
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 毎日がもっと輝くみんなのノート術 日本能率協会マネジメントセンター/編
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2 007.1 楽しいAI体験から始める機械学習 Kay/著 Mr.Φ/著 技術評論社

3 007.1 量子コンピュータの衝撃 深田萌絵/著 宝島社

4 007.1 クラウドソーシングが不可能を可能にする 森嶋厚行/著 喜連川優/コーディネーター 共立出版

5 007.3 もっとええのん追求(つく)りたい! ギュイーントクガワ/著写真 玄光社

6 007.3 IT素人を説得する技術 黒音こなみ/著 シーアンドアール研究所

7 007.3 LINE基本+活用ワザ コグレマサト/著 まつゆう*/著 インプレス

8 007.3 はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡豊/著 秀和システム

9 007.3 仮想経済のビジネスデザイン ヴィリ・レードンヴィルタ/著 エドワード・カ
ストロノヴァ/著 サイゾー

10 007.3 開発チーム組織と人の成長戦略 David Loftesness/著 Alexander Grosse/著 マイナビ出版

11 007.5 検索スキルをみがく 原田智子/編著 情報科学技術協会/監修 樹村房

12 007.5 Googleサービスプロ技BESTセレクション リンクアップ/著 技術評論社

13 007.5 デジタルアーカイブ・ベーシックス 3  勉誠出版

14 007.6 JavaScript Primer azu/著 Suguru Inatomi/著 ドワンゴ

15 007.6 Excel関数超(スーパー)事典 AYURA/著 技術評論社

16 007.6 たった1日で基本が身に付く!Vue.js超入門 石亀広大/著 技術評論社

17 007.6 世界一わかりやすいMayaはじめてのモデリングの教科書 入江泰輔/著 技術評論社

18 007.6 行動を変えるデザイン Stephen Wendel/著 武山政直/監訳 オライリー・ジャパン

19 007.6 docker基礎からのコンテナ構築 大澤文孝/著 浅居尚/著 日経BP

20 007.6 EXCELで簡単プログラミング 小川公一郎/著 福田浩之/著 CCCメディアハウス

21 007.6 今すぐ使えるかんたんOffice 2019 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

22 007.6 世界でいちばん簡単なPythonプログラミングのe本 金城俊哉/著 秀和システム

23 007.6 Pythonプログラミングパーフェクトマスター 金城俊哉/著 秀和システム

24 007.6 エンジニアのためのWord再入門講座 佐藤竜一/著 翔泳社

25 007.6 iOS/macOS UIフレームワークSwiftUIプログラミング 掌田津耶乃/著 秀和システム

26 007.6 スタートダッシュiOS 諏訪悠紀/著 平屋真吾/著 技術評論社

27 007.6 オブジェクト指向UIデザイン ソシオメディア株式会社/著 上野学/著 技術評論社

28 007.6 React Native 高木健介/著 ユタマこたろう/著 技術評論社

29 007.6 Webサイト・リニューアル 滝川洋平/共著 岸正也/共著
エムディエヌコーポレーショ
ン

30 007.6 世界一わかりやすいPhotoshop操作とデザインの教科書 柘植ヒロポン/著 上原ゼンジ/著 技術評論社

31 007.6 パーフェクトPython 露木誠/著 小田切篤/著 技術評論社

32 007.6 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK 西村直人/著 永瀬美穂/著 翔泳社

33 007.6 ショートカットキー超速時短術 日経PC21/編 日経BP

34 007.6 Pythonトリック Dan Bader/著 クイープ/監訳 翔泳社

35 007.6 超速Excel見るだけノート 羽山博/監修 宝島社

36 007.6 自分のペースでゆったり学ぶExcel VBA 日花弘子/著 技術評論社

37 007.6 できるホームページ・ビルダー22 広野忠敏/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

38 007.6 Adobe XDではじめるWebデザイン&プロトタイピング 松下絵梨/著 翔泳社

39 016.2 公共図書館が消滅する日 薬師院仁志/著 薬師院はるみ/著 牧野出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 017 学校図書館への招待 坂田仰/編著 河内祥子/編著 八千代出版

41 019.2 読書と豊かな人間性 米谷茂則/著 岩崎れい/著 放送大学教育振興会

42 019.5 絵本はもっと面白くなる! 早川裕/著 牧野出版

43 019.9 ユーカリの木の蔭で 北村薫/著 本の雑誌社

44 019.9 本屋大賞 2020 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

45 023.0 『ひとり出版社』は人生の楽園 山中伊知郎/著 飯塚書店

46 031.5 「日本が世界一」のランキング事典  (宝島社新書) 伊藤賀一/著 宝島社

47 041 天皇皇后両陛下が受けた特別講義 KADOKAWA/編 KADOKAWA

48 041 異なる声に耳を澄ませる 東京大学教養学部/編 白水社

49 070 データ・リテラシー  (光文社新書) マーティン・ファクラー/著 光文社

50 070.1 伝える仕事 池上彰/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 30日で学ぶ哲学手帳 小川仁志/監修
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2 104 今ここを生きる勇気  (NHK出版新書) 岸見一郎/著 NHK出版

3 104 贈与の系譜学 湯浅博雄/著 講談社

4 116.3 分析哲学これからとこれまで 飯田隆/著 勁草書房

5 121.5 反「近代」の思想 舩橋晴雄/著 中央公論新社

6 122 仕事・人・組織を動かす中国古典「一日一話」 守屋洋/著 三笠書房

7 130 哲学大図鑑 アン・ルーニー/著 青木滋之/監訳 ニュートンプレス

8 131.5 怒らない方法 セネカ/著 ジェイムズ・ロム/編 文響社

9 131.5 死ぬときに後悔しない方法 セネカ/著 ジェイムズ・ロム/編 文響社

10 131.8 人と仲良くする方法 キケロ/著 フィリップ・フリーマン/編 文響社

11 139.3 絶望のきわみで E.M.シオラン/著 金井裕/訳 紀伊國屋書店

12 141.5 考え続ける力  (ちくま新書) 石川善樹/著 筑摩書房

13 141.5 自分の軸で生きる練習 大仲千華/著 大和書房

14 141.6 7つのユーモア習慣 ポール・マギー/著 中嶋秀隆/著 トゥーヴァージンズ

15 141.9 自分を思いやる練習 有光興記/著 朝日新聞出版

16 143 発達科学から読み解く親と子の心 田中友香理/著 ミネルヴァ書房

17 146.1 ラカンをたどり直す 福原泰平/著 河出書房新社

18 146.8 こころがほっとするアドバイス 明橋大二/著 1万年堂出版

19 146.8 感情はコントロールしなくていい 石原加受子/著 日本実業出版社

20 146.8 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上祐紀/著 KADOKAWA

21 146.8 死別の悲しみを乗り越えるために 長田光展/著 彩流社

22 146.8 PCITから学ぶ子育て 加茂登志子/著 小学館

23 146.8 心理療法のケースをどう読むか? 林直樹/編 野村俊明/編 福村出版

24 146.8 無意識がわかれば人生が変わる 前野隆司/著 由佐美加子/著 ワニ・プラス

25 146.8 習慣化のシンプルなコツ 山崎啓支/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

26 147.1 まじないの文化史 新潟県立歴史博物館/監修 河出書房新社

27 151.6 年収が増えれば増えるほど、幸せになれますか? 前野隆司/著 河出書房新社

28 155 五箇条の御誓文の真実 伊藤哲夫/著 致知出版社

29 158 西洋中世の正義論 山口雅広/編著 藤本温/編著 晃洋書房

30 159 批判力 えらいてんちょう/著 実業之日本社

31 159 美しく生きるヒント 小林照子/著 青春出版社

32 159 なりたいようになりなさい 小林照子/著 日本実業出版社

33 159 心穏やかに。 小林弘幸/著 齋藤孝/著 プレジデント社

34 159 アウトプットする力 斎藤孝/著 ダイヤモンド社

35 159 潜在能力を引き出す「一瞬」をつかむ力  (祥伝社新書) 齋藤孝/著 祥伝社

36 159 世界に何が起こっても自分を生ききる25の決断本 千田琢哉/著 徳間書店

37 159 怠けてるのではなく、充電中です。 ダンシングスネイル/著 生田美保/訳 CCCメディアハウス

100  哲学

- 2 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

38 159 人生巻き込んだ者(モン)勝ち 辻敬太/著 万来舎

39 159 20代を無難に生きるな 永松茂久/著 きずな出版

40 159 セルフトーク超入門 シャド・ヘルムステッター/著 弓場隆/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

41 159 理不尽に逆らえ。  (ポプラ新書) 堀江貴文/著 ポプラ社

42 159 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木仁平/著 KADOKAWA

43 159 自分を好きになる練習 矢作直樹/著 文響社

44 159 二枚腰のすすめ 鷲田清一/著 世界思想社

45 159.4 参謀の思考法 荒川詔四/著 ダイヤモンド社

46 159.4 はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 日野瑛太郎/著 KADOKAWA

47 159.4 カイシャインの心得 山田理/著 大和書房

48 159.7 還暦からの底力  (講談社現代新書) 出口治明/著 講談社

49 159.7 大人が自分らしく生きるためにずっと知りたかったこと ミレーヌ・デクロー/著 吉田良子/訳 ダイヤモンド社

50 162.1 この世とあの世 大法輪閣編集部/編 大法輪閣

51 162.1 日本の宗教 村上重良/著 吉川弘文館

52 163.2 今日のトーテミスム クロード・レヴィ=ストロース/著 仲澤紀雄/訳 みすず書房

53 164 世界の神話伝説図鑑 フィリップ・ウィルキンソン/編 井辻朱美/日本
版監修 原書房

54 164 ジョーゼフ・キャンベルの神話と女神 ジョーゼフ・キャンベル/著 倉田真木/訳 原書房

55 165.4 宗教別おもてなしマニュアル  (中公新書ラクレ) 島田裕巳/著 中央公論新社

56 175.9 御朱印でめぐる京都の神社 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

57 180.4 宗教は現代人を救えるか  (平凡社新書) 佐々木閑/著 小原克博/著 平凡社

58 186.9 御朱印でめぐる神奈川のお寺 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

59 188.7 本願寺教団と中近世社会 草野顕之/編 法藏館

60 188.9 戦国仏教 湯浅治久/著 吉川弘文館

61 191 逆風に抗して ドロテー・ゼレ/著 三鼓秋子/訳 新教出版社

62 193.1 旧約聖書の政治史 古田博司/著 春秋社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 感情の歴史 1 A.コルバン/監修 J-J.クルティーヌ/監修 藤原書店

2 210.2 発掘された日本列島 2020 文化庁/編 共同通信社

3 210.4 敗者の日本史  (宝島社新書) 敗者の歴史研究会/編 宝島社

4 210.4 今につながる日本史 丸山淳一/著 中央公論事業出版

5 213.2 古市古墳群をあるく 久世仁士/著 創元社

6 213.2 百舌鳥古墳群をあるく 久世仁士/著 創元社

7 214 中世史講義 戦乱篇 (ちくま新書) 高橋典幸/編 筑摩書房

8 214.7 戦国武将の叡智  (中公新書) 小和田哲男/著 中央公論新社

9 214.7 地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田哲男/監修 昭文社

10 214.7 天下人と二人の将軍 黒嶋敏/著 平凡社

11 214.7 戦国期足利将軍研究の最前線 山田康弘/編 日本史史料研究会/監修 山川出版社

12 215 全体史へ《山口啓二の仕事》 吉田伸之/編 森下徹/編 山川出版社

13 215.8 新選組  河出書房新社

14 216 年表で読む日本近現代史 渡部昇一/著 海竜社

15 217.5 鉄路の果てに 清水潔/著 マガジンハウス

16 219.3 好古趣味の歴史 法政大学江戸東京研究センター/編 小林ふみ子/
編 文学通信

17 219.9 これならわかる沖縄の歴史Q&A 楳澤和夫/著 大月書店

18 219.9 沖縄戦 平塚柾緒/著 PHPエディターズ・グループ

19 220.7 朝鮮戦争70年 和田春樹/著 孫崎享/著 かもがわ出版

20 222.0 陸海の交錯  (岩波新書 新赤版) 檀上寛/著 岩波書店

21 230 論点・西洋史学 金澤周作/監修 藤井崇/編著 ミネルヴァ書房

22 230 ヨーロッパ全史 サイモン・ジェンキンス/著 森夏樹/訳 青土社

23 230 日本人のための英仏独三国志 八幡和郎/著 さくら舎

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

24 230.6 コレラの世界史 見市雅俊/著 晶文社

25 234.0 20世紀ドイツ史 石田勇治/著 白水社

26 234.0 風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国 若林悠/著 芝健介/監修 現代書館

27 237 一冊でわかるイタリア史 北原敦/監修 河出書房新社

28 280.4 夢を描く女性たち ボムアラム/著 尹怡景/訳 タバブックス

29 288.4 雅子さまの言葉 小田部雄次/監修 別冊宝島編集部/編 宝島社

30 288.4 神武天皇論 清水潔/監修 橿原神宮庁

31 289.1 ふだん着の寺田寅彦 池内了/著 平凡社

32 289.1 女帝小池百合子 石井妙子/著 文藝春秋

33 289.1 家康の経営戦略 大村大次郎/著 秀和システム

34 289.1 評伝関寛斎 合田一道/著 藤原書店

35 289.1 清水幾太郎 庄司武史/著 ミネルヴァ書房

36 289.1 純情(すなお)に生きる 高橋徹/著 育鵬社

37 289.1 何が獲れるかは、自然が決める 谷田圭太/著 春陽堂書店

38 289.1 秦氏の夢 長宗我部元親 長宗我部友親/著 河出書房新社

39 289.1 青春の架け橋 正木美帆/著 清風堂書店

40 289.1 ならずもの 森功/著 講談社

41 289.1 内田義彦の学問 山田鋭夫/著 藤原書店

42 289.1 考証明智光秀 渡邊大門/編 東京堂出版

43 289.2 ガンディー強く生きる言葉 ガンディー/著 佐藤けんいち/編訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

44 289.3 ナイチンゲールと医師たち ザカリイ・コープ/著 小池明子/訳 日本看護協会出版会

45 289.3 マックス・ウェーバー  (中公新書) 野口雅弘/著 中央公論新社

46 289.3 レディ・フィオーナ 山形優子フットマン/著 万来舎

47 290.8 世界の美しくてミステリアスな場所 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

48 290.9 海外テーマ旅 小林希/著 幻冬舎

49 290.9 “忘れたくない”をかたちにするmyトラベルノート mini_minor/著 ワニブックス

50 291.0 全国キャンプ場ガイドブック 2020-2021 Camp Goods Magazine/責任編集 CLASSIX

51 291.1 北海道ベストプラン 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

52 291.1 利尻礼文  ダイヤモンド・ビッグ社

53 291.3 るるぶ埼玉  '21  JTBパブリッシング

54 291.4 北陸さんぽ旅  ぴあ株式会社関西支社

55 291.5 アルプストレッキングサポートBOOK 2020  ネコ・パブリッシング

56 291.5 名古屋  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

57 291.5 富士山 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

58 291.5 八ケ岳トレッキングサポートBOOK 2020  ネコ・パブリッシング

59 291.5 るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 2020-2  JTBパブリッシング

60 291.6 兵庫  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

61 291.6 和歌山 白浜・高野山・熊野古道  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

62 291.7 鳥取  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

63 291.7 松江・出雲 石見銀山  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

64 291.9 奄美大島の貌(カタチ) 稲田寿太郎/著 東洋出版

65 291.9 長崎・五島 江濱丈裕/著 書肆侃侃房

66 291.9 沖縄ベストスポット 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

67 291.9 長崎ハウステンボス  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

68 291.9 福岡 博多・天神  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

69 291.9 るるぶ沖縄ベスト  '21  JTBパブリッシング

70 291.9 るるぶ熊本阿蘇天草  '21  JTBパブリッシング

71 291.9 るるぶ長崎  '21  JTBパブリッシング

72 292.1 週末ソウルベストルート  辰巳出版

73 292.2 台北  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

74 292.2 るるぶ台北  '21  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

75 292.3 古都チェンマイのとっておき 古川節子/著 東京ニュース通信社

76 292.3 シンガポール 21 (まっぷるマガジン)  昭文社

77 292.4 るるぶバリ島  '21  JTBパブリッシング

78 292.5 冬の旅 山本高樹/文・写真 雷鳥社

79 293.0 ヨーロッパ鉄道の旅  ダイヤモンド・ビッグ社

80 293.3 不思議の国のロンドン 臼井雅美/著 PHPエディターズ・グループ

81 293.6 スペイン  (ブルーガイドわがまま歩き)  実業之日本社

82 293.7 サルデーニャの蜜蜂 内田洋子/著 小学館

83 293.8 3日でまわる北欧inストックホルム 森百合子/著 トゥーヴァージンズ

84 297.6 ハワイごよみ365日 近藤純夫/著 誠文堂新光社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか 新井均/著 東洋経済新報社

2 302.2 ようこそ南アジア世界へ 石坂晋哉/編 宇根義己/編 昭和堂

3 302.2 「高文脈文化」日本の行間 シンシアリー/著 扶桑社

4 302.2 現代中国ゼミナール 東大社研現代中国研究拠点/編 東京大学出版会

5 302.2 現代ネパールを知るための60章 日本ネパール協会/編 明石書店

6 302.3 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ/著 筑摩書房

7 302.5 「偉大なる後進国」アメリカ 菅谷洋司/著 現代書館

8 304 時代の抵抗者たち 青木理/著 なかにし礼/ほか述 河出書房新社

9 304 大前研一 世界の潮流 2020〜21 大前研一/著 プレジデント社

10 304 言語道断 櫻井よしこ/著 新潮社

11 304 不条理を生きるチカラ 佐藤優/著 香山リカ/著 ビジネス社

12 304 ポスト・コロナ「新しい世界」の教科書 高橋洋一/著 渡邉哲也/著 徳間書店

13 304 危うい国・日本 百田尚樹/著 江崎道朗/著 ワック

14 304 バカの国  (新潮新書) 百田尚樹/著 新潮社

15 309 暗黒の啓蒙書 ニック・ランド/著 五井健太郎/訳 講談社

16 309.3 中国は社会主義か 芦田文夫/著 井手啓二/著 かもがわ出版

17 309.7 未来のプルードン 的場昭弘/編 亜紀書房

18 311.2 市民の義務としての<反乱> 梅澤佑介/著 慶應義塾大学出版会

19 311.8 この不寛容の時代に 佐藤優/著 新潮社

20 312.1 平成政治史  (ちくま新書) 大嶽秀夫/著 筑摩書房

21 312.1 悪党・ヤクザ・ナショナリスト エイコ・マルコ・シナワ/著 藤田美菜子/訳 朝日新聞出版

22 312.1 政治改革再考 待鳥聡史/著 新潮社

23 312.2 香港デモ戦記  (集英社新書) 小川善照/著 集英社

24 312.2 コロナ大戦争でついに自滅する習近平 福島香織/著 徳間書店

25 312.2 新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない 福島香織/著 ワニブックス

26 312.5 日本開国の原点 大島正太郎/著 日本経済評論社

27 312.5 危機のアメリカ「選挙デモクラシー」 吉野孝/編著 前嶋和弘/編著 東信堂

28 316.8 白人ナショナリズム  (中公新書) 渡辺靖/著 中央公論新社

29 317.6 公文書危機 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

30 318.1 地方自治法講義 猪野積/著 第一法規

31 318.1 地方自治法と住民 白藤博行/編著 榊原秀訓/編著 法律文化社

32 318.2 秘書が見た都知事の素顔 井澤勇治/著 芙蓉書房出版

33 318.2 東京改造計画 堀江貴文/著 幻冬舎

34 318.5 自治体の実践RPA 津田博/編著 学陽書房

35 318.6 デジタル×地方が牽引する2030年日本の針路 江川昌史/著 藤井篤之/著 日経BP

36 318.6 生駒市発!「自治体3.0」のまちづくり 小紫雅史/著 学陽書房

37 318.6 SDGsを実現するまちづくり 山口幹幸/編著 高見沢実/編著 プログレス

38 318.7 首都改造 源川真希/著 吉川弘文館

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 318.8 まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢将之/著 森北出版

40 319.1 インテリジェンスと保守自由主義 江崎道朗/著 青林堂

41 319.1 国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ 藤井宏昭/著 細谷雄一/編 吉田書店

42 319.2 日韓朝「虚言と幻想の帝国」の解放 重村智計/著 秀和システム

43 319.8 平和学入門 1 多賀秀敏/著 勁草書房

44 319.8 入門講義安全保障論 宮岡勲/著 慶應義塾大学出版会

45 320 おとめ六法 上谷さくら/著 岸本学/著 KADOKAWA

46 320.9 重要判例解説 令和元年度  有斐閣

47 321.1 あぶない法哲学  (講談社現代新書) 住吉雅美/著 講談社

48 323.1 入門憲法学 京都憲法会議/監修 木藤伸一朗/編 法律文化社

49 323.1 憲法を楽しむ 憲法を楽しむ研究会/編 民谷渉/ほか著 法律文化社

50 323.9 新プロゼミ行政法 石川敏行/著 実務教育出版

51 324 改正民法のはなし 内田貴/著 民事法務協会

52 324.6 離婚を考えたらこの1冊 石原豊昭/共著 内海徹/共著 自由国民社

53 324.6 多額の資産をめぐる離婚の実務 三平聡史/著 日本加除出版

54 324.7 基礎から学ぶ相続法 木村浩之/著 清文社

55 324.8 相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方 小林直人/共著 伊藤崇/共著 ビジネス教育出版社

56 324.8 不動産賃貸借ビジネスの法律知識 デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

57 324.8 全図解わかりやすい借地の法律 矢島忠純/共著 豊田啓盟/共著 自由国民社

58 325.2 最新株式会社法 近藤光男/著 中央経済社

59 325.2 会社法ビギナーズ デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

60 325.2 M&Aの新たな展開 藤田友敬/編 有斐閣

61 325.2 実務が変わる!令和改正会社法のまるごと解説 松嶋隆弘/編著 ぎょうせい

62 326.4 監獄の誕生 ミシェル・フーコー/著 田村俶/訳 新潮社

63 327.2 示談・調停・和解のやり方がわかる 神田将/監修 生活と法律研究所/企画・編
集 自由国民社

64 327.2 内容証明を出すならこの1冊 多比羅誠/著 多比羅研/著 自由国民社

65 327.3 令和元年改正民事執行法実務解説Q&A 今井和男/編著 太田秀哉/編著 商事法務

66 327.6 刑事訴訟法 田中開/著 寺崎嘉博/著 有斐閣

67 327.6 宣政元気ですか 横尾鈴子/著 横尾宣政/著 五月書房新社

68 327.9 冤罪 何家弘/著 古賀啓一郎/訳 科学出版社東京

69 329.2 海洋ガバナンス 寺島紘士/著 西日本出版社

70 329.8 国際私法 櫻田嘉章/著 有斐閣

71 331 12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉美智子/著 水元さきの/漫画 宝島社

72 331 30日で学ぶ経済学手帳 井堀利宏/監修
日本能率協会マネジメントセ
ンター

73 331 英語原典で読む現代経済学 根井雅弘/著 白水社

74 331.0 ナッジ!? 那須耕介/編著 橋本努/編著 勁草書房

75 331.2 日本経済学新論  (ちくま新書) 中野剛志/著 筑摩書房

76 332 エコノミック・ステイトクラフト経済安全保障の戦い 國分俊史/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

77 332.1 コロナ大不況後、日本は必ず復活する 高橋洋一/著 宝島社

78 332.1 安倍政権に殺された日本経済100の残酷物語 別冊宝島編集部/編 宝島社

79 332.1 中部圏経済白書 2020 中部圏社会経済研究所/制作 中部圏社会経済研究所

80 332.1 アフターコロナ 日経クロステック/編 島津翔/ほか著 日経BP

81 332.1 世界経済の分断点を乗り越えよみがえる日本 馬渕睦夫/著 ビル・トッテン/著 ビジネス社

82 332.2 ミャンマー/日本企業の最後のフロンティア 関満博/編 新評論

83 332.2 日本人とインド人 グルチャラン・ダス/著 野地秩嘉/取材・構成 プレジデント社

84 332.2 中国が世界を攪乱する 野口悠紀雄/著 東洋経済新報社

85 332.5 なぜ中間層は没落したのか ピーター・テミン/著 栗林寛幸/訳 慶應義塾大学出版会

86 333.6 コロナショック後の株と世界経済の教科書 丹羽由一/監修 枻出版社

87 333.6 アフターコロナV字回復する世界経済 武者陵司/著 ビジネス社

88 333.6 危機の時代 ジム・ロジャーズ/著 日経BP

89 334.3 「2020」後新しい日本の話をしよう 河合雅司/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 334.4 動きだした時計 小松みゆき/著 めこん

91 334.4 ストレンジャーの人類学 リーペレス ファビオ/著 明石書店

92 335 まずは1人で年1000万円稼ぐ!個人事業のはじめ方 大槻貴志/著 明日香出版社

93 335 地方でクリエイティブな仕事をする 笠原徹/著 玄光社

94 335 小さくはじめる起業の教科書 酒井とし夫/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

95 335.0 共感経営 野中郁次郎/著 勝見明/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

96 335.1 30日で学ぶ経営学手帳 中川功一/監修
日本能率協会マネジメントセ
ンター

97 335.1 今日からできる!小さな会社のSDGs 村尾隆介/著 青春出版社

98 335.3 ファミリーガバナンス 階戸照雄/編著 加藤孝治/編著 中央経済社

99 335.3 中小企業の事業承継 牧口晴一/著 齋藤孝一/著 清文社

100 335.3 ファミリーアントレプレナーシップ 山田幸三/編著 尹大栄/著 中央経済社

101 335.3 事業承継プラットフォーム 吉川明/著 幻冬舎

102 335.8 NPOは何を変えてきたか 川崎あや/著 有信堂高文社

103 336 これからのテレワーク 片桐あい/著 自由国民社

104 336 小さな会社の総務・人事・経理の実務 近藤仁/著 ナツメ社

105 336.1 大前研一 ポスト・コロナ時代の稼ぎ方 大前研一/編著 プレジデント社

106 336.1 「採算に乗る事業」の仕組みづくり 金森亨/著 中央経済社

107 336.1 中小企業のための知財戦略2.0 後藤昌彦/著 総合法令出版

108 336.1 サステナベーション 藤原遠/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

109 336.2 1分間仕事力 菊原智明/著 さくら舎

110 336.2 すごいテレワーク 福山誠一郎/著 PHP研究所

111 336.2 勤勉な国の悲しい生産性 ルディー和子/著 日本実業出版社

112 336.3 「わがまま」がチームを強くする。 青野慶久/監修 サイボウズチームワーク総研
/著 朝日新聞出版

113 336.3 最高のリーダーは、この「仮説」でチームを動かす 阿比留眞二/著 三笠書房

114 336.3 管理職失格 木村尚敬/著 柳川範之/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

115 336.3 プロフェッショナル経営参謀 杉田浩章/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

116 336.3 クロトンビル 田口力/著 KADOKAWA

117 336.3 成長企業が失速するとき、社員に“何”が起きているのか? スティーブ・バッコルツ/著 トム・ロス/著 日経BP

118 336.4 ダイバーシティ&インクルージョン経営 荒金雅子/著 日本規格協会

119 336.4 職場のざんねんな人図鑑 石川幹人/著 技術評論社

120 336.4 未来を創るプレゼン 伊藤羊一/著 澤円/著 プレジデント社

121 336.4 管理職のためのメンタルヘルス・マネジメント 亀田高志/著 労務行政

122 336.4 一瞬で笑わせる技術 川堀泰史/著 WAVE出版

123 336.4 「聞く力」こそがリーダーの武器である 國武大紀/著 フォレスト出版

124 336.4 稼げるプレゼン 越川慎司/著 WAVE出版

125 336.4 中国駐在ハック 小島庄司/著 日経BP

126 336.4 給与計算事務最強ガイド 佐藤広一/著 星野陽子/著 アニモ出版

127 336.4 答えは相手の中にある 白井一幸/著 アチーブメント

128 336.4 外国人高度人材はこうして獲得する! 杉田昌平/監修 ASIA to JAPAN/編著 ぎょうせい

129 336.4 オフサイトミーティング スコラ・コンサルト対話普及チーム/著 若山修/
著 同文舘出版

130 336.4 対話型マネジャー 世古詞一/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

131 336.4 小さな会社の外国人活用の教科書 千葉祐大/著 ぱる出版

132 336.4 テレワーク大全 日経BP総合研究所イノベーションICTラボ
/著 日経BP

133 336.4 IPOの労務監査と企業実務 野中健次/著 土屋信彦/著 中央経済社

134 336.4 ミドル・シニアの脱年功マネジメント パーソル総合研究所/編 労務行政

135 336.4 部下が変わる本当の叱り方 吉田裕児/著 明日香出版社

136 336.4 世界のエリートは「自分のことば」で人を動かす リップシャッツ信元夏代/著 フォレスト出版

137 336.4 いますぐ!超実践テレワーク  マイナビ出版

138 336.5 Office 365 Teams即効活用ガイド 岩元直久/著 天野貴之/監修 日経BP

139 336.5 UiPath業務自動化最強レシピ 小佐井宏之/著 翔泳社

140 336.5 入社1年目ビジネス文書の教科書 西出ひろ子/著 プレジデント社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

141 336.5 成功と失敗で学ぶRPA 日経XTECH/編 日経BP

142 336.5 できるテレワーク入門 法林岳之/著 清水理史/著 インプレス

143 336.8 80分でマスター!ガチ速決算書入門 金川顕教/著 扶桑社

144 336.8 会社と個人のお金、コロナからこうやって守れ! 八木宏之/著 田中健一/監修 アスコム

145 336.9 裁判例・裁決事例に学ぶ消費税の判定誤りと実務対応 安部和彦/著 清文社

146 336.9 選ばれる税理士の“回答力” 飯田真弓/著 Credo税理士法人/著 清文社

147 336.9 IFRS「新リース基準」の実務 EY新日本有限責任監査法人/編 河野明史/監修 中央経済社

148 336.9 税務・労務ハンドブック 令和2年版 井村登/著 馬詰政美/著 清文社

149 336.9 キャッチアップデジタル情報社会の税務 酒井克彦/編著 ぎょうせい

150 336.9 サクサクわかる!M&Aの税務 佐藤信祐/著 清文社

151 336.9 ダイアローグ・ディスクロージャー 竹村純也/著 同文舘出版

152 336.9 日本一わかりやすいひとり社長の節税 田淵宏明/著 ぱる出版

153 336.9 会計士・税理士はこれからどう生きるか freee株式会社/著 佐々木大輔/ほか共編 KADOKAWA

154 338 知識ゼロからのフィンテック入門 桜井駿/監修 幻冬舎

155 338 あなたの会社もブロックチェーンを始めませんか? 日本アイ・ビー・エム株式会社ブロックチェー
ンチーム/編 中央経済社

156 338 お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム/著 ホリー・バシー/著 東京書籍

157 338 金融の未来 山岡浩巳/著 金融財政事情研究会

158 338.1 こんなにおもしろいファイナンシャルプランナーの仕事 青野雅夫/著 荒川誠/著 中央経済社

159 338.1 ビジネスエリートになるための教養としての投資 奥野一成/著 ダイヤモンド社

160 338.1 未来イノベーションに投資しよう 野村證券投資情報部/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

161 338.1 手堅く短期で効率よく稼ぐ株カラ売り5つの戦術 藤本壱/著 自由国民社

162 338.1 バフェットとマンガーによる株主総会実況中継 ダニエル・ペコー/著 コーリー・レン/著 パンローリング

163 338.1 伝説のファンドマネジャーが見た日本株式投資100年史 山下裕士/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

164 338.5 認定支援機関実務ハンドブック 小寺弘泰/著 金融財政事情研究会

165 338.7 図解わかる住宅ローン 2020-2021年版 浅井秀一/著 新星出版社

166 338.7 Q&Aで簡単!家づくりのお金の話がぜんぶわかる本 2020-2021 田方みき/著 関尾英隆/著 エクスナレッジ

167 338.8 おカネは、貯金に頼らずに守りなさい。 田口智隆/著 きずな出版

168 338.9 初心者からプロまで一生使えるFXチャート分析の教科書 鹿子木健/著 総合法令出版

169 339.4 図解わかる生命保険 2020-2021年版 ライフプラン研究会/編著 新星出版社

170 345 youのたっくす、meになるカイケイ? 荻窪輝明/著 税務研究会出版局

171 345 高校生のための税金入門 小塚真啓/編著 三省堂

172 345.3 これだけ!グループ通算制度 佐藤信祐/著 紙本好太郎/著 中央経済社

173 345.5 これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A 令和2年4月改訂 笹岡宏保/著 清文社

174 345.5 税務のプロならこうする!ケーススタディ改正相続法の活用 関根美男/編著 ぎょうせい

175 345.5 お金持ちのための最強の相続 田中誠/著 実務教育出版

176 349 地方財政 李煕錫/著 小島照男/著 創成社

177 350.1 グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ/著 薮井真澄/訳 ダイヤモンド社

178 361 「自閉症」の時代  (講談社現代新書) 竹中均/著 講談社

179 361 「よりよい生存」ウェルビーイング学入門 藤原成一/著 日本評論社

180 361.0 支援と物語(ナラティヴ)の社会学 水津嘉克/編著 伊藤智樹/編著 生活書院

181 361.2 利他主義社会学の創造 吉野浩司/著 昭和堂

182 361.4 恥をかかないコミュマスター養成ドリル 石原壮一郎/著 扶桑社

183 361.4 屁理屈に負けない! 桑畑幸博/著 扶桑社

184 361.4 ウソや隠し事を暴く全技術 森透匡/著 日本実業出版社

185 361.4 多文化社会のコミュニケーション 山本喜久江/著 八代京子/著 三修社

186 361.4 日本型組織存続の条件 山本七平/著 さくら舎

187 361.4 人の心を動かす話し方 和田裕美/著 廣済堂出版

188 361.5 多文化主義の政治学 飯田文雄/編 法政大学出版局

189 361.5 これからの幸福について 内田由紀子/著 新曜社

190 361.5 現代アフリカ文化の今 ウスビ・サコ/編著 清水貴夫/編著 青幻舎

191 361.5 にほん的 松田行正/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

192 361.7 愛される街 三浦展/著 而立書房

193 361.7 都市は揺れている 吉原直樹/編著 榑沼範久/編著 東信堂

194 361.9 GDPを超える幸福の経済学 ジョセフ・E.スティグリッツ/編著 ジャン=ポー
ル・フィトゥシ/編著 明石書店

195 364 レクチャー社会保障法 河野正輝/編 江口隆裕/編 法律文化社

196 364.3 社会保険・労働保険の事務百科 令和2年4月改訂 社会・労働保険実務研究会/編 清文社

197 364.3 図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2020-2021年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

198 364.3 図解わかる定年前後の手続きのすべて 2020-2021年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

199 364.4 介護保険が危ない! 上野千鶴子/編 樋口恵子/編 岩波書店

200 365 特定商取引法と消費者取引の法律知識 デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

201 365 これからの消費者法 谷本圭子/著 坂東俊矢/著 法律文化社

202 365.3 マンション大規模修繕 竹山清明/著 クリエイツかもがわ

203 365.3 暮らしやすい家づくり 本多さおり/著 PHPエディターズ・グループ

204 365.3 マンション管理の知識 令和2年度版 マンション管理センター/編著 マンション管理センター

205 365.3 実務に活かすマンション標準管理規約<単棟型>逐条解説 マンション実務法学会/編 民事法研究会

206 365.3 素敵な人の終の棲家  宝島社

207 366.1 実務家のための労働判例読本 芦原一郎/著
産労総合研究所出版部経営書
院

208 366.1 労働法の基軸 菅野和夫/著 岩村正彦/聞き手 有斐閣

209 366.1 ワークルール教育のすすめ 道幸哲也/著 旬報社

210 366.2 高次脳機能障害のある方と働くための教科書 石井京子/著 池嶋貫二/著 日本法令

211 366.2 発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井京子/著 池嶋貫二/著 弘文堂

212 366.2 「キャリアコンサルタント」で自立する方法 佐渡治彦/著 合同フォレスト

213 366.2 ビジトレ 田中研之輔/著 浅井公一/著 金子書房

214 366.2 ライフデザイン・カウンセリングの入門から実践へ 日本キャリア開発研究センター/監修 水野修次
郎/編 遠見書房

215 366.2 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 22年版 福沢恵子/著 成美堂出版

216 366.2 最新最強の履歴書・職務経歴書 22年版 矢島雅己/監修 成美堂出版

217 366.3 ハラスメント防止の基本と実務 石嵜信憲/編著 豊岡啓人/ほか著 中央経済社

218 366.3 判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A 小笠原六川国際総合法律事務所/著 清文社

219 366.3 年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会出版局/編 労働調査会

220 366.5 労働契約法のしくみと企業対応Q&A 岩出誠/著 織田康嗣/著 ぎょうせい

221 366.8 ルポ技能実習生  (ちくま新書) 澤田晃宏/著 筑摩書房

222 366.8 外国人材受入れサポートブック 杉田昌平/著 ぎょうせい

223 367.1 フェミニスト現象学入門 稲原美苗/編 川崎唯史/編 ナカニシヤ出版

224 367.1 ジェンダーと身体 川本玲子/編著 小鳥遊書房

225 367.2 女子学生はどう闘ってきたのか 小林哲夫/著 サイゾー

226 367.3 仲良きことはよき哉 斎藤茂太/著 新講社

227 367.5 法制度における男性差別 ポール・ナサンソン/著 キャサリン・K.ヤング/
著 作品社

228 367.6 ひきこもりのライフプラン 斎藤環/著 畠中雅子/著 岩波書店

229 367.9 親子で話そう!性教育 浅井春夫/監修 艮香織/監修 朝日新聞出版

230 367.9 十六歳の母 原田瑠美子/著 柘植書房新社

231 367.9 なにがはじまるの? ピーター・メイル/著 谷川俊太郎/訳 河出書房新社

232 368.3 新自殺論 大村英昭/編著 阪本俊生/編著 青弓社

233 368.3 自殺学入門 末木新/著 金剛出版

234 368.6 捜査一課式防犯BOOK 佐々木成三/著 アスコム

235 368.6 サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン/著 明戸隆浩/
監訳 明石書店

236 368.6 フラワーデモを記録する フラワーデモ/編 エトセトラブックス

237 369 介護人類学事始め 林美枝子/著 明石書店

238 369.1 介護を左右する頼れるケアマネ問題なケアマネ 相沢光一/著 河出書房新社

239 369.1 やさしくわかる社会福祉法人の経営と運営 平林亮子/著 高橋知寿/著 税務経理協会

240 369.1 ジェンダーからソーシャルワークを問う 横山登志子/編著 須藤八千代/編著 ヘウレーカ

241 369.2 私たちはふつうに老いることができない 児玉真美/著 大月書店

242 369.2 生活保護の実務最前線Q&A 福岡県弁護士会生存権擁護・支援対策本部/編 民事法研究会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

243 369.3 家族写真 笠井千晶/著 小学館

244 369.3 自治体の危機管理 中邨章/著 ぎょうせい

245 369.3 東日本大震災から10年再生・発展における課題の分析 廣野桂子/編著 矢口和宏/編著 大成出版社

246 369.4 ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒント
日本ユニセフ協会「子どもの権利とスポーツの
原則」起草委員会/編 明石書店

247 369.4 疑問だらけの幼保無償化  (扶桑社新書) 前屋毅/著 扶桑社

248 370.4 「これから」の時代(とき)を生きる君たちへ ドメニコ・スキラーチェ/著 世界文化社

249 370.4 子どもファースト 高阪俊造/著 文芸社

250 371 よくわかる教育学原論 安彦忠彦/編著 藤井千春/編著 ミネルヴァ書房

251 371 幼稚園教諭・保育教諭をめざす人のための教育学入門 橋本勇人/編著者代表 大学教育出版

252 371.4 ひきこもりからの脱出 石田かづ子/編・著 石田一宏/編・著 新日本出版社

253 371.4 学校が子どもを殺すとき 渋井哲也/著 論創社

254 374 「任せる」マネジメント 住田昌治/著 学陽書房

255 374 学校を変えた最強のプログラミング教育 松田孝/著 くもん出版

256 374.1 面白レク&学習ゲーム55選 平山靖/編著 辻野裕美/イラスト 学芸みらい社

257 374.9 気になるあの子、気になるあのこと 澤栄美/著 さくら社

258 375.1 部活はそんなに悪者なのか!? 猿橋善宏/著 大利実/構成 インプレス

259 375.1 対話力 白水始/著 東洋館出版社

260 375.1 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業 樋口万太郎/編著 堀田龍也/編著 学陽書房

261 375.1 学校アップデート 堀田龍也/著 為田裕行/著 さくら社

262 375.2 子どもたちをどう理解するか。 金大竜/著 東洋館出版社

263 375.2 「叱り方」の教科書 吉田順/著 学事出版

264 375.3 戦後日本と道徳教育 貝塚茂樹/著 ミネルヴァ書房

265 375.8 英語教師のための音声指導Q&A 内田洋子/著 杉本淳子/著 研究社

266 376.1 子どもと保育者でつくる育ちの記録 北野幸子/監修・著 大阪府私立幼稚園連盟第26
次プロジェクトメンバー/著 日本標準

267 376.1 園の課題解決!組織を育てるコーチング 孫ちょんす/著 フレーベル館

268 376.8 大学学科案内 学研プラス/編著 学研プラス

269 376.8 10年先を見据えた地方創生の実践 樽沢俊宏/著 Birth47/著 WAVE出版(発売)

270 376.8 中学受験基本のキ! 西村則康/共著 小川大介/共著 日経BP

271 376.8 灘中に合格する子は学力のほかに何を持っているのか 橋本憲一/著 ポプラ社

272 376.8 高認があるじゃん! 2020〜2021年版  学びリンク

273 377.2 ここにしかない大学 出口治明/著 日経BP

274 377.2 大学ランキング 2021年版  朝日新聞出版

275 377.9 最新最強のインターンシップ 22年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

276 377.9 絶対内定 2022-2024-1・2022-2～2022-5  ダイヤモンド社

277 378 現代の特別ニーズ教育 高橋智/監修 加瀬進/監修 文理閣

278 378 「特別支援教育」って何? 山内康彦/著 WAVE出版

279 378.8 こんなときどうする?発達が気になる子への指導・支援Q&A100 加藤博之/著 明治図書出版

280 378.8 家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいADHD注意欠如・多動症 田中康雄/監修 ミネルヴァ書房

281 378.8 0〜5歳児発達が気になる子のコミュニケーション力育て 松崎敦子/著 山本淳一/監修 学研教育みらい

282 379.6 問いのデザイン 安斎勇樹/著 塩瀬隆之/著 学芸出版社

283 379.7 「超」勉強力 中野信子/著 山口真由/著 プレジデント社

284 379.7 インプットの効率を上げる勉強術100の法則 和田秀樹/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

285 379.9 子育てベスト100 加藤紀子/著 ダイヤモンド社

286 379.9 男の子に「厳しいしつけ」は必要ありません! 高祖常子/著 オキエイコ/漫画・イラスト KADOKAWA

287 379.9 1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる 齋藤孝/著 マガジンハウス

288 379.9 伸芽会式非認知能力の伸ばし方 伸芽会/著 佐藤眞理/著 講談社

289 379.9 ママ、言わないで!子どもが自信を失う言葉66 曽田照子/著 速水えり/イラスト 学研プラス

290 379.9 自分で動ける子が育つ魔法の言いかえ 田嶋英子/著 青春出版社

291 379.9 親がやったら、あかん! 棚原安子/著 集英社

292 379.9 東大卒ママたちに教わる、「東大脳」を育てる3歳までの習慣 東大卒ママの会/著 小学館

293 382.2 ラマレラ最後のクジラの民 ダグ・ボック・クラーク/著 上原裕美子/
訳 NHK出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

294 383.5 化粧にみる日本文化 平松隆円/著 水曜社

295 383.8 五島うどんの御力 吉村政徳/編著 長崎新聞社

296 384.3 バックパッカー体験の社会学 萬代伸哉/著 公人の友社

297 385.6 小さな葬儀とお墓選び・墓じまい 大野屋テレホンセンター/監修 自由国民社

298 388.1 現代語訳近江の説話 福井栄一/著 サンライズ出版

299 388.2 美、その不滅の物語 ユガンハ/著 水谷幸恵/訳 クオン

300 391.6 イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 上・下 ロネン・バーグマン/著 小谷賢/監訳 早川書房

301 391.6 ナチスが恐れた義足の女スパイ ソニア・パーネル/著 並木均/訳 中央公論新社

302 392.5 基地の消長 川名晋史/著 勁草書房

303 395.3 普天間飛行場、どう取り戻す? 橋本宏/著 時事通信出版局

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 生命の根源を見つめる 東京大学教養学部/編 白水社

2 404 科学のネタ大全 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

3 407 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村康文/著 オーム社

4 407 理系の文章術  (ブルーバックス) 更科功/著 講談社

5 410.3 数学公式のはなし 大村平/著 日科技連出版社

6 410.4 とてつもない数学 永野裕之/著 ダイヤモンド社

7 411 「代数」から「微積分」への旅 マイク・ゴールドスミス/著 緑慎也/訳 創元社

8 411.3 予備校のノリで学ぶ線形代数 ヨビノリたくみ/著 東京図書

9 411.7 有限の中の無限  (ブルーバックス) 西来路文朗/著 清水健一/著 講談社

10 413.3 微分と積分  ニュートンプレス

11 414.1 正多面体は本当に5種類か 小林吹代/著 技術評論社

12 417 データ分析のための数理モデル入門 江崎貴裕/著 ソシム

13 417 例題でよくわかるはじめての多変量解析 加藤豊/著 森北出版

14 420 楽しめる物理問題200選 Péter Gnädig/著 Gyula Honyek/著 朝倉書店

15 420 もっと楽しめる物理問題200選 Part1～Part2 Péter Gnädig/著 Gyula Honyek/著 朝倉書店

16 420.2 人物でよみとく物理 田中幸/著 結城千代子/著 朝日学生新聞社

17 425.5 紫外線の社会史  (岩波新書 新赤版) 金凡性/著 岩波書店

18 430.4 一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 齋藤勝裕/著 秀和システム

19 430.4 図解身近にあふれる「化学」が3時間でわかる本 齋藤勝裕/著 明日香出版社

20 431.1 「量子化学」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕/著 ベレ出版

21 440 宇宙大図鑑  ニュートンプレス

22 440.1 深宇宙ニュートリノの発見  (光文社新書) 吉田滋/著 光文社

23 440.4 宇宙の謎に迫る 太田猛彦/特別監修 藤嶋昭/特別監修 学研プラス

24 443.5 アインシュタインの影 セス・フレッチャー/著 渡部潤一/日本語版監修 三省堂

25 450 はじめて学ぶ大学教養地学 杉本憲彦/著 杵島正洋/著 慶應義塾大学出版会

26 450.4 怖くて眠れなくなる地学 左巻健男/編著 PHPエディターズ・グループ

27 451 激甚気象はなぜ起こる 坪木和久/著 新潮社

28 451.6 雲と出会える図鑑 武田康男/著 ベレ出版

29 452.8 見えない絶景  (ブルーバックス) 藤岡換太郎/著 講談社

30 453.1 地震 纐纈一起/著 丸善出版

31 457.8 化石ドラマチック 土屋健/著 芝原暁彦/監修 イースト・プレス

32 459.7 トルコ石 飯田孝一/著 亥辰舎

33 459.7 花束の石プルーム・アゲート 山田英春/著 創元社

34 462.1 里山・高山で見た信州の希少種 南澤正史/著 長野県希少種調査・研究会/編集 しなのき書房

35 462.1 富士山境目図鑑 山梨県富士山科学研究所/著 丸善出版

36 463 ゼロからわかる細胞と人体  ニュートンプレス

37 465.8 カビの取扱説明書 浜田信夫/著 KADOKAWA

38 467.3 生命はデジタルでできている  (ブルーバックス) 田口善弘/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 468 外来生物のきもち 大島健夫/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

40 469.0 虫とゴリラ 養老孟司/著 山極寿一/著 毎日新聞出版

41 469.6 科学の人種主義とたたかう アンジェラ・サイニー/著 東郷えりか/訳 作品社

42 470.4 雑草×雑学 徳間書店取材班/編 徳間書店

43 471.7 タネはどこからきたか? 鷲谷いづみ/文 埴沙萠/写真 山と溪谷社

44 474.9 里山の地衣類ハンドブック 柏谷博之/著 大村嘉人/著 文一総合出版

45 481.7 動物の言葉 ブランドン・ケイム/著 安納令奈/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

46 481.7 まとまりがない動物たち ジョン・A.シヴィック/著 染田屋茂/訳 原書房

47 481.7 海の極小!いきもの図鑑 星野修/著 築地書館

48 484.6 考えるナメクジ 松尾亮太/著 さくら舎

49 485.3 おどろきダンゴムシ図鑑 奥山風太郎/著 幻冬舎

50 486.0 昆虫の図鑑採集と標本の作り方 福田晴夫/著 山下秋厚/著 南方新社

51 487.6 日本のタナゴ 北村淳一/文 内山りゅう/写真 山と溪谷社

52 487.9 日本の爬虫類・両生類生態図鑑 川添宣広/著 誠文堂新光社

53 490.1 安楽な最期の迎え方 島田裕巳/著 徳間書店

54 490.1 逝く人を支える 玉置妙憂/著 中央法規出版

55 490.1 人間<改良>の倫理学 マッティ・ハユリュ/著 斎藤仲道/監訳 ナカニシヤ出版

56 490.2 秀吉の六本指/龍馬の梅毒 篠田達明/著 金原出版

57 490.2 ザ・ヒストリー医学大百科 ジル・デイビーズ/著 松岡里枝子/監訳 ニュートンプレス

58 491.1 iPS細胞の歩みと挑戦 中内彩香/著 和田浜裕之/著 東京書籍

59 491.3 つむじまがりの神経科学講義 小倉明彦/著 晶文社

60 491.3 脳のネットワーク オラフ・スポーンズ/著 下野昌宣/訳 みすず書房

61 491.3 芸術的創造は脳のどこから産まれるか?  (光文社新書) 大黒達也/著 光文社

62 491.3 舌を鍛えれば肺炎は防げる! 美内明子/著 学研プラス

63 491.5 処方がわかる医療薬理学 2020-2021 中原保裕/著 学研メディカル秀潤社

64 492 40歳からの健康年表  (文春新書) 荒井秀典/編 文藝春秋

65 492.7 「カラダの地図」で疲れ・不調・故障が消える! 荒木靖博/著 さくら舎

66 492.7 ツボぐりぐりストレッチ 柴雅仁/監修 ナツメ社

67 492.7 体のかたさも痛みも解決する!関節可動域を広げる本 原秀文/著 青春出版社

68 493.1 ほんとは怖い健康診断のC・D判定 近藤慎太郎/絵と文 日経BP

69 493.1 「血糖値スパイク」が万病をつくる! 永田勝太郎/著 ビジネス社

70 493.2 トリプルリスク改善マニュアル 井上正子/監修 望月理恵子/解説 辰巳出版

71 493.2 オムロンヘルスケアの社員食堂レシピ オムロン ゼロイベントランチ プロジェクト/著 青春出版社

72 493.2 血圧は1分で下がる! 今野清志/著 自由国民社

73 493.4 病気にならない1分免活 小林弘幸/著 自由国民社

74 493.7 認知症の人のイライラが消える接し方 植賀寿夫/著 講談社

75 493.7 よくわかる依存症 榎本稔/著 主婦の友社

76 493.7 心を病んだらいけないの? 斎藤環/著 與那覇潤/著 新潮社

77 493.7 「脳コワさん」支援ガイド 鈴木大介/著 医学書院

78 493.7 ウルトラ図解パーキンソン病 服部信孝/監修 法研

79 493.7 いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり 林恭子/編 斎藤環/編 日本評論社

80 493.7 コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める 藤野智哉/著 ワニブックス

81 493.7 心は鍛えられるのか 藤原俊通/著 内野小百合/著 遠見書房

82 493.9 子ども虐待とトラウマケア 亀岡智美/著 金剛出版

83 493.9 シリーズ・症例が語る「発達障害」 1 崎濱盛三/著 ミネルヴァ書房

84 493.9 空気を読みすぎる子どもたち 古荘純一/監修 講談社

85 493.9 小児の薬の選び方・使い方 横田俊平/編集 田原卓浩/編集 南山堂

86 494.5 ガン治療革命 小林平大央/編著 坂口力/監修 河出書房新社

87 494.7 外反母趾は包帯で治せる 青木孝文/著 マキノ出版

88 494.7 変形性ひざ関節症の痛みが消える4週間プログラム 黒田恵美子/監修 八木貴史/監修 主婦の友社

89 494.7 シュロスセラピー ハンス・ルドルフ・ワイス/著 クリスタ・レー
ナルト・シュロス/著 ガイアブックス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 494.9 腎臓病の基本の食事 富野康日己/監修 牧野直子/料理制作 学研プラス

91 495.4 聖路加国際病院乳がん術後の心と体を守るダイエット 山内英子/監修 女子栄養大学出版部

92 496.6 APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち 小渕千絵/著 さくら舎

93 496.8 ももちゃんのお母さんの離乳食記録 はやしけいこ/著 日本口唇口蓋裂協会/監修 口腔保健協会

94 497.2 歯周病はすぐに治しなさい! 森永宏喜/著 さくら舎

95 497.6 素顔の自分をアップデートする、オンライン歯列矯正 吉住淳/著 東洋館出版社

96 497.9 歯科医が教える歯ヨガ 小島理恵/著 KADOKAWA

97 498 ディープメディスン エリック・トポル/著 中村祐輔/監訳 NTT出版

98 498 おひとりさまでも最期まで在宅 中澤まゆみ/著 築地書館

99 498.0 お医者さんも来たくなる地域(まち)づくり 鈴木土身/著 旬報社

100 498.1 日本の医療 島崎謙治/著 東京大学出版会

101 498.1 世界一わかりやすい「医療政策」の教科書 津川友介/著 医学書院

102 498.3 免疫力を高めてウイルスに勝つ食べ物、暮らし方 石原結實/著 新星出版社

103 498.3 やる気が出る脳 加藤俊徳/著 すばる舎リンケージ

104 498.3 スキマ体操大全 金森晃平/著 KADOKAWA

105 498.3 自律神経を整える「長生き呼吸法」 小林弘幸/著 アスコム

106 498.3 すべての悩みが小さなことに思える生き方 小林弘幸/著 マキノ出版

107 498.3 免疫力を高めて病気にならない知恵とコツ 主婦の友社/編 主婦の友社

108 498.3 高岡式超最強の疲労回復法 高岡英夫/著 カンゼン

109 498.3 足腰は1分で強くなる! 高子大樹/著 自由国民社

110 498.3 快眠ごはん 坪田聡/著 大石寿子/料理監修 海竜社

111 498.3 世界一効く健康ウォーキング 能勢博/著 池田書店

112 498.3 精神科医が教えるちょこっとずぼら老後の楽らく健康法 保坂隆/著 海竜社

113 498.3 感染を恐れない暮らし方 本間真二郎/著 講談社ビーシー

114 498.3 歩く力 松村卓/著 文藝春秋

115 498.5 スーパードリンク・レシピ いとうゆき/著 主婦の友社

116 498.5 食品添加物はなぜ嫌われるのか 畝山智香子/著 化学同人

117 498.5 名医が考えた認知症にならない最強の食事術 江部康二/著 宝島社

118 498.5 佐々木敏の栄養データはこう読む! 佐々木敏/著 女子栄養大学出版部

119 498.5 寒天ダイエット 杤久保修/医学監修 落合貴子/料理 主婦の友社

120 498.5 おから美腸レシピ 藤橋ひとみ/著 ベストセラーズ

121 498.5 やせる!糖質オフ 前川智/監修 牧野直子/料理 永岡書店

122 498.5 森拓郎のやせる食事 森拓郎/著 辰巳出版

123 498.6 新型コロナウイルスの真実  (ベスト新書) 岩田健太郎/著 ベストセラーズ

124 498.6 思想としての<新型コロナウイルス禍> 大澤真幸/ほか著 河出書房新社

125 498.6 どうする!?新型コロナ 岡田晴恵/著 岩波書店

126 498.6 コロナの衝撃 小原雅博/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

127 498.6 パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還 小柳剛/著 KADOKAWA

128 498.6 新型コロナウイルス 水谷哲也/著 東京化学同人

129 498.8 職場不適応のサイン 夏目誠/著 南山堂

130 498.8 企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル 和田耕治/著 東洋経済新報社

131 498.8 会社に行きたくない。さて、どうする? 和田秀樹/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

132 499.1 幻覚剤は役に立つのか マイケル・ポーラン/著 宮崎真紀/訳 亜紀書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.2 よくわかる最新センサ技術の基本と仕組み 松本光春/著 秀和システム

2 501.2 騒音・振動 山本貢平/編著 橘秀樹/ほか共著 コロナ社

3 501.6 日本のエネルギーが危ない! 櫻井よしこ/監修 奈良林直/監修 ワック

4 504 科学技術の失敗から学ぶということ 寿楽浩太/著 オーム社

5 507.1 誰でも発明家になれる! 中本繁実/著 日本地域社会研究所

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 507.2 ライセンスビジネスの戦略と実務 草間文彦/著 白桃書房

7 507.2 スタートアップの知財戦略 山本飛翔/著 勁草書房

8 507.2 特許翻訳完全ガイドブック  イカロス出版

9 509.5 現場力  (ちくま新書) 光山博敏/著 中沢孝夫/著 筑摩書房

10 509.6 QCサークル発表の基本と実践 山田佳明/編著 須加尾政一/著 日科技連出版社

11 510.9 公共事業が日本を救う 藤井聡/著 育鵬社

12 517.2 洪水と水害をとらえなおす 大熊孝/著 農文協プロダクション

13 517.7 ダム大百科 萩原雅紀/監修 実業之日本社

14 518.8 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み 五十畑弘/著 秀和システム

15 519 海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」 グンター・パウリ/著 マルコ・シメオーニ/著 日経BP

16 521.8 古写真で見る幕末の城 三浦正幸/監修 來本雅之/編著 山川出版社

17 525.1 新しいコミュニティを生み出す空間とデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

18 526 ビルディングタイプ学入門 中村陽一/編著 高宮知数/編著 誠文堂新光社

19 526.7 世界で一番やさしい茶室設計 桐浴邦夫/著 有斐斎弘道館/監修 エクスナレッジ

20 527 あたたかい暮らしのヒミツ 旭化成建材快適空間研究所/著 エクスナレッジ

21 527 図解でわかる!エアコン1台で心地よい家をつくる方法 岡田八十彦/監修 エクスナレッジ

22 527 五十八さんの数寄屋 藤森照信/著 田野倉徹也/著 鹿島出版会

23 527.1 住宅改修アセスメントのすべて 加島守/著 三和書籍

24 527.1 瀬野式・住宅設計エスキス帖 瀬野和広/著 オーム社

25 528.4 電気設備の疑問解決 石井理仁/著 オーム社

26 529 スッキリ!がってん!建築のインテリアの本 松下大輔/著 電気書院

27 529.0 日・中・韓伝統インテリア パクソンヒ/著 吉川凪/訳 クオン

28 532 トコトンやさしい工作機械の本 清水伸二/著 岡部眞幸/著 日刊工業新聞社

29 535.8 赤外線カメラの基本と検査・解析ソリューション 月刊画像ラボ編集部/編集 日本工業出版

30 536 消えゆく「スーパー」列車たち レイルウエイズグラフィック/著 グラフィック社

31 536.1 鉄の馬と兵ども 椎橋俊之/取材・著 イカロス出版

32 536.1 国鉄・JR機関車大百科 高橋政士/著 松本正司/著 天夢人

33 537 AUTONOMY ローレンス・D.バーンズ/著 クリストファー・
シュルガン/著 辰巳出版

34 538.6 基礎からわかる旅客機大百科 阿施光南/本文執筆 中西克吉/本文執筆 イカロス出版

35 538.7 航空自衛隊戦闘機写真集 黒澤英介/撮影 田中克宗/撮影 双葉社

36 539.0 不安の時代の抵抗論 田村あずみ/著 花伝社

37 540.9 解説電気設備の技術基準 経済産業省産業保安グループ/編 文一総合出版

38 547.3 Tips & トラブルシューティング・ブック 木村哲/著 技術評論社

39 547.5 決定版5G 片桐広逸/著 東洋経済新報社

40 548.2 M5Stack & StickCではじめるIoT入門 高馬宏典/著 シーアンドアール研究所

41 549.8 トコトンやさしい半導体パッケージ実装と高密度実装の本 高木清/著 大久保利一/著 日刊工業新聞社

42 556.9 模型で見る海上自衛隊護衛艦全史1953-2020 ネイビーヤード編集部/編 大日本絵画

43 558.0 海洋白書 2020 笹川平和財団海洋政策研究所/編集 成山堂書店

44 559.1 火縄銃 所荘吉/著 雄山閣

45 559.3 ウサギと化学兵器 いのうえせつこ/著 南典男/監修 花伝社

46 570 現代有機工業化学 神戸宣明/編著 安田誠/編著 化学同人

47 583.7 椅子クラフトはなぜ生き残るのか 坂井素思/著 左右社

48 583.8 刃物たるべく 土田昇/著 みすず書房

49 587.4 近代図案帖 並木誠士/著 上田文/著 青幻舎

50 588.5 北海道のワイナリー 阿部さおり/著 阿部眞久/著 北海道新聞社

51 588.5 焼酎の履歴書 鮫島吉廣/著 イカロス出版

52 588.5 日本ワインの図鑑 日本のワインを愛する会/監修 マイナビ出版

53 589.2 大人の着こなしバイブル 石田純子/監修 主婦の友社

54 589.2 小柄な大人の一生おしゃれでいられる10のルール 長屋なぎさ/著 宝島社

55 589.2 どんな服でも似合う人になる着こなしの法則 森川和則/監修 日本文芸社

56 590 働く母の暮らしマネジメント 主婦の友社/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 590.4 毎日、無理なく、機嫌よく。 香菜子/著 すばる舎

58 590.4 ちょっとフレンチなおうち仕事 タサン志麻/著 ワニブックス

59 591 まだ間に合う!50歳からのお金の基本 坂本綾子/著 たかしまてつを/漫画
エムディエヌコーポレーショ
ン

60 591 月収20万円で幸せに暮らす本 日経WOMAN編集部/編 日経BP

61 593.3 リバティプリント、私の着こなし May Me伊藤みちよ/著 ブティック社

62 593.3 一枚で決まる、大人服 海外竜也/著 日本ヴォーグ社

63 593.3 5つのパターンでアレンジ シンプルな大人服 加藤容子/著 ブティック社

64 593.3 ラクして様になる大人服 園田瑞枝/著 日本ヴォーグ社

65 593.3 月居良子のワンピース 月居良子/著 主婦と生活社

66 593.3 ひとつの型からふたりが作る服。 平井達也/著 平井慶子/著 文化学園文化出版局

67 593.3 かんたんで着心地のよいワンピース&チュニック  ブティック社

68 593.3 着心地かろやか手縫いのおとな服  NHK出版

69 593.3 今日も明日も、シンプルワンピース。  ブティック社

70 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2020夏  ブティック社

71 593.5 ナチュラルおせんたく大全 本橋ひろえ/著 主婦の友社

72 593.8 原由美子の大人のゆかた 原由美子/著 CCCメディアハウス

73 593.8 きものが着たい 群ようこ/著 KADOKAWA

74 594 身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西恵里子/著 日東書院本社

75 594.2 一目刺しの刺し子のふきん 続 安蒜綾子/著 主婦と生活社

76 594.2 イングリッシュガーデンと少女 オノエメグミ/著 アップルミンツ

77 594.2 パンチニードルのふわふわ、もこもこ、やさしいこもの laglag_サトウキミコ/著 日本文芸社

78 594.2 かわいい!立体モチーフのクロスステッチ  アップルミンツ

79 594.3 可憐に結ぶタティングレース Tiny Flowers*枝貴子/著 ブティック社

80 594.3 きらきらテープのとっておきバッグ crown・planet/著 文化学園文化出版局

81 594.3 キラキラおとなバッグ KAZUMI/著 日東書院本社

82 594.3 かぎ針で編む色づかいがかわいいモチーフ・レシピ ハマナカウオッシュコットン&フラックスで編み
物を楽しむ会/編 日東書院本社

83 594.3 ジュエリーバッグ 三浦紀子/著 日本文芸社

84 594.3 動物のあみぐるみ小物 minao/著 日東書院本社

85 594.3 かぎ針で編むキッズリュック  アップルミンツ

86 594.3 かわいいかぎ針編みリカちゃんのドレスブック  アップルミンツ

87 594.3 カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット26+8  アップルミンツ

88 594.3 ミニモチーフとこもの  アップルミンツ

89 594.7 Komihinataさんの布あそびBOOK komihinata/著 ブティック社

90 594.8 プリザーブドフラワー 長井睦美/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

91 594.9 ほっこりかわいいハウスのキルト 加藤礼子/著 ブティック社

92 594.9 いちばんちいさなフェルトの花アクセサリー PieniSieni/著 エクスナレッジ

93 594.9 ちっちゃなフェルトのおきあがりこぼし ほふもふ工房/著 文化学園文化出版局

94 594.9 リカちゃん着せかえソーイングBOOK 2  ブティック社

95 595 皮膚科専門医が教えるメンズスキンケアパーフェクトガイド 小林智子/著 法研

96 595 見た目を、整える  主婦と生活社

97 595.4 素敵なグレイヘア グレイヘア東京/編 枻出版社

98 595.5 毛穴道 毛穴道研究会/著 亀山孝一郎/監修 講談社

99 595.5 朝・夜3分「顔筋はがし」でシミ・毛穴・ほうれい線は消せる! 那賀洋子/著 PHP研究所

100 596 3歳から始めるお料理レッスン 青空キッチン/著 海竜社

101 596 やせる!キレイになる!ベジたんスープ50 Atsushi/著 小学館

102 596 ありこんだて ariko/著 光文社

103 596 この2皿さえあれば。 有元葉子/著 集英社

104 596 電子レンジでついでにつくりおき 五十嵐ゆかり/著 KADOKAWA

105 596 男子ごはんの本 その12 国分太一/著 栗原心平/著 エム・シィオー

106 596 ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる 小竹貴子/著 日経BP

107 596 旬を楽しむおとなの献立12カ月 小平泰子/著 京阪神エルマガジン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

108 596 味が決まる!レシピがいらない中火で8分蒸し 近藤幸子/著 家の光協会

109 596 調味料保存&使い切りのアイデア帖 島本美由紀/著 パイインターナショナル

110 596 あの名店から定食屋まで!ヒミツの味つけ手帖 主婦の友社/編 主婦の友社

111 596 高たんぱく質レシピ151 主婦の友社/編 主婦の友社

112 596 発酵食の作り方と料理レシピ150 主婦の友社/編 主婦の友社

113 596 ツレハナ亭の家飲みごはん ツレヅレハナコ/著 枻出版社

114 596 おいしさを逃さない「うま味」方程式 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部/監修 講談社

115 596 平野レミの作って幸せ・食べて幸せ 平野レミ/著 主婦の友社

116 596 藤井恵の腹凹(はらペコッ)ごはん 藤井恵/著 日経BP

117 596 みきママの100楽レシピ 藤原美樹/著 扶桑社

118 596 本田さんちのおかずが美味しい理由(ワケ) 本田明子/著 学研プラス

119 596 松田美智子 季節の仕事 松田美智子/著 扶桑社

120 596 スパイスカレードリル 水野仁輔/著 パイインターナショナル

121 596 たれソース700 武蔵裕子/著 永岡書店

122 596 簡単!電子レンジの法則 村上祥子/著 辰巳出版

123 596 カラダにうれしい毎日ごはん。 柳川かおり/著 東京ニュース通信社

124 596 朝作って、夜仕上げる段取りごはん  扶桑社

125 596.0 弦齋夫人の料理談 村井多嘉子/著 石塚月亭/編 実業之日本社

126 596.2 世界の郷土料理事典 青木ゆり子/著 誠文堂新光社

127 596.2 薫るスパイスレシピ 香取薫/著 山と溪谷社

128 596.2 フライパンで!時短和食 川上文代/著 主婦の友社

129 596.2 魯山人の和食力 北大路魯山人/著 興陽館

130 596.2 ライクライクキッチンの毎日和食 小堀紀代美/著 枻出版社

131 596.2 酒肴の展開 野崎洋光/著 阿南優貴/著 柴田書店

132 596.3 おいしくアレンジ!まいにち使える江戸レシピ 奥村彪生/著 NHK出版

133 596.3 一生使える!野菜のおかず事典300 阪下千恵/著 学研プラス

134 596.3 野菜が長持ち&使い切るコツ、教えます! 島本美由紀/著 小学館

135 596.3 ヴィーガン和食 庄司いずみ/著 主婦の友社

136 596.3 パワーサラダレシピ ハイファイブサラダ/監修 西岡麻央/レシピ
提案 主婦の友社

137 596.3 冷たい麵の本 みないきぬこ/著 枻出版社

138 596.3 食材使い切り&時短で簡単!ラクうま鶏ささみ献立 武蔵裕子/著 辰巳出版

139 596.3 台湾オニギリ 山脇りこ/著 主婦の友社

140 596.3 横山タカ子のお漬けもの 横山タカ子/著 主婦と生活社

141 596.4 台湾“駅弁&駅麵”食べつくし紀行 鈴木弘毅/著 イカロス出版

142 596.6 桃のお菓子づくり 今井ようこ/著 藤沢かえで/著 誠文堂新光社

143 596.6 ぱんぱかパン図鑑 金子健一/著 扶桑社

144 596.6 世界一ズボラなBOXパン! 斎藤ゆかり/著 ワニブックス

145 596.6 おいしいサブレの秘密 下園昌江/著 文化学園文化出版局

146 596.6 和素材デザートの発想と組み立て 田中真理/著 誠文堂新光社

147 596.6 ユイミコの和スイーツ ユイミコ/著 世界文化社

148 596.7 ティードリンクマニュアル 片倉康博/著 田中美奈子/著 旭屋出版

149 596.7 季節に寄り添う韓国茶 コウ静子/著 グラフィック社

150 596.7 体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 福光佳奈子/著 秀和システム

151 596.7 47都道府県の純喫茶 山之内遼/著 実業之日本社

152 596.7 日本茶ソムリエ・和多田喜の今日からお茶をおいしく楽しむ本 和多田喜/著 二見書房

153 596.9 ひとり時、円居時 林七緒美/著 KADOKAWA

154 597.5 子どもが片づけしたくなる104のアイディア 小堀愛生/著 文化学園文化出版局

155 597.5 整理収納を仕事にする 竹村真奈/著 翔泳社

156 597.5 すごい収納用品、すごい100円グッズの使い方図鑑 mujikko/著
エムディエヌコーポレーショ
ン

157 598.2 安心すこやか妊娠・出産ガイド 関沢明彦/監修 昭和大学病院総合周産期母子医
療センター/編 メディカ出版

158 599.3 366日の離乳食 上田玲子/監修 落合貴子/料理 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

159 599.8 年齢別!子育てママ&パパの頼れる絵本193 遠藤裕美/監修 ユーキャン学び出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地方に社会システム産業をつくる 玉田樹/著 工作舎

2 611.1 社会実験としての農村コミュニティづくり 荒樋豊/著 筑波書房

3 611.4 事例でわかる!食と農のマーケティング入門 松田恭子/監修 きんざい

4 611.7 新規農業参入の手続と農地所有適格法人の設立・運営 田中康晃/著 日本法令

5 613.4 今さら聞けない肥料の話きほんのき 農文協/編 農山漁村文化協会

6 613.5 図解でわかる品目・栽培特性を活かす土壌と施肥 猪股敏郎/著 誠文堂新光社

7 617.9 これならできるオリーブ栽培 山田典章/著 農山漁村文化協会

8 625.6 鉢で育てるブルーベリー 玉田孝人/著 創森社

9 627.7 プロが教えるバラのすべて 京成バラ園芸/監修 ブティック社

10 627.7 珍奇植物ビザールプランツ完全図鑑 佐々木浩之/著 コスミック出版

11 627.7 sol×solの多肉植物・サボテンを育てよう 松山美紗/著 ブティック社

12 627.8 小さな盆栽づくり 松井孝/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

13 627.9 花の造形理論基礎レッスン 橋口学/著 誠文堂新光社

14 629.2 世界で造る日本の庭園 福原成雄/著 光村推古書院

15 645.7 猫と暮らしている人のやさしくわかる防災と避難 小林元郎/監修 かねまつかなこ/イラスト ナツメ社

16 645.7 らしく生きよと猫は言う ジェイミー・シェルマン/絵 マイケルオマラ出
版社/文 東京書店

17 646 フクロウ完全飼育 藤井智之/著 川添宣広/編・写真 誠文堂新光社

18 651.1 SDGs時代の森林管理の理念と技術 山田容三/著 昭和堂

19 655 植栽による択伐林で日本の森林改善 梶原幹弘/著 築地書館

20 659 アロハで猟師、はじめました 近藤康太郎/著 河出書房新社

21 660.4 汽水の匂いに包まれて 畠山重篤/著 マガジンランド

22 666.9 専門店が教えるメダカの飼い方 亀田養魚場/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

23 666.9 世界一美しいメダカの育て方 戸松具視/監修 エクスナレッジ

24 667.2 「だし」再発見のブランド戦略 高津伊兵衛/著 PHP研究所

25 673.1 繁盛店店長の「気づく力」 松下雅憲/著 同文舘出版

26 673.3 一握りのトップセールスがやっている最強営業術 安東優介/著 合同フォレスト

27 673.3 セールストーク力の基本 横山信弘/著 日本実業出版社

28 673.8 職業、挑戦者 上阪徹/著 東洋経済新報社

29 673.9 高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井亜希子/著 セルバ出版

30 673.9 外食マネージャーのためのぶれないプライドの創り方 田村茂/著 同友館

31 673.9 誰も教えてくれない不動産売買の教科書 姫野秀喜/著 明日香出版社

32 673.9 堀江貴文vs.外食の革命的経営者 堀江貴文/著 ぴあ

33 673.9 アジア不動産で大逆転「クリードの奇跡」 前野雅弥/著 富山篤/著 プレジデント社

34 674 基礎からわかる広告・マーケティングの法律 木川和広/編著 後藤未来/編著 中央経済社

35 674.3 コマーシャル・フォト広告&CM年鑑 2020  玄光社

36 674.4 仕事に「好き」を、混ぜていく。 電通Bチーム/著 翔泳社

37 675 アスリート×ブランド 長田新子/著 宣伝会議

38 675 SNSで売る! 鈴木宏佳/著 合同フォレスト

39 675 デジタル時代の基礎知識『BtoBマーケティング』 竹内哲也/著 志水哲也/監修 翔泳社

40 675 リープ・マーケティング 永井竜之介/著 イースト・プレス

41 675.1 ミニマル・パッケージ・デザイン グラフィック社/編 和田侑子/訳 グラフィック社

42 675.2 マーケティングリサーチの手順と使い方 定量調査編 蛭川速/著 吉原慶/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

43 681 移動革命  (NHK出版新書) 三菱総合研究所/編著 NHK出版

44 681.8 路面電車からトラムへ 青木亮/著 湧口清隆/著 晃洋書房

45 686.0 西日本鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

46 686.2 日本ローカル鉄道大全 櫻田純/著 辰巳出版

47 686.2 鉄道と切手 鉄道友の会/編 藤井浩/監修 交通新聞社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 686.2 鉄道路線誕生秘話  (交通新聞社新書) 米屋こうじ/著 交通新聞社

49 687.4 ANA・JALマイレージ攻略ガイド 2020〜2021年版 高橋麻美/著 秀和システム

50 689.4 DMOのプレイス・ブランディング 宮崎裕二/編著 岩田賢/編著 学芸出版社

51 689.8 箱根「竹仙人」の料理が世界に響いた理由 鈴木角雄/著 誠文堂新光社

52 699.6 平成TVクロニクル Vol.1～Vol.3 TVガイドアーカイブチーム/編 東京ニュース通信社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 現代アートをたのしむ  (祥伝社新書) 原田マハ/著 高橋瑞木/著 祥伝社

2 704 美術と私たちの近・現代 吉村良夫/著 マニュアルハウス

3 707.9 論理的美術鑑賞 堀越啓/著 翔泳社

4 708.7 バチカン美術館の至宝100 バチカン美術館/編 中野勉/訳 KADOKAWA

5 708.7 みんなのアマビエ  扶桑社

6 709 絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山秀太郎/監修 本田陽子/監修 昭文社

7 718 ニッポン脱力神さま図鑑 宮田珠己/著 廣済堂出版

8 718.3 細部を美しく仕上げる仏像彫刻 関侊雲/監修 紺野侊慶/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

9 720.8 窪島誠一郎コレクシオン 1 窪島誠一郎/著 アーツアンドクラフツ

10 721.0 ファシズムの日本美術 池田安里/著 タウンソン真智子/訳 青土社

11 721.9 風景絵手紙世界紀行 中井桂子/著 郵研社

12 723.1 長谷川利行の絵 大塚信一/著 作品社

13 723.1 無辜の絵画 広島市現代美術館/編 国書刊行会

14 723.1 原田泰治  平凡社

15 723.3 フィンセント・ファン・ゴッホひまわり 小林晶子/執筆・編集 SOMPO美術館/監
修

求龍堂

16 724.1 絵手紙初心者のための10のヒント 清野章子/著 日貿出版社

17 724.1 日本画思い通りに描く基本と応用のコツ40 中村鳳男/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

18 724.4 水彩画レッスン花と風景 玉神輝美/著 ホビージャパン

19 724.5 動物を描こう 内藤貞夫/著 玄光社

20 725 ウェザリーの動物デッサン ジョー・ウェザリー/著 大久保ゆう/訳 グラフィック社

21 726.1 北澤楽天と岡本一平  (集英社新書) 竹内一郎/著 集英社

22 726.5 おちゃめ力宣言します! 田村セツコ/著 河出書房新社

23 726.6 赤羽末吉 コロナ・ブックス編集部/編 平凡社

24 726.9 カラフル切り絵不思議の森の動物たち ゆまあひmaki/著 誠文堂新光社

25 727.0 WORKS Noritake/著 グラフィック社

26 727.8 欧文書体のつくり方 小林章/著 Book & Design

27 728.5 妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解のポイント 山本明/著 齋藤均/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

28 735.0 山手線版画巡行 神吉泰三郎/著 学研プラス

29 740.2 白嶺の金剛夜叉 井ノ部康之/著 山と溪谷社

30 743 マクロ撮影入門講座 江口愼一/著 玄光社

31 746.7 動画クリエイター養成講座 月足直人/著 ソーテック社

32 746.7 GoPro基本&応用撮影ガイド ナイスク/著 技術評論社

33 748 PANTANAL 岩合光昭/著 クレヴィス

34 748 世界でいちばん美しい夜空と星たちの物語 MdN編集部/編
エムディエヌコーポレーショ
ン

35 748 最後の湯田マタギ 黒田勝雄/著 藤原書店

36 750 折り鶴クラフト 森本美和/著 講談社

37 751.1 お茶碗は楽 金井紫晴/著 里文出版

38 751.5 香りの器 冨田章/監修 森谷美保/監修 求龍堂

39 753 志村ふくみ  河出書房新社

40 753.3 手織りの組織図事典 彦根愛/著 グラフィック社

41 754.6 ナンタケットバスケットの技法書 アッシュテ/著 誠文堂新光社

42 754.9 かわいく役立つ便利な折り紙こもの 寺西恵里子/著 ブティック社

43 754.9 エコクラフトのかご屋さん 古木明美/著 朝日新聞出版

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 754.9 折って使える!実用折り紙百科  ブティック社

45 755.5 レザークラフト実践技法40 勝村岳/監修
スタジオタッククリエイティ
ブ

46 757.3 3色だけでセンスのいい色 ingectar-e/著 インプレス

47 757.3 北欧フィンランド配色ブック 島塚絵里/著 玄光社

48 760.4 音楽が本になるとき 木村元/著 木立の文庫

49 760.4 グルーヴ! 堀米ゆず子/著 鈴木学/著 春秋社

50 760.9 音楽でメシが食えるか? 富澤一誠/著 辻堂真理/著 言視舎

51 760.9 音大生のための“働き方”のエチュード 藤井裕樹/著
ネクストステージ・プランニ
ング

52 761.1 人と空間が生きる音デザイン 小松正史/著 昭和堂

53 762.1 まぐれ人生雑感 村山弘/著 角川文化振興財団

54 762.8 大ピアニストは語る 原田光子/訳編 河出書房新社

55 763.4 チェロの100年史 ヴァレリー・ウォルデン/著 松田健/訳 道和書院

56 763.5 弾きながらマスター!ウクレレ入門 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

57 763.8 はじめよう!ミュージックベル 2020 竹内圭子/編著 自由現代社(発売)

58 764.7 いとしの21馬鹿たち 市川哲史/著
シンコーミュージック・エン
タテイメント

59 764.7 彼らを書く 片岡義男/著 光文社

60 764.7 ビートルズは終わらない 行方均/著
シンコーミュージック・エン
タテイメント

61 764.7 定本ライブハウス「ロフト」青春記 平野悠/著
ルーフトップ/ロフトブックス
編集部

62 764.7 レッド・ツェッペリン大全 CLASSIC ROCK/編 前むつみ/訳
シンコーミュージック・エン
タテイメント

63 766.1 オペラがわかる101の質問 ザビーネ・ヘンツェ=デーリング/著 ジークハル
ト・デーリング/著

アルテスパブリッシング

64 767.1 DVDで完全解説!自宅でできる小声ボイス・トレーニング 高橋竜/著 リットーミュージック

65 767.8 深夜ポンコツ 鈴木圭介/著 左右社

66 771 芝居小屋戦記 菱田信也/著 苦楽堂

67 772.1 大杉漣  河出書房新社

68 775.1 小さな演劇の大きさについて 佐々木敦/著 Pヴァイン

69 778.0 陶酔映像論 伊藤俊治/著 青土社

70 778.2 スティーブ・マックイーンヴィンテージ映画ポスター・コレクション 井上由一/編 DU BOOKS

71 778.2 映画と演劇ポスターデザインワークの50年 小笠原正勝/著 誠文堂新光社

72 778.2 スタンリー・キューブリック 佐野亨/編 辰巳出版

73 778.2 幸せになるんだぞ 谷充代/著 KADOKAWA

74 778.2 怖い映画 町山智浩/著 スモール出版

75 778.8 麒麟がくる 後編 池端俊策/ほか作 NHKドラマ制作班/監
修

NHK出版

76 780.1 アスリートのための解剖学 大山 卞圭悟/著 草思社

77 780.1 基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 輿水健治/著 ベースボール・マガジン社

78 780.1 ジュニアアスリートキッチン BS朝日「アスリート・インフィニティ」/編 田
口素子/監修 文化工房

79 780.4 スポーツ・アイデンティティ 田崎健太/著 太田出版

80 780.6 スマート・ベニューハンドブック 杉元宣文/責任編集 間野義之/監修 ダイヤモンド・ビジネス企画

81 780.7 これが世界標準!科学が証明した最強の筋トレ 庵野拓将/監修 宝島社

82 780.7 やりすぎない筋トレ けーすけ/著 KADOKAWA

83 780.7 徹底活用!バランスボール大全 菅原順二/監修 成美堂出版

84 781.4 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ なぁさん/著 ダイヤモンド社

85 782.3 ウィニング・アローン 為末大/著 プレジデント社

86 783.4 君たちは何をめざすのか 徳増浩司/著 ベースボール・マガジン社

87 783.4 「サッカー」とは何か 林舞輝/著 ソル・メディア

88 783.4 平畠啓史Jリーグ56クラブ巡礼 2020 平畠啓史/著 ヨシモトブックス

89 783.4 「戦術脳」を鍛える最先端トレーニングの教科書 山口遼/著 ソル・メディア

90 783.4 つなげる力 ラファエレティモシー/著 ハーパーコリンズ・ジャパン

91 783.5 勝つためのソフトテニス基本の強化書 小林幸司/監修 佐藤雅幸/監修 学研プラス

92 783.6 勝つ!卓球ダブルス上達60のコツ 高山幸信/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

93 783.7 次の一球は? 川村卓/著 辰巳出版

94 783.7 薬物依存症 清原和博/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 783.7 大谷翔平「二刀流」の軌跡(ルーツ) 小林信也/著 マガジンランド

96 783.7 捕手的視点で勝つ 里崎智也/著 廣済堂出版

97 783.7 野球規則を正しく理解するための野球審判員マニュアル 全日本野球協会・アマチュア野球規則委員会/編 ベースボール・マガジン社

98 783.7 野球帽大図鑑 綱島理友/著 イワヰマサタカ/画 朝日新聞出版

99 783.7 上達の技法 野村克也/著 日本実業出版社

100 783.7 常勝チームを作る「最強ミーティング」 橋上秀樹/著 カンゼン

101 783.7 あのプロ野球選手の少年時代 花田雪/編著 宝島社

102 783.7 プロ野球激闘史 広岡達朗/著 幻冬舎

103 783.7 証言ノムさんの人間学 古田敦也/ほか著 宮本慎也/ほか著 宝島社

104 783.7 全球入魂!プロ野球審判の真実 山崎夏生/著 北海道新聞社

105 783.7 広島東洋カープ70年史  ベースボール・マガジン社

106 783.8 誰でも曲がらず飛ばせる 伊丹大介/著 辰巳出版

107 785.2 ういてまて 斎藤秀俊/著 新潟日報事業社

108 786.3 実践!キャンプBOOK キャンプBOOK編集室/著 マイクス/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

109 787.1 釣りの名著50冊 世良康/著 つり人社

110 787.1 さかな・釣り検索 つり人社/編 つり人社

111 788.5 沁みる競馬 平松さとし/著 KADOKAWA

112 789.6 DVDでもっと優雅に!乗馬上達のコツ50 全国乗馬倶楽部振興協会/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

113 791.7 よくわかる茶事 堀内宗心/指導 堀内宗完/指導 世界文化社

114 792.0 香道の文化史 本間洋子/著 吉川弘文館

115 795 誰でもカンタン!図解で分かる古碁名局集 田尻悠人/著 マイナビ出版

116 795 捨て石戦術 鄭壽鉉/著 洪敏和/訳 東京創元社

117 795.0 芝野虎丸の軌跡 芝野龍之介/著 マイナビ出版

118 795.0 囲碁ライバル物語 内藤由起子/著 マイナビ出版

119 796 耀龍四間飛車 大橋貴洸/著 マイナビ出版

120 796 百折不撓 木村一基実戦集 木村一基/著 日本将棋連盟

121 796 久保利明の四間飛車 久保利明/著 日本将棋連盟

122 796 鬼手事典 高橋道雄/著 創元社

123 796 藤井聡太強さの本質 書籍編集部/編 日本将棋連盟

124 796 圧倒的破壊力!藤森流なんでも右四間飛車 藤森哲也/著 マイナビ出版

125 796 羽生善治タイトル99期、1434勝の軌跡 森鶏二/著 日本将棋連盟

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.6 名著から学ぶ創作入門 ロイ・ピーター・クラーク/著 越前敏弥/訳 フィルムアート社

2 809.2 人前であがらずに話せる100の法則 新田祥子/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

3 813.1 ねっこ日日学習辞書  三修社

4 813.4 「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 西谷裕子/編 東京堂出版

5 814 日本の美しい言葉辞典 梅内美華子/監修 ナツメ社

6 816.5 何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55 鈴木鋭智/著 KADOKAWA

7 816.8 大切なあの人に聞けばよかった話せばよかった 聞こう話そう委員会/編 まる出版

8 829.1 本気で学ぶ上級韓国語 チョヒチョル/著 ベレ出版

9 829.1 口を鍛える韓国語作文 初級編 白姫恩/著 コスモピア

10 829.4 マレーシア語  JTBパブリッシング

11 831.1 ナチュラル英語を絶対聞き取る!5段変速リスニング完全マスター 新田晴彦/著 コスモピア

12 835.0 ネイティブ英文法 3 畠山雄二/編集委員長 本田謙介/編集幹事 朝倉書店

13 837 天声人語 2020春 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/訳 原書房

14 837.5 英日翻訳の技術 鍋島弘治朗/著 マイケル・ブルックス/著 くろしお出版

15 837.8 起きてから寝るまで子育て英語表現1000 春日聡子/執筆・解説 吉田研作/監修 アルク

16 837.8 解くだけで思いのままに英語が話せる! 塚本亮/著 三修社

17 837.8 一番やさしい基本の日常英会話 Betty Palen/著 松岡美代子/著 西東社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 837.8 すらすら話せる英語プレハブ表現317 村端五郎/著 開拓社

19 889.4 つばさ君のウクライナ語 黒田龍之助/著 白水社

20 891.9 ニューエクスプレスプラス 現代ギリシア語 木戸雅子/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 新・時代小説が書きたい! 鈴木輝一郎/著 河出書房新社

2 901.3 Web小説のためのNovel Supporterで超効率的に文章推敲する本 柳井政和/著 秀和システム

3 908.3 幻想と怪奇 2 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

4 910.2 「団塊世代」の文学 黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ

5 910.2 オペラ戦後文化論 2 小林康夫/著 未來社

6 910.2 乱歩の日本語 今野真二/著 春陽堂書店

7 910.2 天皇論 富岡幸一郎/著 文藝春秋

8 910.2 文豪たちの憂鬱語録 豊岡昭彦/編 高見澤秀/編 秀和システム

9 910.2 文豪の悪態 山口謠司/著 朝日新聞出版

10 910.2 今ひとたびの高見順 山田邦紀/著 現代書館

11 910.4 四季の創造 ハルオ・シラネ/著 北村結花/訳 KADOKAWA

12 911.1 展開図 小島なお/著 柊書房

13 911.1 短歌文法入門 日本短歌総研/編著 飯塚書店

14 911.3 此処 池田澄子/著 朔出版

15 911.3 基礎からわかるはじめての俳句上達のポイント 上野貴子/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

16 911.3 見えない傷 北大路翼/著 春陽堂書店

17 911.3 夏井いつきの日々是「肯」日 夏井いつき/俳句・文 清流出版

18 911.4 サラリーマン川柳とびきり傑作選 やくみつる/選 やすみりえ/選 NHK出版

19 912.5 鶴屋南北 古井戸秀夫/著 吉川弘文館

20 912.6 ローリング・ソング/地球防衛軍苦情処理係 鴻上尚史/著 論創社

21 914.6 芝居とその周辺 井上ひさし/著 岩波書店

22 914.6 信じた道の先に、花は咲く。 太田朋子/著 マガジンハウス

23 914.6 愉快な青春が最高の復讐! 奥田亜希子/著 集英社

24 914.6 人間の品性  (新潮新書) 下重暁子/著 新潮社

25 914.6 ひとりでも生きられる 瀬戸内寂聴/著 青春出版社

26 914.6 こころの散歩道 松崎運之助/著 高文研

27 914.6 私の考え  (新潮新書) 三浦瑠麗/著 新潮社

28 914.6 自分と他人の許し方、あるいは愛し方 三砂ちづる/著 ミシマ社

29 914.6 村上T 村上春樹/著 マガジンハウス

30 914.6 お金の減らし方  (SB新書) 森博嗣/著 SBクリエイティブ

31 914.6 The Young Women's Handbook 山内マリコ/著 光文社

32 916 君たちにサンタは来ない 朝田寅介/著 ヨシモトブックス

33 916 発達障害で普通に生きられなかったわたしが交際0日で結婚するまで 安藤まな/著 晶文社

34 916 「山奥ニート」やってます。 石井あらた/著 光文社

35 916 マレタイム 佐々木真紀/著 文芸社

36 916 お父さんは認知症  (中公新書ラクレ) 田中亜紀子/著 中央公論新社

37 916 ぼくが13人の人生を生きるには身体(からだ)がたりない。 haru/著 河出書房新社

38 916 ボクは、笑顔でできている 向井健一郎/著
幻冬舎メディアコンサルティ
ング

39 929.1 無情(ムジョン) 李光洙/著 波田野節子/訳 平凡社

40 929.1 小説版韓国・フェミニズム・日本 イラン/著 小山田浩子/著 河出書房新社

41 929.8 マハーバーラタ、聖性と戦闘と豊穣 沖田瑞穂/著 みずき書林

42 930.2 ルイス・キャロルの実像 エドワード・ウェイクリング/著 楠本君恵/監訳 小鳥遊書房

43 930.2 <連載版>マーク・トウェイン自伝 マーク・トウェイン/著 里内克巳/訳 彩流社

44 930.4 ピグマリオン・コンプレックス 小野俊太郎/著 小鳥遊書房

45 933.6 誇りと偏見 ジェーン・オースティン/著 パーカー敬子/訳 あさ出版パートナーズ

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 933.7 ライフ・アフター・ライフ ケイト・アトキンソン/著 青木純子/訳 東京創元社

47 933.7 フラッシュ ヴァージニア・ウルフ/著 出淵敬子/訳 白水社

48 933.7 血まみれ鉄拳ハイスクール ライアン・ギャティス/著 夏来健次/訳 文藝春秋

49 933.7 アンドロメダ病原体-変異- 上・下 マイクル・クライトン/原著 ダニエル・H.ウィ
ルソン/著 早川書房

50 933.7 すべて内なるものは エドウィージ・ダンティカ/著 佐川愛子/訳 作品社

51 933.7 蜜のように甘く イーディス・パールマン/著 古屋美登里/訳 亜紀書房

52 933.7 おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ/著 高山真由美/訳 東京創元社

53 933.7 果てしなき輝きの果てに リズ・ムーア/著 竹内要江/訳 早川書房

54 933.7 理由のない場所 イーユン・リー/著 篠森ゆりこ/訳 河出書房新社

55 934.7 心おどる昴揚 アリス・テイラー/著 高橋歩/訳 未知谷

56 943.7 空腹ねずみと満腹ねずみ 上・下 ティムール・ヴェルメシュ/著 森内薫/訳 河出書房新社

57 953.6 バスティーユの悪魔 エミール・ガボリオ/著 佐藤絵里/訳 論創社

58 953.7 シャルロッテ ダヴィド・フェンキノス/著 岩坂悦子/訳 白水社

59 953.7 念入りに殺された男 エルザ・マルポ/著 加藤かおり/訳 早川書房

60 963 天使のいる廃墟 フリオ・ホセ・オルドバス/著 白川貴子/
訳 東京創元社

61 963 そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス/著 喜多延鷹/訳 彩流社

62 993.5 アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ/著 金子奈美/訳 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F ハンナのいない10月は 相川英輔/著 河出書房新社

2 F 泥棒は世界を救う 赤川次郎/著 徳間書店

3 F パライゾ 阿川せんり/著 光文社

4 F ヒソップ亭 秋川滝美/著 講談社

5 F 黒き侍、ヤスケ 浅倉徹/著 原書房

6 F 男鹿半島北緯40度の殺人 梓林太郎/著 実業之日本社

7 F 小倉・関門海峡殺人事件 梓林太郎/著 光文社

8 F 透明人間は密室に潜む 阿津川辰海/著 光文社

9 F あの子の殺人計画 天祢涼/著 文藝春秋

10 F 紅蓮浄土 天野純希/著 KADOKAWA

11 F 事件持ち 伊兼源太郎/著 KADOKAWA

12 F 絵本の春 泉鏡花/作 金井田英津子/画 朝日出版社

13 F おっぱい先生 泉ゆたか/著 光文社

14 F 銀色の国 逸木裕/著 東京創元社

15 F じんかん 今村翔吾/著 講談社

16 F パソコン探偵の名推理 内田康夫/著 実業之日本社

17 F 捨て猫に拾われた男 梅田悟司/原作 小林弘利/脚本・ノベライズ 宝島社

18 F オルタナ日本 上 大石英司/著 中央公論新社

19 F さよなら願いごと 大崎梢/著 光文社

20 F 遺品博物館 太田忠司/著 東京創元社

21 F 食っちゃ寝て書いて 小野寺史宜/著 KADOKAWA

22 F 漣のゆくえ 梶よう子/著 徳間書店

23 F 昨日壊れはじめた世界で 香月夕花/著 新潮社

24 F 明け方の若者たち カツセマサヒコ/著 幻冬舎

25 F 結婚させる家 桂望実/著 光文社

26 F 明治零年 加納則章/著 エイチアンドアイ

27 F 不良 北野武/著 集英社

28 F 生かさず、殺さず 久坂部羊/著 朝日新聞出版

29 F 組曲わすれこうじ 黒田夏子/著 新潮社

30 F 甲賀三郎探偵小説選 4 甲賀三郎/著 深草淑子/著 論創社

31 F 恋とポテトと文化祭 神戸遙真/著 講談社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 F 愚者の決断 小島正樹/著 南雲堂

33 F AIドクターロボット 小橋隆一郎/著 ロングセラーズ

34 F 代表取締役アイドル 小林泰三/著 文藝春秋

35 F 夜の向こうの蛹たち 近藤史恵/著 祥伝社

36 F 任俠シネマ 今野敏/著 中央公論新社

37 F 五年後に 咲沢くれは/著 双葉社

38 F 家族じまい 桜木紫乃/著 集英社

39 F ブラインドから君の歌が聴こえる サミュエル・サトシ/著 河出書房新社

40 F スーベニア しまおまほ/著 文藝春秋

41 F 大いなる夜の物語 清水将吾/著 ぷねうま舎

42 F 阿波内侍から島倉千代子へ祈りの響き 高野澄/著 人文書館

43 F 最後の砦コミュニティユニオンの闘い 竹之内宏悠/著 花伝社

44 F あとを継ぐひと 田中兆子/著 光文社

45 F 語らいサンドイッチ 谷瑞恵/著 KADOKAWA

46 F 星に仄めかされて 多和田葉子/著 講談社

47 F 奈落で踊れ 月村了衛/著 朝日新聞出版

48 F たかが殺人じゃないか 辻真先/著 東京創元社

49 F 黙 辻堂魁/著 光文社

50 F 水を縫う 寺地はるな/著 集英社

51 F 迷子のままで 天童荒太/著 新潮社

52 F ダブル・トライ 堂場瞬一/著 講談社

53 F つながりません 長岡弘樹/著 角川春樹事務所

54 F カインの傲慢 中山七里/著 KADOKAWA

55 F ヒポクラテスの試練 中山七里/著 祥伝社

56 F 恋を知らぬまま死んでゆく 捺/著 KADOKAWA

57 F Cocoon 4 夏原エヰジ/著 講談社

58 F 文学 2020 日本文藝家協会/編 講談社

59 F あしたの華姫 畠中恵/著 KADOKAWA

60 F 侵略者(アグレッサー) 福田和代/著 光文社

61 F あなたに会えて困った 藤崎翔/著 双葉社

62 F ほたる茶屋 藤原緋沙子/著 KADOKAWA

63 F 新任警視 古野まほろ/著 新潮社

64 F またね家族 松居大悟/著 講談社

65 F 持続可能な魂の利用 松田青子/著 中央公論新社

66 F 縄紋 真梨幸子/著 幻冬舎

67 F 皆川博子長篇推理コレクション 2 皆川博子/著 日下三蔵/編 柏書房

68 F いのちの停車場 南杏子/著 幻冬舎

69 F きたきた捕物帖 宮部みゆき/著 PHP研究所

70 F おいしくて泣くとき 森沢明夫/著 角川春樹事務所

71 F 殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう 山崎光夫/著 中央公論新社

72 F 月の客 山下澄人/著 集英社

73 F やつるぎ村 山田ゴロ/文・イラスト ボイジャー

74 F 憂き夜に花を 吉川永青/著 中央公論新社

75 F 夏の速度 四方田犬彦/著 作品社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 大アジア 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B121.6 西田幾多郎 西田幾多郎/著 小林敏明/編 筑摩書房

3 B134.9 存在と時間 7 ハイデガー/著 中山元/訳 光文社

4 B141.5 思考の技法 グレアム・ウォーラス/著 松本剛史/訳 筑摩書房

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 B217.6 昭和の黒い霧 別冊宝島編集部/編 宝島社

6 B232 奴隷のしつけ方 マルクス・シドニウス・ファルクス/著 ジェ
リー・トナー/解説 筑摩書房

7 B304 可能性としての戦後以後 加藤典洋/著 岩波書店

8 B331.4 国富論 下 アダム・スミス/著 高哲男/訳 講談社

9 B410.4 暮しの数学 矢野健太郎/著 中央公論新社

10 B538.7 日本の軍用気球 佐山二郎/著 潮書房光人新社

11 B815 古代日本語文法 小田勝/著 筑摩書房

12 B910.2 青春忘れもの 池波正太郎/著 中央公論新社

13 B910.2 文豪ナビ池波正太郎 新潮文庫/編 新潮社

14 B914.6 町を歩いて、縄のれん 太田和彦/著 集英社

15 B914.6 過去のすべては今の中にある 銀色夏生/著 KADOKAWA

16 B915.6 いやよいやよも旅のうち 北大路公子/著 集英社

17 B933.6 大いなる遺産 上・下 チャールズ・ディケンズ/著 加賀山卓朗/訳 新潮社

18 B933.7 鳥の歌いまは絶え ケイト・ウィルヘルム/著 酒匂真理子/訳 東京創元社

19 B933.7 鉄の時代 J.M.クッツェー/著 くぼたのぞみ/訳 河出書房新社

20 B933.7 レッド・メタル作戦発動 上・下 マーク・グリーニー/著 H.リプリー・ローリン
グス四世/著 早川書房

21 B933.7 ハーリー・クィンの事件簿 アガサ・クリスティ/著 山田順子/訳 東京創元社

22 B933.7 過去からの密使 ダニエル・シルヴァ/著 山本やよい/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

23 B933.7 鉄の竜騎兵 リチャード・フォックス/著 置田房子/訳 早川書房

24 B933.7 ボンベイ、マラバー・ヒルの未亡人たち スジャータ・マッシー/著 林香織/訳 小学館

25 B943.6 みずうみ/三色すみれ/人形使いのポーレ シュトルム/著 松永美穂/訳 光文社

26 B953.7 すべては消えゆく マンディアルグ/著 中条省平/訳 光文社

27 BF 二階の沈黙 赤川次郎/著 双葉社

28 BF 夜会 赤川次郎/著 徳間書店

29 BF 刑事の灯 麻見和史/著 沢村鐵/著 双葉社

30 BF お直し処猫庵 3 尼野ゆたか/著 KADOKAWA

31 BF 幕末遊撃隊 池波正太郎/著 新潮社

32 BF 武士の流儀 3 稲葉稔/著 文藝春秋

33 BF 秘本大岡政談 井上ひさし/著 筑摩書房

34 BF 決別 上田秀人/著 徳間書店

35 BF 参謀のホテル 江上剛/著 講談社

36 BF 潜入味見方同心 2 風野真知雄/著 講談社

37 BF 歌舞伎町シャーロック 歌舞伎町シャーロック製作委員会/原作 森晶麿/
著 KADOKAWA

38 BF ソードアート・オンライン 24 川原礫/著 KADOKAWA

39 BF 化学探偵Mr.キュリー 9 喜多喜久/著 中央公論新社

40 BF 死んでもいい 櫛木理宇/著 早川書房

41 BF 警視庁心理捜査官 黒崎視音/著 徳間書店

42 BF 遺文 小杉健治/著 双葉社

43 BF 結願 小杉健治/著 集英社

44 BF 母の祈り 小杉健治/著 祥伝社

45 BF 海に消えた神々 今野敏/著 双葉社

46 BF 神々の遺品 今野敏/著 双葉社

47 BF 照葉ノ露 佐伯泰英/著 文藝春秋

48 BF 寿退社の有川さん 桜町はる/著 宝島社

49 BF 新・浪人若さま新見左近 5 佐々木裕一/著 双葉社

50 BF からころも 篠綾子/著 小学館

51 BF 後宮の烏 4 白川紺子/著 集英社

52 BF 江戸湊の軛 鈴木英治/著 双葉社

53 BF ボナペティ! 徳永圭/著 文藝春秋

54 BF 居合の女 鳥羽亮/著 双葉社

55 BF 逃げるな新人外科医 中山祐次郎/著 幻冬舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 BF 殺意の隘路 上・下 日本推理作家協会/編 青崎有吾/ほか著 光文社

57 BF ブルーヘブンを君に 秦建日子/著 河出書房新社

58 BF 秘仏探偵の鑑定紀行 深津十一/著 宝島社

59 BF 小糠雨 藤井邦夫/著 文藝春秋

60 BF 笑う女 藤井邦夫/著 講談社

61 BF おやこ 細谷正充/編 池波正太郎/著 朝日新聞出版

62 BF 幻想蒸気船 堀川アサコ/著 講談社

63 BF 仙文閣の稀書目録 三川みり/著 KADOKAWA

64 BF 暗黒の羊 美輪和音/著 東京創元社

65 BF 留萌本線、最後の事件 山本巧次/著 早川書房

66 BF 注文の多い料理小説集 柚木麻子/著 伊吹有喜/著 文藝春秋

67 BF 憑かれた女 横溝正史/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 KT289 みんなに伝えたい世界のファスナー王吉田忠雄のことば 吉田忠雄/ことば 千広企画

2 T209.7 昭和22年小学校入学生の昭和二十年代の記憶 塩原紘栄/編著 針原小学校卒業同級生/談 塩原紘栄

3 T366.3 富山県子宝モデル企業紹介 令和元年度 富山県総合政策局少子化対策・県民活躍課/編
富山県総合政策局少子化対
策・県民活躍課

4 T370.7 富山市教育センター要覧 令和2年度 富山市教育センター/編 富山市教育センター

5 T379.4 富山の青少年 令和元年度版 富山県厚生部子ども支援課/編 富山県厚生部子ども支援課

6 T380.5 放生津八幡宮祭 曳山行事・築山行事総合調査報告書 射水市教育委員会/編 射水市教育委員会

7 T452 「世界で最も美しい湾クラブ」と富山湾 高桑幸一/著 富山県観光・交通振興局観光振興
室/編

富山県観光・交通振興局観光
振興室

8 T498 ここがすごい!富山大学附属病院の先端医療 富山大学附属病院/編著 バリューメディカル

9 T513 みんなでTSUKURU 富山県土木部建設技術企画課/編 富山県土木部建設技術企画課

10 T706 県民芸術文化祭記録集 2019 富山県民芸術文化祭実行委員会/編
富山県民芸術文化祭実行委員
会

11 T706 芝水 第2号 令和2年 福野文化協会・広報委員会/編 福野文化協会

12 T786 類例のない伊藤孝一の登山 五十嶋一晃/著 五十嶋商事

13 T936 あんこのまんじゅう 西田亨子/著 西田亨子

14 T936 静寂のあとで  
富山市民大学[文学へのいざな
い]講座

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかりの花 肖甘牛/採話 君島久子/再話 福音館書店

2 E あめかっぱ むらかみさおり/作 偕成社

3 E いし 中川ひろたか/作 高畠那生/絵 アリス館

4 E いしになったかりゅうど 大塚勇三/再話 赤羽末吉/画 福音館書店

5 E いっしょにいてね ポリーヌ・ドゥラブロワ=アラール/作
HifuMiyo/絵 ポプラ社

6 E うどんできた! 加藤休ミ/さく 福音館書店

7 E うみでなんのぎょうれつ? オームラトモコ/作 ポプラ社

8 E うりのつるくるくる 田島征三/作 光村教育図書

9 E ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだん 山本孝/作・絵 円谷プロダクション/監修 ポプラ社

10 E うれしいぼんおどり すとうあさえ/ぶん 種村有希子/え ほるぷ出版

11 E えほんなぞなぞうた 谷川俊太郎/文 あべ弘士/絵 童話屋

12 E おじいちゃんの手帳 藤川幸之助/さく よしだよしえい/え クリエイツかもがわ

13 E おたすけこびととおべんとう なかがわちひろ/文 コヨセジュンジ/絵 徳間書店

14 E オタマジャクシつかまえた! いしいつとむ/作 文研出版

15 E おっちょこちょいのハリー 成沢真介/文 木村倫子/絵 少年写真新聞社

16 E オニのふろめぐり 岡田よしたか/作 小学館

17 E おばけえん 最上一平/作 カワダクニコ/絵 教育画劇

18 E おへそがえる・ごん 2～3 赤羽末吉/さく・え 福音館書店

19 E おべんとうひゅーるひゅる 古内ヨシ/さく 大日本図書

E 絵本

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 E おんどりあるくよ リチャード・スキャリー/さく 木坂涼/や
く 好学社

21 E かえるじゃん つるたあき/ぶん・え KADOKAWA

22 E 感染症キャラクターえほん 6～10 おかだはるえ/文 日本図書センター

23 E きらきら 新井洋行/作・絵 山口真美/監修 くもん出版

24 E キラリちゃん ひらぎみつえ/作・絵 金の星社

25 E クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子/文・絵 偕成社

26 E こぐまのカブおつかいへ 牛窪良太/さく ほるぷ出版

27 E こどもたちはまっている 荒井良二/著 亜紀書房

28 E ことわざしょうてんがい かんべあやこ/作 あかね書房

29 E コロナとたたかうぼく 塚本やすし/作・絵 よこみぞみゆき/英訳 ニコモ

30 E こわがりのちびかいじゅう マリオ・ラモ/絵・文 原小枝/訳 平凡社

31 E サーカスが燃えた 佐々木譲/文 中島梨絵/絵 角川春樹事務所

32 E シェルパのポルパ エベレストにのぼる 石川直樹/文 梨木羊/絵 岩波書店

33 E ジャングルジムをつくろう! 三浦太郎/作 ほるぷ出版

34 E そのときうんちはどこにいる? 榊原千秋/監修 きたがわめぐみ/作 日本看護協会出版会

35 E 空を飛びたくなったら ジュリー・フォリアーノ/文 クリスチャン・ロ
ビンソン/絵 カクイチ研究所

36 E ちびクワくん やましたこうへい/作 ほるぷ出版

37 E チャーリー、こっちだよ キャレン・レヴィス/さく チャールズ・サント
ソ/え BL出版

38 E とうちゃんはむしゃんよか 内田麟太郎/文 西村繁男/絵 光村教育図書

39 E どこからきたの?おべんとう 鈴木まもる/作・絵 金の星社

40 E とのさまぶたまん 長野ヒデ子/作・絵 あすなろ書房

41 E な〜んだ? ヒド・ファン・ヘネヒテン/文・絵 たけうちと
しえ/訳

パイインターナショナル

42 E 7年目のランドセル 内堀タケシ/写真・文 国土社

43 E にんぎょのルーシー SOOSH/ぶん・え 高橋久美子/やく トゥーヴァージンズ

44 E はかせのふしぎなプール 中村至男/さく 福音館書店

45 E はぶらしくんです。 とよたかずひこ/さく・え 童心社

46 E パンダオリンピックたいそう いりやまさとし/作 講談社

47 E ヒゲタさん 山西ゲンイチ/作・絵 徳間書店

48 E ビンキーはねをひろげて シャーミラ・コリンズ/ぶん カロリーナ・ラベ
イ/え

イマジネイション・プラス

49 E 富士山にのぼる 石川直樹/著 アリス館

50 E プラスチックのうみ ミシェル・ロード/作 ジュリア・ブラットマン/
絵 小学館

51 E プラスチック星にはなりたくない! ニール・レイトン/作・絵 いわじょうよしひと/
訳 ひさかたチャイルド

52 E フンころがさず 大塚健太/作 高畠純/絵 KADOKAWA

53 E ママとうみのやくそく コヒヨン/ぶん エヴァ・アルミセン/え 主婦の友社

54 E みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ/文 ピーター・H.レイノル
ズ/絵 さ・え・ら書房

55 E ムカムカドッカーン! ミレイユ・ダランセ/作 ふしみみさを/訳 パイインターナショナル

56 E よい子れんしゅう帳 おかべりか/作 福音館書店

57 E 妖怪のど自慢 広瀬克也/作 絵本館

58 E りすとかえるとかぜのうた うえだまこと/作 BL出版

59 E りんごごろごろ もぎあきこ/ぶん 森あさ子/え 世界文化ワンダークリエイト

60 E わたしがかわるみらいもかわる 原琴乃/作 MAKOオケスタジオ/絵 汐文社

61 E わにくんのだめだめきゅうり すみくらともこ/作 みらいパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 小学生から楽しむきらきらRubyプログラミング 高尾宏治/著 藤村健吾/著 日経BP

2 K031 せいかつのふしぎなぜ?どうして? 梅澤真一/監修 高橋書店

3 K281 知ってる?偉人たちのこんな名言 戦国武将編1 河合敦/著 ミネルヴァ書房

4 K290 もっと知りたい!世界の国ぐにビジュアル事典 藤井勝彦/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

5 K290 世界すご!ペディア 「世界すご!ペディア」編集委員会/編 山川出版社

6 K290 現地取材!世界のくらし 1～10  ポプラ社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 K291 47都道府県日本ふるさと絶景ビュー図鑑 2～3 伊藤賀一/監修 教育画劇

8 K291 琉球・沖縄 上里隆史/監修 岩崎書店

9 K313 議会制民主主義の活かし方  (岩波ジュニア新書) 糠塚康江/著 岩波書店

10 K366 調べてまとめる!仕事のくふう 1～5 岡田博元/監修 ポプラ社

11 K366 お仕事ナビ 21 お仕事ナビ編集室/編 理論社

12 K366 職場体験完全ガイド 66～70  ポプラ社

13 K369 あったらいいな、こんな車いす 斎藤多加子/著 汐文社

14 K375 青春サプリ。  自分を変えてくれる場所 安藤隆人/文 菊地高弘/文 ポプラ社

15 K375 青春サプリ。  乗り越えられない試練なんてない 近江屋一朗/文 オザワ部長/文 ポプラ社

16 K375 青春サプリ。  なりたい自分になれる オザワ部長/文 日比野恭三/文 ポプラ社

17 K375 部活魂!この文化部がすごい  (ちくまプリマー新書) 読売中高生新聞編集室/著 筑摩書房

18 K376 学校のふしぎなぜ?どうして? 沼田晶弘/監修 高橋書店

19 K386 みんなが知りたい!日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 文化遺産を学ぶ会/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

20 K404 潜入!天才科学者の実験室 1 佐藤文隆/編著 くさばよしみ/著 汐文社

21 K417 データの達人 表とグラフを使いこなせ! 1～4 今野紀雄/監修 ポプラ社

22 K450 コンパスが南をさすとき 陰山聡/著 くもん出版

23 K457 弱すぎ古生物 探究学舎/監修 えほんの杜

24 K467 はずれ者が進化をつくる  (ちくまプリマー新書) 稲垣栄洋/著 筑摩書房

25 K480 みんなが知りたい!世界の「絶滅危惧」動物がわかる本 今泉忠明/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

26 K480 キモイけど実はイイヤツなんです。 ろう/著 實吉達郎/監修 KADOKAWA

27 K481 これをせずにはいられない! こざきゆう/著 今泉忠明/監修 学研プラス

28 K485 うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越ようせい/写真・文 岩崎書店

29 K486 ファーブル先生の昆虫教室 4 奥本大三郎/文 やましたこうへい/絵 ポプラ社

30 K486 こんちゅうクンのいちばん虫ずかん こんちゅうクン/著 シャスタインターナショナル

31 K486 虫のしわざ図鑑 新開孝/写真・文 少年写真新聞社

32 K486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花/文 はたこうしろう/絵 福音館書店

33 K486 チョウはなぜ飛ぶか 日高敏隆/作 岩波書店

34 K486 ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎/著 光文社

35 K493 摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨こんこん/作 池田蔵人/絵 少年写真新聞社

36 K498 繊細すぎてしんどいあなたへ  (岩波ジュニア新書) 串崎真志/著 岩波書店

37 K498 みんなでウイルスとたたかおう! エロイーズ・マグレガー/文 アリックス・ウッ
ド/絵 化学同人

38 K498 イラスト版13歳からのメンタルケア 安川禎亮/編著 柴田題寛/著 合同出版

39 K519 つかう?やめる?かんがえようプラスチック キムウンジュ/ぶん 田崎智宏/監修・解説 ほるぷ出版

40 K519 気候危機! 堤江実/著 功刀正行/監修 汐文社

41 K536 貨物列車・地下鉄ほか 国土社編集部/編 国土社

42 K536 JRの在来線 国土社編集部/編 国土社

43 K536 私鉄 国土社編集部/編 国土社

44 K626 やさいとくだもの 石賀安枝/監修
スタジオタッククリエイティ
ブ

45 K626 毎日かんさつ!ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり 1～8 塚越覚/監修 ポプラ社

46 K706 美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館/著 阿部賢一/訳 河出書房新社

47 K748 さがす 長倉洋海/著 アリス館

48 K750 スーパーコロコロドミノ装置 野出正和/著 いかだ社

49 K754 ビリビリ!チョキチョキ!大へんしん!切り紙あそび 1～5 こどもくらぶ/編 ポプラ社

50 K754 脳をそだてる!おりがみクイズとパズル 主婦の友社/編 主婦の友社

51 K754 ザ・10回折りおり紙ヒコーキ 戸田拓夫/著 いかだ社

52 K778 アニメムーミン谷のなかまたちハンドブック トーベ・ヤンソン/原案 当麻ゆか/訳 徳間書店

53 K780 チェンジ! 越智貴雄/著 くもん出版

54 K781 これでできた!とびばことさかあがり 柳澤秋孝/指導・監修 主婦の友社/編 主婦の友社

55 K783 卓球ジャパン女子 高樹ミナ/編著 汐文社

56 K913 いみちぇん! 17～18 あさばみゆき/作 市井あさ/絵 KADOKAWA

57 K913 パパのはなよめさん 麻生かづこ/作 垂石眞子/絵 ポプラ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 K913 ダヤン、奇妙な夢をみる 池田あきこ/著 ほるぷ出版

59 K913 戦争にいったうま いしいゆみ/作 大庭賢哉/絵 静山社

60 K913 くろりすくんとしまりすくん いとうひろし/作・絵 講談社

61 K913 てっぺんの上 イノウエミホコ/作 スカイエマ/絵 文研出版

62 K913 エトワール! 7 梅田みか/作 結布/絵 講談社

63 K913 空飛ぶのらネコ探険隊 7 大原興三郎/作 こぐれけんじろう/絵 文溪堂

64 K913 ポシーとポパーふたりは探偵 オカザキヨシヒサ/作 小林系/絵 理論社

65 K913 イケてる!ろくろ首!! 丘紫真璃/著 講談社

66 K913 きつねのしっぽ おくはらゆめ/作 小峰書店

67 K913 ラビントットと空の魚 第4話・第5話 越智典子/作 にしざかひろみ/画 福音館書店

68 K913 願いを叶える雑貨店 黄昏堂 桐谷直/著 PHP研究所

69 K913 SFショートストーリー傑作セレクション 宇宙篇 日下三蔵/編 汐文社

70 K913 異界からのラブレター 薫くみこ/作 高橋由季/絵 ポプラ社

71 K913 ぼくたちの緑の星 小手鞠るい/作 片山若子/絵 童心社

72 K913 セイギのミカタ 佐藤まどか/作 イシヤマアズサ/絵 フレーベル館

73 K913 女神のデパート 5 菅野雪虫/作 椋本夏夜/絵 ポプラ社

74 K913 トリコロールをさがして 戸森しるこ/作 結布/絵 ポプラ社

75 K913 ミステリー列車を追え!北斗星 豊田巧/作 NOEYEBROW/絵 KADOKAWA

76 K913 ぼくとキキとアトリエで 中川洋典/作 文研出版

77 K913 ラーメンかあさん なかむらふう/作 しのざきみつお/絵 てらいんく

78 K913 24時間のキョーフ 2 日本児童文学者協会/編 軽部武宏/絵 フレーベル館

79 K913 タミーと魔法のことば 野田道子/作 クボ桂汰/絵 小峰書店

80 K913 怪盗クイーンからの予告状 はやみねかおる/著 K2商会/絵 講談社

81 K913 ネバーウェディングストーリー ひこ・田中/作 中島梨絵/画 福音館書店

82 K913 十年屋 4 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

83 K913 ゆうれい猫と魔術師の少年 廣嶋玲子/作 バラマツヒトミ/絵 岩崎書店

84 K913 妖怪の子預かります 1～2 廣嶋玲子/作 Minoru/絵 東京創元社

85 K913 まじょのナニーさん 6 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

86 K913 カリカリのぼうけん 武鹿悦子/文 凪/人形制作・絵 リーブル

87 K913 保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり/著 おとないちあき/装画・挿
画 講談社

88 K913 無限の中心で まはら三桃/著 講談社

89 K913 赤毛証明 光丘真理/作 くもん出版

90 K913 学園ファイブスターズ 3 宮下恵茉/作 kaya8/絵 講談社

91 K913 教室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

92 K913 はじまりの夏 吉田道子/作 大野八生/絵 あかね書房

93 K913 ばかみたいって言われてもいいよ 2 吉田桃子/著 ゆの/絵 講談社

94 K913 ぼくらの都市伝説 2～5 吉田悠軌/作 ネルノダイスキ/絵 教育画劇

95 K913 雨女とホームラン 吉野万理子/作 嶽まいこ/絵 静山社

96 K933 トミーとタペンスの大冒険 秘密機関 アガサ・クリスティー/著 嵯峨静江/訳 早川書房

97 K933 名探偵ポアロ 雲をつかむ死 アガサ・クリスティー/著 田中一江/訳 早川書房

98 K933 ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー/作・絵 こだまともこ/訳 徳間書店

99 K933 秘密のノート ジョー・コットリル/作 杉田七重/訳 小学館

100 K933 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

101 K933 嵐の守り手 1 キャサリン・ドイル/作 村上利佳/訳 評論社

102 K933 ペンダーウィックの四姉妹 4 ジーン・バーズオール/作 代田亜香子/訳 小峰書店

103 K933 ハリー・ポッターと謎のプリンス 上・下 J.K.ローリング/著 松岡佑子/訳 静山社

104 K933 暗号クラブ 17 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

105 K953 Bonjour!プチ・ニコラ ゴシニ/文 サンペ/絵 世界文化社

106 K953 プチ・ニコラと仲間たち ゴシニ/文 サンペ/絵 世界文化社

107 K953 プチ・ニコラの夏休み ゴシニ/文 サンペ/絵 世界文化社

108 K953 プチ・ニコラの休み時間 ゴシニ/文 サンペ/絵 世界文化社
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