
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 究極の独学術 瀬木比呂志/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2 002 人間を究める 松尾豊/著 長谷川眞理子/著 ポプラ社

3 002 知的創造の条件 吉見俊哉/著 筑摩書房

4 007.1 知識ゼロからの機械学習入門 太田和樹/著 TechAcademy/監修 技術評論社

5 007.1 大前研一 AI&フィンテック大全 大前研一/編著 プレジデント社

6 007.1 高校数学からはじめるディープラーニング  (ブルーバックス) 金丸隆志/著 講談社

7 007.1 AI世界秩序 李開復/著 上野元美/訳
日経BP日本経済新聞出版本
部

8 007.3 IT知識ゼロ&アラフィフの私が2年で稼げるトップYouTuberになった方法 緒方亜希野/著 扶桑社

9 007.3 好きなものを「推す」だけ。 Jini/著 KADOKAWA

10 007.3 就活転職の役に立つデジタル・IT業界がよくわかる本 志村一隆/著 宣伝会議

11 007.3 いちばんやさしい60代からのLINE 増田由紀/著 日経BP

12 007.3 LINEで困ったときの解決&便利技 リンクアップ/著 技術評論社

13 007.6 作って学ぶAndroidアプリ開発 有山圭二/著 技術評論社

14 007.6 Swift実践入門 石川洋資/著 西山勇世/著 技術評論社

15 007.6 いちばんやさしいアジャイル開発の教本 市谷聡啓/著 新井剛/著 インプレス

16 007.6 HTML&CSS逆引き事典 大藤幹/著 技術評論社

17 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!インターネット&メール超入門 門脇香奈子/著 技術評論社

18 007.6 みんなのAWS 菊池修治/ほか著 技術評論社

19 007.6 プログラミング言語大全 クジラ飛行机/著 技術評論社

20 007.6 ゼロからはじめるデータサイエンス Joel Grus/著 菊池彰/訳 オライリー・ジャパン

21 007.6 UX原論 黒須正明/著 近代科学社

22 007.6 はじめてのLinux 小林真也/監修 宇戸寿幸/共著 森北出版

23 007.6 時短しながらミス撲滅Excel無敵のルール 榊裕次郎/著 インプレス

24 007.6 教養としてのプログラミング講座  (中公新書ラクレ) 清水亮/著 中央公論新社

25 007.6 Androidアプリ厳選BESTセレクション 田中拓也/著 永田一八/著 技術評論社

26 007.6 空飛ぶプログラム ドローンエモーション/著 シーアンドアール研究所

27 007.6 Excel実践の授業 永井雅明/著 SBクリエイティブ

28 007.6 プログラマーになりたい! 長岡英史/著 日経BP

29 007.6 情報リテラシー入門 2020年版 中川祐治/ほか著 日経BP

30 007.6 macOS×コマンド入門 西村めぐみ/著 新居雅行/技術監修 技術評論社

31 007.6 パソコンのしくみがよくわかる本 丹羽信夫/著 技術評論社

32 007.6 Pythonデータエンジニアリング入門 橋本洋志/共著 牧野浩二/共著 オーム社

33 007.6 Webデザインの現場で使えるVue.jsの教科書 廣末丈士/共著 遠山恭平/共著 オーム社

34 007.6 学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint入門 松下孝太郎/著 楳村麻里子/著 技術評論社

35 007.6 データサイエンスのためのデータベース 吉岡真治/著 村井哲也/著 講談社

36 007.6 できる仕事がはかどる文字入力高速化全部入り。 リブロワークス/著 インプレス

37 007.6 アルゴリズムビジュアル大事典 渡部有隆/著 ニコライ・ミレンコフ/著 マイナビ出版

38 010.4 時代のなかの図書館・読書文化 相関図書館学方法論研究会/編著 吉田右子/ほ
か著・訳 松籟社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 019 それでも読書はやめられない  (NHK出版新書) 勢古浩爾/著 NHK出版

40 019 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Dain/著 技術評論社

41 019 本屋を守れ  (PHP新書) 藤原正彦/著 PHP研究所

42 019.1 積読こそが完全な読書術である 永田希/著 イースト・プレス

43 019.1 明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田裕子/著 集英社

44 019.2 考える読書 第65回 全国学校図書館協議会/編 毎日新聞出版

45 019.9 書評の仕事  (ワニブックス|PLUS|新書) 印南敦史/著 ワニブックス

46 019.9 だから古典は面白い  (幻冬舎新書) 野口悠紀雄/著 幻冬舎

47 019.9 ソロモン諸島でビブリオバトル 益井博史/著 子どもの未来社

48 021.2 著作権とは何か  (集英社新書) 福井健策/著 集英社

49 021.4 印刷&WEBコンテンツ制作の基礎知識 生田信一/ほか著 ファーインク/編 玄光社

50 022.5 <美しい本>の文化誌 臼田捷治/著 Book & Design

51 024.0 めんどくさい本屋 竹田信弥/著 本の種出版

52 041 高校生と考える日本の論点2020-2030 桐光学園中学校・高等学校/編 桐光学園中学
校・高等学校/編 左右社

53 069.3 転換期の博物館経営 金山喜昭/編 同成社

54 070.2 「春秋」うちあけ話 大島三緒/著 日本経済新聞出版社

55 081.6 吉本隆明全集 22 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 世界哲学史 3～4 (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 孤独を生き抜く哲学 小川仁志/著 河出書房新社

3 104 哲学とは何か 竹田青嗣/著 NHK出版

4 104 眠れなくなるほど面白い哲学の話 中谷彰宏/著 リベラル社

5 104 哲学のやさしく正しい使い方 フレデリック・ルノワール/著 小倉孝誠/訳 中央公論新社

6 114 自己分析論  (光文社新書) 高橋昌一郎/著 光文社

7 121.0 修養の思想 西平直/著 春秋社

8 134.4 ヘーゲル哲学の読み方 中井浩一/著 社会評論社

9 134.9 核時代のテクノロジー論 森一郎/著 現代書館

10 140 図解心理学用語大全 田中正人/編著 齊藤勇/監修 誠文堂新光社

11 141.5 問いこそが答えだ! ハル・グレガーセン/著 黒輪篤嗣/訳 光文社

12 141.5 ムードエレベーター ラリー・セン/著 杉谷俊伍/訳 芸術新聞社

13 141.9 わかりやすいパーソナリティ心理学 榎本博明/著 サイエンス社

14 146.1 性格の法則 アルフレッド・アドラー/著 長谷川早苗/訳 興陽館

15 146.1 イメージの心理学 河合隼雄/著 青土社

16 146.8 メンタル・クエスト 鈴木裕介/著 大和出版

17 146.8 アドラーに救われた女性たち つるたえみこ/著 みらいパブリッシング

18 146.8 1分自己肯定感 中島輝/著 マガジンハウス

19 146.8 「いつも無理してるな」と思った時に読む本 根本裕幸/著 大和書房

20 146.8 家族が変わるとき 森薫/著 学びリンク

21 148.1 いちばんよくわかる手相 田口二州/著 学研プラス

22 151 災害の倫理 ナオミ・ザック/著 高橋隆雄/監訳 勁草書房

23 156.4 武士の家訓 城島明彦/著 カンゼン

24 159 中村天風快楽に生きる 合田周平/著 幻冬舎

25 159 満足するコツ 植西聰/著 自由国民社

26 159 「実戦」で身につけた本物の教養 桜井章一/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

27 159 大きな噓の木の下で 田中修治/著 幻冬舎

28 159 人生が変わる!最強のアウトプット術 塚本亮/著 ぴあ

29 159 複利効果の生活習慣 ダレン・ハーディ/著 住友進/訳 パンローリング

30 159 スマホ人生戦略 堀江貴文/著 学研プラス

31 159 40代から深く生きる人、浅く生きる人 松尾一也/著 海竜社

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 159 ナマケモノ哲学 ジェニファー・マッカートニー/著 綿谷志穂/
訳協力

ハーパーコリンズ・ジャパン

33 159 月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活 ミニマリストTakeru/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

34 159 人生に効く『菜根譚』 湯浅邦弘/著 KADOKAWA

35 159.4 フルライフ 石川善樹/著 ニューズピックス

36 159.4 ぜんぶ、すてれば 中野善壽/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

37 159.6 「ひとり力」のある暮らしかた 阪口ゆうこ/著 明日香出版社

38 159.7 定年後からの孤独入門  (SB新書) 河合薫/著 SBクリエイティブ

39 159.7 老いの器量 下重暁子/著 海竜社

40 159.7 定年を病にしない 高田明和/著 ウェッジ

41 159.7 めざせ、命日が定年 弘兼憲史/著 幻冬舎

42 159.8 ラジオ深夜便珠玉のことば特選集  NHKサービスセンター

43 162 教養としての世界宗教史 島田裕巳/著 宝島社

44 162.1 梅棹忠夫の「日本人の宗教」 梅棹忠夫/著 中牧弘允/編著 淡交社

45 164.1 変貌する古事記・日本書紀  (ちくま新書) 及川智早/著 筑摩書房

46 169.1 なぜ人はカルトに惹かれるのか 瓜生崇/著 法藏館

47 175.8 図解伊勢神宮 神宮司庁/編・著 小学館

48 180.4 仏教の智慧が学べる日々のことば 枡野俊明/著 河出書房新社

49 183.2 唯識でよむ般若心経 横山紘一/著 大法輪閣

50 184.9 お迎えの信仰 梯信暁/著 法藏館

51 184.9 時空を翔ける中将姫 日沖敦子/著 平凡社

52 185.7 日本のものすごい10人の住職 『月刊住職』編集部/編 興山舎

53 185.9 英語で話す「京都寺社ガイド」 紫紅社/編 IBCパブリッシング

54 186.9 四国遍路の世界  (ちくま新書) 愛媛大学四国遍路・世界の巡礼研究セン
ター/編 筑摩書房

55 186.9 四国別格二十霊場 四国路おへんろ倶楽部/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

56 186.9 お遍路ズッコケ一人旅 波環/著 青弓社

57 188.4 比叡山と天台のこころ 杉谷義純/著 春秋社

58 188.4 寂庵コレクション Vol.2 瀬戸内寂聴/著 光文社

59 188.8 『無門関』の出世双六 ディディエ・ダヴァン/著 平凡社

60 188.8 宿無し弘文 柳田由紀子/著 集英社インターナショナル

61 198.2 法王フランシスコの「核なき世界」 津村一史/著 dZERO

62 198.2 ソドム フレデリック・マルテル/著 吉田春美/訳 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 歴史学の思考法 東京大学教養学部歴史学部会/編 岩波書店

2 209 移民の世界史 ロビン・コーエン/著 小巻靖子/訳 東京書籍

3 209 ヨコで読む大人の世界史 斎藤整/著 KADOKAWA

4 209 人類5000年史 3 (ちくま新書) 出口治明/著 筑摩書房

5 209 「決戦」の世界史 ジェフリー・リーガン/著 森本哲郎/監修 原書房

6 209.6 歴史のなかの人びと 樋口映美/編 彩流社

7 210.4 日本の歴史を解きほぐす 地方史研究協議会/編 文学通信

8 210.4 だから拙者は負けました。 本郷和人/監修 宝島社

9 211 もう一つ上の日本史 古代〜近世篇 浮世博史/著 幻戯書房

10 211 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本博文/監修 二見書房

11 212.5 縄文文明と中国文明  (PHP新書) 関裕二/著 PHP研究所

12 213 古代史講義 宮都篇 (ちくま新書) 佐藤信/編 筑摩書房

13 213 渡来系移住民 吉村武彦/編 吉川真司/編 岩波書店

14 213.6 平安貴族 橋本義彦/著 平凡社

15 214 敗者たちの中世争乱 関幸彦/著 吉川弘文館

16 214 中世の富と権力 湯浅治久/著 吉川弘文館

17 214.7 水軍と海賊の戦国史 小川雄/著 平凡社

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 214.7 超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田哲男/監修 山田雄司/監修 G.B.

19 215 禁断の江戸史  (扶桑社新書) 河合敦/著 扶桑社

20 215 石に刻まれた江戸時代 関根達人/著 吉川弘文館

21 215.8 知ってはいけない明治維新の真実  (SB新書) 原田伊織/著 SBクリエイティブ

22 215.8 徳川の幕末 松浦玲/著 筑摩書房

23 216 日本近現代史に学ぶ日本型リーダーの成功と失敗 佐藤芳直/著 育鵬社

24 216 皇紀・万博・オリンピック 古川隆久/著 吉川弘文館

25 217 五・一五事件  (中公新書) 小山俊樹/著 中央公論新社

26 217.5 神々は真っ先に逃げ帰った アンドリュー・バーシェイ/著 富田武/訳 人文書院

27 219.4 永青文庫の古文書 永青文庫/編 熊本大学永青文庫研究センター/
編 吉川弘文館

28 219.4 大聖寺藩 山口隆治/著 現代書館

29 219.6 まつりの古代史 大平茂/著 神戸新聞総合出版センター

30 219.6 「京都」の誕生  (文春新書) 桃崎有一郎/著 文藝春秋

31 219.9 占領と引揚げの肖像・BEPPU 下川正晴/著 弦書房

32 220 シルクロード悠久の天地 山田勝久/著 笠間書院

33 222.0 日本語を学ぶ中国八路軍 酒井順一郎/著 ひつじ書房

34 222.0 石平の裏読み三国志 石平/著 PHP研究所

35 227.2 イラン現代史 吉村慎太郎/著 有志舎

36 227.9 パレスチナ/イスラエル論 早尾貴紀/著 有志舎

37 234.0 独裁者ヒトラーの時代を生きる 大島隆之/著 集英社

38 235.0 パリ68年5月 江口幹/著 論創社

39 235.0 職業別パリ風俗 鹿島茂/著 白水社

40 281.0 インタビューというより、おしゃべり。 奥野武範/取材・構成・文 星海社

41 281.0 戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場日月/著 辰巳出版

42 281.0 危ない日本史  (講談社+α新書) 本郷和人/著 NHK「偉人たちの健康診断」取材
班/著 講談社

43 288.4 清和天皇 神谷正昌/著 吉川弘文館

44 289.1 ホハレ峠 大西暢夫/写真・文 彩流社

45 289.1 ある学者の「人間の条件」 小野正之/著 ブイツーソリューション

46 289.1 人生って捨てたもんじゃないね 清水俊明/著 幻冬舎メディアコンサルティ
ング

47 289.1 魂の教育者 詩人近藤益雄 永山絹枝/著 コールサック社

48 289.1 松岡洋右と日米開戦 服部聡/著 吉川弘文館

49 289.1 明智光秀10の謎  (宝島社新書) 本郷和人/著 細川珠生/著 宝島社

50 289.1 新渡戸稲造のまなざし 三島徳三/著 北海道大学出版会

51 289.1 ゾルゲを助けた医者 安田一郎/著 安田宏/編 青土社

52 289.1 徳川秀忠 山本博文/著 吉川弘文館

53 289.1 明朗であれ 渡部玄一/著 海竜社

54 289.3 誰も知らないカルロス・ゴーンの真実 レジス・アルノー/著 ヤン・ルソー/著 東洋経済新報社

55 289.3 コロンブスの図書館 エドワード・ウィルソン=リー/著 五十嵐加奈
子/訳 柏書房

56 289.3 ランスへの帰郷 ディディエ・エリボン/著 塚原史/訳 みすず書房

57 289.3 ハリエット・タブマン 篠森ゆりこ/著 法政大学出版局

58 289.3 三浦按針 森良和/著 東京堂出版

59 290.1 ゲートウェイの地理学 林上/著 風媒社

60 290.9 地球の歩き方 A18 スイス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

61 290.9 地球の歩き方 A26 チェコ ポーランド スロヴァキア 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

62 290.9 地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

63 290.9 地球の歩き方 C01 ハワイ1 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

64 290.9 地球の歩き方 D26 バリ島 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

65 291.0 国立公園を旅する 日本国際放送/企画 NHK出版/編集 NHK出版

66 291.0 日本の「原風景」を読む 原剛/著 佐藤充男/写真 藤原書店

67 291.0 全国御城印図録  英和出版社

68 291.1 北海道夏山ガイド 3 長谷川哲/著 菅原靖彦/著 北海道新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 291.1 知床・阿寒  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

70 291.2 山形  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

71 291.3 尾瀬 佐々木亨/著 山と溪谷社

72 291.3 丹沢 三宅岳/著 山と溪谷社

73 291.3 歩く地図鎌倉・横浜散歩 2021  成美堂出版

74 291.3 小笠原  (地球の歩き方JAPAN)  ダイヤモンド・ビッグ社

75 291.4 新潟佐渡  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

76 291.5 名古屋のトリセツ 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社

77 291.5 愛知のトリセツ  昭文社

78 291.5 軽井沢  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

79 291.9 さがごこち 佐賀県観光課/著 Open A/著 青幻舎

80 291.9 壱岐  (地球の歩き方JAPAN)  ダイヤモンド・ビッグ社

81 291.9 熊本・阿蘇  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

82 292.2 おかえり台湾 池澤春菜/著 高山羽根子/著 インプレス

83 292.2 レトロな街で食べ歩き!古都台南へ&ちょっと高雄へ 岩田優子/著 イカロス出版

84 292.3 ダナン&ホイアンへ 寺内真実/著 イカロス出版

85 292.9 追跡間宮林蔵探検ルート 相原秀起/著 北海道大学出版会

86 293.3 妖精の棲む島アイルランド 渡辺洋子/著 三弥井書店

87 293.6 約束の地、アンダルシア 濱田滋郎/著 高瀬友孝/写真 アルテスパブリッシング

88 293.6 旅の賢人たちがつくったスペイン旅行最強ナビ 山田静withひとり旅活性化委員会/編 水野千尋
/編 辰巳出版

89 293.7 メドゥーサの首 徐京植/著 論創社

90 295.3 地図で読むアメリカ ジェームス・M.バーダマン/著 森本豊富/著 朝日新聞出版

91 295.3 ニューヨーク  (ブルーガイドわがまま歩き)  実業之日本社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 300 社会を究める 若新雄純/著 水無田気流/著 ポプラ社

2 302.2 韓国現地からの報告  (ちくま新書) 伊東順子/著 筑摩書房

3 302.2 日本人のためのイスラエル入門  (ちくま新書) 大隅洋/著 筑摩書房

4 302.2 上海フリータクシー フランク・ラングフィット/著 園部哲/訳 白水社

5 302.3 地図で見るイタリアハンドブック オーレリアン・デルピルー/著 ステファヌ・ム
ルラーヌ/著 原書房

6 304 日本の宿題 竹中平蔵/著 原英史/著 東京書籍

7 304 日本再生の基軸 寺島実郎/著 岩波書店

8 304 丹羽宇一郎 令和日本の大問題 丹羽宇一郎/著 東洋経済新報社

9 304 ジム・ロジャーズ大予測 ジム・ロジャーズ/著 花輪陽子/監修・訳 東洋経済新報社

10 309.0 ルポつながりの経済を創る 工藤律子/著 岩波書店

11 311 「民意」と政治的態度のつくられ方 工藤宏司/著 桜井智恵子/著 太田出版

12 311.7 民主主義の非西洋起源について デヴィッド・グレーバー/著 片岡大右/訳 以文社

13 311.7 強権に「いいね!」を押す若者たち 玉川透/編著 ヤシャ・モンク/著 青灯社

14 311.8 ファシズムの教室 田野大輔/著 大月書店

15 312 ブレグジット×トランプの時代 小野塚佳光/著 萌書房

16 312.1 小沢一郎闘いの50年 小沢一郎/述 岩手日報社

17 312.1 日本の政治をダメにしたのは誰だ! 氷川貴之/著 ワック

18 312.2 金正恩の実像 アンナ・ファイフィールド/著 高取芳彦/訳 扶桑社

19 312.3 北欧の幸せな社会のつくり方 あぶみあさき/著 かもがわ出版

20 312.3 欧州分裂クライシス  (NHK出版新書) 熊谷徹/著 NHK出版

21 312.3 自由なき世界 上・下 ティモシー・スナイダー/著 池田年穂/訳 慶應義塾大学出版会

22 312.3 さらば偽造された大統領 ホアン・ブランコ/著 杉村昌昭/訳 岩波書店

23 312.5 現代アメリカ政治外交史 青野利彦/編著 倉科一希/編著 ミネルヴァ書房

24 313.6 令和の「代替わり」 吉原康和/著 山川出版社

25 314.1 女性議員が永田町の壁を砕く! 女性議員飛躍の会/著 成甲書房

300 社会科学

- 5 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

26 315.1 ガラパゴス政党日本共産党の100年 柳原滋雄/著 論創社

27 316.8 「自分時間」を生きる 朴和美/著 三一書房

28 316.8 アメリカ白人が少数派になる日 矢部武/著 かもがわ出版

29 318.0 地域づくりの基礎知識 5  神戸大学出版会

30 318.2 図説東京の論点 東京自治問題研究所/編 山本由美/編 旬報社

31 318.5 実践!自治体監査の考え方と実務 吉野貴雄/著 学陽書房

32 318.6 地域も自分もガチで変える!逆転人生の糸島ブランド戦略 岡祐輔/著 実務教育出版

33 318.8 事例から学ぶ若者の地域参画成功の決め手 松下啓一/著 第一法規

34 319 国際関係から学ぶゲーム理論 岡田章/著 有斐閣

35 319 グローバル・コモンズのための国際関係論 森彰夫/著 彩流社

36 319.1 街場の日韓論 内田樹/編 平田オリザ/著 晶文社

37 319.1 日中戦後外交秘史  (新潮新書) 加藤徹/著 林振江/著 新潮社

38 319.1 日米同盟の絆 坂元一哉/著 有斐閣

39 319.1 佐藤栄作最後の密使 宮川徹志/著 吉田書店

40 319.2 ソウルの中心で真実を叫ぶ 李宇衍/著 金光英実/訳 扶桑社

41 319.2 知らないと恥をかく東アジアの大問題  (角川新書) 池上彰/著 山里亮太/著 KADOKAWA

42 319.2 「親日韓国人」ですが、何か? WWUK/著 呉善花/著 悟空出版

43 319.2 中華世界を読む 奈倉京子/編著 及川茜/ほか著 東方書店

44 319.2 CHINA AND THE WEST H.R.マクマスター/著 マイケル・ピルズベリー
/著 楽工社

45 319.8 カント永遠平和のために 萱野稔人/著 NHK出版

46 320.4 ライフステージと法 副田隆重/著 浜村彰/著 有斐閣

47 320.7 法学テキストの読み方 大橋洋一/著 有斐閣

48 322.9 基礎から学べるアメリカ法 岩田太/著 会沢恒/著 弘文堂

49 323.1 憲法九条と幣原喜重郎 笠原十九司/著 大月書店

50 323.1 21世紀の平和憲法 川本兼/著 三一書房

51 323.1 人権保障と国家機能の再考 後藤光男/編著 高島穣/編著 成文堂

52 323.1 立憲主義と日本国憲法 高橋和之/著 有斐閣

53 323.1 憲法9条を正しく知ろう 西修/著 海竜社

54 323.9 デジタル手続法で変わる企業実務 榎並利博/著 日本法令

55 324 新基本民法 6 大村敦志/著 有斐閣

56 324.1 Q&A法人登記の実務NPO法人 吉岡誠一/著 日本加除出版

57 324.3 各種動産抵当に関する登記 五十嵐徹/著 日本加除出版

58 324.5 民法改正と不法行為 大塚直/編 岩波書店

59 324.5 菊間弁護士と学ぶ!契約のキホンのキホン 菊間千乃/著 ぎょうせい

60 324.6 離婚と面会交流 小田切紀子/編著 町田隆司/編著 金剛出版

61 324.7 55歳になったら遺言を書きなさい 井口麻里子/著 あさ出版

62 324.7 遺産分割と遺贈の相続税実務ポイント解説 武田秀和/著 税務研究会出版局

63 324.8 介護とお金の悩みを実家で解決する本 杉谷範子/著 成田一正/税務監修 近代セールス社

64 325.2 図解新会社法のしくみ 浜辺陽一郎/著 東洋経済新報社

65 325.2 新株予約権等・種類株式の発行戦略と評価 プルータス・コンサルティング/編 中央経済社

66 325.2 株式会社法概論 丸山秀平/著 藤嶋肇/著 中央経済社

67 325.6 事例で学ぶ手形法・小切手法 丸山秀平/著 法学書院

68 326 刑法演習サブノート210問 井田良/編著 大塚裕史/編著 弘文堂

69 326 はじめての刑法学 佐久間修/編著 小野晃正/ほか執筆 三省堂

70 326.5 ルポ老人受刑者 斎藤充功/著 中央公論新社

71 326.9 アメリカン・プリズン シェーン・バウアー/著 満園真木/訳 東京創元社

72 327.1 検察官になるには 飯島一孝/著 ぺりかん社

73 327.2 はじめての民事手続法 川嶋四郎/編 笠井正俊/編 有斐閣

74 327.6 裁判員制度は本当に必要ですか? 織田信夫/著 花伝社

75 327.6 裁判員制度の10年 牧野茂/編 大城聡/編 日本評論社

76 327.6 入門刑事手続法 三井誠/著 酒巻匡/著 有斐閣
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 329.2 友だちを助けるための国際人権法入門 申惠【ボン】/著 影書房

78 330.4 時代の「見えない危機」を読む 黒瀬浩一/著 慶應義塾大学出版会

79 331 経済学を味わう 市村英彦/編 岡崎哲二/編 日本評論社

80 331 教養として知っておきたい33の経済理論 大村大次郎/著 彩図社

81 331 データで見る行動経済学 キャス・サンスティーン/著 ルチア・ライシュ
/著 日経BP

82 331.0 絶望を希望に変える経済学 アビジット・V.バナジー/著 エステル・デュフ
ロ/著

日経BP日本経済新聞出版本部

83 331.1 例題で学ぶ入門経済数学 上・下 E.ドウリング/著 大住栄治/訳 彩流社

84 331.6 なるほどマル経 鳥居伸好/著 桜井書店

85 331.7 貨幣発行自由化論 フリードリヒ・ハイエク/著 村井章子/訳 日経BP

86 332.1 平成の経済政策はどう決められたか 土居丈朗/編著 中央公論新社

87 332.1 コロナショック・サバイバル 冨山和彦/著 文藝春秋

88 332.1 検証財界 読売新聞経済部/著 中央公論新社

89 333.6 世界経済の潮流 2019年2 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)/編集 日経印刷

90 333.6 世界経済図説  (岩波新書 新赤版) 宮崎勇/著 田谷禎三/著 岩波書店

91 333.6 コロナ大恐慌中国を世界が排除する 宮崎正弘/著 渡邉哲也/著 ビジネス社

92 333.6 基礎から学ぶ国際経済と地域経済 若杉隆平/編著 文眞堂

93 333.8 SDGsを考える 高井亨/編 甲田紫乃/編 ナカニシヤ出版

94 333.8 現代開発経済入門 陸亦群/著 前野高章/著 文眞堂

95 335 仕事がスムーズに進む法務の社内調整術! 芦原一郎/著 学陽書房

96 335 起業をするならこの1冊 馬渡晃/著 吉田杉明/法律監修 自由国民社

97 335 ゼロからわかる!フリーランス、自営業のためのお金の超基本 横山光昭/著 アスコム

98 335.1 好奇心とイノベーション 坂井直樹/著 宣伝会議

99 335.1 SDGs見るだけノート 笹谷秀光/監修 宝島社

100 335.1 経営倫理が経営学の未来を変える 劉慶紅/著 千倉書房

101 335.1 SDGs日本の挑戦 2020  日経HR

102 335.2 地域とイノベーションの経営学 桜美林大学ビジネス科学研究所地域イノベー
ション研究グループ/編 中央経済社

103 335.2 日経スマートワークOUTLOOK 2020 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版本部

104 335.3 事例解説租税弁護士が教える事業承継の法務と税務 木村浩之/著 木村道哉/著 日本加除出版

105 335.3 よくわかる中小企業 関智宏/編著 ミネルヴァ書房

106 335.4 最近の企業不祥事 柏木理佳/著 税務経理協会

107 335.4 非公開会社の自社株のしくみがわかる本 田儀雅芳/著 同文舘出版

108 335.4 本気で取り組むガバナンス・開示改革 水口啓子/著 中央経済社

109 335.5 国際OEM契約書の作成実務 大貫雅晴/著 同文舘出版

110 336 基本と実務がよくわかる小さな会社の総務・労務・経理 20-21年版 池田陽介/監修 ナツメ社

111 336 フューチャーワーク 高砂哲男/著 河出書房新社

112 336 プロジェクト進行の技術が身につく本 前田考歩/著 後藤洋平/著 翔泳社

113 336.1 今からはじめるインシデントレスポンス 杉浦芳樹/著 萩原健太/著 技術評論社

114 336.1 上杉鷹山とイノベーション経営 田中宏司/編著 水尾順一/編著 同友館

115 336.1 経営戦略4.0図鑑 田中道昭/著 SBクリエイティブ

116 336.1 ビジネスデザイン 羽生章洋/著 技術評論社

117 336.1 戦略の創造学 山脇秀樹/著 東洋経済新報社

118 336.2 こじらせ仕事のトリセツ 飯田剛弘/著 丸山哲也/著 技術評論社

119 336.2 図解でわかる一点集中のすごいコツ 碓井孝介/著 CCCメディアハウス

120 336.2 すぐに役立つ!問題解決手法の基本と活用法 神谷俊彦/編著 坂田康一/著 アニモ出版

121 336.2 ロジカルシンキング見るだけノート 北村良子/監修 宝島社

122 336.2 感性思考 佐々木康裕/著 SBクリエイティブ

123 336.2 図解使える失敗学大全 畑村洋太郎/著 KADOKAWA

124 336.3 できるリーダーは失敗が9割 小山昇/著 マガジンハウス

125 336.3 なぜ、それでも会社は変われないのか 柴田昌治/著 日経BP日本経済新聞出版本部

126 336.3 なぜ、「あんな男」ばかりがリーダーになるのか トマス・チャモロ=プリミュジック/著 藤井留
美/訳 実業之日本社

127 336.3 女性リーダーが生まれるとき  (光文社新書) 野村浩子/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

128 336.4 働き方改革を意識した健康経営実践マニュアル 稲田耕平/編著 阿藤通明/著 清文社

129 336.4 「話す」は1割、「聞く」は9割 丘村奈央子/著 大和出版

130 336.4 中小企業の「就業規則」はじめに読む本 源田裕久/著 すばる舎

131 336.4 海外赴任者の労務 CSアカウンティング株式会社/著 税務経理協会

132 336.4 神コーチング 白井一幸/著 日経BP

133 336.4 英語de人事 白木三秀/著 ブライアン・シャーマン/著 文眞堂

134 336.4 ストーリーでわかる!人材マネジメントの課題解決 角直紀/著 中央経済社

135 336.4 アンガーマネジメント 戸田久実/著 日本経済新聞出版社

136 336.4 「使えない部下」はいない 成田直人/著 ポプラ社

137 336.4 モチベーション下げマンとの戦い方  (朝日新書) 西野一輝/著 朝日新聞出版

138 336.4 採用担当者なら押さえておきたい外国籍人材雇用の基礎知識 野村篤司/著 税務経理協会

139 336.4 仕事の基本見るだけノート 平野敦士カール/監修 宝島社

140 336.4 労使トラブルを防ぐための雇用契約書の作り方・活用法 保険サービスシステムHD株式会社/著 保険サー
ビスシステム社会保険労務士法人/著 税務経理協会

141 336.4 脱自己流の資料作成術 山橋美穂/著 ナツメ社

142 336.5 実務者のための失敗しないRPAシナリオ設計入門 小佐井宏之/著 秀和システム

143 336.5 スマホ×PC仕事術 目代純平/著 明日香出版社

144 336.5 仕事力に差がつく「超・整理術」 吉澤準特/著 三笠書房

145 336.8 今さらきけない内部統制とERM 神林比洋雄/著 同文舘出版

146 336.8 CFO最先端を行く経営管理 昆政彦/著 大矢俊樹/著 中央経済社

147 336.8 中小・ベンチャー企業CFOの教科書 高森厚太郎/著 中央経済社

148 336.9 教養の会計学 田口聡志/著 ミネルヴァ書房

149 336.9 1時間でわかる経理1年生のおしごと 松田篤史/著 技術評論社

150 336.9 1時間でわかる経費で落ちる領収書 渡邊勇教/著 技術評論社

151 338.0 不確実性の人類学 アルジュン・アパドゥライ/著 中川理/訳 以文社

152 338.0 誇りある金融 新田信行/著 江上広行/著 近代セールス社

153 338.1 スパイダー・ネットワーク デイヴィッド・エンリッチ/著 高崎拓哉/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

154 338.2 銀行業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 長塚孝子/監修 技術評論社

155 338.5 営業店のための外国人との金融取引Q&A 稲葉総合法律事務所/編著 経済法令研究会

156 338.5 地銀の次世代ビジネスモデル 大和総研/編著 日経BP

157 338.7 仏陀バンクの挑戦 伊勢祥延/著 上川泰憲/監修 集広舎

158 338.9 未完の人民元改革 関志雄/著 文眞堂

159 338.9 もうすぐ世界恐慌(ワールド・デプレッション) 副島隆彦/著 徳間書店

160 339.2 保険業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 GVフィナンシャル研究会/著 平野敦之/監修 技術評論社

161 345.1 現代税法入門塾 石村耕治/編 清文社

162 345.1 図説日本の税制 令和元年度版 植松利夫/編著 財経詳報社

163 345.3 法人税入門の入門 令和2年版 辻敢/共著 齊藤幸司/共著 税務研究会出版局

164 345.5 相続税・贈与税入門の入門 令和2年版 辻敢/共著 齊藤幸司/共著 税務研究会出版局

165 345.7 消費税軽減税率の徹底チェック 金井恵美子/著 中央経済社

166 349.2 地方財政改革の現代史 小西砂千夫/著 有斐閣

167 361 人、場所、歓待 金賢京/著 影本剛/訳 青土社

168 361 各駅停車社会学行 武山梅乗/著 学文社

169 361 はじめての人間社会学 千葉商科大学人間社会学部/編 中央経済社

170 361.1 美容資本 小林盾/著 数理社会学会/監修 勁草書房

171 361.2 社会学史入門 仲川秀樹/編著 松野弘/監修 ミネルヴァ書房

172 361.3 7タイプ別交渉術 谷原誠/著 秀和システム

173 361.4 江戸とアバター  (朝日新書) 池上英子/著 田中優子/著 朝日新聞出版

174 361.4 クリティカル日本学 ガイタニディス・ヤニス/編著 小林聡子/編
著 明石書店

175 361.4 人は囚われてこそ 澤田幸展/著 柏艪舎

176 361.4 ハーバード流「聞く」技術  (角川新書) パトリック・ハーラン/著 KADOKAWA

177 361.4 他人とうまくやっていく アラン・ピーズ/著 バーバラ・ピーズ/著 サンマーク出版

178 361.4 新しい社会心理学のエッセンス 松井豊/編 宮本聡介/編 福村出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

179 361.4 会話が上手い人下手な人 森優子/著 かんき出版

180 361.4 メディア産業論 湯淺正敏/編著 ミネルヴァ書房

181 361.4 人の心をつかむ最高の法則 REINA/著 リベラル社

182 361.5 風変わりで愛しいニッポン マッテオ・インゼオ/著 NHK出版

183 361.6 天皇と右翼・左翼  (ちくま新書) 駄場裕司/著 筑摩書房

184 361.6 なぜいま家族のストーリーが求められるのか 橋本嘉代/著 書肆侃侃房

185 361.7 ダブルローカル 後藤寿和/著 池田史子/著 木楽舎

186 361.8 世界から格差がなくならない本当の理由 池上彰/著 「池上彰緊急スペシャル!」制作
チーム/著 SBクリエイティブ

187 361.8 閉ざされた扉をこじ開ける  (朝日新書) 稲葉剛/著 朝日新聞出版

188 364.7 失業保険150%トコトン活用術 2020第9版 日向咲嗣/著 同文舘出版

189 365 新・消費者法これだけは 杉浦市郎/編 法律文化社

190 365.0 コンビニ断ち脱スマホ 黒沢大陸/著 コモンズ

191 366.0 仕事の未来  (講談社現代新書) 小林雅一/著 講談社

192 366.0 ミッシングワーカーの衝撃  (NHK出版新書) NHKスペシャル取材班/著 NHK出版

193 366.1 判例解説解雇・懲戒の勝敗分析 高井・岡芹法律事務所/編著 日本加除出版

194 366.1 トピック労働法 山田省三/編著 石井保雄/編著 信山社

195 366.1 働き方改革関連法の解説と実務対応 2 労働調査会出版局/編 全国労働基準関係団体連合会

196 366.2 自助の時代 生涯現役に向けたキャリア戦略 佐藤文男/著 労務行政

197 366.2 多様な自分を生きる働き方 中村龍太/著 エッセンシャル出版社

198 366.2 仕事のカタログ 2021-22年版  自由国民社

199 366.3 職場のハラスメント防止策と事後対応がわかる本 大槻哲也/監修 コンデックス情報研究所/編
著 成美堂出版

200 366.6 ストライキ2.0  (集英社新書) 今野晴貴/著 集英社

201 366.9 過労事故死 川岸卓哉/著 渡辺淳子/著 旬報社

202 367.1 新たな時代のジェンダー・イシュー 信田理奈/編著 村上涼/編著 三恵社

203 367.2 朝鮮女性史 盧桂順/著 東京図書出版

204 367.3 毒親  (ポプラ新書) 中野信子/著 ポプラ社

205 367.4 離婚の経済学  (講談社現代新書) 橘木俊詔/著 迫田さやか/著 講談社

206 367.6 「勤労青年」の教養文化史  (岩波新書 新赤版) 福間良明/著 岩波書店

207 367.6 ひきこもりのライフストーリー 保坂渉/著 彩流社

208 367.7 定年バカ 勢古浩爾/著 SBクリエイティブ

209 367.9 性転師 伊藤元輝/著 柏書房

210 367.9 ぼくが小さなプライド・パレード ソフィア・ヤンベリ/著 轡田いずみ/訳 ミツイパブリッシング

211 368.7 性的虐待を犯した少年たち アンデシュ・ニューマン/著 ウーロフ・リスベ
リィ/著 新評論

212 369 多文化福祉コミュニティ 三本松政之/編著 朝倉美江/編著 誠信書房

213 369 利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術 高山彰彦/著 中央法規出版

214 369.0 外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 国際交流&日本語支援Y/編著 国際厚生事業団/
協力 中央法規出版

215 369.0 <つながり>の社会福祉 西村昌記/編著 加藤悦雄/編著 生活書院

216 369.1 対人援助の現場で使える承認する・勇気づける技術便利帖 大谷佳子/著 翔泳社

217 369.1 介護リーダーのリスクマネジメント入門 葛田一雄/著 ぱる出版

218 369.1 福祉業界で働く 戸田恭子/著 ぺりかん社

219 369.2 障害者差別を問いなおす  (ちくま新書) 荒井裕樹/著 筑摩書房

220 369.2 障害者と表現活動 川井田祥子/著 水曜社

221 369.2 地域共生社会における生活支援 全国軽費老人ホーム協議会/編 北本佳子/監
修 学文社

222 369.2 子どもに頼らないしあわせ介護計画 高室成幸/著 WAVE出版

223 369.2 知的障害・自閉症のある人への行動障害支援に役立つアイデア集65例 林大輔/著 志賀利一/監修 中央法規出版

224 369.2 障害のある子の住まいと暮らし 渡部伸/著 主婦の友社

225 369.3 宅地の防災学 釜井俊孝/著 京都大学学術出版会

226 369.3 21世紀の新しい社会運動とフクシマ 後藤康夫/編著 後藤宣代/編著 八朔社

227 369.4 保育園に通えない子どもたち  (ちくま新書) 可知悠子/著 筑摩書房

228 369.4 子ども家庭福祉入門 芝野松次郎/編著 新川泰弘/編著 ミネルヴァ書房

229 369.4 大人になる・社会をつくる 杉田真衣/編著 谷口由希子/編著 明石書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

230 369.4 子ども家庭福祉論 吉田明弘/編著 山本希美/ほか著 八千代出版

231 370.4 「教える」ということ 出口治明/著 KADOKAWA

232 370.4 学ぶ・教える 中澤渉/編 野村晴夫/編 大阪大学出版会

233 370.4 10代からの批判的思考 名嶋義直/編著 寺川直樹/著 明石書店

234 370.4 創造する心 Marvin Minsky/著 Cynthia Solomon/編 オライリー・ジャパン

235 371 考えを深めるための教育原理 佐藤光友/編著 奥野浩之/編著 ミネルヴァ書房

236 371 絵で読む教育学入門 広岡義之/著 北村信明/絵 ミネルヴァ書房

237 371.3 学校の社会学 マリアンヌ・ブランシャール/著 ジョアニ・カ
ユエット=ランブリエール/著 明石書店

238 371.4 いじめを本気でなくすには 阿部泰尚/著 KADOKAWA

239 371.4 いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 堀田秀吾/著 河出書房新社

240 371.4 発達とレジリエンス アン・マステン/著 上山眞知子/訳 明石書店

241 371.4 NGから学ぶ本気の伝え方 宮口幸治/著 田中繁富/著 明石書店

242 371.5 世界が変わる学び 吉田敦彦/著 ミネルヴァ書房

243 374 学校安全と危機管理 渡邉正樹/編著 大修館書店

244 375.1 熱中授業をつくる!教室の対話革命 森川正樹/著 学陽書房

245 375.3 未来の市民を育む「公共」の授業 杉浦真理/編 菅澤康雄/編 大月書店

246 375.8 どの子も好きになる!楽しみながら話せる!英語あそび101 三好真史/著 学陽書房

247 375.9 教科書抹殺 藤岡信勝/著 新しい歴史教科書をつくる会/
著 飛鳥新社

248 376.1 からだあそび145選 九州合研常任委員会/編 かもがわ出版

249 376.1 笑って子育て 福田佳織/編著 北樹出版

250 376.1 ふきげんな子どもの育て方 湯汲英史/著 岩崎書店

251 376.1 お誕生会パーフェクトブック  ナツメ社

252 376.1 0.1.2歳児運動会メニュー50  学研教育みらい

253 376.4 親子留学のすすめ 添田衣織/著 みらいパブリッシング

254 376.8 環境学部 大岳美帆/著 ぺりかん社

255 376.8 あたらしい高校生 山本つぼみ/著 IBCパブリッシング

256 377 搾取される研究者たち  (光文社新書) 山田剛志/著 光文社

257 377.1 アクティブ・ラーナーを育む 九州大学基幹教育院次世代型大学教育開発セン
ター/編 九州大学出版会

258 377.1 大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 斎藤恭一/著 イースト・プレス

259 377.1 企業人から大学教員になりたいあなたへ 横山陽二/著 ゆいぽおと

260 377.2 上課記 王小【ジ】/著 ふるまいよしこ/訳 白水社

261 377.2 帝国大学における研究者の知的基盤 吉葉恭行/編 加藤諭/編 こぶし書房

262 378 よくわかるインクルーシブ保育 尾崎康子/編著 阿部美穂子/編著 ミネルヴァ書房

263 378.6 知的障害/発達障害のある子の育て方 徳田克己/監修 水野智美/監修 講談社

264 378.6 知的障害者の高等教育保障への展望 長谷川正人/編著 ゆたかカレッジ/編著 クリエイツかもがわ

265 378.8 真っ先に読むASDの本 司馬理英子/著 主婦の友社

266 378.8 真っ先に読むADHDの本 司馬理英子/著 主婦の友社

267 378.8 どんな子も脳の「発達特性」に合わせるだけでグーンと伸びる 鈴木昭平/著 篠浦伸禎/著 コスモ21

268 378.8 発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き 田中康雄/監修 ニシハマカオリ/イラスト 扶桑社

269 379.9 アグネス流10歳までに鍛えておきたい20の能力 アグネス・チャン/著 PHP研究所

270 379.9 自ら学ぶ子どもに育てる 入江のぶこ/著 あさ出版

271 379.9 21世紀の「女の子」の親たちへ おおたとしまさ/著 祥伝社

272 379.9 もう悩まない!自己肯定の幸せ子育て 大日向雅美/著 河出書房新社

273 379.9 子どもへの体罰を根絶するために エリザベス・T.ガースホフ/編 シャウナ・J.
リー/編 明石書店

274 379.9 小学生の子の成績に最短で直結する勉強法 菊池洋匡/著 実務教育出版

275 379.9 大谷翔平・羽生結弦の育て方 児玉光雄/著 幻冬舎

276 379.9 自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村華子/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

277 379.9 3児を育てるギャルママの心でする育児 日菜あこ/著 KADOKAWA

278 379.9 学ぶ環境のつくり方 深谷圭助/著 池田書店

279 379.9 「しつもん」で夢中をつくる!子どもの人生を変える好奇心の育て方 藤代圭一/著 旬報社

280 379.9 世界標準の自己肯定感の育て方 船津徹/著 KADOKAWA
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281 379.9 人と比べなければ子どもは伸びる 三田晃史/著 マキノ出版

282 379.9 わが子が幸せになるために必要な3つの力 山崎拓史/著
幻冬舎メディアコンサルティ
ング

283 382.1 アイヌをもっと知る図鑑  平凡社

284 383.7 縄文時代にタトゥーはあったのか ケロッピー前田/著 国書刊行会

285 383.8 蓼食う人々 遠藤ケイ/著 山と溪谷社

286 383.8 日本のお弁当文化 権代美重子/著 法政大学出版局

287 383.9 掃除道具 小泉和子/著 渡辺由美子/著 法政大学出版局

288 384.7 世界の性習俗  (角川新書) 杉岡幸徳/著 KADOKAWA

289 385.6 お墓のことを考えたらこの1冊 石原豊昭/著 自由国民社

290 388.1 江戸の怪異と魔界を探る 飯倉義之/監修 カンゼン

291 388.1 ザシキワラシと婆さま夜語り 佐々木喜善/著 河出書房新社

292 388.2 韓国昔話集成 7 崔仁鶴/編著 厳鎔姫/編著 悠書館

293 391.6 スパイ関三次郎事件 佐藤哲朗/著 河出書房新社

294 392.2 シリア原子炉を破壊せよ ヤーコブ・カッツ/著 茂木作太郎/訳 並木書房

295 392.3 ドイツ軍攻防史 大木毅/著 作品社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 410 数学大図鑑  ニュートンプレス

2 417 Excelによる統計入門 縄田和満/著 朝倉書店

3 417 データ活用のための数理モデリング入門 水上ひろき/著 熊谷雄介/著 技術評論社

4 430.3 コンパクト化合物命名法入門 田島慶三/著 東京化学同人

5 435.6 交響曲第6番「炭素物語」 ロバート・M.ヘイゼン/著 渡辺正/訳 化学同人

6 440 138億年の大宇宙  ニュートンプレス

7 440.4 コスモスいくつもの世界 アン・ドルーヤン/著 藤井留美/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

8 443.5 90分でブラックホールがわかる本 福江純/著 カサハラテツロー/コミック・イラ
スト 大和書房

9 444 驚異の太陽 鈴木建/著 日本評論社

10 450 ノヴァセン ジェームズ・ラヴロック/著 藤原朝子/監訳 NHK出版

11 453.0 あしたの地震学 神沼克伊/著 青土社

12 455.8 大陸と海洋の起源  (ブルーバックス) アルフレッド・ウェゲナー/著 竹内均/訳 講談社

13 457.8 TYRANNOPEDIA 楊楊/文 渡邉彰伸/監修 講談社

14 460 生命を究める 福岡伸一/著 篠田謙一/著 ポプラ社

15 460.4 幸福感に関する生物学的随想  (祥伝社新書) 本庶佑/著 祥伝社

16 464.1 基本がわかる分子生物学集中講義 武村政春/著 花岡文雄/監修 講談社

17 470 花美 江見敏宏/文・写真 技術評論社

18 470.3 自然散策が楽しくなる!草花・雑草図鑑 山田隆彦/著 池田書店

19 471.9 植物はなぜ毒があるのか  (幻冬舎新書) 田中修/著 丹治邦和/著 幻冬舎

20 472.1 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一/著 瀬戸口浩彰/著 創元社

21 480.7 いのちをつなぐ動物園 京都市動物園生き物・学び・研究センター/
編 小さ子社

22 481.3 意識の神秘を暴く トッド・E.ファインバーグ/著 ジョン・M.マ
ラット/著 勁草書房

23 481.7 言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー/著 安部恵子/訳 柏書房

24 481.8 新種の発見  (中公新書) 岡西政典/著 中央公論新社

25 486.7 外来アリのはなし 橋本佳明/編 朝倉書店

26 488.1 身近な鳥のすごい食生活  (イースト新書Q) 唐沢孝一/著 イースト・プレス

27 488.2 オーデュボンの鳥 ジョン・ジェームズ・オーデュボン/著 新評論

28 488.2 見わけがすぐつく野鳥図鑑 小宮輝之/監修 成美堂出版

29 488.6 アホウドリからオキノタユウへ 長谷川博/著 新日本出版社

30 489.4 ネズミのおしえ 篠原かをり/著 徳間書店

31 489.5 ヒグマ大全 門崎允昭/著 北海道新聞社

32 490.1 健康・医療心理学入門 島井哲志/編 長田久雄/編 有斐閣

33 490.1 最期の対話をするために 玉置妙憂/著 KADOKAWA

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 490.4 患者になった名医たちの選択  (朝日新書) 塚崎朝子/著 朝日新聞出版

35 492 みんなある!相談しづらい受診しづらい体のお悩み! 奈良信雄/監修 田中圭一/イラスト 辰巳出版

36 492.1 からだの検査数値  ニュートンプレス

37 492.7 痛みと不調を自分で治す人体力学 井本邦昭/著 学研プラス

38 492.7 1日3分!さするだけで免疫力が上がるリンパマッサージ 久優子/監修 Atsushi/監修 宝島社

39 493.2 シニアの高血圧 土橋卓也/監修 NHK出版

40 493.2 心臓・血管の病気にならない本 山下武志/著 ベストセラーズ

41 493.4 おとな女子の根こそぎよくなる!からだの整え方 小野咲/著 学研プラス

42 493.7 ADHDの正体 岡田尊司/著 新潮社

43 493.7 認知症を予防する食事 川口美喜子/著 亜紀書房

44 493.7 治したくない 斉藤道雄/著 みすず書房

45 493.7 いますぐ彼を解きなさい ジョバンナ・デル・ジューディチェ/著 岡村正
幸/監訳 ミネルヴァ書房

46 493.7 睡眠障害  (角川新書) 西野精治/著 KADOKAWA

47 493.7 精神科のくすりハンドブック 2020第3版 樋口輝彦/監修 総合医学社

48 493.7 「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック 姫野桂/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

49 493.7 「あれ?なんだっけ」がなくなる!大人のさがし絵 森惟明/監修 小林架寿恵/企画・編著 日東書院本社

50 493.7 寝ながらできる認知症予防 5 山崎律子/編 上野幸/編 ミネルヴァ書房

51 493.7 万引きがやめられない 吉田精次/著 金剛出版

52 493.8 呼吸器内科医が解説!新型コロナウイルス感染症-COVID-19- 粟野暢康/監修・編集 出雲雄大/監修・編集 医療科学社

53 493.8 感染症  (中公新書) 井上栄/著 中央公論新社

54 493.8 感染症大全 堤寛/著 飛鳥新社

55 493.9 子どものうつがわかる本 下山晴彦/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

56 493.9 子どもの未来は100%朝ごはん 西山由美/著 ワニ・プラス

57 494.5 がんで不安なあなたに読んでほしい。 清水研/著 ビジネス社

58 494.5 がんに勝つ食事 済陽高穂/著 栗原毅/著 河出書房新社

59 494.5 がん患者さんのための国がん東病院レシピ 2  法研

60 494.7 図解手外科専門医が教える手根管症候群とヘバーデン結節の治し方 菊地淑人/監修 日東書院本社

61 494.9 性感染症から子どもを守るために大切なこと 奥田研爾/著 現代書林

62 494.9 腎臓病が進行したら、私は腹膜透析を勧めます 古賀祥嗣/著 イースト・プレス

63 494.9 腎臓病透析患者さんのための献立集 宮本佳代子/監修 佐藤敏子/栄養指導・献立 女子栄養大学出版部

64 495 ライフサイクルでみる女性の保健と健康 小國美也子/著 木下博勝/著 ミネルヴァ書房

65 495.4 35歳からの「妊娠体質」のつくりかた 谷裕一郎/著 日東書院本社

66 496 目を5秒閉じれば自律神経は整う! 大原千佳/著 BABジャパン

67 497.7 小学生のための歯のはなし 渡邊真亀子/著 WAVE出版

68 497.9 1分舌そうじ 精田紀代美/著 自由国民社

69 498 人類と病  (中公新書) 詫摩佳代/著 中央公論新社

70 498.0 本当に良い医者と病院の見抜き方、教えます。 大塚篤司/著 大和出版

71 498.0 新型コロナウイルスが世界を滅ぼす 古森義久/著 ビジネス社

72 498.1 最新医療費の仕組みと基本がよ〜くわかる本 伊藤哲雄/編著 森田仁計/編著 秀和システム

73 498.1 医療費のしくみ 2020-2021年度版 木村憲洋/著 川越満/著 日本実業出版社

74 498.1 ナイチンゲールとセント・トーマス病院 福田邦三/校閲・訳 永坂三夫/訳 日本看護協会出版会

75 498.3 不調が消え去る脳バランス体操 石井克昇/著 KADOKAWA

76 498.3 健康な数値 猪俣武範/監修 クロスメディア・パブリッシ
ング

77 498.3 5秒ひざ裏のばして最期の3日前までトイレに行こう 川村明/著 主婦の友社

78 498.3 最後の日まで笑って歩けるため息スクワット 小林弘幸/著 集英社

79 498.3 病気知らずの医者がやっている免疫力を高める最高の方法 小林弘幸/著 宝島社

80 498.3 「一生サビない脳」をつくる生活習慣35 齋藤孝/著 ビジネス社

81 498.3 東洋医学式カラダとココロの養生術 鈴木知世/著 すばる舎

82 498.3 眠れないあなたを救う「睡眠ファースト」 友野なお/著 主婦の友社

83 498.3 最良の効果を得るタイミング マイケル・ブレウス/著 長谷川圭/訳 パンローリング

84 498.3 93歳の現役医師が実践する人生100年時代養生訓 前田昭二/著 祥伝社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 498.3 体が硬い人のためのヨガ大全 水野健二/著 PHPエディターズ・グループ

86 498.5 最強!毒出しごはん 青江誠一郎/著 河出書房新社

87 498.5 日本人の食事摂取基準 2020年版 伊藤貞嘉/監修 佐々木敏/監修 第一出版

88 498.5 実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 香川明夫/監修 川端輝江/編 女子栄養大学出版部

89 498.5 身近に潜む食卓の危険物 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

90 498.5 免疫力をあげる最強の食事術 白澤卓二/監修 宝島社

91 498.5 からだをいたわる命のごはん 高遠智子/著 祥伝社

92 498.5 はじめての薬膳ごはん 武鈴子/著 家の光協会

93 498.5 間違いだらけの栄養学 永井竜児/著 辰巳出版

94 498.5 ウイルスにもガンにも野菜スープの力 前田浩/著 幻冬舎

95 498.5 さらば健康食神話 アラン・レヴィノヴィッツ/著 ナカイサヤカ/
訳 地人書館

96 498.6 誰も言わなかった新型コロナウイルスの本当の話 伊藤隼也/著 宝島社

97 498.6 新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか 岡部信彦/編集 和田耕治/編集 南山堂

98 498.6 エキリ・コミッション 二至村菁/著 エディションベータ

99 498.7 0歳からの足育のすすめ 武藤芳照/監修 玉島麻理/著 論創社

100 499.8 世界薬用植物図鑑 モニク・シモンズ/著 メラニー=ジェイン・ハ
ウズ/著 原書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507 理工系大学でどう学ぶ? 広石英記/編著 花崎泉/ほか著 東京電機大学出版局

2 507.2 特許法・著作権法 小泉直樹/著 有斐閣

3 507.2 知的財産法 角田政芳/著 辰巳直彦/著 有斐閣

4 507.9 トミカ究極のコレクション1970-2020 講談社/編 講談社

5 509.6 製造業のための目標原価達成に必要なコスト見積もり術 間舘正義/著 日刊工業新聞社

6 509.6 良い製品開発 三木博幸/著 日本経済新聞出版社

7 509.8 3Hで学ぶヒューマンエラー対策 鈴木宣二/著 宮野正克/著 日科技連出版社

8 513.8 重機図説 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

9 518.1 水道、再び公営化!  (集英社新書) 岸本聡子/著 集英社

10 519 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

11 519.1 ビジュアルテキスト環境法 上智大学環境法教授団/編 有斐閣

12 519.4 追いつめられる海 井田徹治/著 岩波書店

13 520.9 地域ビルダー・工務店のための採用マニュアル 田中崇史/著 徳田恵子/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

14 521.8 山に立つ神と仏 松崎照明/著 講談社

15 523.1 建築の東京 五十嵐太郎/著 みすず書房

16 523.3 ハプスブルク帝国のアールヌーヴォー建築 小谷匡宏/著 リーブル出版

17 525.1 世界で一番やさしい建築計画 住宅編 樋口善信/著 エクスナレッジ

18 525.5 小さな三代目企業の職人軍団教科書なきイノベーション戦記 竹延幸雄/著 日経BP

19 527 世界で一番やさしい2×4住宅 大浦修二/ほか著 エクスナレッジ

20 527 失敗しない家づくりの法則 木村大作/著 シャスタインターナショナル

21 527 理想の注文住宅を建てたい! 本間貴史/著 東洋経済新報社

22 527.0 住まいの生命力 住総研清水組『住宅建築図集』現存住宅調査研
究委員会/編 波多野純/ほか著 柏書房

23 528 基礎講座建築設備 金政秀/編著 山本佳嗣/著 学芸出版社

24 528.4 電気設備のトラブル事例 石井理仁/著 オーム社

25 533.8 トコトンやさしい冷凍空調技術の本 日本冷凍空調学会/編著 日刊工業新聞社

26 537.0 ゴーンショック 朝日新聞取材班/著 幻冬舎

27 537.0 「深層」カルロス・ゴーンとの対話 郷原信郎/著 小学館

28 537.9 ホンダリトルカブ 三樹書房編集部/編 三樹書房

29 537.9 バイク・ライディングの強化書  枻出版社

30 538.7 F-15 EAGLE バーティ・シモンズ/著 源田孝/監訳 ニュートンプレス

31 538.7 WWⅡ大戦機メカニズム図鑑 野原茂/著 イカロス出版

32 538.9 ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史 ロジャー・D.ローニアス/著 柴田浩一/訳 東京堂出版

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 539.0 告発・原子力規制委員会 松田文夫/著 緑風出版

34 547.3 デジタルなのになぜ音が変わるのか? 大槻英樹/著 秀和システム

35 547.4 図解でよくわかるネットワークの重要用語解説 きたみりゅうじ/著 技術評論社

36 547.5 5G  (岩波新書 新赤版) 森川博之/著 岩波書店

37 557.7 日本の海と暮らしを支える海の地図 八島邦夫/編著 古今書院

38 568.0 最新石油業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 橋爪吉博/著 秀和システム

39 576.7 化粧品成分ガイド 宇山侊男/編著 岡部美代治/編著 フレグランスジャーナル社

40 576.7 化粧品の効能を考えるときに読む皮膚科学 正木仁/著 岡野由利/著 技術教育出版

41 581.8 創造と進化 泉里志/著 誠文堂新光社

42 588.0 食品企業の成功する通販・直販ビジネス トゥルーコンサルティング株式会社/著 同文舘出版

43 588.5 ワインの図鑑 君嶋哲至/監修 マイナビ出版

44 588.5 世界お酒MAPS ジュール・ゴベール=テュルパン/著 アドリア
ン・グラン・シュミット・ビアンキ/著 グラフィック社

45 588.5 お酒を120%楽しむ! 田村隆明/著 東京化学同人

46 588.5 ビールでブルックリンを変えた男 スティーブ・ヒンディ/著 和田侑子/訳 DU BOOKS

47 588.5 いつも、日本酒のことばかり。 山内聖子/著 イースト・プレス

48 588.5 読本本格焼酎。  プレジデント社

49 589.2 80sガールズファッションブック 竹村真奈/編著 グラフィック社

50 589.2 ユニバーサルファッション 見寺貞子/著 笹崎綾野/著 繊研新聞社

51 590 家庭科の基本 流田直/監修 田中京子/執筆 学研教育みらい

52 590.4 暮らしの中に終わりと始まりをつくる 一田憲子/著 幻冬舎

53 591 一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください! 井戸美枝/著 日経BP

54 591 年金不足2,000万円はまったく心配ない 実藤秀志/著 言視舎

55 591 一生お金に困らない!新・お金が貯まるのは、どっち!? 菅井敏之/著 アスコム

56 591 年をとっても困らないお金のチカラUP術 竹本隆之/著 海竜社

57 592.7 自分で作るねこの家具とインテリア 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

58 593.3 女の子と男の子のおでかけ服 かわいきみ子/著 主婦と生活社

59 593.3 型紙いらずの浴衣リメイク 松下純子/著 河出書房新社

60 593.3 シニア・シルバー世代のお洒落な春夏服  ブティック社

61 593.3 シニア世代旬のチュニック&ワンピース  ブティック社

62 593.3 ミセスのスタイルブック 2020初夏号  文化学園文化出版局

63 594 フェルトと遊ぶ PieniSieni/著 マガジンランド

64 594 布で作るかわいいお財布  日本ヴォーグ社

65 594.2 フランス刺繡と図案 157 戸塚薫/著 啓佑社

66 594.2 ロココ刺繡 林すま子/著 グラフィック社

67 594.2 マカベアリスの刺繡物語 マカベアリス/著 主婦と生活社

68 594.2 ちくちく楽しむ糸あそび日々の刺し子こもの  ブティック社

69 594.3 リピートしたくなるかぎ針編みの定番小物 春夏 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

70 594.3 はじめてのあみぐるみBOOK いちかわみゆき/著 ブティック社

71 594.3 メリヤスこま編みのあみこみバッグ 今村曜子/著 アップルミンツ

72 594.3 3時間でできるかごバッグ 貝塚なおこ/著 主婦と生活社

73 594.3 夏糸で編むネットバッグ 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

74 594.3 さっと羽織れるかぎ針編みのショール&ストール  アップルミンツ

75 594.3 ネットに通すだけでかんたん!テープヤーンのバッグ  ブティック社

76 594.7 花柄布を楽しむパッチワークキルトとバッグ 円座佳代/著 日本ヴォーグ社

77 594.7 わたしのトートバッグ かわいきみ子/著 家の光協会

78 594.7 かたちがたのしいポーチの本 細尾典子/著 ブティック社

79 594.7 バッグ見本帖 米田亜里/著 日本ヴォーグ社

80 594.9 飾って愉しむミニチュアの和服 秋田廣子/著 ブティック社

81 595.4 ネイル大全 小笠原弥生/監修 成美堂出版

82 595.4 髪のスペシャリストが教える髪の大事典 日本毛髪構造機構研究会/監修 徳間書店

83 595.4 若々しいグレイヘアの作り方Book  主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 595.6 下腹だけ、凹ませる! 岡部正/著 宝島社

85 596 今さら聞けない料理のこつ 有元葉子/著 大和書房

86 596 1日130万食!を支える栄養士のおうちごはん エームサービス株式会社/著 浜内千波/著 辰巳出版

87 596 少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食 榎本美沙/著 家の光協会

88 596 つくりわけおかず300 小田真規子/著 西東社

89 596 神レンチン 河瀬璃菜/著 文藝春秋

90 596 からだが整う発酵おつまみ 真藤舞衣子/著 立東舎

91 596 シニアのラクラク1人分健康ごはん 高城順子/著 学研プラス

92 596 ハツ江おばあちゃんのフライパン1つで100レシピ 高木ハツ江/著 河野雅子/監修 NHK出版

93 596 親孝行レシピ 舘野鏡子/料理 中村育子/監修 学研プラス

94 596 すぐめし献立 nozomi/著 光文社

95 596 ホットクックお助けレシピ 橋本加名子/著 河出書房新社

96 596 藤井恵繰り返し作りたい定番料理 藤井恵/著 主婦の友社

97 596 予約のとれない家政婦makoの心底おいしい!手抜きご飯MYベスト mako/著 東京書店

98 596 調理の科学 吉田勉/監修 高崎禎子/編著 学文社

99 596 李映林、季節の仕込みもの 李映林/著 グラフィック社

100 596 1人分のレンジ飯革命 リュウジ/著 KADOKAWA

101 596 渡辺有子の家庭料理 渡辺有子/著 主婦と生活社

102 596.0 お肴春秋 辰巳芳子/著 岩波書店

103 596.2 スパイスの世界へようこそ! シャンカール・ノグチ/著 河出書房新社

104 596.2 長澤恵のタイ料理教室 長澤恵/著 マガジンランド

105 596.2 みそ活。 平山由香/著 京阪神エルマガジン社

106 596.2 バスクのおいしいバルレシピ 藤沢セリカ/著 マイナビ出版

107 596.2 まさかの弱火中華 水島弘史/著 ワニ・プラス

108 596.2 フランス式おいしい調理科学の雑学 アルテュール・ル・ケンヌ/著 ヤニス・ヴァル
ツィコス/絵

パイインターナショナル

109 596.3 and CURRYの野菜が主役季節のカレー 阿部由希奈/著 世界文化社

110 596.3 世界一美味しい!和食パスタの本 つむぎや/著 堤人美/著 主婦と生活社

111 596.3 畑から生まれた野菜のいちばんおいしいレシピ 西村千恵/著 家の光協会

112 596.3 季節の魚料理 長谷川弓子/著 扶桑社

113 596.3 藤井恵の野菜をたっぷり食べるワザ!  NHK出版

114 596.4 やせるロカ弁 落合貴子/著 永岡書店

115 596.4 スープジャーで作るすてきなヘルシーランチ 金丸絵里加/監修 東京書店

116 596.4 お弁当にスープジャー ももせいづみ/著 辰巳出版

117 596.6 思わず見とれるゼリースイーツ 大越郷子/著 誠文堂新光社

118 596.6 不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ 太田さちか/著 マイルスタッフ

119 596.6 白あんでつくるあんの花が咲くお菓子 福本美樹/著 日東書院本社

120 596.7 アレンジ&クリエイティブアイスコーヒー 旭屋出版CAFERES編集部/編 旭屋出版

121 596.7 喫茶(カフェ)チェーン観察帖(ノート) 飯塚めり/著 カンゼン

122 596.7 フローズンドリンク教本 根岸清/著 旭屋出版

123 598.2 時代おくれのいいお産 久靖男/著 現代書館

124 598.2 安産マタニティ・ヨガ 森脇じゅん/著 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 進化する里山資本主義 藻谷浩介/監修 Japan Times Satoyama推進コン
ソーシアム/編 ジャパンタイムズ出版

2 602.1 X-Techビジネス大全 岩本隆/著 加賀裕也/著 みらいパブリッシング

3 610.1 人類を救う農業の科学 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

4 611.7 2030年のフード&アグリテック 佐藤光泰/著 石井佑基/著 同文舘出版

5 611.9 半農半林で暮らしを立てる 市井晴也/著 築地書館

6 617.6 スパイス&ハーブの使いこなし事典 主婦の友社/編 主婦の友社

7 625.2 図解よくわかるナシ栽培 川瀬信三/著 創森社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 626 育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置標本/著 家の光協会

9 626.2 農家はつらいよ 寺坂祐一/著 同文舘出版

10 626.9 野菜づくりをはじめよう 荻野千佳/著 ブティック社

11 626.9 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男/著 家の光協会

12 626.9 1000円以下でできるオーガニック菜園 原由紀子/監修 ブティック社

13 627 ガーデニング大百科  ブティック社

14 627.7 はじめての多肉植物栽培 松山美紗/著 パイインターナショナル

15 627.7 切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定 宮内泰之/監修 ナツメ社

16 627.7 つるバラの選び方・育て方・仕立て方 村上敏/著 誠文堂新光社

17 627.8 魅せる苔テラリウムの作り方 石河英作/著 家の光協会

18 627.8 わたしの野草日記 河内惠子/著 栃の葉書房

19 627.8 苔ボトル 佐々木浩之/写真 戸津健治/文 コスミック出版

20 627.8 3ポットから作れる寄せ植え 主婦の友社/編 主婦の友社

21 629.2 重森三玲 重森三玲/著 平凡社

22 629.6 兼六園のシンボル「ことじ灯籠」の片脚はなぜ短くなったのか? 加藤力/著 北國新聞社出版局

23 629.7 素敵に彩る小さな庭づくり E&Gアカデミー/監修 西東社

24 629.7 自分でできる小さな庭づくり 香山三紀/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

25 645.7 スタンド・バイ・ニャー 岩合光昭/著 辰巳出版

26 645.7 猫の腎臓病がわかる本 宮川優一/著 女子栄養大学出版部

27 645.8 いちばんよくわかる!ハムスターの飼い方・暮らし方 青沼陽子/監修 成美堂出版

28 645.9 あなたのペットが迷子になっても 遠藤匡王/著 緑書房

29 645.9 ペットのトラブル相談Q&A 渋谷寛/著 佐藤光子/著 民事法研究会

30 646.8 老鳥との暮らしかた 細川博昭/著 ものゆう/イラスト 誠文堂新光社

31 653.2 縁起のよい樹と日本人 有岡利幸/著 八坂書房

32 657.8 農家が教える痛快キノコつくり 農文協/編 農山漁村文化協会

33 666.7 ボールパイソンの教科書 長友瑞生/監修 川添宣広/写真・編 笠倉出版社

34 666.9 メダカ品種図鑑 2  ピーシーズ

35 673.3 買った後を想像させれば誰でもこんなに売れる! 坂本りゅういち/著 同文舘出版

36 673.3 はじめてのebay輸出スタートガイド 鈴木絢市郎/著 秀和システム

37 673.3 サイエンス・マネジメント 長瀬勝俊/著 ぱる出版

38 673.3 ポイントを無駄にしない活用法 山田稔/監修 辰巳出版

39 673.7 コトラーのリテール4.0 フィリップ・コトラー/著 ジュゼッペ・スティ
リアーノ/著 朝日新聞出版

40 673.8 百貨店・デパート興亡史  (イースト新書) 梅咲恵司/著 イースト・プレス

41 673.9 SHARE the REAL 青井茂/著 青井忠四郎/著 木楽舎

42 673.9 ゲコノミクス 藤野英人/著 日経BP日本経済新聞出版本部

43 674.6 寄り添うツイッター キングジム公式ツイッター担当者/著 KADOKAWA

44 674.7 デザインよろしく 内田奈津子/著 みらいパブリッシング

45 675 カイタイ新書 中川悠/編著 博報堂ヒット習慣メーカーズ/
著 秀和システム

46 675 感性産業のブランディング 長沢伸也/編 海文堂出版

47 675 ブランディング・ファースト 宮村岳志/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

48 675 Googleアナリティクスプロフェッショナル 山浦直宏/著 技術評論社

49 675 事例で学ぶブランディング ランドーアソシエイツ/著 ビー・エヌ・エヌ新社

50 675.1 売れる配色 グラフィック社/編 グラフィック社

51 675.1 売上がグングン伸びるパッケージ戦略 松浦陽司/著 合同フォレスト

52 681 最新図解で早わかりMaaSがまるごとわかる本 楠田悦子/著 森口将之/著 ソーテック社

53 686.2 1970〜80年代京阪電車の記録 諸河久/著 フォト・パブリッシング

54 686.2 絶滅危惧鉄道 2020  イカロス出版

55 686.5 駅名学入門  (中公新書ラクレ) 今尾恵介/著 中央公論新社

56 686.5 きっぷのルールハンドブック 土屋武之/著 実業之日本社

57 686.5 もっとお得にきっぷを買うアドバイス50 蜂谷あす美/著 天夢人

58 687.2 日本の航空産業  (中公新書) 渋武容/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 689 世界の工芸と観光 山崎茂雄/編 長岡亜生/ほか著 晃洋書房

60 689.5 東京ディズニーシー完全ガイド 2020-2021 講談社/編 講談社

61 689.5 るるぶレゴランド・ジャパン・リゾート  JTBパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.3 芸術人類学講義  (ちくま新書) 鶴岡真弓/編 筑摩書房

2 702.0 コンテンポラリーアートライティングの技術 ギルダ・ウィリアムズ/著 GOTO LAB/監修 光村推古書院

3 702.1 トラりんと学ぶ日本の美術 2 京都国立博物館/監修 淡交社

4 702.1 高山寺の美術 高山寺/監修 土屋貴裕/編 吉川弘文館

5 702.1 日本美術の底力  (NHK出版新書) 山下裕二/著 NHK出版

6 704 東大の先生!超わかりやすくビジネスに効くアートを教えてください! 三浦俊彦/著 郷和貴/聞き手 かんき出版

7 706.9 地域アートはどこにある? 十和田市現代美術館/編著 堀之内出版

8 706.9 東京と美術。  平凡社

9 709 366日の世界遺産 小林克己/監修 三才ブックス

10 709 いちばん美しい世界の絶景遺産 ナショナルジオグラフィック/編著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

11 709 世界遺産ガイド 文化遺産編2020改訂版 古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・編
集

シンクタンクせとうち総合研
究機構

12 712.1 現代彫刻アンソロジー 芸術新聞社/監修 芸術新聞社

13 719.0 漂流郵便局-お母さんへ- 久保田沙耶/著 小学館

14 721.0 かわいい江戸の絵画史 金子信久/監修 エクスナレッジ

15 721.8 岩佐又兵衛風絵巻の謎を解く 黒田日出男/著 KADOKAWA

16 721.8 月岡芳年 月岡芳年/画 河出書房新社

17 723.1 熊谷守一わたしはわたし 熊谷守一/著 求龍堂

18 723.3 モネとマティス モネ/画 マティス/画 求龍堂

19 723.3 図説モネ「睡蓮」の世界 安井裕雄/著 創元社

20 724.4 花と植物を描く水彩の教科書 中村愛/著 グラフィック社

21 724.4 実践アクリルレッスン 松崎祐哉/著 マガジンランド

22 726.1 サザエさんと長谷川町子  (幻冬舎新書) 工藤美代子/著 幻冬舎

23 726.1 ドラえもん論 杉田俊介/著 Pヴァイン

24 726.1 萩尾望都作画のひみつ 萩尾望都/著 芸術新潮編集部/編 新潮社

25 726.1 フジモトマサルの仕事 コロナ・ブックス編集部/編 平凡社

26 726.5 書物の幻影 北見隆/著 アトリエサード

27 726.5 コンセプトアーティストになるために知っておきたいこと 3dtotal Publishing/制作 河野敦子/訳 ボーンデジタル

28 726.5 はじめてでもわかる!イラストでお金を生み出す秘訣 虎硬/著 KADOKAWA

29 726.6 絵本画家 赤羽末吉 赤羽茂乃/著 福音館書店

30 726.6 私の絵本ろん 赤羽末吉/著 平凡社

31 726.6 ディック・ブルーナ ブルース・イングマン/著 ラモーナ・レイヒル
/著 河出書房新社

32 726.6 エドワード・ゴーリーの世界 濱中利信/編 柴田元幸/ほか著 河出書房新社

33 727.8 美しい痕跡 フランチェスカ・ビアゼットン/著 萱野有美/
訳 みすず書房

34 728 書の古典と理論 全国大学書道学会/編 光村図書出版

35 728 「書道」の教科書 横山豊蘭/著 実業之日本社

36 728.2 評伝桑田笹舟 谷藤史彦/著 水声社

37 735.0 いきることばつむぐいのち 永井一正/著 芸術新聞社

38 740 写真家のための必修基礎知識 河野鉄平/著 雷鳥社

39 743 はじめてのクリップオンストロボ 今井しのぶ/著 玄光社

40 744.3 デジタルでフィルムを再現したい 嵐田大志/著 玄光社

41 748 日本アルプスのライチョウ 水越武/著 新潮社

42 750 あかりの学校 橋田裕司/著 マール社

43 751 やきものの教科書 陶工房編集部/編 誠文堂新光社

44 751.4 りっこのおいしいミニチュア りっこ/著 KADOKAWA

45 753.3 組紐ジグザグのマジック  LIXIL出版

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 754.9 ちいさな布箱 KAORI：/著 主婦の友社

47 754.9 人生を彩る文様 トトアキヒコ/著 千田愛子/著 講談社

48 756.6 鬼を切る日本の名刀 小和田泰経/監修 枻出版社

49 757.0 名前のないデザイン Works That Work編集部/編 大木麻利子/訳 グラフィック社

50 757.3 時代別日本の配色事典 城一夫/著 パイインターナショナル

51 759 日本昭和トンデモ怪獣大全 堤哲哉/著 辰巳出版

52 760.9 音楽で起業する 八木良太/著 スタイルノート

53 762.1 評伝古関裕而 菊池清麿/著 彩流社

54 762.1 いつも心に音楽を 服部豊子/著 宮田奈奈/編集 勉誠出版

55 762.3 ベートーヴェンの愛弟子 かげはら史帆/著 春秋社

56 762.3 ベートーヴェン革新の舞台裏 平野昭/著 音楽之友社

57 763.2 徹底解剖!ベートーヴェン32のピアノ・ソナタ 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

58 763.2 コード進行で学ぶ弾ける!ピアノ伴奏 2020 菊地雅臣/編著 自由現代社(発売)

59 763.2 初心者のためのピアノ・コード講座 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

60 763.2 ヤクザときどきピアノ 鈴木智彦/著 CCCメディアハウス

61 764.6 吹奏楽のための読譜とソルフェージュがわかる本 広瀬勇人/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

62 764.7 ジミー・ペイジの真実 クリス・セイルヴィッチ/著 奥田祐士/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

63 764.7 ザ・ビートルズ『レット・イット・ビー』 和久井光司/責任編集 藤沢周/ほか執筆陣 河出書房新社

64 764.7 日本JAZZ地図  交通新聞社

65 766.1 オペラで楽しむヨーロッパ史  (平凡社新書) 加藤浩子/著 平凡社

66 767.0 大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲 西東社編集部/編 西東社

67 767.8 歌姫(シャリース)の仮面を脱いだ僕(ジェイク) ジェイク・ザイラス/著 藤野秋郎/訳 柘植書房新社

68 768 よくわかる日本音楽基礎講座 福井昭史/著 音楽之友社

69 774 歌舞伎の101演目解剖図鑑 辻和子/絵と文 エクスナレッジ

70 774.2 歌舞伎に女優がいた時代  (中公新書ラクレ) 小谷野敦/著 中央公論新社

71 775.1 浅利慶太-叛逆と正統-劇団四季をつくった男 梅津齊/著 日之出出版

72 775.4 『ミス・サイゴン』の世界 麻生享志/著 小鳥遊書房

73 778.2 凛凛チャップリン 伊藤千尋/著 新日本出版社

74 778.2 キネマの玉手箱 大林宣彦/著 ユニコ舎

75 778.2 時代劇入門  (角川新書) 春日太一/著 KADOKAWA

76 778.2 希林のコトダマ 椎根和/著 芸術新聞社

77 778.2 映画講義ロマンティック・コメディ  (平凡社新書) 瀬川裕司/著 平凡社

78 778.2 高峰秀子おしゃれの流儀 高峰秀子/著 斎藤明美/著 筑摩書房

79 778.4 低予算の超・映画制作術 曽根剛/著 玄光社

80 778.7 アニメの詩人ノルシュテイン 児島宏子/著 東洋書店新社

81 778.7 高畑勲をよむ 中丸禎子/編著 加藤敦子/編著 三弥井書店

82 780.1 勝てるアスリートの身体を作る栄養学と食事術 阿部菜奈子/著 石川三知/監修 マイナビ出版

83 780.1 アスリートのメンタルは強いのか? 荒井弘和/編 雨宮怜/ほか著 晶文社

84 780.1 よくわかるスポーツ文化論 井上俊/編著 菊幸一/編著 ミネルヴァ書房

85 780.1 アスリートのための朝食術 田口素子/監修 早稲田大学スポーツ栄養研究所
/著 女子栄養大学出版部

86 780.1 基礎から学ぶ!スポーツ障害 鳥居俊/著 ベースボール・マガジン社

87 780.1 スタンフォード式人生を変える運動の科学 ケリー・マクゴニガル/著 神崎朗子/訳 大和書房

88 780.3 観るまえに読む大修館スポーツルール 2020 大修館書店編集部/編集 大修館書店

89 780.6 1964年の東京パラリンピック 佐藤次郎/著 紀伊國屋書店

90 780.6 パラリンピックと日本 田中圭太郎/著 集英社

91 780.6 五輪と戦後 吉見俊哉/著 河出書房新社

92 780.7 ビジネスパーソンのための筋肉革命 岡田隆/著 KADOKAWA

93 780.7 応援する技術 森本貴義/著 中野達也/著 ワニ・プラス

94 781.4 今日から自宅がジムになる宅トレ 坂詰真二/著 カンゼン

95 782 陸上競技の筋力トレーニング 五味宏生/著 ベースボール・マガジン社

96 782 ランナー筋トレ 澤木一貴/総合監修 枻出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

97 783.1 バスケットボール判断力を養うスペーシングブック 鈴木良和/著 ベースボール・マガジン社

98 783.1 見るだけでうまくなる!バスケットボールの基礎 森圭司/著 ベースボール・マガジン社

99 783.4 平尾誠二を語る 橋野薫/著 込山駿/著 草思社

100 783.6 卓球の戦い方 岸川一星/著 ベースボール・マガジン社

101 783.7 荒木雅博の二塁手「超」専門講座 荒木雅博/著 ベースボール・マガジン社

102 783.7 日本野球の源流 岡野進/著 右文書院

103 783.7 甲子園出場校の成績と歴史がよくわかる事典  (宝島社新書) 別冊宝島編集部/編 宝島社

104 783.7 公認野球規則 2020 日本プロフェッショナル野球組織/編纂 全日本
野球協会/編纂

ベースボール・マガジン社(発
売)

105 783.7 野球スコアのつけ方完全マニュアル 日本野球協議会オペレーション委員会記録部会
/監修

ベースボール・マガジン社

106 783.7 プロ野球語辞典 令和の怪物現る!編 長谷川晶一/著 佐野文二郎/絵 誠文堂新光社

107 783.7 野球と暴力 元永知宏/著 イースト・プレス

108 783.7 プロ野球vs.オリンピック 山際康之/著 筑摩書房

109 783.7 日本代表ユニホーム図録  ベースボール・マガジン社

110 783.8 ビジネス教養としてのゴルフ 戸張捷/監修 造事務所/著 KADOKAWA

111 784.6 翼を羽ばたかせて 田村明子/著 双葉社

112 785.2 子どもに水泳を教える50のコツ 長谷優/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

113 786 レスキュー・ハンドブック 藤原尚雄/著 羽根田治/著 山と溪谷社

114 786.1 日本の火山に登る  (ヤマケイ新書) 及川輝樹/著 山田久美/著 山と溪谷社

115 786.1 IT時代の山岳遭難  (ヤマケイ新書) 木元康晴/著 山と溪谷社

116 786.1 50代からはじめるトレッキングサポートBOOK 2020  ネコ・パブリッシング

117 786.3 親子でキャンプBOOK  枻出版社

118 788.1 わが子の心と体を強くする、人生に「勝つ」食事力 山田道紀/著 主婦と生活社

119 788.2 永遠の最強王者ジャンボ鶴田 小佐野景浩/著 ワニブックス

120 788.5 昭和の名騎手 江面弘也/著 三賢社

121 789 ブラジリアン柔術必勝!戦術バイブル 早川光由/監修 芝本幸司/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

122 789.2 最後の直弟子が語る芦原英幸との八年間 原田寛/著 幻冬舎

123 793 切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし 谷川文江/著 家の光協会

124 795 勝てるアマの碁 小林孝之/著 マイナビ出版

125 795 囲碁・新しい形勢判断法 松本武久/著 マイナビ出版

126 796 振り飛車ミレニアム戦法 村田顕弘/著 マイナビ出版

127 796.0 天才の考え方 加藤一二三/著 渡辺明/著 中央公論新社

128 796.0 一門 神田憲行/著 朝日新聞出版

129 798 おうちは遊びのワンダーランド 木村研/著 いかだ社

130 798.5 Unityのツボとコツがゼッタイにわかる本 薬師寺国安/著 秀和システム

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 はじめての語用論 加藤重広/編 澤田淳/編 研究社

2 801.6 この本を書いたのは誰だ? 村上征勝/著 勉誠出版

3 801.9 日本の手話いろいろ 2 全国手話通訳問題研究会/編 文理閣

4 809.2 大人の「ことば選び」ノート 佐藤幸一/著 総合法令出版

5 809.4 短いスピーチあいさつ実例大事典 主婦の友社/編 主婦の友社

6 810.3 明解日本語学辞典 森山卓郎/編 渋谷勝己/編 三省堂

7 810.4 失礼な日本語  (ポプラ新書) 岩佐義樹/著 ポプラ社

8 810.4 すばらしき日本語  (ポプラ新書) 清水由美/著 ポプラ社

9 816 伝わる文章の基本 高橋廣敏/著 総合法令出版

10 816.5 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平/著 ミネルヴァ書房

11 816.8 日本一短い手紙「春夏秋冬」 丸岡文化財団/編 中央経済社

12 829.1 一冊目の韓国語 五十嵐孔一/著 東洋書店新社

13 829.3 ゼロからスタートベトナム語 文法編 鷲頭小弓/著 寺戸ホア/著 Jリサーチ出版

14 830.2 英語史を学び英語を学ぶ 高橋英光/著 開拓社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 830.4 英語の品格 実践編 ロッシェル・カップ/著 大野和基/著 アルク

16 830.7 英語最後の学習法 高橋敏之/著 ジャパンタイムズ出版

17 830.7 ヘレン・ケラーの言語習得 米山三明/著 開拓社

18 837.7 英語で読むそして誰もいなくなった アガサ・クリスティー/原著 ニーナ・ウェグ
ナー/英文リライト IBCパブリッシング

19 837.8 ネイティブを動かすプレミアム英会話50 加藤友朗/著 現代洋子/漫画 新潮社

20 837.8 ネイティブ厳選気持ちを伝える英会話まる覚え ジョセフ・ルリアス/共著 森川美貴子/共著 Jリサーチ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.0 文学のトリセツ 小林真大/著 五月書房新社

2 901.3 たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座 田丸雅智/著 WAVE出版

3 902.3 世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオ/文 オリヴィエーリ/文 西村書店

4 905 ことばと vol.1(2020spring)  書肆侃侃房

5 910.2 小説の生存戦略 大橋崇行/編著 山中智省/編著 青弓社

6 910.2 漱石深読 小森陽一/著 翰林書房

7 910.2 宮沢賢治論 中村稔/著 青土社

8 910.2 ビジュアル資料でたどる文豪たちの東京 日本近代文学館/編 勉誠出版

9 910.2 父・山口瞳自身 山口正介/著 小学館

10 911.0 大岡信『折々のうた』選 詩と歌謡 (岩波新書 新赤版) 大岡信/著 蜂飼耳/編 岩波書店

11 911.1 体内飛行 石川美南/著 短歌研究社

12 911.1 飛び散れ、水たち 近江瞬/著 左右社

13 911.1 リリカル・アンドロイド 荻原裕幸/著 書肆侃侃房

14 911.1 百人一首をいろは歌に詠む 鈴木半酔/著 西田書店

15 911.1 たん・たんか・たん 美村里江/著 青土社

16 911.1 アララギの系譜 横山季由/著 現代短歌社

17 911.2 連歌集 島津忠夫/校注 新潮社

18 911.3 龍太俳句入門 飯田龍太/著 角川文化振興財団

19 911.3 暦と暮らす 宇多喜代子/著 NHK出版

20 911.3 山頭火と遊ぶ 菊地清/作 春陽堂書店

21 911.3 まいにちの季語 辻桃子/著 安部元気/著 主婦の友社

22 911.5 誰も気づかなかった 長田弘/著 みすず書房

23 911.5 絵の内と外 谷川俊太郎/詩 後藤眞理子/編 講談社

24 911.5 愛について 若松英輔/著 亜紀書房

25 912.6 ドライドックNo.8 乾緑郎/著 羽鳥書店

26 912.7 倉本聰の言葉  (新潮新書) 碓井広義/編 新潮社

27 913.3 千年の眠りを醒ます『伊勢物語』 服部真澄/著 講談社

28 913.3 令和版全訳小説伊勢物語 服部真澄/訳著 講談社

29 913.4 御伽草子集 松本隆信/校注 新潮社

30 913.7 後藤又兵衛 雪花山人/著 論創社

31 914.6 道行きや 伊藤比呂美/著 新潮社

32 914.6 社会とことば 井上ひさし/著 岩波書店

33 914.6 ラジオ深夜便母を語る特選集 遠藤ふき子/聞き手 NHKサービスセンター

34 914.6 広告と超私的スポーツ噺 岡康道/著 岡敦/イラスト 玄光社

35 914.6 蝶の唆(おし)え 奥本大三郎/著 小学館

36 914.6 パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原ひとみ/著 ホーム社

37 914.6 うたうおばけ くどうれいん/著 書肆侃侃房

38 914.6 なりゆきを生きる 玄侑宗久/著 筑摩書房

39 914.6 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上尚史/著 朝日新聞出版

40 914.6 故郷喪失の時代 小林敏明/著 文藝春秋

41 914.6 また、本音を申せば 小林信彦/著 文藝春秋

42 914.6 さだの辞書 さだまさし/著 岩波書店

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 914.6 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く> 3 沢木耕太郎/編著 岩波書店

44 914.6 101人の、泣いて、笑って、たった一言物語。 志賀内泰弘/監修 ごま書房新社

45 914.6 五月の読書 高橋英夫/著 岩波書店

46 914.6 高峰秀子の反骨 高峰秀子/著 河出書房新社

47 914.6 おこりんぼう 林望/著 春陽堂書店

48 914.6 猫を棄てる 村上春樹/著 高妍/絵 文藝春秋

49 914.6 地獄と人間 吉本隆明/著 ボーダーインク

50 915.6 サガレン 梯久美子/著 KADOKAWA

51 915.6 人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤愛子/著 小島慶子/著 小学館

52 915.6 旅のつばくろ 沢木耕太郎/著 新潮社

53 916 夢に住む人 木部克彦/著 言視舎

54 916 家族、捨ててもいいですか? 小林エリコ/著 大和書房

55 916 #ゴミ捨てろ gomi_sutero/著 KADOKAWA

56 916 病気と闘わない! こんどうなつき/著 ジーオーティー

57 916 ALSを生きる 谷川彰英/著 東京書籍

58 916 子供がずっと欲しかった はあちゅう/著 幻冬舎

59 916 兄の終い 村井理子/著 CCCメディアハウス

60 916 レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話 レンタルなんもしない人/著 晶文社

61 918.6 文豪と借金 「文豪と借金」編集部/編 方丈社

62 920.4 講座近代日本と漢学 第4巻・第6巻・第8巻  戎光祥出版

63 929.1 私の頭の中まで入ってきた泥棒 呉圭原/著 吉川凪/訳 クオン

64 929.1 わたしに無害なひと チェウニョン/著 古川綾子/訳 亜紀書房

65 929.1 自分にかけたい言葉 チョンスンファン/著 小笠原藤子/訳 講談社

66 930.2 よくわかるイギリス文学史 浦野郁/編著 奥村沙矢香/編著 ミネルヴァ書房

67 930.2 現代(いま)に生きるサマセット・モーム 清水明/著 音羽書房鶴見書店

68 930.2 図説アーサー王物語 アンドレア・ホプキンズ/著 山本史郎/訳 原書房

69 931.7 サークル・ゲーム マーガレット・アトウッド/著 出口菜摘/訳 彩流社

70 933.6 死の濃霧 コナン・ドイル/ほか著 延原謙/訳 論創社

71 933.7 空のあらゆる鳥を チャーリー・ジェーン・アンダーズ/著 市田泉
/訳 東京創元社

72 933.7 イエスの学校時代 J.M.クッツェー/著 鴻巣友季子/訳 早川書房

73 933.7 あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット/著 吉澤康子/訳 東京創元社

74 933.7 シャーロック伯父さん ヒュー・ペンティコースト/著 熊木信太郎/
訳 論創社

75 933.7 ヒルダ・アダムスの事件簿 M.R.ラインハート/著 金井真弓/訳 論創社

76 936 パトリックと本を読む ミシェル・クオ/著 神田由布子/訳 白水社

77 943.7 オルガ ベルンハルト・シュリンク/著 松永美穂/訳 新潮社

78 953.7 ドイツ人の村 ブアレム・サンサール/著 青柳悦子/訳 水声社

79 953.7 二番草 ジャン・ジオノ/著 山本省/訳 彩流社

80 954.7 オーダーメイドの幻想 ジェラール・マセ/著 鈴木和彦/訳 水声社

81 973 私たちの生涯の最良の時
アントーニオ・スクラーティ/著 望月紀子/
訳 青土社

82 974 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ/著 飯田亮介/訳 早川書房

83 989.5 ボヘミアの森と川そして魚たちとぼく オタ・パヴェル/著 菅寿美/訳 未知谷

84 993.4 敗残者 ファトス・コンゴリ/著 井浦伊知郎/訳 松籟社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 立花三将伝 赤神諒/著 講談社

2 F 輪舞曲(ロンド) 朝井まかて/著 新潮社

3 F 流人道中記 上・下 浅田次郎/著 中央公論新社

4 F 修羅の家 我孫子武丸/著 講談社

5 F 迷宮の月 安部龍太郎/著 新潮社

6 F まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬まる/著 祥伝社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 F 濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川有栖/著 KADOKAWA

8 F 逆ソクラテス 伊坂幸太郎/著 集英社

9 F 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井光太/著 小学館

10 F うめももさくら 石田香織/著 朝日新聞出版

11 F 死者との対話 石原慎太郎/著 文藝春秋

12 F よこどり 小野一起/著 講談社

13 F ピュア 小野美由紀/著 早川書房

14 F コミックス作家川村リリカ 片岡義男/著 中央公論新社

15 F 食いしん坊発明家 小泉武夫/著 新潮社

16 F 恋とポテトと夏休み 神戸遙真/著 講談社

17 F 四十歳のオブローモフ 後藤明生/著 つかだま書房

18 F ビルマに見た夢 古処誠二/著 双葉社

19 F 焦眉 今野敏/著 幻冬舎

20 F 駆け入りの寺 澤田瞳子/著 文藝春秋

21 F 恋愛未満 篠田節子/著 光文社

22 F スノードロップ 島田雅彦/著 新潮社

23 F 法の雨 下村敦史/著 徳間書店

24 F イエロー・サブマリン 小路幸也/著 集英社

25 F 業平 高樹のぶ子/著 日経BP日本経済新聞出版本部

26 F 秘める恋、守る愛 高見澤俊彦/著 文藝春秋

27 F 暗鬼夜行 月村了衛/著 毎日新聞出版

28 F あの日の交換日記 辻堂ゆめ/著 中央公論新社

29 F 銀花の蔵 遠田潤子/著 新潮社

30 F あふれる家 中島さなえ/著 朝日新聞出版

31 F 逃亡者 中村文則/著 幻冬舎

32 F 合唱 中山七里/著 宝島社

33 F 人類最強のsweetheart 西尾維新/著 講談社

34 F 呉・広島ダブル殺人事件 西村京太郎/著 双葉社

35 F タイタン 野崎まど/著 講談社

36 F 四神の旗 馳星周/著 中央公論新社

37 F 少年と犬 馳星周/著 文藝春秋

38 F 小説アドルフ・ヒトラー 1 濱田浩一郎/著 アルファベータブックス

39 F おおきな森 古川日出男/著 講談社

40 F 妖(あやかし)の掟 誉田哲也/著 文藝春秋

41 F 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ/著 中央公論新社

42 F 江戸の夢びらき 松井今朝子/著 文藝春秋

43 F 皆川博子長篇推理コレクション 1 皆川博子/著 日下三蔵/編 柏書房

44 F カケラ 湊かなえ/著 集英社

45 F 心にいつも猫をかかえて 村山早紀/著 エクスナレッジ

46 F 魔女たちは眠りを守る 村山早紀/著 KADOKAWA

47 F 告解 薬丸岳/著 講談社

48 F こんぱるいろ、彼方 椰月美智子/著 小学館

49 F クロス 山下紘加/著 河出書房新社

50 F 永遠の夏をあとに 雪乃紗衣/著 東京創元社

51 F 流星シネマ 吉田篤弘/著 角川春樹事務所

52 F 贖罪 吉田喜重/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 心とトラウマ 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B019.9 鞄に本だけつめこんで 群ようこ/著 新潮社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 B114.2 「死ぬ瞬間」と死後の生 エリザベス・キューブラー・ロス/著 鈴木晶/
訳 中央公論新社

4 B123.8 論語 孔子/著 貝塚茂樹/訳注 中央公論新社

5 B124 諸子百家 渡辺精一/著 KADOKAWA

6 B133.4 自由論 J.S.ミル/著 関口正司/訳 岩波書店

7 B188.4 最澄と天台教団 木内堯央/著 講談社

8 B188.5 密教とはなにか 松長有慶/著 中央公論新社

9 B213.2 前方後円墳の時代 近藤義郎/著 岩波書店

10 B280.4 戦う女性たちの世界史 関眞興/著 日経BP日本経済新聞出版本部

11 B289.1 回想の織田信長 ルイス・フロイス/著 松田毅一/編訳 中央公論新社

12 B290.9 12万円で世界を歩くリターンズ タイ・北極圏・長江・サハリン編 下川裕治/著 阿部稔哉/写真 朝日新聞出版

13 B331.4 国富論 上 アダム・スミス/著 高哲男/訳 講談社

14 B762.3 ベートーヴェン 吉田秀和/著 河出書房新社

15 B818 標準語に訳しきれない方言 日本民俗学研究会/編 彩図社

16 B911.1 万葉集原論 中西進/著 講談社

17 B911.5 稲垣足穂詩文集 稲垣足穂/著 講談社

18 B912.6 完本小林一茶 井上ひさし/著 中央公論新社

19 B914.6 夜更けのおつまみ 東山彰良/ほか著 吉川トリコ/ほか著 ポプラ社

20 B914.6 向田邦子ベスト・エッセイ 向田邦子/著 向田和子/編 筑摩書房

21 B933.6 オリバー・ツイスト ディケンズ/著 唐戸信嘉/訳 光文社

22 B933.7 狙撃手リーパー ゴースト・ターゲット ニコラス・アーヴィング/著 A.J.テイタ/著 早川書房

23 B933.7 ビール職人のレシピと推理 エリー・アレグザンダー/著 越智睦/訳 東京創元社

24 B933.7 カメレオンの影 ミネット・ウォルターズ/著 成川裕子/訳 東京創元社

25 B933.7 修道女の薔薇 キャロル・オコンネル/著 務台夏子/訳 東京創元社

26 B933.7 気象兵器の嵐を打ち払え 上・下 クライブ・カッスラー/著 グラハム・ブラウン
/著 扶桑社

27 B933.7 名犬ベラの650kmの帰宅 W.ブルース・キャメロン/著 青木多香子/訳 新潮社

28 B933.7 もし今夜ぼくが死んだら、 アリソン・ゲイリン/著 奥村章子/訳 早川書房

29 B933.7 深層地下4階 デヴィッド・コープ/著 伊賀由宇介/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

30 B933.7 大忙しの蜜月旅行 ドロシー・L.セイヤーズ/著 猪俣美江子/訳 東京創元社

31 B933.7 嗤う猿 J.D.バーカー/著 富永和子/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

32 B933.7 ときどき私は噓をつく アリス・フィーニー/著 西田佳子/訳 講談社

33 B933.7 隠れ家の女 ダン・フェスパーマン/著 東野さやか/訳 集英社

34 B933.7 火の柱 上・中・下 ケン・フォレット/著 戸田裕之/訳 扶桑社

35 B933.7 不協和音 クリスティーン・ベル/著 大谷瑠璃子/訳 小学館

36 B933.7 スコットランドの危険なスパイ スーザン・イーリア・マクニール/著 圷香織/
訳 東京創元社

37 B933.7 ザ・チェーン連鎖誘拐 上・下 エイドリアン・マッキンティ/著 鈴木恵/訳 早川書房

38 B933.7 弁護士ダニエル・ローリンズ ヴィクター・メソス/著 関麻衣子/訳 早川書房

39 B933.7 ナインフォックスの覚醒 ユーン・ハ・リー/著 赤尾秀子/訳 東京創元社

40 B933.7 ハーフムーン街の殺人 アレックス・リーヴ/著 満園真木/訳 小学館

41 B933.7 AIの魔女 上・下 ジェームズ・ロリンズ/著 桑田健/訳 竹書房

42 B953.6 火の娘たち ネルヴァル/作 野崎歓/訳 岩波書店

43 B953.6 ペルシア人の手紙 シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー/著 田口
卓臣/訳 講談社

44 B963 ガラスの虎たち トニ・ヒル/著 村岡直子/訳 小学館

45 B973 七つの墓碑 イーゴル・デ・アミーチス/著 清水由貴子/
訳 早川書房

46 B973 汚れた雪 アントニオ・マンジーニ/著 天野泰明/訳 東京創元社

47 BF 犬侍見参 赤神諒/著 小学館

48 BF 1日10分のごほうび 赤川次郎/著 江國香織/著 双葉社

49 BF もののけ 朝井まかて/著 小松エメル/著 PHP研究所

50 BF 困った死体は瞑(ねむ)らない 浅暮三文/著 集英社

51 BF 海棠弁護士の事件記録 雨宮周/著 KADOKAWA

52 BF 水使いの森 庵野ゆき/著 東京創元社

53 BF ご隠居は福の神 2 井川香四郎/著 二見書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 BF 動物たちのまーまー 一條次郎/著 新潮社

55 BF 激闘 稲葉稔/著 光文社

56 BF プリズン・ドクター 岩井圭也/著 幻冬舎

57 BF 事故物件7日間監視リポート 岩城裕明/著 KADOKAWA

58 BF 跡継 上田秀人/著 KADOKAWA

59 BF 鎖国 上田秀人/著 集英社

60 BF レイモンさん 植松三十里/著 集英社

61 BF トロイの木馬 江上剛/著 朝日新聞出版

62 BF 緋色のメス 完結篇 大鐘稔彦/著 幻冬舎

63 BF 禁じられた楽園 恩田陸/著 徳間書店

64 BF 彼女は弊社の泥酔ヒロイン 梶尾真治/著 新潮社

65 BF 潜入味見方同心 1 風野真知雄/著 講談社

66 BF 渋谷スクランブルデイズ 加藤実秋/著 集英社

67 BF 心霊探偵八雲 神永学/著 KADOKAWA

68 BF カンブリア 邪眼の章 河合莞爾/著 中央公論新社

69 BF 償い 小杉健治/著 KADOKAWA

70 BF 綺羅星 小松エメル/著 新潮社

71 BF 赤い雨 佐伯泰英/著 光文社

72 BF おこん春暦 佐伯泰英/著 文藝春秋

73 BF 石榴ノ蠅 佐伯泰英/著 文藝春秋

74 BF 紅花ノ邨 佐伯泰英/著 文藝春秋

75 BF とろとろ卵がゆ 坂井希久子/著 角川春樹事務所

76 BF 鬼役 29 坂岡真/著 光文社

77 BF 白バイガール 5 佐藤青南/著 実業之日本社

78 BF ツインソウル 佐藤青南/著 宝島社

79 BF 偽装診療 仙川環/著 講談社

80 BF 紅い砂 高嶋哲夫/著 幻冬舎

81 BF 慶事の魔 千野隆司/著 双葉社

82 BF 新・入り婿侍商い帖 3 千野隆司/著 KADOKAWA

83 BF 悪意銀行 都筑道夫/著 日下三蔵/編 筑摩書房

84 BF 迷路の始まり 堂場瞬一/著 文藝春秋

85 BF 警視庁SM班 1 富樫倫太郎/著 KADOKAWA

86 BF 仇討双剣 鳥羽亮/著 祥伝社

87 BF 餓狼剣 鳥羽亮/著 文藝春秋

88 BF 剣客旗本春秋譚 4 鳥羽亮/著 実業之日本社

89 BF 幽霊たちの不在証明 朝永理人/著 宝島社

90 BF 死の花の咲く家 仁木悦子/著 光文社

91 BF 廻り道 野口卓/著 KADOKAWA

92 BF 木鶏 野口卓/著 祥伝社

93 BF たこ焼きの岸本 蓮見恭子/著 角川春樹事務所

94 BF 本所おけら長屋 14 畠山健二/著 PHP研究所

95 BF 動脈爆破 濱嘉之/著 文藝春秋

96 BF 私はスカーレット 2 林真理子/著 小学館

97 BF 御蔵入改事件帳 早見俊/著 中央公論新社

98 BF 怪しい人びと 東野圭吾/著 光文社

99 BF CAGE 日野草/著 中央公論新社

100 BF 俠(おとこ)飯 6 福澤徹三/著 文藝春秋

101 BF はぐれ忍び 藤井邦夫/著 KADOKAWA

102 BF 潮騒 藤原緋沙子/著 小学館

103 BF 紙屋ふじさき記念館 ほしおさなえ/著 KADOKAWA

104 BF 高校事変 6 松岡圭祐/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 BF 武商諜人 宮本昌孝/著 中央公論新社

106 BF うつろがみ 三好昌子/著 KADOKAWA

107 BF コンビニたそがれ堂 花時計 村山早紀/著 ポプラ社

108 BF キャサリンはどのように子供を産んだのか? 森博嗣/著 講談社

109 BF 首都爆発 矢月秀作/著 双葉社

110 BF 弥生、三月 遊川和彦/脚本 南々井梢/著 徳間書店

111 BF 蝶々殺人事件 横溝正史/著 KADOKAWA

112 BF 明日町こんぺいとう商店街 4  ポプラ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010.5 富山県図書館研究集録 第51号 富山県図書館協会/編 富山県図書館協会

2 T016.3 富山市立図書館本館50年の歩み  富山市立図書館

3 T251 応響雑記の世界 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

4 T290.9 富山 立山・黒部 21 (まっぷるマガジン)  昭文社

5 T318.3 富山市民プラザ30年史 富山市民プラザ30年史編集委員会/編 富山市民プラザ

6 T318.3 富山市刊行物目録 平成31年1月-令和元年12月 富山市立図書館/編 富山市立図書館

7 T350 富山県勢要覧 令和元年版 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

8 T350 富山県統計年鑑 平成30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

9 T350 100の指標 統計からみた富山 令和元年度版 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

10 T382 笹川の地名と伝説 勝田義雄/著 勝田榮造/編 桂書房

11 T451.7 蜃気楼のはなし 石須 秀知著 魚津埋没林博物館

12 T662 富山湾海域底質及び底生動物調査報告書 2020 富山県漁業協同組合連合会/編 富山県漁業協同組合連合会

13 T706.9 庄川美術館の10年 2009.4-2019.3 松村外次郎記念庄川美術館/編 松村外次郎記念庄川美術館

14 T708 イヴァナ・シュラムコヴァ イヴァナ・シュラムコヴァ/ほか執筆 古澤かお
り/編 富山市ガラス美術館

15 T728 玄土社書展 玄土社輯録 19 玄土社/監修 玄土社

16 T783 50年記念史 富山県実業団バレーボール連盟50年記念史編集
委員会/編

富山県実業団バレーボール連
盟

17 T786 新越中百山 山凱会/編著 富山テレビ放送

18 T786 富山縣護國神社「元服立山登拜」二十年の足跡 富山県護国神社/編 富山県護国神社

19 T788 朝乃山 北日本新聞社/編著 北日本新聞社

20 T911.2 家持を伝える 中西進/監修 高志の国文学館/編 北日本新聞社

21 T940 恋仲 上田千之/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかずきん グリム/原作 グリム/原作 福音館書店

2 E あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとうしのぶ/構成・絵 のら書店

3 E あさごはんなーに? しまだともみ/さく 東京書店

4 E あしゅらのうでのお百しょう まくの明子/作 篠崎三朗/絵 てらいんく

5 E アンパンマンとぴいちくもり やなせたかし/作・絵 フレーベル館

6 E いつもぎゅっとそばに マックス・ルケード/文 イブ・タルレ/画 女子パウロ会

7 E うさぎになったゆめがみたいの おくはらゆめ/作 BL出版

8 E うりこひめとあまんじゃく 堀尾青史/文 赤羽末吉/絵 BL出版

9 E おいらひょっとこ ザ・キャビンカンパニー/作・絵 ひさかたチャイルド

10 E おばあちゃんもこどもです いもとようこ/作絵 金の星社

11 E おばけがふくをなくしたら シャルル・ル・プレヴォ/文 カミーユ・ポメロ
/絵 光村教育図書

12 E おばけのジョージーとびだしたけいとだま ロバート・ブライト/さく こみやゆう/やく 好学社

13 E おふろだいすきねことおふろだいきらいねこ 古内ヨシ/作・絵 赤ちゃんとママ社

14 E おふろにはいろ アン・グットマン/ぶん ゲオルク・ハレンス
レーベン/え ナショナル出版

15 E おやすみなさい アン・グットマン/ぶん ゲオルク・ハレンス
レーベン/え ナショナル出版

E 絵本

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 E オリンピックせんしゅになりたいな 城井文/作・絵 金の星社

17 E おれ、ピートくいたい マイケル・レックス/さく ひさやまたいち/
やく 評論社

18 E おんなじだあれ? しもかわらゆみ/作 あかね書房

19 E かぞえてみようどうぶつスポーツたいかい ヴィルジニー・モルガン/文・絵 石津ちひ
ろ/訳 岩波書店

20 E かな? 大日本タイポ組合/さく 偕成社

21 E キャベツちゃんのワンピース 東直子/作 わたべめぐみ/絵 あかね書房

22 E きょうまどからふくかぜは 谷口國博/文 高砂淳二/写真
世界文化ワンダークリエイ
ト

23 E きりかぶのきりじいちゃん なかやみわ/さく 小学館

24 E くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン 大塚ミク/作 オオノマユミ/絵 出版ワークス

25 E 九色のしか リンシュウスイ/文 リャオジャンホン/絵 廣済堂あかつき

26 E くすのきだんちのねむりいす 武鹿悦子/作 末崎茂樹/絵 ひかりのくに

27 E くまくん、じゅんびはオーケーかい? デイビッド・バロー/作 おびかゆうこ/訳 マイクロマガジン社

28 E グレタとよくばりきょじん ゾーイ・タッカー/作 ゾーイ・パーシコ/絵 フレーベル館

29 E けんけんぱっ にごまりこ/さく 福音館書店

30 E こうえん くりはらたかし/作 偕成社

31 E こぶたのプーちゃん 本田いづみ/文 さとうあや/絵 福音館書店

32 E こもれび 林木林/文 岡田千晶/絵 光村教育図書

33 E サンゴのもり きむらだいすけ/さく イマジネイション・プラス

34 E しかしか 山田マチ/文 岡本よしろう/絵 小学館

35 E じごくにアイス ナカオマサトシ/作 澤野秋文/絵 ひさかたチャイルド

36 E しゅっぱーつ きむらゆういち/さく エムナマエ/え 新日本出版社

37 E すずめのまる 箕輪義隆/絵 かんちくたかこ/文 アリス館

38 E スナックだいさくせん! テリー・ボーダー/作 川野太郎/訳 岩崎書店

39 E せんとてん ヴェロニク・コーシー/著 ローラン・シモン/
著 かんき出版

40 E たのしい森をさがして ヤンホンイン/文 エレーヌ・ルヌヴー/絵 樹立社

41 E たまちゃんとしっぽ カズコ G.ストーン/さく 童心社

42 E ダンゴムシがやってきた! くすのきしげのり/作 ゆーちみえこ/絵 アリス館

43 E ちいさなしまのだいもんだい スムリティ・プラサーダム・ホールズ/文 ロ
バート・スターリング/絵 光村教育図書

44 E チョコアラくん 藤本ともひこ/作・絵 鈴木出版

45 E でんにゃ 大塚健太/作 柴田ケイコ/絵 パイインターナショナル

46 E とうさんのてじな ねじめ正一/作 いぬんこ/絵 鈴木出版

47 E とかげくんのしっぽ ツク之助/さく イースト・プレス

48 E のりものなぞなぞ 斉藤洋/作 こわせもりやす/絵 講談社

49 E はーい! 中川ひろたか/文 まるやまあやこ/絵 光村教育図書

50 E はじめてのちきゅうえほん 斎藤紀男/監修 てづかあけみ/さく・え パイインターナショナル

51 E はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん シェリー・ダスキー・リンカー/文 AG.フォー
ド/絵 ひさかたチャイルド

52 E 花のすきなおおかみ きむらゆういち/文 葉祥明/絵 新日本出版社

53 E パンどろぼう 柴田ケイコ/作 KADOKAWA

54 E ピカピカだいさくせん! いだのりこ/さく まつもとはるの/え 婦人之友社

55 E ひとはなくもの みやのすみれ/作 やべみつのり/絵 こぐま社

56 E ひとりだちするきたきつねのこども 手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版

57 E ひみつがあります 布川愛子/絵と文 白泉社

58 E ふたごのかがみピカルとヒカラ 高山なおみ/作 つよしゆうこ/絵 あかね書房

59 E プリンハムスター ささきみお/作 WAVE出版

60 E ぼくだってとべるんだ フィフィ・クオ/作・絵 まえざわあきえ/訳 ひさかたチャイルド

61 E ぼくのうた、なんだっけ? ヘンドリック・ヨナス/作絵 いしかわもとこ/
訳 偕成社

62 E ぼくは犬や ペクヒナ/作 長谷川義史/訳 ブロンズ新社

63 E ポコンペンペンばけがっせん ザ・キャビンカンパニー/作 アリス館

64 E ポポときせつのおかしづくり ももろ/作 あかね書房

65 E まっくろいたちのレストラン 島本理生/作 平岡瞳/絵 岩崎書店

66 E まひるのけっとう マヌエル・マルソル/作 中川ひろたか/訳 光村教育図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 E まほうのおまめ 松本春野/文・絵 辰巳芳子/監修 文藝春秋

68 E ミーちゃんとロン あべはじめ/作 BL出版

69 E みんなでねんね 中川ひろたか/文 まるやまあやこ/絵 光村教育図書

70 E ムーミントロールと小さな竜 トーベ・ヤンソン/原作 セシリア・ダヴィッド
ソン/文 徳間書店

71 E 虫ガール ソフィア・スペンサー/文 マーガレット・マク
ナマラ/文 岩崎書店

72 E もぐらのモリス ダン・ヤッカリーノ/絵と文 青山南となかまた
ち/訳 カクイチ研究所

73 E もりのかばんやさん ふくざわゆみこ/作・絵 学研プラス

74 E やたいのおやつ ふじもとのりこ/作・絵 鈴木出版

75 E やねうらべやのおばけ しおたにまみこ/作 偕成社

76 E ゆめみるへや ヤンホンイン/文 エレーヌ・ルヌヴー/絵 樹立社

77 E よなかかいじゅうイビキラス 大串ゆうじ/著 白泉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 ひらがなでたいけん!スクラッチ いけだとしお/ぶん ジャムハウス

2 K007 10才からはじめるプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン/ほか著 山崎正浩/
訳 創元社

3 K147 ネッシーはいるのか? 藤田晋一/文 貞次郎/挿画 金の星社

4 K147 魚の雨が降ってきた 藤田能成/文 貞次郎/挿画 金の星社

5 K147 ポルターガイスト 船木妙子/文 貞次郎/挿画 金の星社

6 K215 ビジュアル入門江戸時代の文化 深光富士男/著 河出書房新社

7 K280 お札になった!偉人のひみつ 2～3  教育画劇

8 K290 イラストでわかる世界の国じてん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

9 K291 日本地理データ年鑑 2020 松田博康/監修 小峰書店

10 K314 有権者って誰?  (岩波ジュニア新書) 藪野祐三/著 岩波書店

11 K361 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。 吉田尚記/著 河出書房新社

12 K366 10代のための資格・検定 大泉書店編集部/編 大泉書店

13 K369 いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑 2～3  教育画劇

14 K371 「さみしさ」の力  (ちくまプリマー新書) 榎本博明/著 筑摩書房

15 K375 僕たちの部活動改革 神谷拓/著 かもがわ出版

16 K375 小学生の究極の自学ノート図鑑 森川正樹/著 小学館

17 K404 ジュニア空想科学読本 19 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

18 K431 探して!見つけて!はじめての元素図鑑 マイク・バーフィールド/文 ローレン・ハンフ
リー/絵 河出書房新社

19 K452 海は地球のたからもの 3 保坂直紀/著 ゆまに書房

20 K480 ぺんたと小春のどうぶつ魔法学校 佐藤克文/監修 ペンギン飛行機製作所/製作 サンマーク出版

21 K480 めげないいきもの事典 宮沢輝夫/文 成島悦雄/監修 高橋書店

22 K481 どっちがオス?どっちがメス? 今泉忠明/監修 高岡昌江/文 学研プラス

23 K481 どっちがどっち!? 今泉忠明/監修 高岡昌江/文 学研プラス

24 K486 博士の愛したジミな昆虫  (岩波ジュニア新書) 金子修治/編著 鈴木紀之/編著 岩波書店

25 K488 見つける見分ける鳥の本 秋山幸也/著 成美堂出版

26 K493 悲しいけど、青空の日 シュリン・ホーマイヤー/文・絵 田野中恭子/
訳 サウザンブックス社

27 K510 土木のずかん 稲垣正晴/共著 速水洋志/共著 オーム社

28 K518 マンホール大百科 西日本編 鈴木出版マンホール研究会/編 鈴木出版

29 K519 グレタ・トゥーンベリ ヴィヴィアナ・マッツァ/著 赤塚きょう子/
訳 金の星社

30 K520 絵でわかる建物の歴史 エドゥアルド・アルタルリバ/著 ベルタ・バル
ディ・イ・ミラ/著 エクスナレッジ

31 K536 特急列車 国土社編集部/編 国土社

32 K596 料理はすごい! 柴田書店/編 秋元さくら/ほか著 柴田書店

33 K626 花を楽しむ野菜図鑑 岩槻秀明/著 いかだ社

34 K682 歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道 2～3  教育画劇

35 K759 こま博士になろう 日本こままわし協会/著 いかだ社

36 K759 こままわし名人になろう 日本こままわし協会/著 いかだ社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 K759 はじめてのこままわし 日本こままわし協会/著 いかだ社

38 K769 ぼくらしく、おどる 大前光市/著 今井ヨージ/絵 学研プラス

39 K788 知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部/編著 大山進/監修 ベースボール・マガジン社

40 K798 10才からはじめるゲームプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン/ほか著 山崎正浩/
訳 創元社

41 K807 あいうえおさん 森絵都/文 荒井良二/絵 河出書房新社

42 K835 博士からの指令!ナゾ解き小学英語 1～2 石井辰哉/著 ベレ出版

43 K911 風のことば空のことば 長田弘/詩 いせひでこ/絵 講談社

44 K913 いみちぇん! 17 あさばみゆき/作 市井あさ/絵 KADOKAWA

45 K913 コットンのティータイム あんびるやすこ/著 岩崎書店

46 K913 8・9・10! 板橋雅弘/作 柴崎早智子/絵 岩崎書店

47 K913 ごきげんな毎日 いとうみく/作 佐藤真紀子/絵 文研出版

48 K913 5分後に呪われるラスト エブリスタ/編 河出書房新社

49 K913 雨の日は、いっしょに 大久保雨咲/作 殿内真帆/絵 佼成出版社

50 K913 世界一クラブ 8 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

51 K913 ぼくと母さんのキャラバン 柏葉幸子/著 泉雅史/絵 講談社

52 K913 おじょうさま小学生はなこ 川之上英子/作絵 川之上健/作絵 岩崎書店

53 K913 ソラタとヒナタ かんのゆうこ/さく くまあやこ/え 講談社

54 K913 おぶぎょうざさま ささきみお/作 文研出版

55 K913 まちがいなく名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

56 K913 そのときがくるくる すずきみえ/作 くすはら順子/絵 文研出版

57 K913 ぼくらのいじめ救出作戦 宗田理/作 YUME/絵 KADOKAWA

58 K913 やがらす魔道具店と黒い結末 田丸雅智/著 大志/絵 学研プラス

59 K913 ゆりの木荘の子どもたち 富安陽子/作 佐竹美保/絵 講談社

60 K913 今日から死神やってみた! 日部星花/作 Bcoca/絵 講談社

61 K913 かみさまのベビーシッター 廣嶋玲子/作 木村いこ/絵 理論社

62 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

63 K913 魔天使マテリアル 30 藤咲あゆな/作 藤丘ようこ/絵 ポプラ社

64 K913 ヤバイ親友は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

65 K913 ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀直子/作 田中六大/絵 ポプラ社

66 K913 「僕らと街」のショートストーリー 堀真潮/著 辰巳出版

67 K913 五七五の冬 万乃華れん/作 黒須高嶺/絵 文研出版

68 K913 本屋のミミ、おでかけする! 森環/作 あかね書房

69 K913 天才謎解きバトラーズQ 吉岡みつる/作 はあと/絵 講談社

70 K913 戦国ベースボール 18 りょくち真太/作 トリバタケハルノブ/絵 集英社

71 K913 異能力フレンズ 2 令丈ヒロ子/作 ニリツ/絵 講談社

72 K916 ばぁばがえみーだったころ 平田恵美子/作 磯崎主佳/絵 合同出版

73 K923 樹上の葉 樹上の花 曹文軒/作 水野衛子/訳 樹立社

74 K933 エルシーと魔法の一週間 ケイ・ウマンスキー/著 岡田好惠/訳 評論社

75 K933 ロウリーのいい子日記 ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

76 K933 ミス・マープルの名推理 パディントン発4時50分 アガサ・クリスティー/著 小尾芙佐/訳 早川書房

77 K933 名探偵ポアロ メソポタミヤの殺人 アガサ・クリスティー/著 田村義進/訳 早川書房

78 K933 父さんが帰らない町で キース・グレイ/作 野沢佳織/訳 徳間書店

79 K933 囚われのアマル アイシャ・サイード/作 相良倫子/訳 さ・え・ら書房

80 K933 クローバーと魔法動物 1 ケイリー・ジョージ/作 久保陽子/訳 童心社

81 K933 ソレルとおどろきの種 ニコラ・スキナー/作 宮坂宏美/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

82 K933 ネコ魔女見習いミルク 3 ポーラ・ハリソン/作 ジェニー・ラヴリー/
絵 小学館

83 K933 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン/著 原田勝/訳 あすなろ書房

84 K933 ヤング・シャーロック・ホームズ vol.8 アンドリュー・レーン/著 静山社

85 K943 ベルリン1933 上・下 クラウス・コルドン/作 酒寄進一/訳 岩波書店

86 K949 ムーミン全集 6 トーベ・ヤンソン/著 講談社

87 K949 名探偵カッレ 地主館の罠 アストリッド・リンドグレーン/作 菱木晃子/
訳 岩波書店
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