ文化史 和智英樹/訳 スタジオタッククリエイティ
ブ

24 537.9 昭和の名車大全集 上巻・下巻  モーターマガジン社

25 540.9 万博と電気 橋爪紳也/編著 西村陽/編著 日本電気協会新聞部

26 542.0 パナソニック百年史 1918-2018・資料編 百年史編纂委員会/編 ブランドコミュニケー
ション本部歴史文化コミュニケーション室/編 パナソニック

27 547.3 再生悦楽 柳沢功力/著 ステレオサウンド

28 547.4 絵でわかるネットワーク 岡嶋裕史/著 講談社

29 547.4 beyond5Gはインターネットの危機を救えるか 西正/著 中央経済社

30 548.2 C言語ではじめるRaspberry Pi徹底入門 菊池達也/著 実践教育訓練学会/監修 技術評論社

31 548.2 micro：bitで楽しむワークショップレシピ集 スイッチエデュケーション編集部/著 ジャムハウス

32 549.1 電子機器・装置のノイズ対策入門 斉藤成一/著 オーム社

33 559.1 弾丸が変える現代の戦い方 二見龍/著 照井資規/著 誠文堂新光社

34 576.7 教授にきいた…コスメの科学 野々村美宗/著 フレグランスジャーナル社

35 582.7 フォルテピアノ 筒井はる香/著 アルテスパブリッシング

36 586.9 北欧ファブリック図鑑  ネコ・パブリッシング

37 588.5 麴本 なかじ/著 農山漁村文化協会

38 588.5 コンプリート・ビア・コース ジョシュア・M.バーンステイン/著 小嶋徹
也/訳 楽工社

39 588.5 エンジョイ!クラフトビール スコット・マーフィー/著 岩田リョウコ/著 KADOKAWA

40 588.5 世界でいちばん素敵なワインの教室 前場亮/監修 三才ブックス

41 588.5 いちばんよくわかるウイスキーの教室 山下大知/著 彩図社

42 589.2 服を着るならこんなふうに MB/著 縞野やえ/イラスト KADOKAWA

43 589.2 ただ着るだけでおしゃれになるワンツーコーデ 福田麻琴/著 西東社

44 589.2 大人になったら、着たい服 2020春夏  主婦と生活社

45 589.7 MY MELODY A to Z グラフィック社編集部/編 グラフィック社

46 589.7 Little Twin Stars A to Z グラフィック社編集部/編 グラフィック社

47 589.7 京都 紙と文具 淡交社編集局/編 淡交社

48 590 100歳までパリジェンヌ! 弓・シャロー/著 扶桑社

49 592.7 DIY収納の作り方&アイデア  学研プラス

50 593.3 大人だから、甘い服 香田あおい/著 文化学園文化出版局

51 593.3 スタンダードなメンズ服 駒場健太/パターン監修 ブティック社

52 593.3 私らしい着心地のいい服 境田希代子/著 日本ヴォーグ社

53 593.3 シンプルだけど、どこにもない服 ロシャン・シルバ/著 日本ヴォーグ社

54 593.3 手ぬいで楽しくきものリフォーム 高橋恵美子/著 KADOKAWA

55 593.3 手ぬいで作って長く着たい大人服 高橋恵美子/著 ブティック社

56 593.3 まっすぐ縫いでできるソーイングの本 月居良子/著 日本ヴォーグ社

57 593.3 家庭科3だった私がワードローブ100%手作り服になりました。 津田蘭子/著 ワニブックス

58 593.3 手作りのかわいいベビー服  ブティック社

59 594 ビギナーズ手作りアクセサリー100 PARTS CLUB/監修 repicbook

60 594 コットンフレンドキッズ&ベビー!  ブティック社

61 594.2 春夏秋冬。ボタニカル刺繡で彩る服と小物 アトリエ ド ノラ/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 594.2 染めと刺しゅうで楽しむダイ・ステッチワーク 小倉ゆき子/著 ブティック社

63 594.2 パンチニードル アローナ・コーノラジ/著 成田明美/訳 日本ヴォーグ社

64 594.2 ポコルテポコチルの刺しゅうBOOK237 ポコルテポコチル/著 アップルミンツ

65 594.2 おいしいフード刺しゅう  アップルミンツ

66 594.3 かぎ針編みの動物ブローチ おおまちまき/著 誠文堂新光社

67 594.3 2色で編むどうぶつのあみぐるみ くわはらけいこ/著 日東書院本社

68 594.3 はじめてのニャンドゥティ 千森麻由/著 repicbook

69 594.3 ラメルヘン・テープでできる大人のバッグBible メルヘンアートクリエイティブチーム/著 河出書房新社

70 594.3 季節のフラワーアクセサリー  アップルミンツ

71 594.3 レースとかぎ針で編む花と緑のボタニカル雑貨  アップルミンツ

72 594.6 すずまち流やさしいつまみ細工 栗原宏予/著 ブティック社

73 594.7 仕立て方が身に付く手作りバッグ練習帖 赤峰清香/著 ブティック社

74 594.8 固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

75 594.8 長谷良子リボンアートフラワー&アレンジメント 長谷良子/監修・指導 誠文堂新光社

76 594.9 ぬいぐるみぽんぽん trikotri/著 誠文堂新光社

77 595.5 たるみはメイクでなくせます! 山本浩未/著 小学館

78 596 1時間で10品超時短つくりおき 大西綾美/著 西東社

79 596 魚焼きグリルを使ってラクにおいしく作りましょう 貝谷郁子/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

80 596 シネマ&フード CUEL/料理 小泉佳春/写真 KADOKAWA

81 596 おかずの基本 主婦の友社/編 主婦の友社

82 596 大人気料理家50人のニッポンのおかずBest500 主婦の友社/編 主婦の友社

83 596 めんどうなことしないうまさ極みレシピ ジョーさん。/著 KADOKAWA

84 596 2品おかずで塩分一日6g生活 女子栄養大学栄養クリニック/監修 牧野直
子/料理 女子栄養大学出版部

85 596 ひとり料理超入門 千葉道子/著 農山漁村文化協会

86 596 食材保存大全 沼津りえ/著 主婦の友社

87 596 簡単なのにセンスがいい!ほめられレシピ大全集 馬場香織/著 KADOKAWA

88 596 最高のおにぎりの作り方 樋口直哉/著 KADOKAWA

89 596 藤井恵傑作選 藤井恵/著 KADOKAWA

90 596 ゆーママの暮らしをラクにするおかずの素 松本有美/著 扶桑社

91 596 毎日のごはんは、野菜で作っておくと肉・魚ですぐできる ワタナベマキ/著 池田書店

92 596.0 アガワ家の危ない食卓 阿川佐和子/著 新潮社

93 596.0 鎌倉だから、おいしい。 甘糟りり子/著 集英社

94 596.0 奥津典子の台所の学校 奥津典子/著 WAVE出版

95 596.0 こんな、季節の味ばなし 平野恵理子/著 天夢人

96 596.0 最強「塩なし」料理理論 松嶋啓介/著 主婦の友社

97 596.2 ホーチミンのおいしい!がとまらない 足立由美子/著 伊藤忍/著 KTC中央出版

98 596.2 焼売、ときどきチャーハン 五十嵐美幸/著 主婦の友社

99 596.2 北欧料理大全 カトリーネ・クリンケン/著 リーネ・ファルク
/写真 誠文堂新光社

100 596.2 伝説の家政夫たけとさんが教える修業いらずの料理人ごはん たけと/著 KADOKAWA

101 596.2 イラスト図解寿司ネタ1年生 藤原昌高/著 もなか/イラスト 宝島社

102 596.2 Mizukiの今どき和食 Mizuki/著 学研プラス

103 596.3 毎日おいしい!鶏むね肉レシピ 牛尾理恵/著 学研プラス

104 596.3 混ぜるだけサラダとさっと煮るだけスープ 河井美歩/著 主婦と生活社

105 596.3 やさいの常備菜 庄司いずみ/著 世界文化社

106 596.3 いつも卵があるといい 堤人美/著 グラフィック社

107 596.3 根菜を楽しむ重ね煮 戸練ミナ/著 茅花舎

108 596.3 ワンハンドランチ 両角舞/著 大泉書店

109 596.3 吉田麻子の簡単、おいしい魚料理 吉田麻子/著 秀和システム

110 596.4 糖質オフの冷凍作りおき弁当 主婦の友社/編 主婦の友社

111 596.4 駅弁大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

112 596.4 一生おいしいお弁当 MAYA/著 コサエルワーク
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No, 分類 書名 著者名 出版社

113 596.4 魚焼きグリルで朝ラク弁当 武蔵裕子/著 PHPエディターズ・グループ

114 596.6 arikoのパン ariko/著 主婦の友社

115 596.6 ホーローバットで作るたかこさんのおうちお菓子 稲田多佳子/著 PHPエディターズ・グループ

116 596.6 おいしい!かわいい!スイーツデコレーション 岡田礼子/著 枻出版社

117 596.6 ベイクドフルーツのお菓子 栗山有紀/著 文化学園文化出版局

118 596.6 作ってあげたい子どものおやつ 桑原奈津子/著 KADOKAWA

119 596.6 やきがしやSUSUCREの焼き菓子レシピ 下永恵美/著 河出書房新社

120 596.6 家庭用オーブンで誰でも作れる日本一やさしい本格パン作りの教科書 松尾美香/著 秀和システム

121 596.7 MORI BAR・毛利隆雄の別格カクテル57 毛利隆雄/著 主婦の友社

122 596.9 料理上手の器選び  枻出版社

123 598.2 妊活力! 放生勲/著 佼成出版社

124 599 親子で育てることば力と思考力 今井むつみ/著 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 大学と地域 井尻昭夫/編 江藤茂博/編 ナカニシヤ出版

2 601.1 実践!地方創生の地域経営 大西達也/編著 城戸宏史/編著 金融財政事情研究会

3 601.1 地域デザイン思考 地域デザイン科学研究会/編 北樹出版

4 601.1 人も街も動かす!巻き込み力 水野孝一/著 KADOKAWA

5 611.7 フードバリューチェーンが変える日本農業 大泉一貫/著 日本経済新聞出版社

6 611.7 地域を支える「農企業」 小田滋晃/編著 横田茂永/編著 昭和堂

7 611.7 法人化塾 森剛一/著 農山漁村文化協会

8 614.8 図解よくわかるスマート農業 三輪泰史/編著 日本総合研究所研究員/著 日刊工業新聞社

9 616.2 日本水稲在来品種小事典 西尾敏彦/著 藤巻宏/著 農山漁村文化協会

10 619 だれでも起業できる農産加工実践ガイド 尾崎正利/著 農山漁村文化協会

11 626.9 はじめての野菜づくり図鑑110種 北条雅章/著 新星出版社

12 627 もっと咲かせる園芸「コツ」の科学 上田善弘/著 講談社

13 627 花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野俊幸/監修 大田花き/監修 KADOKAWA

14 627 園芸大図鑑  ブティック社

15 627.7 多肉植物エケベリアハイブリッド 羽兼直行/監修 コスミック出版

16 627.8 植物色の毎日 井上盛博/著 主婦の友社

17 627.8 パルダリウム 小森智之/監修 平野威/写真・編 笠倉出版社

18 627.9 プラスアクション!劇的フラワーデザイン 後藤清也/著 誠文堂新光社

19 627.9 季節を束ねるブーケとリース 平井かずみ/著 主婦の友社

20 629 庭 239  建築資料研究社

21 629.2 庭師の匠が説く日本庭園の魅力 小口基實/著 新泉社

22 629.7 心地よい庭づくりQ&A 平井孝幸/著 主婦の友社

23 645.2 人と共に生きる日本の馬 高草操/著 里文出版

24 645.6 シニア犬ライフ入門  枻出版社

25 645.7 しあわせはノラネコが連れてくる イシナ/著 菅野朋子/訳 文藝春秋

26 645.7 オスねこは左利きメスねこは右利き 加藤由子/著 ナツメ社

27 645.7 猫からのおねがい 服部幸/監修 Riepoyonn/写真 ねこねっこ

28 645.8 チンチラ、飼いはじめました! 鈴木理恵/著 誠文堂新光社

29 653.2 神木探偵 本田不二雄/著 駒草出版

30 657 目からウロコの木のはなし 林知行/著 技報堂出版

31 662.1 二〇〇海里漁業戦争をいかに戦ったか 末永芳美/編著 農林統計出版

32 673.3 ポイ活でおどろくほど得する方法 紀村奈緒美/著 あさ出版

33 673.9 山の家のイタリアン 相場正一郎/著 mille books

34 673.9 人生に行き詰まった僕は、喫茶店で答えを見つけた 赤澤智/著 祥伝社

35 673.9 繁盛サロンが実践する「お金」のルール 大畑綾子/著 白夜書房

36 673.9 配膳さんという仕事 笠井一子/著 平凡社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 673.9 不動産の価格がわかる本 大和不動産鑑定株式会社/編著 室津欣哉/監
修 日経BP

38 673.9 これからの飲食店開業成功のツボ 森和也/著 旭屋出版

39 674 イチから知る!IR実務 米山徹幸/著 日刊工業新聞社

40 674.3 売れるコピーライティング単語帖 神田昌典/著 衣田順一/著 SBクリエイティブ

41 674.5 わかる!イベント・プロデュース 宮地克昌/著 戎光祥出版

42 674.6 広告ビジネスに関わる人のメディアガイド 2020 博報堂DYメディアパートナーズ/編 宣伝会議

43 674.7 千客万来!地域・施設に人を集めるコピーとグラフィックス パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

44 675 会社のSNS担当になったらはじめに読む本 落合正和/著 すばる舎リンケージ

45 675 マーケティング・ジャーニー 神田昌典/著 日経BP日本経済新聞出版本部

46 675 小さな会社でできる!売上・集客が倍増するSNS活用術 西良旺子/著 セルバ出版

47 675.1 欲しくなるパッケージのデザインとブランディング パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

48 675.4 物流<ロジスティクス>の基本教科書 中谷祐治/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

49 678.4 実はとっても簡単!儲かる輸入部門のつくり方・はじめ方 大須賀祐/著 明日香出版社

50 678.4 図解よくわかるこれからの貿易 高橋靖治/著 同文舘出版

51 685 ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE 中村尚樹/著 プレジデント社

52 686.2 写真で見る平成JRの列車 朝倉政雄/著 北海道新聞社

53 686.2 全日本鉄道バス旅行地図帳 2020年版  小学館クリエイティブ

54 686.5 消えた!東京の名駅 中村建治/著 イカロス出版

55 686.6 日本貨物鉄道地図鑑 木村雄一/著 地理情報開発/編 平凡社

56 687 航空機と空港の役割 唯野邦男/著 成山堂書店

57 689.5 ディズニーシンキング 芳中晃/著 総合法令出版

58 699.7 起業家の勇気 児玉博/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 ストリートの美術 大山エンリコイサム/著 講談社

2 707.7 もっと知りたいバウハウス 杣田佳穂/著 東京美術

3 708.7 京都市美術館名品百選 京都市美術館/編 光村推古書院

4 718 京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう 福岡秀樹/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

5 721.2 絵解く戦国の芸能と絵画 小林健二/編 三弥井書店

6 721.9 俳句俳画を楽しむ四季の輝き 石倉政苑/著 日貿出版社

7 723.1 児島虎次郎もうひとつの眼 高梁市成羽美術館/編 クレヴィス

8 723.1 タマ、帰っておいで 横尾忠則/作 講談社

9 723.1 写実絵画の画家たち  平凡社

10 723.3 マンガでわかるロンドン・ナショナル・ギャラリーの見かた 有地京子/監修 田渕正敏/イラスト 誠文堂新光社

11 723.3 画家とモデル 中野京子/著 新潮社

12 723.3 Banksy's Bristol：HOME SWEET HOME スティーヴ・ライト/著 リチャード・ジョーン
ズ/著 作品社

13 724 わかる!選べる!使える!画材BOOK 磯野キャビア/著 玄光社

14 724.4 透明水彩レシピ 4 日本透明水彩会/編 日貿出版社

15 725 顔と頭部のデッサン イムマウクン/著 イム・アイリス/著 マール社

16 725 鉛筆一本ではじめる人物の描き方 OCHABI Institute/著 インプレス

17 726.1 ワンダーウーマンの秘密の歴史 ジル・ルポール/著 鷲谷花/訳 青土社

18 726.1 pen+  CCCメディアハウス

19 726.1 るるぶスヌーピーに会いに行こう!  JTBパブリッシング

20 726.5 エフェクトグラフィックス 松岡伸治/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

21 726.5 右向け〜っ、左!! 水森亜土/著 河出書房新社

22 726.5 世界魔法使い画譜 三村晴子/著 国書刊行会

23 727.8 カリグラフィー・ライフスタイル ヴェロニカ・ハリム/著 主婦の友社

24 728 知っておきたい!手書きの常識 平形精逸/著 東京書籍

25 736 植物図鑑図案集 HUTTE./著 日本文芸社

26 740.4 新写真論 大山顕/著 ゲンロン

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 742.5 趣味のカメラ  枻出版社

28 744.9 人生を1冊でふりかえる手作りアルバム 藤井千代江/著 青春出版社

29 746.7 Final Cut Pro Ⅹテクニックブック 加納真/著 ビー・エヌ・エヌ新社

30 748 13 石井正則/著 トランスビュー

31 748 女(ひと)、美しく… 長倉洋海/著 エー・ティー・オフィス

32 751.1 麗しの茶器  阿部出版

33 754.6 籐で作るアクセサリーと小物 堀川波/著 誠文堂新光社

34 754.9 楽しい箱と入れ物の折り紙 永田紀子/著 日貿出版社

35 755.3 宝石の常識 岡本敬人/監修 双葉社

36 757.0 チェコ・デザイン100年の旅 ヘレナ・ケーニクスマルコヴァー/ ほか 執筆
阿部賢一/ ほか 翻訳 イデッフ

37 757.0 ウィリアム・モリスのフラワー・パターン ウィリアム・モリス/作 ローワン・ベイン/
著

青幻舎インターナショナル

38 757.3 ひと目でわかる配色デザインの基本。 柘植ヒロポン/監修 MdN編集部/編
エムディエヌコーポレーショ
ン

39 759.0 うつくしいなつかしい姉様 亘正幸/著 亥辰舎

40 761.2 楽しく身に付く音楽の基礎知識 侘美秀俊/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

41 761.9 前向きに、考える 矢野龍彦/著 音楽之友社

42 762.0 楽譜でわかる20世紀音楽 久保田慶一/編集代表 白石美雪/編著 アルテスパブリッシング

43 763.2 アルゲリッチとポリーニ  (光文社新書) 本間ひろむ/著 光文社

44 763.5 ジャズ・ブルース・ギターの金字塔 布川俊樹/著・演奏 リットーミュージック

45 763.5 ギター音楽理論 アドリブ編 矢萩秀明/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

46 763.5 ウクレレのすべて  枻出版社

47 763.7 フルートが上手くなる方法 2020 石井幸枝/編著 自由現代社(発売)

48 764.3 世界の名門オーケストラ 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

49 764.7 誰が、夢を見るのか 水野良樹/著 文藝春秋

50 764.7 ビル・エヴァンス  河出書房新社

51 767.5 世界の国歌・国旗 弓狩匡純/著 KADOKAWA

52 767.8 1980年の松田聖子 石田伸也/著 徳間書店

53 767.8 切ない歌がききたい 川井龍介/著 旬報社

54 767.8 ポール・サイモン音楽と人生を語る ロバート・ヒルバーン/著 奥田祐士/訳 DU BOOKS

55 767.8 ケンドリック・ラマー  河出書房新社

56 769.1 剣舞入門 鉤逢賀/著 青幻舎

57 770.4 「あの人」のこと 久世光彦/著 河出書房新社

58 770.7 俳優のためのオーディションハンドブック シャロン・ビアリー/著 奈良橋陽子/監修 フィルムアート社

59 772.1 日本演劇思想史講義 西堂行人/著 論創社

60 772.1 PASSION 細野晋司/著 パイインターナショナル

61 772.1 ようこそ伝統芸能の世界 森田ゆい/著 薫風社

62 773.4 能面花鏡 大月光勲/著 求龍堂

63 775.1 川上音二郎欧米公演記録 倉田喜弘/編著 ゆまに書房

64 775.4 宝塚の21世紀 井上理惠/著 鈴木国男/著 社会評論社

65 778.0 ディズニーCEOが実践する10の原則 ロバート・アイガー/著 関美和/訳 早川書房

66 778.2 三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮直子/著 文藝春秋

67 778.2 映画と黙示録 岡田温司/著 みすず書房

68 778.2 ワールドシネマ入門 金子遊/著 住本尚子/イラスト コトニ社

69 778.2 もう一度見たくなる100本の映画たち 外国映画編 立花珠樹/著 言視舎

70 778.2 私はC-3PO アンソニー・ダニエルズ/著 富永和子/訳 世界文化社

71 778.2 監督成瀬巳喜男 千葉伸夫/著 森話社

72 778.2 サイレント映画の黄金時代 ケヴィン・ブラウンロウ/著 宮本高晴/訳 国書刊行会

73 778.7 Newtype presentsアニメ業界就職ガイド Newtype編集部/編 KADOKAWA

74 778.7 アニメーターはどう働いているのか 松永伸太朗/著 ナカニシヤ出版

75 778.8 エール Part1 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

76 780 茨城県パラスポーツガイド 松原豊/編著 齊藤まゆみ/編著 ジアース教育新社

77 780.1 トリガーポイントの形成を防ぐ筋硬結マッサージ 石部伸之/著 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 780.1 女子栄養大学のスポーツ栄養教室 上西一弘/監修 女子栄養大学出版部

79 780.1 アスリートのメンタルケア 内田直/編著 西多昌規/著 大修館書店

80 780.4 一生勝負 高橋秀実/著 文藝春秋

81 780.4 ポスト・スポーツの時代 山本敦久/著 岩波書店

82 780.7 知性を鍛える究極の筋トレ 井谷武/著 マガジンハウス

83 780.7 運動連鎖の教科書 佐藤拓矢/著 安藤邦彦/監修 新星出版社

84 780.7 コンテクスチュアルトレーニング フラン・ボッシュ/著 谷川聡/監訳 大修館書店

85 781.4 12歳までの最強ストレッチ 谷けいじ/著 徳間書店

86 781.4 なぁさんの寝たまま座ったままストレッチ なぁさん/著 廣済堂出版

87 781.4 超速効ストレッチ 村山巧/著 マガジンハウス

88 782.3 トレイルラン 2020SPRING  山と溪谷社

89 782.4 なぜ“ブブカ”はスポーツでもビジネスでも成功し続けるのか セルゲイ・ブブカ/著 小学館

90 783.2 流れを引き寄せる!バレーボールサーブ必勝のポイント50 オーカバレーボールクラブ/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

91 783.4 これまでになかったラグビー戦術の教科書 井上正幸/著 カンゼン

92 783.4 横浜F・マリノス変革のトリコロール秘史 藤井雅彦/著 ワニブックス

93 783.4 サッカーポジション別スキル 安永聡太郎/監修 成美堂出版

94 783.4 ラグビーワールドカップ2019公式写真集  日本文化出版

95 783.7 ID野球の継承者伊勢孝夫のプロ野球スーパースターはココを見ろ! 伊勢孝夫/著 学陽書房

96 783.7 二流が一流を育てる 内田順三/著 KADOKAWA

97 783.7 日本プロ野球育成新論 大道典良/著 徳間書店

98 783.7 オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない! 菊地高弘/著 インプレス

99 783.7 プロ野球全選手カラー写真名鑑&パーフェクトDATA BOOK 2020 週刊ベースボール編集部/編集 ベースボール・マガジン社

100 783.7 本気でぶつかり本気にさせる 田尻賢誉/著 ベースボール・マガジン社

101 783.7 野村克也の人生訓 野村克也/著 宝島社

102 783.7 野村の教え方 野村克也/著 学研プラス

103 783.8 ゴルフキャディ世界で闘うために… 進藤大典/著 主婦の友社

104 783.8 図解シンプルゴルフのすすめ 中井学/著 河出書房新社

105 783.8 自分史上最高の飛距離が手に入るスイング 藤本敏雪/著 KADOKAWA

106 786 無人島冒険図鑑 梶海斗/著 無人島プロジェクト/編 秀和システム

107 786.1 渓谷登攀 大西良治/著 山と溪谷社

108 786.1 コンペで勝つ!スポーツクライミング上達法 木村伸介/著 山と溪谷社

109 786.1 テント泊の山登り  枻出版社

110 786.3 Life is Camp winpy-jijii/著 玄光社

111 786.3 いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部雅一/監修 新星出版社

112 786.3 心をいやす2人キャンプ マツオカミキ/著 芸術新聞社

113 786.3 キャンプの本  枻出版社

114 788.5 激動の昭和名馬列伝 中川秀一/著 KADOKAWA

115 791.7 実用茶事 1 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

116 791.8 料理人の茶懐石 小山裕久/著 淡交社

117 795 AIの流儀 金成来/著 洪敏和/訳 東京創元社

118 796 八枚落ちに学ぶ将棋の基本 上野裕和/著 マイナビ出版

119 796 詰みの条件 宮田敦史/著 マイナビ出版

120 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第2巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 ことばの不思議の国 広島大学大学院総合科学研究科/編 柴田美紀/
責任編集 丸善出版

2 804 言葉の森から出られない 中村幸一/著 明治大学出版会

3 809.2 99%の人が知らない「話し方」のコツ 司拓也/著 総合法令出版

4 809.4 山根基世の朗読読本 2 山根基世/著 文字・活字文化推進機構/監修 評論社

5 810.7 新・日本語教育を学ぶ 遠藤織枝/編著 岩田一成/著 三修社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 810.7 PRACTICAL JAPANESE 3 小川清美/著 Orrin Cummins/英語監修 IBCパブリッシング

7 811.1 日本語のイントネーション 郡史郎/著 大修館書店

8 816 臆病ネコの文章教室 川上徹也/著 SBクリエイティブ

9 816 言葉を減らせば文章は分かりやすくなる 山口謠司/著 ワニブックス

10 817.5 14歳からの読解力教室 犬塚美輪/著 笠間書院

11 829.1 日本一楽しい韓国語学習50のコツ 稲川右樹/著 KADOKAWA

12 829.1 韓国語単語集 宍戸奈美/著 KADOKAWA

13 829.1 韓国語単語イラストBOOK 山崎亜希子/監修 おおたきょうこ/絵 ナツメ社

14 829.9 ペルシア語 竹原新/著 ベヘナム・ジャヘドザデ/著 大阪大学出版会

15 830 伝わる短い英語 浅井満知子/著 東洋経済新報社

16 830 英語とつきあうための50の問い 杉野俊子/監修 田中富士美/編著 明石書店

17 833 ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険 コーリー・スタンパー/著 鴻巣友季子/訳 左右社

18 834.5 英単語類義語事典 佐藤誠司/著 西東社

19 849.5 ニューエクスプレスプラス アイスランド語 入江浩司/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901 クリティカル・ワード文学理論 三原芳秋/編 渡邊英理/編 フィルムアート社

2 901.3 感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン/著 ベッカ・パグ
リッシ/著 フィルムアート社

3 902.0 現代を知るための文学20 狩野良規/著 国書刊行会

4 908 世界の文学、文学の世界 奥彩子/編 鵜戸聡/編 松籟社

5 908.1 ホモサピエンス詩集 四元康祐/訳著 澪標

6 910.2 中島敦展 神奈川文学振興会/編集 県立神奈川近代文学館

7 910.2 雑文の巨人(マエストロ)草森紳一 柴橋伴夫/著 未知谷

8 910.2 父、芹沢光治良、その愛 野沢朝子/著 明窓出版

9 910.2 入門平安文学の読み方 保科恵/著 新典社

10 910.2 漱石と鉄道 牧村健一郎/著 朝日新聞出版

11 910.2 司馬遼太郎と昭和  朝日新聞出版

12 910.2 三島由紀夫1970  河出書房新社

13 911.0 大岡信『折々のうた』選 短歌2 (岩波新書 新赤版) 大岡信/著 水原紫苑/編 岩波書店

14 911.1 万葉集愛の100首 中西進/著 宝島社

15 911.1 朝日歌壇 2019 馬場あき子/選 佐佐木幸綱/選 朝日新聞出版(発売)

16 911.1 元号「令和」と万葉集 東茂美/著 海鳥社

17 911.3 朝日俳壇 2019 稲畑汀子/選 長谷川櫂/選 朝日新聞出版(発売)

18 911.3 読む力 井上弘美/著 角川文化振興財団

19 911.3 兜太 Vol.4(2020Mar.) 黒田杏子/編集主幹 筑紫磐井/編集長 藤原書店

20 911.3 連句年鑑 令和元年版  日本連句協会

21 911.5 空を見てよかった 内藤礼/著 新潮社

22 911.5 支える側が支えられ生かされていく 藤川幸之助/著 致知出版社

23 911.5 雨をよぶ灯台 マーサ・ナカムラ/著 思潮社

24 912.3 能のうた 続 鈴木啓吾/著 新典社

25 912.6 バッコスの信女-ホルスタインの雌 市原佐都子/著 白水社

26 912.6 演劇 谷賢一/著 而立書房

27 912.7 やすらぎの刻(とき)〜道〜 第5巻 倉本聰/著 双葉社

28 914.6 老いてこそ生き甲斐 石原慎太郎/著 幻冬舎

29 914.6 男と遊び 井上敏樹/著
PLANETS/第二次惑星開発委員
会

30 914.6 つりが好き 井伏鱒二/ほか著 河出書房新社

31 914.6 小田嶋隆のコラムの切り口 小田嶋隆/著 ミシマ社

32 914.6 クズより怖いものはない カレー沢薫/著 大和書房

33 914.6 私の道草 北野生涯教育振興会/監修 小笠原英司/編 ぎょうせい(印刷)

34 914.6 その世界の猫隅に 斎藤環/著 青土社

900 文学

- 19 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

35 914.6 死学のすすめ 曽野綾子/著 ワニブックス

36 914.6 時代へ、世界へ、理想へ 高村薫/著 毎日新聞出版

37 914.6 絆創膏日記 東田直樹/著 KADOKAWA

38 914.6 見えないものとの対話 平川克美/著 大和書房

39 914.6 五十八歳、山の家で猫と暮らす 平野恵理子/著 亜紀書房

40 914.6 日々の一滴 藤原新也/著 トゥーヴァージンズ

41 914.6 いかがなものか 群ようこ/著 集英社

42 915.3 新訳更級日記 菅原孝標女/著 島内景二/訳著 花鳥社

43 915.6 私版京都図絵 水上勉/著 小学館

44 916 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野誠/著 講談社

45 918 日本文学全集 06 池澤夏樹/個人編集 河出書房新社

46 920.4 講座近代日本と漢学 第7巻  戎光祥出版

47 923.7 曹操 3 王暁磊/著 後藤裕也/監訳・訳 曹操社

48 929.1 私たち皆のチョン・グィボ イジャンウク/著 五十嵐真希/訳 クオン

49 929.1 ギター・ブギー・シャッフル イジン/著 岡裕美/訳 新泉社

50 929.1 私の生のアリバイ コンソノク/著 カンバンファ/訳 クオン

51 929.1 月光色のチマ 韓勝源/著 井手俊作/訳 書肆侃侃房

52 929.1 サパにて パンヒョンソク/著 きむふな/訳 クオン

53 929.1 海女たち ホヨンソン/著 姜信子/訳 新泉社

54 929.2 ラストアイヌ 川嶋康男/著 柏艪舎

55 929.2 アイヌの物語世界 中川裕/著 平凡社

56 929.5 セヘルが見なかった夜明け セラハッティン・デミルタシュ/著 鈴木麻矢/
訳 早川書房

57 929.7 千一夜物語 4 西尾哲夫/訳 岩波書店

58 930.2 ディケンズの眼 梅宮創造/著 早稲田大学出版部

59 930.2 コーマック・マッカーシー 山口和彦/著 諏訪部浩一/監修 三修社

60 931.6 生粋のイングランド人 ダニエル・デフォー/著 西山徹/編訳 音羽書房鶴見書店

61 933.6 詳注アリス ルイス・キャロル/著 マーティン・ガードナー
/注著 亜紀書房

62 933.7 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード/著 石川由美子/訳 作品社

63 933.7 月のケーキ ジョーン・エイキン/著 三辺律子/訳 東京創元社

64 933.7 秋 アリ・スミス/著 木原善彦/訳 新潮社

65 933.7 最悪の館 ローリー・レーダー=デイ/著 岩瀬徳子/訳 早川書房

66 943.7 失われたいくつかの物の目録 ユーディット・シャランスキー/著 細井直子/
訳 河出書房新社

67 943.7 よそ者たちの愛 テレツィア・モーラ/著 鈴木仁子/訳 白水社

68 949.3 リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン/著 柳瀬尚紀/訳 河出書房新社

69 949.6 人形の家 ヘンリック・イプセン/著 毛利三彌/訳 論創社

70 952.7 クローデル小喜劇集 ポール・クローデル/著 ティエリ・マレ/編 水声社

71 953.7 茶室 リシャール・コラス/著 堀内ゆかり/訳 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂パトリシア/著 KADOKAWA

2 F 絶対猫から動かない 新井素子/著 KADOKAWA

3 F 雪と心臓 生馬直樹/著 集英社

4 F ホテル・アルカディア 石川宗生/著 集英社

5 F 次期風紀委員長の深見先輩は間違いなく病気 稲井田そう/著 KADOKAWA

6 F 木になった亜沙 今村夏子/著 文藝春秋

7 F 芥川賞候補傑作選 戦前・戦中編 鵜飼哲夫/編 春陽堂書店

8 F 記憶は罪ではない 大城貞俊/著 コールサック社

9 F 運命の人を見つけた、ら 岡本貴也/著 小学館

10 F 罪人の選択 貴志祐介/著 文藝春秋

11 F チンギス紀 7 北方謙三/著 集英社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 F 小説って何だ 九州文化協会/編 九州文化協会

13 F 怖い患者 久坂部羊/著 集英社

14 F 郷愁 工藤正廣/著 未知谷

15 F 天稟 幸田真音/著 KADOKAWA

16 F 同じクラスに何かの主人公がいる 昆布山葵/著 KADOKAWA

17 F 幻のオリンピアン 酒本歩/著 光文社

18 F 公安狼 笹本稜平/著 徳間書店

19 F 燃えよ剣 司馬遼太郎/著 文藝春秋

20 F エール 上 清水友佳子/作 嶋田うれ葉/作 NHK出版

21 F 鬼棲むところ 朱川湊人/著 光文社

22 F ダーク・ブルー 真保裕一/著 講談社

23 F 約束の果て 高丘哲次/著 新潮社

24 F 女神のサラダ 瀧羽麻子/著 光文社

25 F 地に這うものの記録 田中慎弥/著 文藝春秋

26 F 桜の園 チェーホフ/原作 本間文子/著 光文社

27 F 仮面病棟 知念実希人/著 実業之日本社

28 F 透明な夜の香り 千早茜/著 集英社

29 F エンドレス・スリープ 辻寛之/著 光文社

30 F 希望のゆくえ 寺地はるな/著 新潮社

31 F 空の声 堂場瞬一/著 文藝春秋

32 F 最初の晩餐 常盤司郎/著 ちいさいミシマ社

33 F 未知の鳥類がやってくるまで 西崎憲/著 筑摩書房

34 F 東京オリンピックの幻想 西村京太郎/著 文藝春秋

35 F バスへ誘う男 西村健/著 実業之日本社

36 F できない男 額賀澪/著 集英社

37 F いきるりすく 平沼正樹/著 産業編集センター

38 F 大一揆 平谷美樹/著 KADOKAWA

39 F 羊の国のイリヤ 福澤徹三/著 小学館

40 F ああ、われら、「絶無」の汀を彷徨(ゆ)く者 松原好之/著 PHPエディターズ・グループ

41 F 飛驒川 松原好之/著 PHPエディターズ・グループ

42 F スカーレット 下 水橋文美江/作 水田静子/ノベライズ ブックマン社

43 F 台湾聖母 村上政彦/著 コールサック社

44 F 天下取 村木嵐/著 光文社

45 F 愚か者の城 矢野隆/著 KADOKAWA

46 F 生ける屍の死 山口雅也/著 光文社

47 F 暴虎の牙 柚月裕子/著 KADOKAWA

48 F 誘拐屋のエチケット 横関大/著 講談社

49 F 完本人形佐七捕物帳 1 横溝正史/著 春陽堂書店

50 F ブラッド・ロンダリング 吉川英梨/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B910.2 荷風追想 多田蔵人/編 岩波書店

2 B933.7 天使は黒い翼をもつ エリオット・チェイズ/著 浜野アキオ/訳 扶桑社

3 BF お直し処猫庵 1 尼野ゆたか/著 KADOKAWA

4 BF 不治 上田秀人/著 KADOKAWA

5 BF 吉原百菓ひとくちの夢 2 江中みのり/著 KADOKAWA

6 BF 天冥の標 1上・1下 小川 一水著 早川書房

7 BF 致命傷 小杉健治/著 二見書房

8 BF お京危うし 鳥羽亮/著 講談社

9 BF 黒い羽 誉田哲也/著 光文社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 BF 万能鑑定士Qの最終巻 松岡圭祐/著 講談社

11 BF うちのカレー 山口恵以子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G319.8 The Complete Story of Sadako Sasaki スー・ディシコ/著 佐々木雅弘/著
チャールズ・イー・タトル出
版

2 G596.4 REAL BENTO 井上かなえ/著 チャールズ・イー・タトル出
版

3 GE TA-DAH! 木坂涼/作 川原瑞丸/絵 偕成社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T069 富山市郷土博物館報 平成30年度 富山市郷土博物館/編 富山市郷土博物館

2 T209.2 富山市考古資料館紀要 第39号 富山市考古資料館/編 富山市考古資料館

3 T209.4 前田利長書状展 高岡市立博物館/編 高岡市立博物館

4 T221.1 朝日町の文化財 2019 「朝日町の文化財」編集委員会/監修 朝日町教育委員会

5 T232 富山市の遺跡物語 No.21 富山市教育委員会埋蔵文化財センター/編
富山市教育委員会埋蔵文化財
センター

6 T233.1 大山の歴史と民俗 第23号 大山歴史民俗研究会/編 大山歴史民俗研究会

7 T290.2 富山県文化財・文化施設等一覧 2020年3月 富山県教育委員会生涯学習・文化財室/編
富山県教育委員会生涯学習・
文化財室

8 T290.9 富山市 富山市観光政策課/編 富山市

9 T290.9 富山 立山・黒部  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

10 T290.9 るるぶ立山黒部アルペンルート  '21  JTBパブリッシング

11 T305 富大経済論集 第65巻第3号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

12 T314 富山県議会定例会会議録 令和元年11月 富山県議会/編 富山県議会

13 T317.7 消防年報 令和元年度版 富山市消防局/編 富山市消防局

14 T318.3 富山市景観計画 富山市活力都市創造部都市計画課/編
富山市活力都市創造部都市計
画課

15 T318.3 第3期富山市行政改革実施計画 富山市企画管理部行政管理課/編 富山市企画管理部行政管理課

16 T318.3 市議会定例会 議案概要書 令和2年3月 富山市議会/編 富山市議会

17 T318.3 地域別実行計画 細入地域 富山市企画管理部行政経営課/編 富山市企画管理部行政経営課

18 T318.3 地域別実行計画 八尾地域 富山市企画管理部行政経営課/編 富山市企画管理部行政経営課

19 T318.8 富山広域連携中枢都市圏ビジョン 富山市企画管理部企画調整課/編 富山市企画管理部企画調整課

20 T319.5 婦中地区少年少女海外派遣事業報告書 第25回 なかたに印刷/編 ふちゅうスポーツクラブ

21 T344 予算特別委員会会議録 令和元年11月 富山県議会/編 富山県議会

22 T344 当初予算案主要事業説明 令和2年度 富山市/編 富山市

23 T353 富山市勢要覧 2020 富山市/編 富山市

24 T367 事業報告書 令和元年度 富山大学男女共同参画推進室/編
富山大学男女共同参画推進
室

25 T369.4 富山市子ども・子育て支援事業計画 第2期 富山市こども家庭部こども支援課/編
富山市こども家庭部こども支
援課

26 T374 学校の保健・災害のあらまし 令和元年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

27 T375 研究紀要 第38号(2019年度) 富山県総合教育センター/編 富山県総合教育センター

28 T377.2 GEIBUN 11(令和元年度) 富山大学芸術文化学部/企画 富山大学芸術文化
学部卒展委員会/編 富山大学出版会

29 T377.3 学校案内 2019 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

30 T379.1 富山市民大学学報 2019
富山市教育委員会富山市市民学習センター/
編

富山市市民学習センター

31 T379.1 けやき 第39号 富山市民大学学友会編集部会/編 富山市民大学学友会

32 T490.5 富山県立中央病院医学雑誌 第43巻 第1.2号 令和2年 富山県立中央病院研修部/編 富山県立中央病院

33 T498 保健統計年報 第69号(平成29年) 富山県厚生部医務課/編 富山県厚生部医務課

34 T499.5 製薬企業実態調査概要書 令和元年度(平成30年12月末日現在) 富山市商工労働部薬業物産課/編
富山市商工労働部薬業物産
課

35 T505 富山県鉱工業指数年報 平成30年(2018年) 富山県経営管理部統計調査課/編 富山県経営管理部統計調査課

36 T599 富山市子育て支援ガイドブック 2020年度版  富山市こども家庭部こども支
援課

37 T674.9 富山市屋外広告業登録制度の手引き 2019 富山市活力都市創造部都市計画課編
富山市活力都市創造部都市計
画課

38 T674.9 富山市屋外広告物ガイドブック 2019 富山市活力都市創造部都市政策課 屋外広告物
係編

富山市活力都市創造部都市政
策課 屋外広告物係

39 T680.5 富山市歩行者通行量調査報告書 平成30年度 富山市編 富山商工会議所編 富山市

40 T686.9 安全報告書 平成30年度 富山市活力都市創造部路面電車推進課編 軌道
整備事業者編 富山市

T 郷土資料

T 郷土G 外国語資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 T704 展覧会のとなりから 2 詩編 尾山景子/著 高島夏代/著 勿忘草

42 T706 START☆みんなのミュージアム 2020 富山県美術館/編 富山県美術館

43 T706 美の祭典 越中アートフェスタ 2019 美の祭典越中アートフェスタ実行委員会事務局
/編

美の祭典越中アートフェスタ
実行委員会

44 T708 瀧口修造/加納光於《海燕のセミオティク》 2019 加納光於/ほか執筆 ポリー・バートン/翻訳 富山県美術館

45 T708 わたしはどこにいる? 富山県美術館/企画・監修 柏木博/著 マイブックサービス

46 T708 わたしはどこにいる? 道標をめぐるアートとデザイン 富山県美術館/編 富山県美術館

47 T721 谷口藹山翁略伝 利田自治振興会/編 利田自治振興会

48 T748 万華鏡 304号  ふるさと開発研究所

49 T760 とやま音楽文化 VOL.2
とやま音楽文化協会/企画・制作 中村義朗/
編 中尾哲雄

50 T780.6 国民体育大会冬季大会スキー競技会プログラム 第75回 富山県実行委員会/編 富山県実行委員会

51 T780.6 国民体育大会冬季大会スキー競技会報告書 第75回 富山県実行委員会/編 富山県実行委員会

52 T791 特別展 柳宗悦の茶 富山市佐藤記念美術館/編 富山市佐藤記念美術館

53 T905 高志の国文学館年報/高志の国文学館紀要 平成30年度/第4号 高志の国文学館/編 高志の国文学館

54 T905 とやま文学 第38号 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C とべとべたかく! 加藤純子/脚本 たけがみたえ/絵 童心社

2 C ドラゴンのバラ 宇野和美/再話 あべしまこ/脚本 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アボカドくんのなやみごと モモコ・アベ/さく かまちゆか/やく ワールドライブラリー

2 E うんめぇめぇし おくはらゆめ/さく ヤスダ屋/料理監修 ほるぷ出版

3 E 英語で/日本語でよもう!つたえよう!金子みすゞ こころ 金子みすゞ/童謡 D.P.ダッチャー/英訳 JULA出版局

4 E 英語で/日本語でよもう!つたえよう!金子みすゞ ふしぎ 金子みすゞ/童謡 D.P.ダッチャー/英訳 JULA出版局

5 E 英語で/日本語でよもう!つたえよう!金子みすゞ わらい 金子みすゞ/童謡 D.P.ダッチャー/英訳 JULA出版局

6 E おいでおいで ふくだしょう/さく 中川ひろたか/さく 赤ちゃんとママ社

7 E おかいもの 前田まゆみ/さく・え 主婦の友社

8 E おさんぽ 前田まゆみ/さく・え 主婦の友社

9 E おはなみバス すとうあさえ/ぶん いりやまさとし/え ほるぷ出版

10 E おひさまでるよ 齋藤槇/さく ほるぷ出版

11 E かなへび 竹中践/ぶん 石森愛彦/え 福音館書店

12 E かふんとみつ 飯野和好/作 絵本塾出版

13 E こえをかければよかったのに…
NHK Eテレ「u & i」制作班/編 西田征史/原
作 ほるぷ出版

14 E このあななんじゃ きむらたえこ/さく みぞぐちともや/え 仮説社

15 E ころがれないいしっころリッキー ミスター・ジェイ/ぶん エリン・ウォズニアク
/え

イマジネイション・プラス

16 E すきまっこちゃん 竹与井かこ/作絵 教育画劇

17 E 千両みかん 野村たかあき/文絵 柳家小三治/監修 教育画劇

18 E だれにもいわずにおきましょう 金子みすゞ/童謡 高畠那生/絵 JULA出版局

19 E てれるぜ 工藤直子/詩 いもとようこ/絵 講談社

20 E どうぶつクッキー 彦坂有紀/作・絵 もりといずみ/作・絵 学研プラス

21 E とんでいく 風木一人/さく 岡崎立/え 福音館書店

22 E なかよくなれるかな? NHK Eテレ「u & i」制作班/編 西田征史/原
作 ほるぷ出版

23 E なぞなぞちゃん さいとうしのぶ/作 ポプラ社

24 E ねえさんの青いヒジャブ
イブティハージ・ムハンマド/文 S.K.アリ/
文 BL出版

25 E ねえねえなにはこんでるの? スズキサトル/さく ほるぷ出版

26 E ねずみくんはめいたんてい なかえよしを/作 上野紀子/絵 ポプラ社

27 E ぱぱんがパン! 柴田ケイコ/作 アリス館

28 E はやくちことばのさんぽみち 平田昌広/文 広野多珂子/絵 アリス館

E 絵本

C かみしばい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 E パンダ! おおいじゅんこ/作 ほるぷ出版

30 E ふたつのやま サビナ・アルバレス・シュールマン/さく 美馬
しょうこ/やく ワールドライブラリー

31 E ぼくのポーポがこいをした 村田沙耶香/作 米増由香/絵 岩崎書店

32 E ほっほっほたる すとうあさえ/ぶん 相野谷由起/え ほるぷ出版

33 E ぽんぽんぽん うしろよしあき/文 まるやまあやこ/絵 あすなろ書房

34 E ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ/ぶん レミ・サイヤール
/え 光文社

35 E まめちゃんとまじょ はまのゆか/作・絵 教育画劇

36 E まんままんま 中川ひろたか/文 まるやまあやこ/絵 光村教育図書

37 E みつけた!こんちゅう 鎌田歩/さく 教育画劇

38 E もっとかぞえてみよう ディック・ブルーナ/ぶんえ 福音館書店

39 E ようかいむらのどんどこまつり たかいよしかず/作・絵 国土社

40 E わたしたちのえほん 南谷佳世/文 大畑いくの/絵 文溪堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 ゼロから楽しむ!プログラミング 1～3 小林祐紀/監修 小峰書店

2 K007 AIとともに生きる未来 3 山田誠二/監修 文溪堂

3 K010 図書館・警察署 青山由紀/監修 金の星社

4 K209 世界の歴史大年表 定延由紀/訳 李聖美/訳 創元社

5 K211 明日の防災に活かす災害の歴史 1～5 伊藤和明/監修 小峰書店

6 K216 しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり 2～3 澤井陽介/監修 汐文社

7 K288 国旗の図鑑 3 桂田祐介/監修 あかね書房

8 K290 新・世界の国々 3～10 帝国書院編集部/編集 帝国書院

9 K290 絵で見てわかる!世界の国ぐに 山口正/監修 朝日新聞出版

10 K318 しりたいな全国のまちづくり 3 岡田知弘/監修 本堂やよい/執筆 かもがわ出版

11 K318 調べよう!わたしたちのまちの施設 1～7 新宅直人/指導 小峰書店

12 K318 きみのまちに未来はあるか?  (岩波ジュニア新書) 除本理史/著 佐無田光/著 岩波書店

13 K345 どうなってるの?税金の使われ方 3 『税金の使われ方』編集委員会/編著 汐文社

14 K345 知ろう!学ぼう!税金の働き 2 日本税理士会連合会/監修 金の星社

15 K366 キャリア教育に活きる!仕事ファイル 21～27 小峰書店編集部/編著 小峰書店

16 K366 仕事のくふう、見つけたよ 2～3 『仕事のくふう、見つけたよ』編集委員会/
編著 汐文社

17 K369 自然災害から人々を守る活動 1～5 片田敏孝/監修 廣済堂あかつき

18 K369 もしものときにきみならどうする?防災 3 国崎信江/監修 WAVE出版

19 K383 ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて 内山昭一/監修 文研出版

20 K383 エチオピアのごはん 銀城康子/文 加藤タカ/絵 農山漁村文化協会

21 K383 ビジュアル日本の住まいの歴史 1 小泉和子/監修 家具道具室内史学会/著 ゆまに書房

22 K404 クレイジーが世界を変えた!!天才科学者149人列伝
ダン・グリーン/文 デビッド・リットルト
ン/絵 河出書房新社

23 K410 世界をうごかした科学者たち 数学者 フェリシア・ロー/文 サラン・テイラー/文 ほるぷ出版

24 K444 太陽と熱 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

25 K444 日食と月食 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

26 K453 いつ?どこで?ビジュアル版巨大地震のしくみ 3 佐久間博/編著 汐文社

27 K480 くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん 1～3 かんちくたかこ/文 成島悦雄/監修 あかね書房

28 K481 見つけよう生きものかくれんぼ 1～6 小宮輝之/監修 小峰書店

29 K481 身近な生き物淡水魚・淡水生物 2～3 さいたま水族館/監修 汐文社

30 K489 オランウータンに会いたい 久世濃子/著 あかね書房

31 K489 ヒグマ 竹田津実/文|写真 アリス館

32 K490 世界をうごかした科学者たち 医学者 サラン・テイラー/文 本郷尚子/訳 ほるぷ出版

33 K490 世界をうごかした科学者たち 化学者 ゲリー・ベイリー/文 本郷尚子/訳 ほるぷ出版

34 K498 こどもの頭がよくなるルールブック 瀧靖之/著 ダイヤモンド社

35 K510 だんだんできてくる 4 鹿島建設株式会社/監修 フレーベル館

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 K514 道路のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

37 K516 鉄道のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

38 K517 川のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

39 K517 空港のたんけん 福手勤/監修 星の環会/編 星の環会

40 K518 知ってる?アップサイクル 2 「知ってる?アップサイクル」編集委員会/
編 さ・え・ら書房

41 K518 追跡!ごみのゆくえ 古紙 吉田忠正/文・写真 辻芳徳/監修 ほるぷ出版

42 K518 追跡!ごみのゆくえ 粗大ごみ 吉田忠正/文・写真 辻芳徳/監修 ほるぷ出版

43 K518 追跡!ごみのゆくえ びん・かん 吉田忠正/文・写真 辻芳徳/監修 ほるぷ出版

44 K518 追跡!ごみのゆくえ 燃やさないごみ 吉田忠正/文・写真 辻芳徳/監修 ほるぷ出版

45 K519 プラスチックモンスターをやっつけよう! 高田秀重/監修 クリハラタカシ/絵 クレヨンハウス

46 K519 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ/著 大塚道子/訳 さ・え・ら書房

47 K537 はじめてのはたらくくるまずかん  スタジオタッククリエイティ
ブ

48 K588 パン屋さん・レストラン 青山由紀/監修 金の星社

49 K590 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事 3 寺西恵里子/作 汐文社

50 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

51 K611 知ろう!減らそう!食品ロス 1～3 小林富雄/監修 小峰書店

52 K616 イネ・米・ごはん大百科 1～6 辻井良政/監修 佐々木卓治/監修 ポプラ社

53 K626 トマトの大百科 中野明正/編 農山漁村文化協会

54 K673 花屋さん・ドラッグストア 青山由紀/監修 金の星社

55 K721 伊藤若冲  (ちくまプリマー新書) 辻惟雄/著 筑摩書房

56 K723 ピカソとマティス 高橋明也/監修 東京美術

57 K754 きら★ハピ!お手紙レッスン 寺西恵里子/作 鈴木衣津子/絵 汐文社

58 K762 きみに応援歌(エール)を 古関裕而物語 大野益弘/著 講談社

59 K780 うんどう基礎のきそ 3 こどもくらぶ/編集 ベースボール・マガジン社

60 K796 チェス 伝承遊びを伝える会/著 文溪堂

61 K801 NEWマーク・記号の大百科 1～6 太田幸夫/監修 学研プラス

62 K817 読解力を身につける  (岩波ジュニア新書) 村上慎一/著 岩波書店

63 K913 地底アパートと幻の地底王国 蒼月海里/著 ポプラ社

64 K913 地底アパート入居者募集中! 蒼月海里/著 ポプラ社

65 K913 地底アパートのアンドロイドは巨大ロボットの夢を見るか 蒼月海里/著 ポプラ社

66 K913 地底アパートの咲かない桜と見えない住人 蒼月海里/著 ポプラ社

67 K913 地底アパートの迷惑な来客 蒼月海里/著 ポプラ社

68 K913 いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう! あさのあつこ/作 佐藤真紀子/絵 新日本出版社

69 K913 とりかえっこ 泉啓子/作 東野さとる/絵 新日本出版社

70 K913 王の祭り 小川英子/著 ゴブリン書房

71 K913 本能寺の敵 加部鈴子/作 田中寛崇/画 くもん出版

72 K913 おねがい流れ星 如月かずさ/作 はたこうしろう/絵 小峰書店

73 K913 おかしっこ学校はじめ組はじめてのドキドキにゅうがくしき 北川チハル/作 公文祐子/絵 東洋館出版社

74 K913 おかしっこ学校はじめ組はじめてのハリキリにっちょくにんじゃ 北川チハル/作 公文祐子/絵 東洋館出版社

75 K913 おかしっこ学校はじめ組はじめてのぷるぷるプール 北川チハル/作 公文祐子/絵 東洋館出版社

76 K913 言葉屋 8 久米絵美里/作 もとやままさこ/絵 朝日学生新聞社

77 K913 新選組戦記 下 小前亮/作 遠田志帆/絵 小峰書店

78 K913 えんそくのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

79 K913 あやしの保健室 4 染谷果子/作 HIZGI/絵 小峰書店

80 K913 あたしたちの居場所 高橋桐矢/作 芝生かや/絵 ポプラ社

81 K913 あたしたちのサバイバル教室 高橋桐矢/作 芝生かや/絵 ポプラ社

82 K913 24時間のキョーフ 1 日本児童文学者協会/編 軽部武宏/絵 フレーベル館

83 K913 紙ひこうき、きみへ 野中柊/作 木内達朗/絵 偕成社

84 K913 都会(まち)のトム&ソーヤ 外伝16.5 はやみねかおる/著 にしけいこ/画 講談社

85 K913 レッツはおなか ひこ・田中/さく ヨシタケシンスケ/え 講談社

86 K913 スガリさんの感想文はいつだって斜め上 3 平田駒/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

87 K913 からくり探偵団 2 藤江じゅん/作 三木謙次/絵 KADOKAWA

88 K913 活版印刷三日月堂 1～6 ほしおさなえ/著 ポプラ社

89 K913 ドーナツの歩道橋 升井純子/著 ポプラ社

90 K913 あなたの本 緑川聖司/作 竹岡美穂/絵 ポプラ社

91 K913 灰色の本 緑川聖司/作 竹岡美穂/絵 ポプラ社

92 K913 みんなの本 緑川聖司/作 竹岡美穂/絵 ポプラ社

93 K913 わたしの本 緑川聖司/作 竹岡美穂/絵 ポプラ社

94 K913 たまごの魔法屋トワ 宮下恵茉/作 星谷ゆき/絵 文響社

95 K913 朝顔のハガキ 山下みゆき/作 ゆの/絵 朝日学生新聞社

96 K913 童話の花束 その50  JXTGホールディングス

97 K933 コピーボーイ ヴィンス・ヴォーター/作 原田勝/訳 岩波書店

98 K933 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー/著 青木久惠/訳 早川書房

99 K933 名探偵ポアロ オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー/著 山本やよい/訳 早川書房

100 K933 マリエラ・ミステリー ケイト・パンクハースト/作 須賀紀子/訳 西東社

101 K933 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ/作 佐藤見果夢/訳 評論社

102 K933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上・下 J.K.ローリング/著 松岡佑子/訳 静山社

103 K933 ドリトル先生アフリカへ行く ヒュー・ロフティング/著 金原瑞人/共訳 竹書房

104 K933 黄金の騎士フィン・マックール ローズマリー・サトクリフ/作 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

105 K933 ケルトとローマの息子 ローズマリー・サトクリフ/作 灰島かり/訳 ほるぷ出版

106 K949 おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ/作 野坂悦子/訳 フレーベル館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 291.6 都と京(みやこ) 上・下 酒井順子/著 埼玉福祉会

2 295.3 旅をする木 星野道夫/著 埼玉福祉会

3 304 「悩み」の正体 香山リカ/著 埼玉福祉会

4 304 あなたの脳にはクセがある 上・下 養老孟司/著 埼玉福祉会

5 361.4 日本辺境論 内田樹/著 埼玉福祉会

6 498.3 医者いらずの本 石川恭三/著 埼玉福祉会

7 783.4 ラグビー・ロマン 後藤正治/著 埼玉福祉会

8 810.4 おしゃべりの思想 外山滋比古/著 埼玉福祉会

9 910.2 羊の歌 上・下 加藤周一/著 埼玉福祉会

10 911.0 水のなまえ 高橋順子/著 埼玉福祉会

11 911.1 吉井勇全歌集 上・下 吉井勇/著 埼玉福祉会

12 914.6 好運の条件 五木寛之/著 埼玉福祉会

13 914.6 他力 上・下 五木寛之/著 埼玉福祉会

14 914.6 なかなかいい生き方 平岩弓枝/著 埼玉福祉会

15 914.6 老いては自分に従え 山藤章二/著 埼玉福祉会

16 914.6 鈍感力 渡辺淳一/著 埼玉福祉会

17 F 待ってる 上・下 あさのあつこ/著 埼玉福祉会

18 F 下町ロケット 1～4 池井戸潤/著 大活字文化普及協会

19 F 深川恋物語 上・下 宇江佐真理/著 埼玉福祉会

20 F 骨を弔う 1～3 宇佐美まこと/著 大活字文化普及協会

21 F 必要のない人 内館牧子/著 埼玉福祉会

22 F ハーフウェイ・ハウスの殺人 1～3 浦賀和宏/著 大活字文化普及協会

23 F 無用庵隠居修行 上・下 海老沢泰久/著 埼玉福祉会

24 F まぶた 小川洋子/著 埼玉福祉会

25 F さざなみ情話 上・下 乙川優三郎/著 埼玉福祉会

大活字本（一般）

★大活字本とは、読みやすいように通常の図書よりも大きな活字で印刷された図書のことです。

小さな文字は読みづらいという方におすすめします。
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 F 神様 川上弘美/著 埼玉福祉会

27 F 未来恐慌 1～3 機本伸司/著 大活字文化普及協会

28 F かもめの日 上・下 黒川創/著 埼玉福祉会

29 F 怪談 上・下 小池真理子/著 埼玉福祉会

30 F 絆 上・下 小杉 健治著 埼玉福祉会

31 F 善人長屋 上・下 西條奈加/著 埼玉福祉会

32 F 駐在刑事 上・下 笹本稜平/著 埼玉福祉会

33 F 剣鬼 上・下 柴田錬三郎/著 埼玉福祉会

34 F 高丘親王航海記 上・下 渋沢 竜彦著 埼玉福祉会

35 F 愛を乞うひと 上・下 下田 治美著 埼玉福祉会

36 F 花まんま 上・下 朱川湊人/著 埼玉福祉会

37 F 百戦百勝 上・下 城山三郎/著 埼玉福祉会

38 F 眠る鬼 上・下 高橋義夫/著 埼玉福祉会

39 F 粟田口の狂女 上・下 滝口康彦/著 埼玉福祉会

40 F 銀花 1～2 辻堂魁/著 大活字文化普及協会

41 F 富豪刑事 上・下 筒井 康隆著 埼玉福祉会

42 F 胡蝶の剣 上・下 津本 陽著 埼玉福祉会

43 F 初陣物語 上・下 東郷隆/著 埼玉福祉会

44 F 真田幸村の遺言 上1～下2 鳥羽亮/著 大活字文化普及協会

45 F 幕末浪漫剣 上・下 鳥羽亮/著 埼玉福祉会

46 F 歌舞鬼姫 1～2 富田祐弘/著 大活字文化普及協会

47 F 忍びの乱蝶 1～2 富田祐弘/著 大活字文化普及協会

48 F 信長を騙せ 1～2 富田祐弘/著 大活字文化普及協会

49 F 最後の藁 夏樹静子/著 埼玉福祉会

50 F 私に似た人 上・中・下 貫井徳郎/著 埼玉福祉会

51 F 蒼天見ゆ 上・下 葉室麟/著 埼玉福祉会

52 F 螢草 上・下 葉室麟/著 埼玉福祉会

53 F 謎解きはディナーのあとで 1～2 東川篤哉/著 大活字文化普及協会

54 F 流星の絆 上・中・下 東野圭吾/著 埼玉福祉会

55 F そして、星の輝く夜がくる 上・下 真山仁/著 埼玉福祉会

56 F 花櫓 上・中・下 皆川博子/著 埼玉福祉会

57 F お順 1～4 諸田玲子/著 埼玉福祉会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K319 はたらく地雷探知犬 大塚敦子/文・写真 講談社

2 K489 しっぽをなくしたイルカ 岩貞るみ子/作 加藤文雄/写真 講談社

3 K498 命をつなげ!ドクターヘリ 岩貞るみこ/作 講談社

4 K913 くもの糸・杜子春 上・下 芥川龍之介/作 百瀬義行/絵 講談社

5 K913 12歳-出逢いの季節 上・下 あさのあつこ/作 講談社

6 K913 風の館の物語 1上～4下 あさのあつこ/作 山田J太/絵 講談社

7 K913 摩訶不思議ネコムスビ  1上～4下 池田 美代子作 尾谷 おさむ絵 講談社

8 K913 黒魔女さんが通る!! Part1上～Part6下 石崎洋司/作 藤田香/絵 講談社

9 K913 ゾウのいない動物園 岩貞るみこ/作 真斗/絵 講談社

10 K913 ハチ公物語 岩貞るみこ/作 真斗/絵 講談社

11 K913 ぼくが探偵だった夏 上・下 内田康夫/作 青山浩行/絵 講談社

12 K913 あやかしの鏡 1上～5下 香谷美季/作 友風子/絵 講談社

13 K913 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子/作 杉田比呂美/絵 講談社

14 K913 地下室からのふしぎな旅 上・下 柏葉幸子/作 杉田比呂美/絵 講談社

15 K913 伊豆の踊子・野菊の墓 川端康成・伊藤左千夫/作 牧村久実/絵 講談社

大活字本（児童）
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 K913 ハリィにおまかせ! 上・下 木下繁/作 遠野ノオト/絵 講談社

17 K913 一休さんは名探偵!! 上・下 楠木誠一郎/作 岩崎美奈子/絵 講談社

18 K913 坂本龍馬は名探偵!! 上・下 楠木誠一郎/作 岩崎美奈子/絵 講談社

19 K913 パセリ伝説 memory1上～memory5下 倉橋燿子/作 久織ちまき/絵 講談社

20 K913 ペガサスの翼 1～6 倉橋燿子/作 佐竹美保/絵 講談社

21 K913 泣いちゃいそうだよ 1上～6 小林深雪/作 牧村久実/絵 講談社

22 K913 走れメロス 上・下 太宰治/作 村上豊/絵 講談社

23 K913 魔女館と月の占い師 Part3 上・下 つくもようこ/作 CLAMP/絵 講談社

24 K913 魔女館と秘密のチャンネル 上・下 つくもようこ/作 CLAMP/絵 講談社

25 K913 魔女館へようこそ 上・下 つくもようこ/作 CLAMP/絵 講談社

26 K913 坊っちゃん 上・下 夏目漱石/作 にしけいこ/絵 講談社

27 K913 ごんぎつね 上・下 新美南吉/作 ささめやゆき/絵 講談社

28 K913 ここは京まち、不思議まち 上・下 服部千春/作 実希/絵 講談社

29 K913 四年一組ミラクル教室 1上～6下 服部千春/作 高里むつる/絵 講談社

30 K913 少年名探偵WHO はやみねかおる/作 武本糸会/絵 講談社

31 K913 ビビビンゴ!へこまし隊 上・下 東多江子/作 いのうえたかこ/絵 講談社

32 K913 クレヨン王国の十二か月 上・下 福永令三/作 三木由記子/絵 講談社

33 K913 七時間目のUFO研究 上・下 藤野恵美/作 HACCAN/絵 講談社

34 K913 七時間目の占い入門 上・下 藤野恵美/作 HACCAN/絵 講談社

35 K913 龍の子太郎 松谷みよ子/作 田代三善/絵 講談社

36 K913 ふたりのイーダ 上・下 松谷みよ子/作 司修/絵 講談社

37 K913 パスワードはひ・み・つ 上・下 松原秀行/作 梶山直美/絵 講談社

38 K913 ねらわれた学園 上・下 眉村卓/作 緒方剛志/絵 講談社

39 K913 風の又三郎  上・下 宮沢賢治/作 太田大八/絵 講談社

40 K913 銀河鉄道の夜 上・下 宮沢賢治/作 太田大八/絵 講談社

41 K913 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治/作 太田大八/絵 講談社

42 K913 注文の多い料理店  上・下 宮沢賢治/作 太田大八/絵 講談社

43 K913 この子だれの子 上・下 宮部みゆき/作 千野えなが/絵 講談社

44 K913 ステップファザー・ステップ 上・下 宮部みゆき/作 千野えなが/絵 講談社

45 K913 マサの留守番 上・下 宮部みゆき/作 千野えなが/絵 講談社

46 K913 舞姫 上・下 森鷗外/作 森まゆみ/訳 講談社

47 K913 勉強してはいけません! 上・下 横田順彌/作 池田八重子/絵 講談社

48 K913 歯をみがいてはいけません! 上・下 横田順彌/作 池田八惠子/絵 講談社

49 K913 早く寝てはいけません! 上・下 横田順彌/作 池田八惠子/絵 講談社

50 K913 おっことチョコの魔界ツアー 令丈ヒロ子/作 石崎洋司/作 講談社

51 K913 若おかみは小学生! PART1上～PART8下 令丈ヒロ子/作 亜沙美/絵 講談社

52 K923 西遊記 上・下 呉承恩/原作 小沢章友/文 講談社

53 K923 三国志 1～7 羅貫中/原作 小沢章友/作 講談社

54 K933 フランダースの犬 ウィーダ/作 松村達雄/訳 講談社

55 K933 あしながおじさん 上・下 J.ウェブスター/作・絵 曽野綾子/訳 講談社

56 K933 賢者の贈り物 上・下 O.ヘンリー/作 飯島淳秀/訳 講談社

57 K933 若草物語 1上～4下 オルコット/作 谷口由美子/訳 講談社

58 K933 クリスマスキャロル 上・下 ディケンズ/作 こだまともこ/訳 講談社

59 K933 名探偵ホームズ赤毛組合 上・下 コナン・ドイル/作 日暮まさみち/訳 講談社

60 K933 名探偵ホームズバスカビル家の犬 上・中・下 コナン・ドイル/作 日暮まさみち/訳 講談社

61 K933 リトルプリンセス 上・下 バーネット/作 曽野綾子/訳 講談社

62 K933 耳なし芳一・雪女 上・下 小泉八雲/作 保永 貞夫/訳 講談社

63 K933 オズの魔法使い 上・中・下 ライマン・フランク・バーム/作 松村達雄/
訳 講談社

64 K933 青い鳥 上・下 メーテルリンク/作 保永貞夫/訳 講談社

65 K933 赤毛のアン 1上～5下 L.M.モンゴメリ/作 村岡花子/訳 講談社

66 K953 星の王子さま サン=テグジュペリ/作 三田誠広/訳 講談社

- 28 -


