
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 バレットジャーナル活用ブック 平和堂/監修 法研

2 007.1 ITエンジニアのための強化学習理論入門 中井悦司/著 技術評論社

3 007.1 人工知能に未来を託せますか? 松田雄馬/著 岩波書店

4 007.1 人工知能のための哲学塾 未来社会篇 三宅陽一郎/著 大山匠/著 ビー・エヌ・エヌ新社

5 007.1 万物創生をはじめよう ジャロン・ラニアー/著 谷垣暁美/訳 みすず書房

6 007.3 絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋裕史/著 講談社

7 007.3 YouTube完全マニュアル 桑名由美/著 秀和システム

8 007.3 カーム・テクノロジー アンバー・ケース/著 高崎拓哉/訳 ビー・エヌ・エヌ新社

9 007.3 ミライをつくろう! GOROman/著 翔泳社

10 007.3 虚妄のIT立国ニッポン 新型コロナ問題取材班/著 宝島社

11 007.3 失敗しないシステム開発のためのプロジェクト監査 日本システム監査人協会/監修 プロジェクト
監査研究会/編著 同文舘出版

12 007.3 デザイナーの英語帳 灰色ハイジ/著 関谷英里子/監修 ビー・エヌ・エヌ新社

13 007.3 邪悪に堕ちたGAFA ラナ・フォルーハー/著 長谷川圭/訳 日経BP

14 007.3 アフターソーシャルメディア 法政大学大学院メディア環境設計研究所/編
久保田麻美/ほか著 日経BP

15 007.3 情報銀行ビジネス参入ガイド 森田弘昭/著 翔泳社

16 007.3 インターネット権利侵害者の調査マニュアル 八雲法律事務所/編 山岡裕明/著 中央経済社

17 007.6 ミニマリスト スマホの中を片付ける 飯島彩香/著 KADOKAWA

18 007.6 要件定義のセオリーと実践方法がこれ1冊でしっかりわかる教科書 上村有子/著 技術評論社

19 007.6 確かな力が身につくC#「超」入門 北村愛実/著 SBクリエイティブ

20 007.6 高速パソコン仕事術 黒川希一郎/著 総合法令出版

21 007.6 今すぐ使えるかんたんWordPress 桑名由美/著 技術評論社

22 007.6 はじめてのGmail入門 桑名由美/著 秀和システム

23 007.6 できる超快適Windows10 清水理史/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

24 007.6 絶対に挫折しないiPhoneアプリ開発「超」入門 高橋京介/著 SBクリエイティブ

25 007.6 いちばんやさしい60代からのWindows 10 塚原久美/著 日経BP

26 007.6 Linuxスタートブック  2020 日経Linux/編 日経BP

27 007.6 いちばんやさしいスマートフォン超入門 原田和也/著 SBクリエイティブ

28 007.6 More Effective Agile Steve McConnell/著 長沢智治/監訳 日経BP

29 007.6 図解まるわかりプログラミングのしくみ 増井敏克/著 翔泳社

30 007.6 知識ゼロからのWebアプリ開発入門 町田耕/著 TechAcademy/監修 技術評論社

31 007.6 独習Python 山田祥寛/著 翔泳社

32 007.6 たった1日で基本が身に付く!Git超入門 リブロワークス/著 技術評論社

33 007.6 プログラマーのためのコンピュータ入門 Lepton/著 オーム社

34 018.0 アーカイブズと歴史学 小池聖一/著 刀水書房

35 019.0 本の読める場所を求めて 阿久津隆/著 朝日出版社

36 019.1 「記憶力」と「思考力」を高める読書の技術 木山泰嗣/著 日本実業出版社

37 019.1 一生忘れない読書 ジョン・キム/著 PHP研究所

38 019.2 子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 稲井達也/著 学事出版

39 019.9 旅をする本 丸山晃/著 ラグーナ出版

40 023.0 思うことから、すべては始まる 植木宣隆/著 サンマーク出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 023.1 雪国を江戸で読む 森山武/著 東京堂出版

42 025.9 岩波新書解説総目録 (岩波新書 新赤版) 岩波新書編集部/編 岩波書店

43 051 あの頃、雑誌は輝いていた! 塩澤実信/著 展望社

44 070 新聞の力 橋本五郎/著 労働調査会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 107 実験哲学入門 鈴木貴之/編著 勁草書房

2 115.4 実在論の新展開 河野勝彦/著 文理閣

3 116 論理学の驚き 加地大介/著 教育評論社

4 116 直線は最短か? 阪原淳/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

5 123.1 「経営に生かす」易経 竹村亞希子/著 致知出版社

6 134.9 ウィトゲンシュタイン明確化の哲学 大谷弘/著 青土社

7 134.9 君は君の道をゆけ 齋藤孝/著 東元俊哉/作画 ワニブックス

8 139.3 パンデミック スラヴォイ・ジジェク/著 斎藤幸平/監修・
解説 Pヴァイン

9 140 30日で学ぶ心理学手帳 植木理恵/監修 日本能率協会マネジメントセ
ンター

10 140 となりの心理学 星薫/著 左右社

11 140.4 「バカ」の研究 ジャン=フランソワ・マルミオン/編 ジャン=
フランソワ・マルミオン/ほか著 亜紀書房

12 141.3 記憶力日本チャンピオンの超効率すごい記憶術 青木健/著 総合法令出版

13 141.3 全米記憶力チャンピオンが明かすどんなことも記憶できる技術 ネルソン・デリス/著 吉原かれん/訳 エクスナレッジ

14 141.6 笑いの哲学 木村覚/著 講談社

15 141.7 やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術 小早川明子/著 平井愼二/監修 フォレスト出版

16 141.9 人間観察極めたら悩み消えた くらはしまやこ/著 すばる舎

17 141.9 よくわかるパーソナリティ心理学 吉川眞理/編著 ミネルヴァ書房

18 146 よくわかる臨床心理学 岩壁茂/監修 ナツメ社

19 146.8 セルフケアの道具箱 伊藤絵美/著 細川貂々/イラスト 晶文社

20 146.8 コーチング・バイブル ヘンリー・キムジーハウス/著 キャレン・キ
ムジーハウス/著 東洋経済新報社

21 146.8 自分の薬をつくる 坂口恭平/著 晶文社

22 146.8 トラウマからの解放 田上洋子/著 現代書館

23 146.8 別れに苦しむ、あなたへ。 Tomy/著 CCCメディアハウス

24 147.1 しきたりに込められた日本人の呪力 秋山眞人/著 布施泰和/協力 河出書房新社

25 150 ケアの形而上学 森村修/著 大修館書店

26 157.9 歴史に学ぶ自己再生の理論 加来耕三/著 論創社

27 159 シリコンバレー式超ライフハック デイヴ・アスプリー/著 栗原百代/訳 ダイヤモンド社

28 159 壁はいらない、って言われても。 今中博之/著 河出書房新社

29 159 迷いを一瞬で消せる「最後心」の心構え 植西聰/著 ゴマブックス

30 159 元気の作法 臼井由妃/著 方丈社

31 159 13歳から分かる!7つの習慣 「7つの習慣」編集部/監修 大西洋/イラス
ト 日本図書センター

32 159 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 (講談社現代新書) 木村和美/著 講談社

33 159 今日から始めるコツコツのコツ コツコツブック制作委員会/編 コツコツブック制作委員会

34 159 ニーチェもやっていた賢人の瞑想術 白取春彦/著 宝島社

35 159 一流の人が、他人の見ていない時にやっていること。 千田琢哉/著 清談社Publico

36 159 どんな時代にも通用する「本物の努力」を教えよう。 千田琢哉/著 学研プラス

37 159 生き抜くための12のルール ジョーダン・ピーターソン/著 中山宥/訳 朝日新聞出版

38 159 20代だから許されること、しておきたいこと ひきたよしあき/著 大和出版

39 159 あなたの才能を引き出すレッスン マリー・フォーレオ/著 瀧下哉代/訳 KADOKAWA

40 159 仕事消滅時代の新しい生き方 本田健/著 プレジデント社

41 159 損か得か 三浦将/著 あさ出版

42 159.4 あえて数字からおりる働き方 尾原和啓/著 SBクリエイティブ

43 159.4 経営者のノート 坂本光司/著 あさ出版

44 159.4 働き方改革で伸びる女性つぶれる女性 東谷由香/著 日経BP日本経済新聞出版本部

45 159.4 スキルペディア 村山昇/著 サカイシヤスシ/絵・図
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 159.6 夢は薬諦めは毒 佐伯チズ/著 宝島社

47 159.7 世界に通じる「実行力」の育てかた 小林りん/著 日経BP日本経済新聞出版本部

48 159.7 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ/著 大和書房

49 159.7 老後論 テリー伊藤/著 竹書房

50 159.7 六十代と七十代心と体の整え方 和田秀樹/著 バジリコ

51 175.5 埼玉の狛犬 埼玉の狛犬製作委員会/編 埼玉県教育委員会/
監修 さわらび舎

52 175.9 日本全国一の宮巡拝パーフェクトガイド 招福探求巡拝の会/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

53 175.9 日本書紀に秘められた古社寺の謎 三橋健/編 ウェッジ

54 181.6 セルフ授戒で仏教徒 大竹晋/著 国書刊行会

55 188.8 孤独よ、こんにちは。 枡野俊明/著 PHP研究所

56 188.8 禅僧が教える不安に負けない心の整え方 枡野俊明/著 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 経済視点で学ぶ歴史の授業 梶谷真弘/著 さくら社

2 204 とてつもない噓の世界史 トム・フィリップス/著 禰冝田亜希/訳 河出書房新社

3 209 世界史を変えた戦い DK社/編著 甲斐理恵子/訳 原書房

4 209 30日で学ぶ人類史学手帳 本村凌二/監修 日本能率協会マネジメントセ
ンター

5 209.4 ビザンツ帝国 (中公新書) 中谷功治/著 中央公論新社

6 210.2 知識ゼロからの古文書を読む 古賀弘幸/著 幻冬舎

7 210.4 「人物相関図」で読み解く日本史の真相 後藤寿一/監修 PHPエディターズ・グループ

8 210.4 日本人と動物の歴史 實吉達郎/著 カンゼン

9 210.9 令和のご大礼  扶桑社

10 211 日本史単語帳 前田秀幸/著 池田書店

11 213 テーマで学ぶ日本古代史 佐藤信/監修 新古代史の会/編 吉川弘文館

12 213 月と太陽 高城修三/著 澪標

13 213 日本の建国 安本美典/著 勉誠出版

14 213.4 古代史再検証大化の改新 関裕二/著 廣済堂出版

15 213.6 平安貴族嫉妬と寵愛の作法 繁田信一/監修 G.B.

16 214.7 戦国信長・光秀・秀吉の戦い 二木謙一/監修 河出書房新社

17 215.8 維新の残り火・近代の原風景 山城滋/著 弦書房

18 215.9 青い眼が見た幕末・明治 緒方修/著 芙蓉書房出版

19 216 近現代史からの警告 (講談社現代新書) 保阪正康/著 講談社

20 217.5 日ソ戦争1945年8月 富田武/著 みすず書房

21 217.5 靖国神社の緑の隊長 半藤一利/著 幻冬舎

22 217.6 1964東京ブラックホール 貴志謙介/著 NHK出版

23 217.6 戦後日本、記憶の力学 福間良明/著 作品社

24 219.6 京都歴史地図 「京都歴史地図」編集室/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

25 219.6 大阪遺産 藪田貫/編 清文堂出版

26 219.9 沖縄をめぐる言葉たち 河原仁志/著 毎日新聞出版

27 221.0 朝鮮戦争の正体 孫崎享/著 祥伝社

28 222.0 中国近現代史 岡本隆司/監修 新星出版社

29 223 インドシナ半島史話 中田琴子/著 東京図書出版

30 224 インドネシア大虐殺 (中公新書) 倉沢愛子/著 中央公論新社

31 224 楽園の島と忘れられたジェノサイド 倉沢愛子/著 千倉書房

32 227.9 パレスチナ人とイスラエル 森戸幸次/著 第三書館

33 230.4 黒死病 ノーマン・F.カンター/著 久保儀明/訳 青土社

34 234.0 ナチスに抗った障害者 岡典子/著 明石書店

35 234.0 世界史劇場天才ビスマルクの策謀 神野正史/著 ベレ出版

36 235.0 ナポレオン戦争 マイク・ラポート/著 楠田悠貴/訳 白水社

37 281.0 サムライ留学生の恋 熊田忠雄/著 集英社インターナショナル

38 281.0 心揺るがす講演を読む 水谷もりひと/監修・編集 宮崎中央新聞

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 288.1 47都道府県 名字の秘密がわかる事典 (宝島社新書) 森岡浩/監修 宝島社

40 288.4 上皇・上皇后さまがお慈しみの植物図鑑 山下晋司/編集協力 水野克比古/写真 イースト・プレス

41 289.1 おべんとうの時間がきらいだった 阿部直美/著 岩波書店

42 289.1 アフリカ出身サコ学長、日本を語る ウスビ・サコ/著 朝日新聞出版

43 289.1 音吉伝 篠田泰之/著 新葉館出版

44 289.1 図説豊臣秀吉 柴裕之/編著 戎光祥出版

45 289.1 日本を開国させた男、松平忠固 関良基/著 作品社

46 289.1 明治を生きた男装の女医 田中ひかる/著 中央公論新社

47 289.1 本の雑誌の坪内祐三 坪内祐三/著 本の雑誌社

48 289.1 天才渋沢栄一 星亮一/著 さくら舎

49 289.1 佐々木荘助近代物流の先達 松田裕之/著
冨山房インターナショナ
ル

50 289.1 マインドトーク みたらし加奈/著 ハガツサブックス

51 289.3 歴史学の慰め 井上浩一/著 白水社

52 289.3 クレメント・アトリー 河合秀和/著 中央公論新社

53 289.3 シャネル 川島ルミ子/著 さくら舎

54 289.3 庭園家ガートルード・ジーキル 川端有子/著 玉川大学出版部

55 289.3 漂泊のアーレント 戦場のヨナス 戸谷洋志/著 百木漠/著 慶應義塾大学出版会

56 289.3 72歳、今日が人生最高の日 メイ・マスク/著 寺尾まち子/訳 集英社

57 289.3 カール・ラガーフェルドのことば カール・ラガーフェルド/著 中野勉/訳 河出書房新社

58 290 世界244の国と地域 2021〜2022年版 (地球の歩き方BOOKS) 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

59 290.1 イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 柴山元彦/日本語版監修 中川昭男/日本語版
監修 創元社

60 290.9 遠い記憶遠い国 金成陽一/著 彩流社

61 291 英語で話せる日本図鑑  永岡書店

62 291.0 からだがよろこぶ!ぬる湯温泉ナビ 植竹深雪/著 辰巳出版

63 291.0 青春18きっぷパーフェクトガイド 2020-2021 谷崎竜/著 イカロス出版

64 291.0 百名山わずらい 牧野恵子/著 風媒社

65 291.0 60歳からの青春18きっぷ入門 松本典久/著 天夢人

66 291.1 おいしい道の駅ドライブ 北海道 (まっぷるマガジン)  昭文社

67 291.1 札幌 小樽 富良野 旭山動物園   '21-'22年版  朝日新聞出版

68 291.3 筑波山徹底パーフェクトガイド スタジオパラム/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

69 291.3 東京起点沢登りルート100 宗像兵一/著 山と溪谷社

70 291.3 温泉やど関東・甲信越  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

71 291.3 埼玉のトリセツ  昭文社

72 291.3 るるぶ栃木  '21  JTBパブリッシング

73 291.4 金沢・能登 加賀温泉郷   '21-'22年版  朝日新聞出版

74 291.5 古地図で楽しむ富士山 大高康正/編著 風媒社

75 291.5 東海の名城を歩く 静岡編 中井均/編 加藤理文/編 吉川弘文館

76 291.5 伊豆・箱根 (まっぷるマガジン)  '21  昭文社

77 291.6 京都はんなりこものとおやつ ナカムラユキ/著 プティ・タ・プティ/著 朝日新聞出版

78 291.6 大阪 (まっぷるマガジン)  '21  昭文社

79 291.6 城崎・天橋立  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

80 291.6 京都 (ハレ旅)  朝日新聞出版

81 291.7 温泉やど中国・四国 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

82 291.7 山陰 (まっぷるマガジン)  '21  昭文社

83 291.9 天草 (地球の歩き方JAPAN)  ダイヤモンド・ビッグ社

84 291.9 おいしい道の駅ドライブ 九州 山口 (まっぷるマガジン)  昭文社

85 291.9 沖縄 (ハレ旅)  朝日新聞出版

86 291.9 由布院・阿蘇 (まっぷるマガジン) 2020  昭文社

87 292.3 タイ・バンコク (まっぷるマガジン) 2020最新版  昭文社

88 292.5 バウルを探して 川内有緒/文 中川彰/写真 三輪舎

89 293.4 プラハ巡覧記 前川健一/著 産業編集センター

90 295.9 カリブに生きる 三石庸子/著 東洋大学出版会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

91 297.6 ハワイ本  2021  枻出版社

92 297.6 ホノルル (まっぷるマガジン) 2020最新版  昭文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 リスクの正体 (岩波新書 新赤版) 神里達博/著 岩波書店

2 302.1 誇れる国・インドと日本 塩谷サルフィマクスーダ/著 PHP研究所

3 302.1 すばらしき国、ニッポン 早坂隆/著 文響社

4 302.2 池上彰の世界の見方 インド 池上彰/著 小学館

5 304 社会人として必要なニュースの読み方が5時間でざっと学べる 池上彰/著 KADOKAWA

6 304 公 猪瀬直樹/著 ニューズピックス

7 304 コロナショック後を生き残る日本と世界のシナリオ 塚口直史/著 すばる舎

8 304 自立へ追い立てられる社会 広瀬義徳/編 桜井啓太/編 インパクト出版会

9 304 文明が不幸をもたらす クリストファー・ライアン/著 鍛原多惠子/
訳 河出書房新社

10 309 問いからはじめる社会運動論 濱西栄司/著 鈴木彩加/著 有斐閣

11 309 モロトフ・カクテルをガンディーと マーク・ボイル/著 吉田奈緒子/訳 ころから

12 309.0 3・11後の社会運動 樋口直人/編著 松谷満/編著 筑摩書房

13 309.3 マルクス古き神々と新しき謎 マイク・デイヴィス/著 佐復秀樹/訳 明石書店

14 311.2 カール・シュミット (中公新書) 蔭山宏/著 中央公論新社

15 311.2 日本政治思想史 広岡守穂/著 有信堂高文社

16 311.2 活動の奇跡 三浦隆宏/著 法政大学出版局

17 311.3 ルポ百田尚樹現象 石戸諭/著 小学館

18 312.1 私は真実が知りたい 赤木雅子/著 相澤冬樹/著 文藝春秋

19 312.1 田中角栄を総理にした男 栗原直樹/著 青志社

20 312.1 戦後日本政治の総括 田原総一朗/著 岩波書店

21 312.1 自民党の消滅 三橋貴明/著 ベストセラーズ

22 312.2 わが敵「習近平」 楊逸/著 飛鳥新社

23 312.3 EU政治論 池本大輔/著 板橋拓己/著 有斐閣

24 312.9 地政学 奥山真司/監修 新星出版社

25 312.9 地政学原論 庄司潤一郎/編著 石津朋之/編著 日経BP日本経済新聞出版本部

26 314.8 投票権をわれらに アリ・バーマン/著 秋元由紀/訳 白水社

27 314.8 簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ 文響社編集部/著 文響社

28 316.8 アイヌの権利とは何か テッサ・モーリス=スズキ/著 市川守弘/著 かもがわ出版

29 317.3 現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本  2022年度版 大賀英徳/編著 実務教育出版

30 317.3 公務員のためのハラスメント“ゼロ”の教科書 高嶋直人/著 ぎょうせい

31 318 人口減少と危機のなかの地方行財政 平岡和久/著 自治体研究社

32 318.2 小池百合子の大義と共感 大下英治/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

33 318.3 働き方改革と自治体職員 黒田兼一/編著 小越洋之助/編著 自治体研究社

34 319 コロナ・ショックは世界をどう変えるか イワン・クラステフ/著 山田文/訳 中央公論新社

35 319 ヘゲモニーの現代世界政治 西川佳秀/著 晃洋書房

36 319.0 冷戦  上・下 O.A.ウェスタッド/著 益田実/監訳 岩波書店

37 319.1 日韓の歴史問題をどう読み解くか 内海愛子/ほか著 新日本出版社

38 319.1 外交官の文章 芳賀徹/著 筑摩書房

39 319.1 つくられる「嫌韓」世論 村山俊夫/著 明石書店

40 319.1 知っておきたい日本と韓国の150年 山田敬男/著 関原正裕/著 学習の友社

41 319.2 アジア主義全史 嵯峨隆/著 筑摩書房

42 319.2 チベットの主張 チベット亡命政権/編・著 亀田浩史/日本語
訳 集広舎

43 319.3 ミハイル・ゴルバチョフ ミハイル・ゴルバチョフ/著 副島英樹/訳 朝日新聞出版

44 319.8 「核廃絶」をどう実現するか 土山秀夫/著 論創社

45 319.8 ピース・アルマナック  2020 ピースデポ・アルマナック刊行委員会/編著
梅林宏道/監修 緑風出版

46 319.8 平和学のいま 平井朗/編 横山正樹/編 法律文化社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 319.8 ベ平連とその時代 平井一臣/著 有志舎

48 319.8 核のボタン ウィリアム・ペリー/著 トム・コリーナ/著 朝日新聞出版

49 320.4 コロナ危機を生き抜くための心のワクチン 大胡田誠/著 ワニブックス

50 324 伊藤真の民法入門 伊藤真/著 日本評論社

51 324 改正対応!民法のしくみと手続き 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

52 324.5 起業家が知らないとヤバい契約書の読み方 藪田崇之/著 秀和システム

53 324.6 市民後見人養成講座 1～3 成年後見センター・リーガルサポート/編 民事法研究会

54 324.6 判例に学ぶ婚姻を継続し難い重大な事由 本橋美智子/著 日本加除出版

55 324.7 妻子のためのハッピー相続対策 菊谷正人/監修 肥沼晃/著 税務経理協会

56 324.7 改正相続法のチェックポイント 新弘江/著 税務研究会出版局

57 324.7 自分で書く「シンプル遺言」 竹内亮/著 講談社

58 324.7 相続税を考慮した遺言書作成マニュアル 坪多聡美/共著 坪多晶子/共著 日本法令

59 324.8 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門 チェスター/監修 チェスター司法書士事務所
大阪/監修 あさ出版

60 324.8 わかりやすい家族信託の税金のはなし 山田吉隆/著 大蔵財務協会

61 325.2 個人事業を会社にしたい!と思ったらはじめに読む本 上村大輔/著 土田慧/著 中央経済社

62 325.2 改正対応!株主総会のしくみと手続き 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

63 326.2 帝銀事件と日本の秘密戦 山田朗/著 新日本出版社

64 326.9 シリア獄中獄外 ヤシーン・ハージュ・サーレハ/著 岡崎弘
樹/訳 みすず書房

65 327.1 証書の作成と文例  借地借家関係編 日本公証人連合会/編著 立花書房

66 327.3 改正対応!民事執行法・民事保全法のしくみと手続き 松岡慶子/監修 三修社

67 329.9 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井弘行/著 セルバ出版

68 330.7 経済学・経営学のための英語論文の書き方 中谷安男/著 中央経済社

69 331 教養のための経済学超ブックガイド88 飯田泰之/編 井上智洋/編 亜紀書房

70 331.1 ExcelとRではじめるやさしい経済データ分析入門 隅田和人/共著 岡本基/共著 オーム社

71 331.5 「働く喜び」の喪失 荒川敏彦/著 現代書館

72 332.1 ドキュメント強権の経済政策 (岩波新書 新赤版) 軽部謙介/著 岩波書店

73 332.1 戦国大名の経済学 (講談社現代新書) 川戸貴史/著 講談社

74 332.1 ポストコロナの経済学 熊谷亮丸/著 日経BP

75 332.1 コロナ危機の経済学 小林慶一郎/編著 森川正之/編著 日経BP日本経済新聞出版本部

76 332.2 アジア資本主義 小平龍四郎/著 日経BP日本経済新聞出版本部

77 333.6 ジム・ロジャーズ世界的投資家の思考法 ジム・ロジャーズ/著 講談社

78 333.8 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ/著 ポール・アルヌー/
著 原書房

79 334.3 人類の未来年表  ニュートンプレス

80 334.4 移民がつくった街サンパウロ東洋街 根川幸男/著 東京大学出版会

81 335 個人事業の教科書1年生 宇田川敏正/監修 新星出版社

82 335 新型コロナ危機下の企業法務部門 経営法友会/編 商事法務

83 335 新型コロナウイルス影響下の法務対応 中央経済社/編 中央経済社

84 335 海外取引の「困った」に答える企業法務の初動対応Q&A 飛松純一/編著 金丸祐子/編著 中央経済社

85 335 コンプライアンス実務ハンドブック 長瀬佑志/著 斉藤雄祐/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

86 335 個人事業のはじめ方がすぐわかる本   '20〜'21年版 ヒューマン・プライム/著 成美堂出版

87 335 起業に失敗しないための知識とノウハウ 松井淳/著 モノコト総合研究所/著 同友館

88 335 シリコンバレーのVC=ベンチャーキャピタリストは何を見ているのか 山本康正/著 東洋経済新報社

89 335.0 直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍 伊丹敬之/著 東洋経済新報社

90 335.0 ヒトモノカネすべてうまくいく会社をつくる 奥ノ谷圭祐/著 KADOKAWA

91 335.0 国内MBA受験のための研究計画書の書き方 鄭龍権/編著 河合塾KALS/編集協力 晶文社

92 335.0 月3万円ビジネス 藤村靖之/著 晶文社

93 335.1 リーダーの戦い方 内田和成/著 日経BP日本経済新聞出版本部

94 335.1 明快!中小企業のためのSDGs経営 越川智幸/著 梓書院

95 335.1 どんなときでも稼ぐ社長がやっている経営習慣36 小宮一慶/著 日経BP

96 335.1 図解渋沢栄一と「論語と算盤」 齋藤孝/著 フォレスト出版

97 335.1 経営学無敵のメソッド70 鈴木竜太/監修 池田書店

98 335.1 SDGsが生み出す未来のビジネス 水野雅弘/著 原裕/著 インプレス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

99 335.2 コーポレート・トランスフォーメーション 冨山和彦/著 文藝春秋

100 335.3 中小企業が本当に使える補助金ベスト100 小泉昇/著 自由国民社

101 335.3 同族会社のトラブル予防・解決ガイド 中野淑夫/著 事業承継支援財団/監修 中央経済社

102 335.3 経営者の引退、廃業、事業承継の研究 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

103 335.3 事業承継が0からわかる本 半田道/著 中央経済社

104 335.3 図解社員ゼロ!会社は「1人」で経営しなさい 山本憲明/著 明日香出版社

105 335.4 SDGsと商社 日本貿易会「SDGsの達成に向けた商社の取り
組み」特別研究会/著 蟹江憲史/監修 日本貿易会

106 335.8 ボクらはわがままな起業で生きてゆく 脇本泰志/著 Clover出版

107 336 マネジメントへの挑戦 一倉定/著 日経BP

108 336 門外不出の経営ノート 小山昇/著 ダイヤモンド社

109 336 在宅HACKS! 小山龍介/著 東洋経済新報社

110 336 実践ポストコロナを生き抜く術!強い会社の人を大切にする経営 坂本光司/著 人を大切にする経営研究所/著 PHP研究所

111 336 成功体験は9割捨てる 志水浩/著 あさ出版

112 336 つぶれない会社のリアルな経営経理戦略 前田康二郎/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

113 336.1 これからのDX<デジタルトランスフォーメーション> 内山悟志/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

114 336.1 アマゾンで私が学んだ新しいビジネスの作り方 太田理加/著 宝島社

115 336.1 ニューコンセプト大全 電通Bチーム/著 KADOKAWA

116 336.1 DX最前線 日経XTECH/編 日経BP

117 336.1 経営計画100の法則 宮内健次/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

118 336.1 小さな会社の儲けの仕組みの教科書 米澤裕一/著 Clover出版

119 336.2 入社1年目から差がつくロジカル・シンキング練習帳 グロービス/著 岡重文/執筆 東洋経済新報社

120 336.2 武器としての図で考える習慣 平井孝志/著 東洋経済新報社

121 336.2 図解でわかるビジネスフレームワークいちばん最初に読む本 福島正人/著 岩崎彰吾/著 アニモ出版

122 336.3 課長の哲学 新井健一/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

123 336.3 究極のリーダーシップ 鴨頭嘉人/著 かも出版

124 336.3 理想のチームプレーヤー パトリック・レンシオーニ/著 樋口武志/訳 サンガ

125 336.4 基本と実務がよくわかる小さな会社の給与計算と社会保険  20-21年版 青木茂人/著 今和弘/著 ナツメ社

126 336.4 Q&Aでわかるテレワークの労務・法務・情報セキュリティ 足立昌聰/編著 寺島有紀/著 技術評論社

127 336.4 企業は、メンタルヘルスとどう向き合うか (祥伝社新書) 尾林誉史/著 木下翔太郎/著 祥伝社

128 336.4 人事・総務担当者のためのハラスメント研修 設計・実践ハンドブック 加藤貴之/著 日本法令

129 336.4 ほめ方・叱り方100の法則 桑原晃弥/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

130 336.4 頭がいい人のモノの言い方 齋藤孝/著 きずな出版

131 336.4 新コーチングが人を活かす 鈴木義幸/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

132 336.4 テレワークをはじめよう テレワーク生産性向上研究会/著 藤井総/法律
監修 技術評論社

133 336.4 “秒速”プレゼン術 戸田覚/著 日経クロストレンド/編 日経BP

134 336.4 デジタル時代の人材マネジメント 内藤琢磨/編著 東洋経済新報社

135 336.4 リーダーのためのフィードバックスキル 服部周作/著 すばる舎

136 336.4 超一流の諜報員が教えるCIA式極秘心理術 ジェイソン・ハンソン/著 栗木さつき/訳 ダイヤモンド社

137 336.4 ハーバード・ジュリアードを首席卒業した私が見てきた新・世界の常識 廣津留すみれ/著 KADOKAWA

138 336.4 採用ブランディング完全版 深澤了/著 WAVE出版

139 336.4 社員をやる気にさせたければその人事給与制度をやめなさい 福田秀樹/著 スタンダーズ・プレス

140 336.4 在宅勤務や賃金・雇用調整と助成金活用Q&A 布施直春/著 産労総合研究所出版部経営書
院

141 336.4 武器になる雑談力 本間立平/著 きずな出版

142 336.4 人材マネジメントの基本 三坂健/編著 HRインスティテュート/著 日本実業出版社

143 336.4 若手社員との関係がうまくいかないと思ったら読む本 宮本敦子/著 セルバ出版

144 336.4 入門図解テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実践マニュアル 森島大吾/監修 三修社

145 336.4 ケースでわかる<実践型>職場のメンタルヘルス対応マニュアル 森本英樹/著 向井蘭/著 中央経済社

146 336.4 9割捨てて10倍伝わる「要約力」 山口拓朗/著 日本実業出版社

147 336.4 どう伝えればわかってもらえるのか?部下に届く言葉がけの正解 吉田幸弘/著 ダイヤモンド社

148 336.5 いますぐ始めるテレワークの強化書 大串肇/著 清野奨/著 秀和システム

149 336.5 Slack & Zoom & Trelloテレワーク基本+活用ワザ 大野浩誠/著 野上誠司/著 インプレス

150 336.5 Automation Anywhere A2019シリーズではじめるRPA超入門 小笠原種高/著 桐島諾子/著 日経BP
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No, 分類 書名 著者名 出版社

151 336.5 伝わる<図・グラフ・表>のデザインテクニック 北田荘平/共著 渡邉真洋/共著
エムディエヌコーポレーショ
ン

152 336.5 IT投資の評価手法と効果がこれ1冊でしっかりわかる教科書 國重靖子/著 技術評論社

153 336.5 DataRobotではじめるビジネスAI入門 シバタアキラ/著 中山晴之/著 翔泳社

154 336.5 失敗を未然に防ぐ仕事のミスゼロ100の法則 藤井美保代/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

155 336.5 売上が上がるバックオフィス最適化マップ 本間卓哉/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

156 336.5 新視点で設計する企業ネットワーク高度化教本 松田次博/著 技術評論社

157 336.5 ワークプレイスが創る会社の未来 三菱UFJ信託銀行不動産コンサルティング部/
著 日経BP

158 336.5 Zoom & Slack完全マニュアル 八木重和/著 秀和システム

159 336.8 理論とケースで学ぶ財務分析 金子智朗/著 同文舘出版

160 336.8 現場で使える決算書思考 川井隆史/著 明日香出版社

161 336.8 企業資産管理の実務入門 高津輝章/編著 郷原陸/著 中央経済社

162 336.8 「新型コロナ資金繰り対策」がすべてわかる本 中野裕哲/著 日本実業出版社

163 336.8 コーポレートファイナンス入門 橋本正明/著 ビジネス教育出版社

164 336.8 図解!生産現場をカイゼンする「管理会計」 吉川武文/著 日刊工業新聞社

165 336.9 事例検討/誤りやすい消費税の実務 小池敏範/著 税務研究会出版局

166 336.9 税理士・会計事務所職員のための不動産取引の基礎知識 佐々木重徳/著 中央経済社

167 336.9 はじめての会計基準 並木秀明/著 中央経済社

168 336.9 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事  '20〜'21年版 堀江國明/著 島田一種/著 成美堂出版

169 336.9 基本企業簿記 吉見宏/編著 同文舘出版

170 338 仮想通貨vs.中央銀行 中島真志/著 新潮社

171 338.1 株「デイトレ」の鬼100則 石井勝利/著 明日香出版社

172 338.1 カンタンらくらく月20万円。難解チャートもシンプル株攻略 尾崎式史/著 ぱる出版

173 338.1 得する株をさがせ!会社四季報公式ガイドブック 会社四季報編集部/編 東洋経済新報社

174 338.1 本気でFIREをめざす人のための資産形成入門 穂高唯希/著 実務教育出版

175 338.1 村上世彰、高校生に投資を教える。 村上世彰/著 KADOKAWA

176 338.7 住宅ローン借り方・返し方得なのはどっち?  2021 平井美穂/著 河出書房新社

177 338.8 いちばんカンタンつみたて投資の教科書 森永康平/著 あさ出版

178 338.9 通貨・租税外交 浅川雅嗣/著 清水功哉/聞き手 日経BP日本経済新聞出版本部

179 338.9 アジア経済はどう変わったか 中尾武彦/著 中央公論新社

180 339.3 働きたくなるこれからの保険業 望月広愛/著 生産性出版

181 339.9 自賠責保険のすべて 損害保険料率算出機構/編 保険毎日新聞社

182 345 これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田泰宏/著 フォレスト出版

183 345.1 争えば税務はもっとフェアになる 北村豊/著 中央経済社

184 345.1 新型コロナウイルス対応の税制特例法 中島孝一/著 ぎょうせい

185 345.5 ここが違う!プロが教える土地評価の要諦 東北篤/著 清文社

186 345.6 Q&A印紙税の実務  令和2年7月改訂 伊藤克巳/編 納税協会連合会

187 361 DIY社会学 景山佳代子/編 白石真生/編 法律文化社

188 361.4 100%得する話し方 新井慶一/著 すばる舎

189 361.4 人間関係の心理学 浮谷秀一/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

190 361.4 一瞬で心をつかむ!聞く力 菊原智明/著 学研プラス

191 361.4 トーキング・トゥ・ストレンジャーズ マルコム・グラッドウェル/著 濱野大道/訳 光文社

192 361.4 ハッキリものを言って嫌われる人、好かれる人の伝え方 野々村友紀子/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

193 361.4 臆病者のコミュニケーション 藤島淳/著 講談社

194 361.4 賢い人ほど騙される ロブ・ブラザートン/著 中村千波/訳 ダイヤモンド社

195 361.4 戦争をいかに語り継ぐか 水島久光/著 NHK出版

196 361.5 海外オタ女子事情 劇団雌猫/著 KADOKAWA

197 361.8 格差・貧困の社会史 庄司俊作/著 クロスカルチャー出版

198 364.3 社会保険の実務相談 令和2年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

199 364.3 社労士試験この勉強法がすごい! YUMENOUE/著 中央経済社

200 364.4 介護事業者・関係者必携改正介護保険早わかり 田中元/著 自由国民社

201 364.5 労働保険の実務相談 令和2年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

202 364.6 年金相談標準ハンドブック 井村丈夫/共著 佐竹康男/共著 日本法令
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No, 分類 書名 著者名 出版社

203 364.6 うつ病・発達障害等からの社会復帰に活用!「障害年金」の本当の使い方 土橋和真/著 セルバ出版

204 364.6 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A  2020年6月改訂版 服部営造/著 服部年金企画/監修 ビジネス教育出版社

205 365.3 マンション管理修繕・建替え徹底ガイド  2020年版 日本経済新聞出版社/編 日経BP日本経済新聞出版本部

206 366 「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン 梅崎修/著 松繁寿和/著 有斐閣

207 366.0 ディスガイズド・エンプロイメント 脇田滋/編著 学習の友社

208 366.1 労働基準法の実務相談 令和2年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

209 366.2 40歳からの実践的キャリアデザイン 菊地克幸/著 小倉克夫/著 中央経済社

210 366.2 成功する転職面接 末永雄大/著 ナツメ社

211 366.2 雇用・人材開発の日欧比較 二神枝保/編著 中央経済社

212 366.3 パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識 デイリー法学選書編修委員会/編 三省堂

213 366.3 パワハラ・セクハラ裁判所の判断がスグわかる本 中野公義/著 日本法令

214 366.6 競争か連帯か 高橋均/著 旬報社

215 367.1 「許せない」がやめられない 坂爪真吾/著 徳間書店

216 367.1 フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど 高橋幸/著 晃洋書房

217 367.2 さよなら、俺たち 清田隆之/著 スタンド・ブックス

218 367.2 目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー/著 庭田
よう子/訳 みすず書房

219 367.3 愛と家族を探して 佐々木ののか/著 亜紀書房

220 367.3 卒婚 杉山由美子/著 出版芸術社

221 367.3 おやときどきこども 鳥羽和久/著 ナナロク社

222 367.6 この世界を知るための大事な質問 野澤亘伸/著 宝島社

223 367.7 アドラー式老いた親とのつきあい方 熊野英一/著 海竜社

224 367.7 長生きがしあわせな島<奄美> 冨澤公子/著 かもがわ出版

225 368.6 性暴力被害の実際 齋藤梓/編著 大竹裕子/編著 金剛出版

226 368.6 歴史家と少女殺人事件 イヴァン・ジャブロンカ/著 真野倫平/訳 名古屋大学出版会

227 368.6 それはデートでもトキメキでもセックスでもない ロビン・ワーショウ/著 山本真麻/訳 イースト・プレス

228 368.7 少年事件加害者家族支援の理論と実践 阿部恭子/編著 現代人文社

229 369.0 ケアとまちづくり、ときどきアート 西智弘/著 守本陽一/著 中外医学社

230 369.1 ソーシャルワーカーになりたい 芦沢茂喜/著 山岸倫子/著 生活書院

231 369.1 ひな型でつくる福祉防災計画 鍵屋一/監修・著 岡野谷純/著 東京都福祉保健財団

232 369.2 もはや老人はいらない! 小嶋勝利/著 ビジネス社

233 369.2 虚弱なシニアでもできる楽しいアクティビティ32 斎藤道雄/著 黎明書房

234 369.2 要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム&体操 斎藤道雄/著 黎明書房

235 369.2 パンドラの箱は閉じられたのか 月刊『創』編集部/編 創出版

236 369.2 難聴者と中途失聴者の心理学 難聴者の心理学的問題を考える会/編 今尾真
弓/ほか著 かもがわ出版

237 369.2 イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 三好春樹/著 永岡書店

238 369.2 ホスピタリティマネジメントが介護を変える 吉原敬典/編著 ミネルヴァ書房

239 369.2 看取り犬・文福 若山三千彦/著 宝島社

240 369.2 まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活 渡部伸/著 自由国民社

241 369.3 防災福祉先進国・スイス 川村匡由/著 旬報社

242 369.3 つながりが生み出すイノベーション 菅野拓/著 ナカニシヤ出版

243 369.4 子どもの権利条約を学童保育に活かす 安部芳絵/著 高文研

244 369.4 子育ての村ができた! 北川聡子/共編 小野善郎/共編 福村出版

245 369.4 赤ちゃんポストの真実 森本修代/著 小学館

246 369.4 里親家庭で生活するあなたへ 山本真知子/著 岩崎学術出版社

247 370.4 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 東洋館出版社/編 赤坂真二/ほか著 東洋館出版社

248 371.3 自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ 中山芳一/著 東京書籍

249 371.4 去られるためにそこにいる 田中茂樹/著 日本評論社

250 371.4 事例でわかる!愛着障害 米澤好史/著 ほんの森出版

251 372.1 未来の学校のつくりかた 税所篤快/著 教育開発研究所

252 374.1 かかわりづくりワークショップ 大谷哲弘/著 粕谷貴志/著 図書文化社

253 374.1 ポジティブ&リフレクティブな子どもを育てる学級づくり 中田正弘/編著 大越さとみ/ほか著 学事出版

254 374.3 教師という接客業 齋藤浩/著 草思社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

255 374.3 全職員が定時で帰るスクールリーダーの職員室革命 中村浩二/著 明治図書出版

256 375.1 部活動学 神谷拓/監修 ベースボール・マガジン社

257 375.1 これで、ICT活用・プログラミング×『学び合い』は成功する! 水落芳明/編著 齋藤博/編著 学事出版

258 375.9 人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく 池上彰/著 佐藤優/著 中央公論新社

259 376.1 とことんラッピングあそび 武田真理恵/著 チャイルド社

260 376.1 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68 田中昌子/著 講談社

261 376.1 とことん紙コップレシピ 野出正和/著 チャイルド社

262 376.1 とことん紙皿レシピ 野出正和/著 チャイルド社

263 376.8 教養学部 木村由香里/著 ぺりかん社

264 376.8 中学受験大学付属校合格バイブル 野田英夫/著 ダイヤモンド社

265 377.2 教育不況からの脱出 ロバート・D.エルドリッヂ/著 晃洋書房

266 377.2 京大的文化事典 杉本恭子/著 フィルムアート社

267 377.9 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 22年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

268 378 特別支援学校教諭になるには 松矢勝宏/編著 宮崎英憲/編著 ぺりかん社

269 378.8 発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する 野口晃菜/編著 陶貴行/編著 中央法規出版

270 379.9 楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 大場美鈴/著 あさ出版

271 379.9 この子はこの子のままでいいと思える本 佐々木正美/著 主婦の友社

272 379.9 Q&Aでわかる!育児のヒント100 チャイルド社/編著 チャイルド社

273 379.9 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 長谷部雅一/著 東洋館出版社

274 379.9 読むだけで子育てがうんと楽しくなる本 原坂一郎/著 野崎武久/絵 春陽堂書店

275 379.9 「頑張れる子」の育て方 和田秀樹/著 学研プラス

276 379.9 「心が強い子」は母親で決まる! 和田秀樹/著 三笠書房

277 379.9 心の強い男の子の育て方 和田秀樹/著 学研プラス

278 379.9 幸せな女の子の育て方 和田秀樹/著 学研プラス

279 382.1 「本読み」の民俗誌 川島秀一/著 勉誠出版

280 383.1 チャイナドレス大全 謝黎/著 青弓社

281 383.8 大食軒酩酊の食文化  第1集 石毛直道/著 教育評論社

282 383.8 いのちを味わう 馬路泰藏/著 馬路明子/著 風媒社

283 384.3 木地屋幻想 桐村英一郎/著 七月社

284 386.1 室町時代の祇園祭 河内将芳/著 法藏館

285 386.1 日本の365日に会いに行く 永岡書店編集部/編著 永岡書店

286 388.0 世界現代怪異事典 朝里樹/著 笠間書院

287 388.1 加門七海の鬼神伝説 加門七海/著 朝日新聞出版

288 390 ミリタリー・カルチャー研究 吉田純/編 ミリタリー・カルチャー研究会/
著 青弓社

289 391.3 現代ミリタリーのゲームチェンジャー 井上孝司/著 潮書房光人新社

290 392 近未来戦を決する「マルチドメイン作戦」 日本安全保障戦略研究所/編著 国書刊行会

291 392.1 誰も知らない自衛隊のおしごと 岡田真理/著 扶桑社

292 392.5 世界滅亡マシン ダニエル・エルズバーグ/著 宮前ゆかり/訳 岩波書店

293 395.3 沖縄米軍基地全史 野添文彬/著 吉川弘文館

294 395.9 兵站 福山隆/著 扶桑社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 なぜ学ぶのか 板倉聖宣/著 仮説社

2 404 感染症、AI新時代を生き抜く科学知識の身につけ方 竹内薫/著 徳間書店

3 404 宇宙・肉体・悪魔 J.D.バナール/著 鎮目恭夫/訳 みすず書房

4 407 魔法の科学実験図鑑 市岡元気/著 宝島社

5 410 数学する精神 (中公新書) 加藤文元/著 中央公論新社

6 410 小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる 小杉拓也/著 ベレ出版

7 410 ジュニア数学オリンピック  2016-2020 数学オリンピック財団/編 亀書房

8 410.4 数学ガールの秘密ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

9 413.5 ビジュアルリーマン予想入門 木内敬/著 技術評論社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 417 統計学大百科事典 石井俊全/著 翔泳社

11 417 楽しみながら学ぶベイズ統計 ウィル・カート/著 水谷淳/訳 SBクリエイティブ

12 417 ゼロからできるMCMC 花田政範/著 松浦壮/著 講談社

13 420 日常の不思議を物理学で知る 松原隆彦/著 山と溪谷社

14 421.2 アインシュタインの戦争 マシュー・スタンレー/著 水谷淳/訳 新潮社

15 421.3 量子とはなんだろう (ブルーバックス) 松浦壮/著 講談社

16 429.5 核エネルギーの時代を拓いた10人の科学者たち 馬場祐治/著 総合科学出版

17 429.6 素粒子の探究で宇宙がみえてくる 波場直之/著 コダマアキコ/挿絵 丸善出版

18 430 学びなおし中学・高校化学  ニュートンプレス

19 443.9 宇宙の始まりに何が起きたのか (ブルーバックス) 杉山直/著 講談社

20 447.3 宇宙岩石入門 牧嶋昭夫/著 朝倉書店

21 450 地球と生命の誕生と進化 丸山茂徳/著 清水書院

22 450.9 消滅絶景 ナショナルジオグラフィック/編 吉田正人/
監修

日経ナショナルジオグラ
フィック社

23 451.2 天気予報のすべてがわかる! 青木寿史/監修 清水書院

24 451.7 雷 小林文明/著 成山堂書店

25 452.9 地下水・湧水の疑問50 日本地下水学会/編 成山堂書店

26 453 巨大地震と火山噴火をよく知る本! 「GEOペディア」制作委員会/編 清水書院

27 454.7 海岸と人間の歴史 オーリン・H.ピルキー/著 J.アンドリュー・
G.クーパー/著 築地書館

28 457.8 面白くて眠れなくなる恐竜 平山廉/著 PHPエディターズ・グループ

29 458 観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 西本昌司/著 ナツメ社

30 459.9 フラックス結晶育成法入門 橘信/著 コロナ社

31 460 自然散策が楽しくなる!日本の生きもの図鑑 成島悦雄/監修 多摩六都科学館/監修 池田書店

32 460.4 弱虫の生きざま 亀田恭平/著 KADOKAWA

33 462.1 クロス・ボーダー 高嶋孝行/著 文芸社

34 462.1 自然の中で美しい生きものと出会う図鑑 藤原裕二/文写真 けやき出版

35 465 世界一やさしい!微生物図鑑 鈴木智順/監修 WOODY/イラスト 新星出版社

36 465 共生微生物からみた新しい進化学 長谷川政美/著 海鳴社

37 468.2 土中環境 高田宏臣/著 建築資料研究社

38 470.7 植物園の世紀 川島昭夫/著 共和国

39 471.1 図解よくわかる植物細胞工学 富永基樹/著 日刊工業新聞社

40 480.4 リアルな肉食動物図鑑 小宮輝之/監修 ワニブックス

41 480.7 トムソーヤーを育てる水族館 安部義孝/著 新日本出版社

42 480.9 <正義>の生物学 山田俊弘/著 講談社

43 480.9 肉食の哲学 ドミニク・レステル/著 大辻都/訳 左右社

44 481.7 生き物の死にざま 稲垣栄洋/著 草思社

45 484.6 カタツムリ・ナメクジの愛し方 脇司/著 ベレ出版

46 487.8 日本のカエル48偏愛図鑑 迫野貴大/著 河出書房新社

47 487.9 毒蛇ハブ 中井穂瑞領/著 南方新社

48 488.2 日本鳥類図譜 久保敬親/写真 樋口広芳/監修 山と溪谷社

49 488.2 鳥たちの365日 富士元寿彦/写真・文 北海道新聞社

50 489.2 カモノハシの博物誌 浅原正和/著 技術評論社

51 489.9 与えるサルと食べるシカ 辻大和/著 地人書館

52 490.1 ACPアドバンス・ケア・プランニング実践ガイド 池永昌之/編集 濱吉美穂/編集 中央法規出版

53 490.1 柏木哲夫とホスピスのこころ 柏木哲夫/著 春陽堂書店

54 490.1 コロナ時代を生きるヒント 鎌田實/著 潮出版社

55 490.1 死を受け入れること 小堀鷗一郎/著 養老孟司/著 祥伝社

56 490.1 シシリー・ソンダースとホスピスのこころ 小森康永/著 春陽堂書店

57 490.1 ただ、そばにいるということ 玉置妙憂/著 KADOKAWA

58 490.1 前を向くために 玉置妙憂/著 扶桑社

59 490.1 だから、もう眠らせてほしい 西智弘/著 晶文社

60 490.4 おもしろ医学論文イッキ読み 青島周一/著 ライフサイエンス出版

61 490.4 いのちはのちのいのちへ 稲葉俊郎/著 KTC中央出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 490.7 医療通訳学習ハンドブック G.アビー・ニコラス・フリュー/著 一枝あゆ
み/著 明石書店

63 490.9 介護漢方 井齋偉矢/著 南山堂

64 490.9 あなたにぴったりの漢方薬絵ずかん 小林香里/監修 学研プラス

65 490.9 365日のゆる養生 阪口珠未/著 エクスナレッジ

66 490.9 幹細胞を活かすアノ手・コノ手・身近な手 星野泰三/著 青月社

67 490.9 パンデミックと漢方 渡辺望/著 勉誠出版

68 491.3 免疫力を上げる健美腸ルール 小林暁子/著 講談社

69 491.3 腸を活性化させる食べ方と生活 高橋健太郎/監修 辰巳出版

70 491.4 はたらくホルモン 工藤孝文/著 講談社

71 491.6 がんにならないシンプルな習慣 佐藤典宏/著 青春出版社

72 491.7 ウイルスの反乱 ロビン・マランツ・ヘニッグ/著 長野敬/訳 青土社

73 492 名医のいる専門外来  2020-2021  医療新聞社

74 492.7 手・足・頭のツボ地図大全 五十嵐康彦/著 河出書房新社

75 492.7 10秒押すだけ!痛みを治す最強の整体 迫田和也/著 KADOKAWA

76 492.7 体内時刻を制すれば痛みが消える!不調がなくなる! 鈴木康玄/著 産業編集センター

77 492.7 心とからだの解毒地図 Matty/著 学研プラス

78 493.1 人生100年時代の養生訓 秋山和宏/著 亜紀書房

79 493.1 冷えとりの専門医が教える病気を防ぐカラダの温め方 川嶋朗/監修 日東書院本社

80 493.1 免疫力が高まるシンプルな暮らし 進藤幸恵/著 進藤義晴/監修 徳間書店

81 493.1 隠れ貧血・スポーツ貧血のためのアサイーの食事術 アサイーでみなぎるプロジェクト/編集 石川
三知/監修 WAVE出版

82 493.2 確実に中性脂肪を下げる食べ方 井上正子/監修 望月理恵子/解説 辰巳出版

83 493.2 血圧がひと月でみるみる下がる食べ方&レシピ実例 シェフあさみ/著 岩堀禎廣/監修 日東書院本社

84 493.2 リンパ浮腫病後のセルフケアと運動 廣田彰男/監修・著 高倉保幸/著 法研

85 493.4 よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 鳥居明/監修 日東書院本社

86 493.6 腰痛ドック 住田憲是/著 住田憲祐/著 西村書店

87 493.6 腰の激痛  文響社

88 493.7 「うつ病の夫」に妻がすべきこと、してはいけないこと 浅井逸郎/監修 大和出版

89 493.7 なぜ、認知症のある人とうまくかかわれないのか? 石原哲郎/著 中央法規出版

90 493.7 医者も親も気づかない女子の発達障害 (青春新書INTELLIGENCE) 岩波明/著 青春出版社

91 493.7 医師が認知症予防のためにやっていること。 遠藤英俊/著 日経BP

92 493.7 もっと知りたい双極性障害 加藤忠史/監修 翔泳社

93 493.7 ADHDコンプレックスのための“脳番地トレーニング” 加藤俊徳/著 大和出版

94 493.7 全国認知症カフェガイドブック コスガ聡一/著 クリエイツかもがわ

95 493.7 認知症介護の悩み引き出し52 認知症の人と家族の会/編 クリエイツかもがわ

96 493.7 親をボケさせないために、今できる方法 藤田紘一郎/著 扶桑社

97 493.7 パーキンソン病・アルツハイマー病正しく理解、しっかり対処 山元敏正/著 中里良彦/著 ライフサイエンス出版

98 493.9 子どもの「コミュ障」 大井学/著 金子書房

99 493.9 小児科医が伝えたい言葉の遅れが改善する方法 片岡直樹/著 現代書林

100 493.9 ゴールデンエイジ9歳から12歳のための食事術 福島咲子/著 及川孝光/監修 ダイヤモンド・ビッグ社

101 494.7 ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る 土屋元明/著 方丈社

102 494.7 ひざ痛 変形性膝関節症  文響社

103 495 膣の女子力 駒形依子/著 KADOKAWA

104 495.5 体づくりで変わる産前・産後 奥谷まゆみ/著 日本看護協会出版会

105 496 患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない習慣 平松類/著 小学館

106 496.8 慢性上咽頭炎は東洋医学で治す 竹内岳登/著 WAVE出版

107 497.7 子どもの歯並びをよくする方法 網野重人/著 中西眞知子/著 現代書林

108 498 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地賢/著 安藤絵美子/著 秀和システム

109 498 医者と病院をうまく使い倒す34の心得 山本健人/著 KADOKAWA

110 498.3 シニアのクルクルトントン体操 有吉与志恵/著 講談社

111 498.3 肩・首・腰・頭デスクワーカーの痛み全部とれる 遠藤健司/著 かんき出版

112 498.3 精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢紫苑/著 ダイヤモンド社

113 498.3 コロナのせいにしてみよう。 國松淳和/著 金原出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

114 498.3 パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る50の方法 古賀良彦/著 亜紀書房

115 498.3 気になる免疫力を自力でぐんぐん高める最強食 主婦の友社/編 主婦の友社

116 498.3 全人類、背中を丸めるだけでいい 鈴木孝佳/著 講談社

117 498.3 ねこ背を10秒で治して人生を変える! 鈴木孝佳/著 宝島社

118 498.3 腰痛が劇的に治る運動法「おしり歩き」 竹内廣尚/著 アートデイズ

119 498.3 免疫の働きUP!4秒で1段昇り降りスローステップ運動 田中宏暁/著 KADOKAWA

120 498.3 医師が教える10歳若返る2テンポウォーキング 能勢博/著 学研プラス

121 498.3 究極の免疫セルフケア 松本恒平/著 清水智之/監修 飛鳥新社

122 498.3 心療内科医が教える家庭でできるセルフメンタルケア 山岡昌之/監修 徳間書店

123 498.5 川上晶也の「コロナに負けない!」健康レシピ手帖 川上晶也/著 徳間書店

124 498.5 糖質オフ×プチ断食のW効果でやせる!不調が消える! 清水泰行/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

125 498.5 不調が消える食べもの事典 杉山卓也/著 あさ出版

126 498.5 疲れた心がラクになる食べ方大全 那須由紀子/著 永岡書店

127 498.5 アメリカの名医が教える内臓脂肪が落ちる究極の食事 マーク・ハイマン/著 金森重樹/監訳 SBクリエイティブ

128 498.5 免疫力を高める食材事典 廣田孝子/監修 学研プラス

129 498.5 漢方のプロが教える最高の体調をつくる食事術 山本竜隆/著 石部晃子/著 アスコム

130 498.5 週明け「満足サラダ」と週後半の「しっかりお肉」 ゆきりち。/著 KADOKAWA

131 498.5 野菜の栄養素まるごと便利帳 吉田企世子/監修 エクスナレッジ

132 498.5 簡単!免疫力アップドリンク  枻出版社

133 498.6 新型コロナウイルスと闘った、韓国・大邱の医療従事者たち 李載泰/編 CUON編集部/訳 クオン

134 498.6 疫病2020 門田隆将/著 産経新聞出版

135 498.6 ウイルスと内向の時代 佐藤優/著 徳間書店

136 498.6 新型コロナウイルスを乗り越えた、韓国・大邱市民たちの記録 申重鉉/編 CUON編集部/訳 クオン

137 498.6 新型コロナのエアロゾル感染  上巻 長崎大学バイオハザード予防研究会/著 緑風出版

138 498.6 コロナ危機の社会学感染したのはウイルスか、不安か 西田亮介/著 朝日新聞出版

139 498.6 感染症社会 美馬達哉/著 人文書院

140 498.6 コロナが変えた世界  Pヴァイン

141 498.6 新型コロナはいかに世界を変えたか?  枻出版社

142 498.7 子どもの脳をつくる最高の睡眠 千葉伸太郎/著 PHP研究所

143 498.8 図解BQリーダーシップ 阿部George雅行/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

144 498.8 最高のデスクワーク 猪俣武範/監修 クロスメディア・パブリッシ
ング

145 498.8 図解新型コロナウイルスメンタルヘルス対策 亀田高志/著 エクスナレッジ

146 498.8 メンタルが強い人の習慣 武神健之/著 PHP研究所

147 499.1 くすりの事典  2021年版 片山志郎/監修 成美堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 コンピュテーショナル・ファブリケーション 田中浩也/著 舘知宏/著 彰国社

2 507.1 発明 ノーバート・ウィーナー/著 鎮目恭夫/訳 みすず書房

3 507.2 ライセンス契約書作成のポイント 小坂準記/編著 井上貴宏/ほか著 中央経済社

4 509.6 統計基礎からはじめる品質工学入門 小野元久/著 日本規格協会

5 509.6 ISO 9001アンリミテッド 丸山昇/著 金子雅明/著 日科技連出版社

6 509.8 失敗(エラー)ゼロからの脱却 芳賀繁/著 KADOKAWA

7 510.9 建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本 大野裕次郎/著 寺嶋紫乃/著 秀和システム

8 516.2 日本珍景踏切 伊藤博康/著 創元社

9 517.2 治水の名言 竹林征三/著 鹿島出版会

10 518.2 基礎からわかる下水・汚泥処理技術 タクマ環境技術研究会/編 オーム社

11 518.8 都市公園のトリセツ 平塚勇司/著 学芸出版社

12 518.8 人間の街をめざして アニー・マタン/著 ピーター・ニューマン/
著 鹿島出版会

13 519.2 現代アジアと環境問題 豊田知世/編著 浜田泰弘/編著 花伝社

14 519.9 群集マネジメント総論 東京大学社会連携部門群集マネジメント研究
会/編 東京大学出版会

15 520.9 都市・建築・不動産企画開発マニュアル入門版  2020-2021 田村誠邦/著 甲田珠子/著 エクスナレッジ

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 521.8 日本の山城を歩く 小和田哲男/監修 かみゆ歴史編集部/編 山川出版社

17 521.8 名城の石垣図鑑 小和田哲男/監修 二見書房

18 521.8 遊廓 渡辺豪/著 新潮社

19 523.1 伊東豊雄 伊東豊雄/著 佐野由佳/編・構成 平凡社

20 523.1 寡黙なる饒舌 若山滋/著 現代書館

21 525.1 みんなの建築コンペ論 山本想太郎/著 倉方俊輔/著 NTT出版

22 527 家づくりのセカンドオピニオン 岡田八十彦/著 エクスナレッジ

23 527 日用美のくらしづくり、家づくり 小澤典代/著 光文社

24 527 やらなければいけない一戸建てリフォーム 高橋みちる/著 自由国民社

25 527 人生100年時代の60歳からの家 湯山重行/著 エクスナレッジ

26 527 奇跡の住宅  LIXIL出版

27 527 小屋のすべて  扶桑社

28 529 心をととのえるインテリア 加藤登紀子/著 光文社

29 533 カルノー・熱機関の研究 カルノー/著 広重徹/訳・解説 みすず書房

30 535.2 つなぐ時計 金田信一郎/著 新潮社

31 536.1 蒸気機関車紀行 神谷武志/著 天夢人

32 536.1 JR機関車年鑑  2020-2021  イカロス出版

33 536.5 写真とイラストで綴る国鉄72・73系電車 宮下洋一/著 ネコ・パブリッシング

34 536.8 自転車サビとり再生術  枻出版社

35 537.0 世界「新」経済戦争 川口マーン惠美/著 KADOKAWA

36 537.3 無段変速機CVT入門 守本佳郎/著 グランプリ出版

37 537.9 1960年代のバス 筒井幸彦/編・著 三樹書房

38 537.9 世界の自動車オールアルバム  2020年  三栄

39 538.6 旅客機アルバム  2020-2021  イカロス出版

40 538.7 鷲の翼F-15戦闘機 小峯隆生/著 柿谷哲也/撮影 並木書房

41 538.8 パイロットにチャレンジ  2020-2021  イカロス出版

42 539.4 ウランの化学  1 佐藤修彰/著 桐島陽/著 東北大学出版会

43 540.9 メーター検針員テゲテゲ日記 川島徹/著 三五館シンシャ

44 540.9 蓄電池社会が拓くエネルギー革命 野澤哲生/著 日経BP

45 542.0 ありえない!町工場 久保寛一/著 あさ出版

46 545.8 増田さんちの昭和レトロ家電 増田健一/著 山川出版社

47 547.3 ヴィニジャン 田中伊佐資/著 stereo/編 音楽之友社

48 547.3 「音」の知識と技術 中山猛/著 工学社

49 547.4 よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 西村泰洋/著 秀和システム

50 548.3 予算1万円でつくる二足歩行ロボット 中村俊幸/著 工学社

51 549.9 わかる!使える!レーザ加工入門 金岡優/著 日刊工業新聞社

52 549.9 半導体光デバイス 山口浩一/著 コロナ社

53 553.7 大きな図で見るやさしい実用ロープ・ワーク 山崎敏男/著 成山堂書店

54 556.9 海上自衛隊護衛艦クロニクル 勝目純也/著 イカロス出版

55 559.0 戦争と技術 アレックス・ローランド/著 塚本勝也/訳 創元社

56 566.7 よくわかる最新めっきの基本と仕組み 土井正/著 秀和システム

57 571.2 わかる!使える!粉体入門 山田昌治/著 日刊工業新聞社

58 573.5 ガラス みつまともこ/著 翔泳社

59 576.7 最新化粧品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 梅本博史/著 秀和システム

60 588.0 食品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 松岡康浩/著 竹田クニ/著 技術評論社

61 588.3 「考えた人すごいわ」を考えたすごい人 岸本拓也/著 CCCメディアハウス

62 588.5 いいね!日本酒 上杉孝久/著 WAVE出版

63 588.5 乳酸菌の疑問50 日本乳酸菌学会/編 成山堂書店

64 588.5 フランス主要13地区と40カ国のワイン 山本博/監修 石井もと子/ほか執筆 ガイアブックス

65 588.6 知っておいしい調味料事典 鈴木裕貴/監修 実業之日本社

66 589.2 生き残るアパレル死ぬアパレル 河合拓/著 ダイヤモンド・リテイルメ
ディア

67 589.2 生きるはたらくつくる 皆川明/著 つるとはな
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No, 分類 書名 著者名 出版社

68 589.7 ニッポン全国文房具店ガイド ウェブマガジン『毎日、文房具。』/監修 玄光社

69 590 素敵な人の時間の使い方  宝島社

70 590 捨てない暮らし  宝島社

71 591 29歳からのお金 吹田朝子/著 WAVE出版

72 591 一生困らない自由を手に入れるお金の教室 森本貴子/著 大和書房

73 591 37歳独身、年収300万円知っておきたいお金のこと 横山光昭/著 毎日新聞出版

74 591 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長/著 朝日新聞出版

75 593.1 手作りしたいみんなの浴衣と甚平  ブティック社

76 593.3 小さな子どもの褒められ服 植田有希/著 日本ヴォーグ社

77 593.3 バルト三国で出会った素材で作る手作り服と小物 塚田紀子/著 小林奈美/著 文化学園文化出版局

78 593.3 Joy of Sewing moipon/著 日本ヴォーグ社

79 593.3 かたちがステキな大人の帽子  ブティック社

80 593.4 今日からはじめるソーイング ミシン1年生  日本ヴォーグ社

81 593.8 ばらいろ着物手帖 ハセガワアヤ/著 ぴあ株式会社関西支社

82 594 はじめてでもカンタン!手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室/編 理論社

83 594 サスティナブルな布こもの  ブティック社

84 594 和布をいかしたバッグ・小物・飾り物  ブティック社

85 594.2 刺し子こもの 学研プラス/編 学研プラス

86 594.2 花のアップリケとレースモラ 木山春代/著 ブティック社

87 594.2 連続模様で楽しむはじめてのこぎん刺し 日本文芸社/編 日本文芸社

88 594.2 すみっコぐらしの刺しゅう図案集  ブティック社

89 594.3 大人のシャイニーバッグ 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

90 594.3 新鮮!キュートなバッグとおしゃれ小物 トヨヒデカンナ/著 アップルミンツ

91 594.3 かぎ針1本ではじめる大人アクセサリー 成地亜紀/著 主婦の友社

92 594.3 ビヨンドザリーフのバッグスタイル ビヨンドザリーフ/著 日本ヴォーグ社

93 594.3 大人かわいいアクセサリー  アップルミンツ

94 594.3 かぎ針で編む和柄のざぶとん32+8  アップルミンツ

95 594.3 刺しゅう糸で編むシルバニアファミリーのかぎ針編みのお洋服  アップルミンツ

96 594.3 ミニチュアのちょっと珍しい生き物  アップルミンツ

97 594.7 毎日持ちたい帆布のバッグ 吉本典子/著 日本ヴォーグ社

98 594.9 ブライススタイル着せかえソーイングBOOK  ブティック社

99 595.4 大人のひとつ結び&おだんごヘアBOOK 工藤由布/著 主婦の友社

100 595.4 あなたは髪を切らなくても変われる 小西恭平/著 ダイヤモンド社

101 595.4 ラフなあかぬけヘアアレンジ 仲村優/著 学研プラス

102 595.6 東大卒トレーナーの脚やせ大全 みすたーだいどー/著 ワニブックス

103 595.6 ボディメイクストレッチ 森拓郎/著 SBクリエイティブ

104 595.6 やせメンタルのつくりかた 鰐渕将市/著 アスコム

105 596 おうちで楽しむスパイス料理とカレー 一条もんこ/著 池田書店

106 596 あるものだけで作れる平日ごはん 市瀬悦子/著 主婦の友社

107 596 絶品おかずはめんつゆで 市瀬悦子/著 学研プラス

108 596 冷凍名人が伝授 冷凍保存でこんなに節約!! 岩崎啓子/著 アスコム

109 596 印度カリー子のスパイスカレー教室 印度カリー子/著 誠文堂新光社

110 596 手づくり健康酢バイブル 金丸絵里加/著 主婦の友社

111 596 免疫力アップおかずBEST100 金丸絵里加/著 枻出版社

112 596 包み蒸し8分ほったらかしのやせごはん 川崎利栄/著 世界文化社

113 596 家族の朝ごはん 杵島直美/著 立東舎

114 596 京大カレー部秘伝のスパイスカレーレシピ 京大カレー部/著 河出書房新社

115 596 接待の手土産  2020-2021 ぐるなび「こちら秘書室」編集室/編 日経BP日本経済新聞出版本部

116 596 保存食と自家製レシピ 黒田民子/著 主婦の友社

117 596 東京名物食べある記 時事新報社家庭部/編 教育評論社

118 596 うまくいく台所 角田真秀/著 文化学園文化出版局

119 596 辰巳芳子ご飯と汁物 辰巳芳子/著 NHK出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

120 596 ツレヅレハナコの南の島へ呑みに行こうよ! ツレヅレハナコ/著 光文社

121 596 ビールめし とっくん/著 KADOKAWA

122 596 電気圧力鍋の大活躍レシピ フルタニマサエ/著 成美堂出版

123 596 まぼろしカレー 水野仁輔/著 山と溪谷社

124 596 ミツカンの“家計の味方”レシピ ミツカン/著 幻冬舎

125 596 家庭料理の手ほどき帖 本谷惠津子/著 婦人之友社

126 596.2 東京の美しい洋食屋 井川直子/著 エクスナレッジ

127 596.2 美酒佳肴 中華つまみ 今井亮/著 成美堂出版

128 596.2 英語で伝えたい!美味しい和食 検見崎聡美/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

129 596.2 旧フランス領インドシナ料理アンドシノワーズ 園健/著 田中あずさ/著 柴田書店

130 596.2 ペギーさんのおいしい台湾レシピ ペギー・キュウ/著 KADOKAWA

131 596.2 ダルバートとネパール料理 本田遼/著 柴田書店

132 596.3 人気フレンチレストランの肉料理 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

133 596.3 初心者からプロまで使えるVegan Recipe Book 庄司いずみ/著 光文社

134 596.3 そうざい麵 ワタナベマキ/著 主婦と生活社

135 596.6 こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ 池田愛実/著 家の光協会

136 596.6 きょうのおやつ 井上真里恵/著 成美堂出版

137 596.6 キウイのスイーツレシピ 加藤里名/著 マイナビ出版

138 596.6 イタリア菓子図鑑 佐藤礼子/著 誠文堂新光社

139 596.6 ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン 中山真由美/著 家の光協会

140 596.6 もちぷるレシピ 柳瀬久美子/著 パルコエンタテインメント事
業部

141 596.6 甘くない、おそうざいスイーツ  アップルミンツ

142 596.6 とろけるしあわせ冷たいおやつ  主婦の友社

143 596.9 器は自由におおらかに 中川たま/著 家の光協会

144 596.9 うつわ使いがもっと楽しくなる本。 安野久美子/著 エクスナレッジ

145 597 なんでも自分で修理する本 片桐雅量/著 宝島社

146 597.5 水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。 水谷妙子/著 主婦と生活社

147 598.2 出産準備パーソナルレッスン ベルナデット・ド・ガスケ/著 アストリッ
ド・M/イラスト メディカ出版

148 599 子どものチカラを信じましょう 高橋孝雄/著 マガジンハウス

149 599 最新!初めての育児新百科 高橋孝雄/総監修
ベネッセコーポレーショ
ン

150 599 マザーボイス 田所雅子/著 みらいパブリッシング

151 599.0 パパいや、めろん 海猫沢めろん/著 講談社

152 599.4 夜泣きが止まる本 菊池清/著 風鳴舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域づくりの経済学入門 岡田知弘/著 自治体研究社

2 611.1 食料・農業・農村基本計画 「食料・農業・農村基本計画」編集委員会/
編集 大成出版社

3 611.3 捨てられる食べものたち 井出留美/著 matsu/絵 旬報社

4 611.3 <メイド・イン・ジャパン>の食文化史 畑中三応子/著 春秋社

5 612.1 農業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 窪田新之助/著 山口亮子/著 技術評論社

6 612.1 日本が食われる 松岡久蔵/著 彩図社

7 613.1 農家が教える天気を読む知恵とワザ 農文協/編 農山漁村文化協会

8 617.6 おいしいハーブ暮らし12か月 北村光世/著 世界文化社

9 617.6 とうがらしの世界 松島憲一/著 講談社

10 619.8 お茶作り名人紀行 中村羊一郎/著 羽衣出版

11 626.9 基本の野菜じょうずな育て方 飯塚恵子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

12 626.9 おいしい野菜100種のじょうずな育て方 武川政江/指導 飯塚恵子/指導 主婦の友社

13 627.7 多肉植物サボテン語辞典 Shabomaniac!/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

14 627.8 光と苔のテラリウム 川本毅/著 日本文芸社

15 627.8 四季の景色盆栽 小林健二/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

16 627.9 二十四節気暦のレシピ 猪飼牧子/著 清水美由紀/著 日本文芸社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 627.9 四季のフラワーアレンジ KAORUKO/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

18 629 庭  240  建築資料研究社

19 629.2 京都発・庭の歴史 今江秀史/著 世界思想社

20 629.7 ウッドデッキ&テラス百科  ブティック社

21 633 カイコの科学 日本蚕糸学会/編 朝倉書店

22 642.1 肉とすっぽん 平松洋子/著 文藝春秋

23 645.6 0歳からシニアまでマルチーズとのしあわせな暮らし方 Wan編集部/編 緑書房

24 645.7 猫のいる家に帰りたい 仁尾智/短歌・エッセイ 小泉さよ/イラスト 辰巳出版

25 645.8 ハリネズミ、飼いはじめました! 大野瑞絵/著 誠文堂新光社

26 648.1 世界チーズ大図鑑 ジュリエット・ハーバット/監修 清宮真理/
訳 柴田書店

27 652.3 地域林業のすすめ 青木健太郎/編著 植木達人/編著 築地書館

28 657.8 トリュフの真相 ライアン・ジェイコブズ/著 清水由貴子/訳 パンローリング

29 659 山とけものと猟師の話 高橋秀樹/著 静岡新聞社

30 661 水産エコラベルガイドブック 大日本水産会/編 成山堂書店

31 666.7 フトアゴヒゲトカゲの教科書 川村健太/監修 川添宣広/写真・編 笠倉出版社

32 670 ネットビジネス進化論 尾原和啓/著 NHK出版

33 670.9 リーダーのためのビジネス英会話フレーズブック 小林真美/著 明日香出版社

34 670.9 英語で言いたい日本語の慣用表現 柴田真一/著 鶴田知佳子/著 アルク

35 673.3 0円で始める副業ネット販売 上田祐輝/編著 合同フォレスト

36 673.3 HAPPYネットショップ副業♡ 小代有美/著 ぱる出版

37 673.3 無料で始めるネットショップ 志鎌真奈美/著 技術評論社

38 673.3 あらましとQ&Aでわかるカスハラ 中央総合法律事務所/編 中光弘/著 金融財政事情研究会

39 673.7 ワークマンは商品を変えずに売り方を変えただけでなぜ2倍売れたのか 酒井大輔/著 日経BP

40 673.7 小売経営論 高嶋克義/著 高橋郁夫/著 有斐閣

41 673.8 食卓の経営塾 横川正紀/著 ハーパーコリンズ・ジャパン

42 673.9 リース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 カデナクリエイト/著 技術評論社

43 673.9 飲食店の五感刺激マーケティング 木下尚央之/著 同友館

44 673.9 板前税理士が教える「最強」の飲食店経営 鈴木優輔/著 松本崇宏/監修 クロスメディア・パブリッシ
ング

45 673.9 これで失敗しない!介護事業の経営・運営ノウハウ 日本ケアコミュニケーションズ/監修 高頭晃
紀/編著 同友館

46 674.3 成功を呼ぶネーミングの技術 平方彰/著 竹書房

47 674.6 嫌われモノの<広告>は再生するか 境治/著 イースト・プレス

48 674.7 大正昭和レトロチラシ 橋爪節也/著 青幻舎

49 675 ブランディングが9割 乙幡満男/著 青春出版社

50 675 SNSマーケティング100の法則 カーツメディアワークス/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

51 675 「コミュニティ」づくりの教科書 河原あず/著 藤田祐司/著 ダイヤモンド社

52 675 「売る力」が身につく最強マーケティング図鑑 草地真/著 ぱる出版

53 675 巣ごもり消費マーケティング 竹内謙礼/著 技術評論社

54 675 アフターコロナ消費&キャッシュレス最新勢力図 日経クロストレンド/編 日経BP

55 675 自由すぎる公式SNS「中の人」が明かす企業ファンのつくり方
日経トレンディ/編集 日経クロストレンド/
編集 日経BP

56 675 選ばれる小さな企業 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

57 675 デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 林雅之/著 本門功一郎/著 翔泳社

58 675 人は悪魔に熱狂する 松本健太郎/著 毎日新聞出版

59 675.4 フィジカルインターネット エリック・バロー/著 ブノア・モントルイ
ユ/著 日経BP

60 676.7 マネー消失 若林栄四/著 ビジネス社

61 678 絵でみる貿易のしくみ 片山立志/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

62 678.3 自由貿易はなぜ必要なのか 椋寛/著 有斐閣

63 681.2 自動運転・MaaSビジネスの法務 戸嶋浩二/編著 佐藤典仁/編著 中央経済社

64 681.5 のりもの勝席ガイド  2020-2021  イカロス出版

65 686.2 夜行列車の記憶 松本典久/著 天夢人

66 686.2 グルメ列車の旅  イカロス出版

67 686.2 JTBの鉄道旅地図帳  JTBパブリッシング

68 687.3 男子客室乗務員になる本 月刊<エアステージ>編集部/編集 イカロス出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 687.9 日本のエアポートPHOTO ALBUM  イカロス出版

70 689 スポーツツーリズム入門 ジェームス・ハイアム/著 トム・ヒンチ/著 晃洋書房

71 689 観光言語を考える 山川和彦/編 くろしお出版

72 694.5 Spotify スベン・カールソン/著 ヨーナス・レイヨン
フーフブッド/著 ダイヤモンド社

73 694.6 Skypeスマートガイド リンクアップ/著 技術評論社

74 699.2 テレビの荒野を歩いた人たち ペリー荻野/著 新潮社

75 699.6 日本のテレビ・ドキュメンタリー 丹羽美之/著 東京大学出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702 モチーフで読み解く美術史入門 ナカムラクニオ/著 玄光社

2 702.1 伝説の「サロン」はいかにして生まれたのか 増淵敏之/著 イースト・プレス

3 702.3 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上英洋/著 KADOKAWA

4 702.3 ミケランジェロ・ブオナローティの生涯 ジョルジョ・ヴァザーリ/著 林卓行/監訳 東京書籍

5 709 世界遺産ガイド ユネスコ遺産の基礎知識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

6 718.0 仏像 山本勉/著 平凡社

7 720.8 奇想の国の麗人たち 中村圭子/編著 河出書房新社

8 721.8 THE北斎 葛飾北斎/画 すみだ北斎美術館/編・著 講談社

9 723.1 神業の風景画 芸術新聞社/編 芸術新聞社

10 723.3 バンクシー ウィル・エルスワース=ジョーンズ/著 「バン
クシー壁に隠れた男の正体」翻訳チーム/訳

パルコエンタテインメント事
業部

11 725.5 超色鉛筆画レッスン 弥永和千/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

12 726.1 新しいコミックスのデザイン。 日貿出版社/編 日貿出版社

13 726.1 マンガ・スタディーズ 吉村和真/編 ジャクリーヌ・ベルント/編 人文書院

14 726.5 スズキコージの大魔法画集 スズキコージ/著 平凡社

15 726.5 ポージング・チュートリアル パクリノ/著 金智恵/訳 マール社

16 726.5 馬場のぼるのスケッチブック 馬場のぼる/著 こぐま社

17 726.5 Miyuliのイラスト上達TIPS Miyuli/著 ホビージャパン

18 726.6 五味太郎  平凡社

19 727 コンセプトが伝わるデザインのロジック OCHABI Institute/著 ビー・エヌ・エヌ新社

20 727 まねるだけで伝わるデザイン 深田美千代/著 ダイヤモンド社

21 740 家族写真の魔法 森藤ヒサシ/著 WAVE出版

22 740.2 バーモントの片隅に暮らす リチャード・W.ブラウン/著 食野雅子/訳 KADOKAWA

23 743 ナショナルジオグラフィックプロの撮り方完全マスターベーシック
ジョエル・サートレイ/著 ヘザー・ペリー/
著

日経ナショナルジオグラ
フィック社

24 743.5 風景写真の7piece 柄木孝志/著 木村琢磨/著 インプレス

25 743.6 図解でわかる野鳥撮影入門 菅原貴徳/著 玄光社

26 744.3 作品づくりが上達するRAW現像読本 澤村徹/著 玄光社

27 746.7 iPhoneで作ろうビジネス動画の教科書 オリカワシュウイチ/著 ペンコム

28 748 トンネル誕生 山崎エリナ/撮影 グッドブックス

29 750 世界を歩く、手工芸の旅 青幻舎編集部/編 青幻舎

30 750.2 MADE IN KYOTO 前崎信也/編 山本真紗子/編 IBCパブリッシング

31 751 基礎からわかるはじめての陶芸 学研プラス/編 学研プラス

32 751.1 粉引の器その発想と作り方 陶工房編集部/編 誠文堂新光社

33 751.1 ニッポンの名茶碗100原寸大図鑑  小学館

34 751.4 軽量粘土で作るかわいいペンギン ヨシオミドリ/著 誠文堂新光社

35 753.8 アフリカ布見本帖  玄光社

36 754.9 恐竜と古生物の折り紙 川畑文昭/著 誠文堂新光社

37 754.9 くすだま折り花百科 久保満里子/著 ブティック社

38 754.9 紙バンドで結んで作るかご編みLesson 古木明美/著 河出書房新社

39 756.6 刀剣探訪  宝島社

40 756.8 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎紘昌/著 幻冬舎

41 762.1 古関裕而珠玉の30曲 塩澤実信/著 展望社

42 762.2 二胡上達レッスン 楊雪/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 762.3 ベートーヴェンとバロック音楽 越懸澤麻衣/著 音楽之友社

44 762.3 バッハ・古楽・チェロ アンナー・ビルスマ/著 渡邊順生/著 アルテスパブリッシング

45 763.4 TOKYOストラディヴァリウス1800日戦記 中澤創太/著 日経BP

46 764.7 ザ・コンプリート・ポール・ウェラー 大久達朗/監修
シンコーミュージック・エン
タテイメント

47 764.7 「ビートルズと日本」週刊誌の記録  来日編 大村亨/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

48 767.8 黄金の60代 郷ひろみ/著 幻冬舎

49 767.8 丸山圭子の作詞作曲・自由自在 丸山圭子/著 言視舎

50 767.8 モリッシー自伝 モリッシー/著 上村彰子/訳 イースト・プレス

51 774.0 勘三郎の死 中村哲郎/著 中央公論新社

52 778.2 LILY'S CLOSET 石田ゆり子/著 マガジンハウス

53 778.2 ありがとう! 草刈正雄/著 世界文化社

54 778.2 ポン・ジュノ 下川正晴/著 毎日新聞出版

55 778.2 七人の侍ロケ地の謎を探る 高田雅彦/著 アルファベータブックス

56 778.2 クエンティン・タランティーノ イアン・ネイサン/著 吉田俊太郎/訳 フィルムアート社

57 778.2 拾われた男 松尾諭/著 文藝春秋

58 778.2 映画の領分 四方田犬彦/著 岩波書店

59 778.4 動画でわかるカット割りの教科書 藍河兼一/著 玄光社

60 779.1 これやこの サンキュータツオ/著 KADOKAWA

61 779.1 評伝一龍齋貞水 塩崎淳一郎/著 岩波書店

62 779.1 やわらかな知性 野村亮太/著 dZERO

63 780.1 スポーツをがんばる子どもの勝てるカラダを作る献立 石川三知/著 学研プラス

64 780.1 いますぐ使えるジュニアアスリートの栄養食事学 川端理香/著 ソーテック社

65 780.6 未完のオリンピック 石坂友司/編著 井上洋一/編著 かもがわ出版

66 780.7 自重をなめんなよ!パンパンにパンプする究極のへやトレ 澤木一貴/著 ベースボール・マガジン社

67 780.7 わが子の運動神経がどんどんよくなる本 遠山健太/著 学研プラス

68 780.7 いちばんやさしい自宅トレBOOK 中野ジェームズ修一/著 宝島社

69 780.7 筋肉を最速で太くする 広瀬統一/著 エクスナレッジ

70 780.7 へやトレ体操 森俊憲/著 主婦の友社

71 782 ランニング解剖学 ジョー・プレオ/著 パトリック・ミルロイ/
著

ベースボール・マガジン社

72 782 ランニング革命 ニコラス・ロマノフ/著 カート・ブランガー
ト/著 カンゼン

73 783.1 バスケットボール戦術学  1 小谷究/著 前田浩行/著 ベースボール・マガジン社

74 783.4 サッカーと感染症 岩田健太郎/著 フットボール批評編集部/編 カンゼン

75 783.4 少年サッカー「審判」マニュアル正しい判断と動き方がわかる 岡田正義/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

76 783.4 パッション 幸野健一/著 徳間書店

77 783.4 基本から応用まで身につく!サッカーゴールキーパー最強バイブル 土肥洋一/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

78 783.4 フットボールクラブ哲学図鑑 西部謙司/著 カンゼン

79 783.4 わたしはオオカミ アビー・ワンバック/著 寺尾まち子/訳 海と月社

80 783.5 ソフトテニス勝つ!ダブルス 中堀成生/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

81 783.6 部活で差がつく!勝つ卓球上達のポイント50 長谷部攝/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

82 783.7 アライバの鉄則 井端弘和/著 荒木雅博/著 廣済堂出版

83 783.7 監督原辰徳研究 江本孟紀/著 徳間書店

84 783.7 高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明かす!打撃技術の極意 大利実/著 カンゼン

85 783.7 ゴールドジムメソッド フォー・ベースボールプレーヤーズ 鈴木雅/監修 星野真澄/監修 ベースボール・マガジン社

86 783.7 投手の実戦テクニック 浜田典宏/著 ベースボール・マガジン社

87 783.7 ノムさんへの手紙 週刊ベースボール/編 ベースボール・マガジン社

88 783.7 スワローズ全史  ベースボール・マガジン社

89 783.8 見るだけで劇的に上手くなるスイングの作り方 阿河徹/著 日本文芸社

90 785.2 健康なカラダをつくる水泳のポイントゆったり長く泳ぐ 己抄呼/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

91 785.3 はじめてのサーフィン H.L.N.A/監修 成美堂出版

92 785.5 パラアスリートの折れないココロのつくりかた 瀬立モニカ/著 主婦の友社

93 786.5 栗村修のいちばん身につく最強ロードバイクトレーニング 栗村修/著 宝島社

94 787.1 THE FISH魚と出会う図鑑 長嶋祐成/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 788.3 地上最強の男 百田尚樹/著 新潮社

96 788.5 「地方」と「努力」の現代史 石岡学/著 青土社

97 789 中世騎士の武器術 ジェイ・エリック・ノイズ/著 円山夢久/著 新紀元社

98 789.2 ロレンスになれなかった男 小倉孝保/著 KADOKAWA

99 789.2 竹井式陳式太極拳の学び方 竹井正己/著 日貿出版社

100 789.2 柔の道 山下泰裕/編 講談社

101 791 茶席の雪月花 白波瀬宗幸/著 淡交社

102 791.0 好日絵巻 森下典子/著 パルコエンタテインメント事
業部

103 796.0 受け師の道 樋口薫/著 東京新聞

104 798.5 まるわかり!eスポーツ・ビジネス KPMGコンサルティング/監修 日本経済新聞
出版/編

日経BP日本経済新聞出版本部

105 799 ベリーダンサーのためのフォークロアブック  イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本真吾/著 岩波書店

2 802 言語の起源 ダニエル・L.エヴェレット/著 松浦俊輔/訳 白揚社

3 802 ピジン・クレオル諸語の世界 西江雅之/著 白水社

4 809.2 説明の技術 石田一洋/著 総合法令出版

5 809.4 声の文化を楽しむ 好本惠/著 日外アソシエーツ

6 810.1 「国語」ってなんだろう 安田敏朗/著 清水書院

7 810.4 外資系社長が出合った不思議すぎる日本語 デビット・ベネット/著 KADOKAWA

8 810.4 世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田裕子/監修 三才ブックス

9 810.7 「やさしい日本語」表現事典 庵功雄/編著 志賀玲子/著 丸善出版

10 811.2 小学1・2年生で習うのに大人も読めない漢字 構俊一/著 幻冬舎

11 814.4 知的な話し方が身につく教養としての日本語 齋藤孝/著 リベラル社

12 816.5 小論文これだけ!  国際・地域・観光・社会・メディア超基礎編 樋口裕一/著 東洋経済新報社

13 821.2 漢字の構造 落合淳思/著 中央公論新社

14 830.7 アジアNO.1英語教師の超勉強法 嶋津幸樹/著 DHC

15 831.1 フォニックス英語リスニング ジュミック今井/著
クロスメディア・ランゲー
ジ

16 832 語源でひもとく西洋思想史 渡部昇一/著 海竜社

17 834 問題を解きながら学ぶ基本英単語の語法 友繁義典/著 開拓社

18 834 同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ 松下佳世/編著 イカロス出版

19 834.4 英語イディオム英熟語語源辞典 清水建二/著 講談社

20 834.4 英熟語図鑑 清水建二/著 すずきひろし/著 かんき出版

21 834.5 英単語使い分けグラデーションマップ 平見尚隆/著 ベレ出版

22 837.8 パターンで身につけるリアル英会話フレーズ 上田麻鈴/著 ベレ出版

23 857.8 音読JAPON 浦島久/著 チャールズ・ドゥ・ウルフ/訳 IBCパブリッシング

24 857.8 サクサク話せる!フランス語会話 フローラン・ジレル・ボニニ/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 これは小説ではない 佐々木敦/著 新潮社

2 904 ぜんぶ本の話 池澤夏樹/著 池澤春菜/著 毎日新聞出版

3 904 世界文学へのいざない 小倉孝誠/編著 宇沢美子/著 新曜社

4 910.2 文豪聖地巡礼 朝霧カフカ/監修 立東舎

5 910.2 心友 小川荘六/著 作品社

6 910.2 140字の文豪たち 川島幸希/著 秀明大学出版会

7 910.2 文豪たちの口説き本 彩図社文芸部/編 彩図社

8 910.2 笑う桐野夏生 鈴村和成/著 言視舎

9 910.2 平安女子は、みんな必死で恋してた イザベラ・ディオニシオ/著 淡交社

10 910.2 「街小説」読みくらべ 都甲幸治/著 立東舎

11 910.2 言葉が見る夢 永岡杜人/著 同時代社

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 910.2 愛の手紙の決めゼリフ 中川越/著 海竜社

13 910.2 愛の手紙 日本近代文学館/編 青土社

14 910.2 京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房観音/著 西日本出版社

15 910.2 霧の彼方須賀敦子 若松英輔/著 集英社

16 910.2 日本小説批評の起源 渡部直己/著 河出書房新社

17 910.2 赤江瀑の世界  河出書房新社

18 910.2 寺山修司記念館  トゥーヴァージンズ

19 910.2 古井由吉  河出書房新社

20 910.4 暮らしの古典歳時記 吉海直人/著 KADOKAWA

21 911.1 万葉集の起源 (中公新書) 遠藤耕太郎/著 中央公論新社

22 911.1 百人一首の図像学 岡林みどり/著 批評社

23 911.1 田辺聖子の万葉散歩 田辺聖子/著 中央公論新社

24 911.3 杞憂に終わる連句入門 鈴木千惠子/著 文学通信

25 911.3 俳句入門 堀本裕樹/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

26 911.3 波多野爽波の百句 山口昭男/著 ふらんす堂

27 911.3 俳句旅枕 渡辺誠一郎/著 コールサック社

28 911.5 休息のとり方 福間健二/著 而立書房

29 913.4 お伽草子超入門 伊藤慎吾/編 勉誠出版

30 913.5 現代語訳怪談「諸国百物語」 志村有弘/訳 河出書房新社

31 914.6 生きる! 嵐山光三郎/著 新講社

32 914.6 死という最後の未来 石原慎太郎/著 曽野綾子/著 幻冬舎

33 914.6 漂流者の生きかた 五木寛之/著 姜尚中/著 東京書籍

34 914.6 ど忘れ書道 いとうせいこう/著 ミシマ社

35 914.6 無職本 太田靖久/ほか著 水窓出版

36 914.6 身のある話と、歯に詰まるワタシ 尾崎世界観/著 朝日新聞出版

37 914.6 またね。 木内みどり/著 岩波書店

38 914.6 ドン・キホーテ笑う! 鴻上尚史/著 論創社

39 914.6 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>  4 沢木耕太郎/編著 岩波書店

40 914.6 三日間の石 杉本真維子/著 響文社

41 914.6 88歳の自由 曽野綾子/著 興陽館

42 914.6 わかりやすさの罪 武田砂鉄/著 朝日新聞出版

43 914.6 みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 坪内祐三/著 幻戯書房

44 914.6 忘れられぬ人々  2 中村稔/著 青土社

45 914.6 日本人として国際人として 長谷川智恵子/著 PHPエディターズ・グループ

46 914.6 美女ステイホーム 林真理子/著 マガジンハウス

47 914.6 すべて名もなき未来 樋口恭介/著 晶文社

48 914.6 老年の品格 三浦朱門/著 海竜社

49 914.6 ざらざらをさわる 三好愛/著 晶文社

50 914.6 米寿を過ぎて長い旅 山折哲雄/著 海風社

51 914.6 異聞風土記 尹雄大/著 晶文社

52 915.6 森メトリィの日々 森博嗣/著 講談社

53 916 特攻最後の証言 岩井忠正/著 岩井忠熊/著 ザ・ブック

54 916 奇襲 大橋渡/著 Pヴァイン

55 916 仕事本 左右社編集部/編 左右社

56 918.6 美しい日本語 荷風  3 永井荷風/著 持田叙子/編著 慶應義塾大学出版会

57 921 新釈漢文大系  詩人編9  明治書院

58 923.7 時のきざはし 立原透耶/編 新紀元社

59 923.7 三体  2上・2下 劉慈欣/著 早川書房

60 929.1 屋上で会いましょう チョンセラン/著 すんみ/訳 亜紀書房

61 930.2 エリザベス・ボウエン エリザベス・ボウエン研究会/編 彩流社

62 930.2 イェイツとジョイスの時代のダブリン リチャード・M.ケイン/著 小田井勝彦/訳 小鳥遊書房

63 930.2 百年の記憶と未来への松明(トーチ) 霜鳥慶邦/著 松柏社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 931.7 吠える アレン・ギンズバーグ/著 柴田元幸/訳 スイッチ・パブリッシング

65 933.7 わたしの全てのわたしたち サラ・クロッサン/著 最果タヒ/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

66 933.7 悲しい毒 ベルトン・コッブ/著 菱山美穂/訳 論創社

67 933.7 賢者たちの街 エイモア・トールズ/著 宇佐川晶子/訳 早川書房

68 933.7 影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング/著 児玉敦子/訳 東京創元社

69 933.7 ピーター・パン  上・下 J.M.バリー/著 マリア・タタール/編 原書房

70 933.7 フレドリック・ブラウンSF短編全集  3 フレドリック・ブラウン/著 安原和見/訳 東京創元社

71 933.7 ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー/著 柴田元幸/
訳 白水社

72 936 25年後のセックス・アンド・ザ・シティ キャンディス・ブシュネル/著 長澤あかね/
訳 大和書房

73 936 メイドの手帖 ステファニー・ランド/著 村井理子/訳 双葉社

74 945.7 土星の環 W.G.ゼーバルト/著 鈴木仁子/訳 白水社

75 949.7 特捜部Q  8 ユッシ・エーズラ・オールスン/著 早川書房

76 949.7 余生と厭世 アネ・カトリーネ・ボーマン/著 木村由利
子/訳 早川書房

77 953.7 その日の予定 エリック・ヴュイヤール/著 塚原史/訳 岩波書店

78 953.7 彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ/著 齋藤可津子/訳 早川書房

79 954.7 おお、あなた方人間、兄弟たちよ アルベール・コーエン/著 紋田廣子/訳 国書刊行会

80 963 吐き気 オラシオ・カステジャーノス・モヤ/著 浜田
和範/訳 水声社

81 963 犬売ります フアン・パブロ・ビジャロボス/著 平田渡/
訳 水声社

82 995.2 言葉の守り人 ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ/著 吉田栄
人/訳 国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 凪に溺れる 青羽悠/著 PHP研究所

2 F ただいま神様当番 青山美智子/著 宝島社

3 F あめつちのうた 朝倉宏景/著 講談社

4 F 風を結う あさのあつこ/著 実業之日本社

5 F 鶴屋南北の殺人 芦辺拓/著 原書房

6 F 夢は捨てたと言わないで 安藤祐介/著 中央公論新社

7 F 天鵞絨・他 石川啄木/著 本の泉社

8 F 断罪 石川智健/著 光文社

9 F 赤い砂を蹴る 石原燃/著 文藝春秋

10 F 夏の迷い子 泉麻人/著 中央公論新社

11 F 日本蒙昧前史 磯崎憲一郎/著 文藝春秋

12 F 全部ゆるせたらいいのに 一木けい/著 新潮社

13 F 囚われの山 伊東潤/著 中央公論新社

14 F 邦人奪還 伊藤祐靖/著 新潮社

15 F ボニン浄土 宇佐美まこと/著 小学館

16 F 金閣を焼かなければならぬ 内海健/著 河出書房新社

17 F ふるえるからだ 大西智子/著 光文社

18 F コロナ黙示録 海堂尊/著 宝島社

19 F 心霊探偵八雲  12 神永学/著 KADOKAWA

20 F 心霊探偵八雲COMPLETE FILES 神永学/著 KADOKAWA

21 F 虜囚の犬 櫛木理宇/著 KADOKAWA

22 F 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ/著 講談社

23 F 万葉の打毬 熊木敏郎/著 雄山閣

24 F あがない 倉数茂/著 河出書房新社

25 F ティンカー・ベル殺し 小林泰三/著 東京創元社

26 F オフマイク 今野敏/著 集英社

27 F 黙示 今野敏/著 双葉社

28 F ファルセットの時間 坂上秋成/著 筑摩書房

29 F 蟬かえる 櫻田智也/著 東京創元社

30 F ないものねだりの君に光の花束を 汐見夏衛/著 KADOKAWA

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 F 会いに行って 笙野頼子/著 講談社

32 F 城壁 榛葉英治/著 文学通信

33 F 私が愛したトマト 高樹のぶ子/著 潮出版社

34 F 古事記異聞  3 高田崇史/著 講談社

35 F どうぞ愛をお叫びください 武田綾乃/著 新潮社

36 F さよなら、エンペラー 暖あやこ/著 新潮社

37 F 太宰治賞  2020 筑摩書房編集部/編 筑摩書房

38 F サキの忘れ物 津村記久子/著 新潮社

39 F ホーム 堂場瞬一/著 集英社

40 F 破局 遠野遙/著 河出書房新社

41 F オクトローグ 酉島伝法/著 早川書房

42 F 商う狼 永井紗耶子/著 新潮社

43 F 鬼人幻燈抄  4 中西モトオ/著 双葉社

44 F 十津川警部愛憎の行方 西村京太郎/著 徳間書店

45 F 鈴木家の噓 野尻克己/著 ポプラ社

46 F チーム・オベリベリ 乃南アサ/著 講談社

47 F ヒカリ 花村萬月/著 光文社

48 F 小説アドルフ・ヒトラー 2 濱田浩一郎/著 アルファベータブックス

49 F 泉鏡花<怪談会>全集 東雅夫/編 春陽堂書店

50 F 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川篤哉/著 実業之日本社

51 F 立待岬の鷗が見ていた 平石貴樹/著 光文社

52 F 慶喜と隆盛 福井孝典/著 作品社

53 F 京大はんと甘いもん 藤井清美/著 KADOKAWA

54 F 跳べ、暁! 藤岡陽子/著 ポプラ社

55 F 季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛 藤田貴大/著 河出書房新社

56 F 来世の記憶 藤野可織/著 KADOKAWA

57 F 縁結びカツサンド 冬森灯/著 ポプラ社

58 F ヴンダーカンマー 星月渉/著 竹書房

59 F 夏の流れ/河 丸山健二/著 田畑書店

60 F 夢をかなえるゾウ  4 水野敬也/著 文響社

61 F 音速の刃 未須本有生/著 文藝春秋

62 F 皆川博子長篇推理コレクション  3 皆川博子/著 日下三蔵/編 柏書房

63 F キリシタンの海 宮内図書/著 文芸社

64 F 黄色い夜 宮内悠介/著 集英社

65 F せきれいの詩 村木嵐/著 幻冬舎

66 F おいしいコーヒーのいれ方  Second Season9 村山由佳/著 集英社

67 F 女だてら 諸田玲子/著 KADOKAWA

68 F KILLTASK 行成薫/著 KADOKAWA

69 F 大江戸火龍改 夢枕獏/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B165 神秘主義 鈴木大拙/著 坂東性純/訳 岩波書店

2 B183.2 「般若心経」を読む 水上勉/著 中央公論新社

3 B234.0 ナチス軍需相の証言  上・下 アルベルト・シュペーア/著 品田豊治/訳 中央公論新社

4 B404 科学歳時記 寺田寅彦/著 KADOKAWA

5 B596.0 すき焼きを浅草で 平松洋子/著 下田昌克/画 文藝春秋

6 B910.2 村上春樹の世界 加藤典洋/著 講談社

7 B910.2 谷崎潤一郎・川端康成 三島由紀夫/著 中央公論新社

8 B914.6 銀座アルプス 寺田寅彦/著 KADOKAWA

9 B914.6 嵐の前の静けさ 吉本ばなな/著 幻冬舎

10 B915.6 山の朝霧 里の湯煙 池内紀/著 山と溪谷社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 B933.6 幸福な王子 オスカー・ワイルド/作 富士川義之/訳 岩波書店

12 B933.7 寄宿学校の天才探偵 モーリーン・ジョンソン/著 谷泰子/訳 東京創元社

13 B933.7 知りすぎた男 G.K.チェスタトン/著 南條竹則/訳 東京創元社

14 B933.7 ベイカー街の女たち ミシェル・バークビイ/著 駒月雅子/訳 KADOKAWA

15 B933.7 その手を離すのは、私 クレア・マッキントッシュ/著 高橋尚子/訳 小学館

16 B933.7 イグナイトミー  上・下 タヘラ・マフィ/著 金原瑞人/訳 潮出版社

17 B933.7 真夜中の子供たち  上 サルマン・ラシュディ/作 寺門泰彦/訳 岩波書店

18 B973 集結 マウリツィオ・デ・ジョバンニ/著 直良和
美/訳 東京創元社

19 BF これは経費で落ちません!  7 青木祐子/著 集英社

20 BF 銀翼の死角 麻見和史/著 KADOKAWA

21 BF 日雇い浪人生活録  9 上田秀人/著 角川春樹事務所

22 BF マルドゥック・アノニマス  5 冲方丁/著 早川書房

23 BF 殺人都市川崎 浦賀和宏/著 角川春樹事務所

24 BF 焼け跡の高校教師 大城立裕/著 集英社

25 BF 鴨川食堂もてなし 柏井壽/著 小学館

26 BF メゾン・ド・ポリス  5 加藤実秋/著 KADOKAWA

27 BF 黄昏坂七人斬り 門田泰明/著 徳間書店

28 BF 脱藩さむらい  4 金子成人/著 小学館

29 BF ヒーローズ<株>!!!  完 北川恵海/著 KADOKAWA

30 BF 100文字SF 北野勇作/著 早川書房

31 BF ゆきうさぎのお品書き  10 小湊悠貴/著 集英社

32 BF 冬桜ノ雀 佐伯泰英/著 文藝春秋

33 BF 侘助ノ白 佐伯泰英/著 文藝春秋

34 BF さよなら世界の終わり 佐野徹夜/著 新潮社

35 BF 新・入り婿侍商い帖  1 千野隆司/著 KADOKAWA

36 BF 帰郷 堂場瞬一/著 中央公論新社

37 BF よろず屋平兵衛江戸日記 鳥羽亮/著 光文社

38 BF パンダ探偵 鳥飼否宇/著 講談社

39 BF 大江戸少女カゲキ団  2 中島要/著 角川春樹事務所

40 BF 東京プレデターズ 七尾与史/著 角川春樹事務所

41 BF 由布院心中事件 西村京太郎/著 中央公論新社

42 BF なんて嫁だ 野口卓/著 集英社

43 BF 森まゆみと読む林芙美子「放浪記」 林芙美子/原著 森まゆみ/著 集英社

44 BF 土方歳三がゆく 細谷正充/編 門井慶喜/ほか著 集英社

45 BF 高校事変  7 松岡圭祐/著 KADOKAWA

46 BF 女副署長 松嶋智左/著 新潮社

47 BF 探偵は御簾の中 汀こるもの/著 講談社

48 BF 婚活食堂  3 山口恵以子/著 PHP研究所

49 BF スパイの妻 行成薫/著 講談社

50 BF 凶血 吉田恭教/著 KADOKAWA

51 BF 怪盗黒猫  1 和久田正明/著 二見書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T080 人生は後半戦が勝負! 楠木新/述 富山県民生涯学習カレッジ/編
富山県民生涯学習カレッ
ジ

2 T209.2 とやまの古墳時代集落遺跡等出土品 富山県埋蔵文化財センター/編 富山県埋蔵文化財センター

3 T223 魚津市史  自然編 魚津市史編纂委員会/編 魚津市教育委員会

4 T232.8 富山市願海寺城跡発掘調査報告書 アーキジオ/編 富山市教育委員会

5 T289 中川秀幸遺稿集 中川秀幸/著 酒井ありさ/編 酒井ありさ

6 T289 当意即妙 宮﨑忠次郎没後百五十年記念事業実行委員
会/編

宮﨑忠次郎没後百五十年記念
事業実行委員会

7 T317 とやまの姿  2020 富山県経営管理部広報課/編 富山県経営管理部広報課

8 T318.3 富山市の重点事業 令和3年度 富山市/編 富山市

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 T319.9 想い 「想い」編集委員会/編 富山県被爆者協議会

10 T375.1 子供がつくる「深い学び」 富山大学人間発達科学部附属小学校/著 東洋館出版社

11 T376.3 富山市立中学校紹介  令和3年度入学生版 富山市教育委員会学校教育課/編 富山市教育委員会

12 T377.3 とやまの私立専修学校・各種学校ガイド  2021 富山県専修学校各種学校連合会/編
富山県専修学校各種学校連合
会

13 T386 伝えたい民具と方言 砺波郷土資料館/編 砺波郷土資料館

14 T472.1 白山・立山花ガイド 栂典雅/文・写真 橋本確文堂

15 T510 富山市の建設  令和2年度 富山市建設部/編 富山市建設部

16 T596 富山・石川 おいしいパン案内  株式会社シー・エー・ピー

17 T670 BeCAL  2021年度版  株式会社シー・エー・ピー

18 T675 TSK株式会社80年史 TSK株式会社社史編集委員会/編 TSK株式会社

19 T699 富山テレビ放送開局50年史 富山テレビ放送開局50周年記念誌編纂委員
会/編 富山テレビ放送

20 T708 村上是正作品集 村上是正/著 百年書房

21 T780.6 涛嶺  
富山大学体育会50周年記念大
会実行委員会

22 T782 とやまを歩いて25年 松原和仁/ほか編
ウォーキング冒険塾25周年記
念誌編集委員会

23 T911.6 曲水の里 ふるさと短歌会/編 ふるさと短歌会

24 T915 賑やかな消滅 永沢幸治/著 永沢幸治

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あかいしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

2 E あなふさぎのジグモンタ とみながまい/作 たかおゆうこ/絵 ひさかたチャイルド

3 E あべ弘士のシートン動物記  1 E.T.シートン/原作 あべ弘士/文・絵 学研プラス

4 E アリペン ふじたあお/文 のぶちかめばえ/絵 絵本塾出版

5 E あるひあるとき あまんきみこ/文 ささめやゆき/絵 のら書店

6 E アンパンマンとうみのあくま やなせたかし/作・絵 フレーベル館

7 E うまれたよ!シデムシ 安田守/写真・文 岩崎書店

8 E おおきなうみとちいさなマーヴィー H@L/作・絵 フレーベル館

9 E 男の子でもできること プラン・インターナショナル/文 金原瑞人/
訳 西村書店

10 E おばあちゃんとことりと ベンジー・デイヴィス/作 いわじょうよし
ひと/訳 岩崎書店

11 E おばけでんしゃだおとうとうさぎ! ヨンナ・ビョルンシェーナ/作 ヘレンハル
メ美穂/訳 クレヨンハウス

12 E おむすびころりんはっけよい! 森くま堂/作 ひろかわさえこ/絵 偕成社

13 E おめでとうかいぎ 浜田桂子/作 理論社

14 E おれ、きょうりゅうしんかんせん 片平直樹/作 山口マオ/絵 交通新聞社

15 E かくれているよ海のなか 高久至/しゃしん かんちくたかこ/ぶん アリス館

16 E カメレオンどろぼう・ドロン 苅田澄子/作 伊藤夏紀/絵 あかね書房

17 E 環境破壊モンスターから地球を救おう! マリー・G.ローデ/著 小林玲子/訳 河出書房新社

18 E 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

19 E きょうりゅうのずかん 五十嵐美和子/作 富田京一/監修 白泉社

20 E きんぴらきょうだい 苅田澄子/文 大島妙子/絵 講談社

21 E くまのこ3きょうだい 中川ひろたか/作 中川貴雄/絵 教育画劇

22 E くろくまくんあわあわてあらい たかいよしかず/さく・え くもん出版

23 E けしごむぽんいぬがわん ほりかわりまこ/さく ひさかたチャイルド

24 E こうまのマハバット 市川里美/作 BL出版

25 E コートニー ジョン・バーニンガム/さく たにかわしゅん
たろう/やく ほるぷ出版

26 E ここは 最果タヒ/文 及川賢治/絵 河出書房新社

27 E 五十音 北原白秋/詩 高畠純/絵 光村教育図書

28 E 細菌ホテル キムソンファ/文 クォンスジン/文 金の星社

29 E サンキュー、ヒーロー パトリシア・ヘガティ/文 マイケル・エマー
ソン/絵 化学同人

30 E サンゴと生きる 中村征夫/写真・文 茅根創/監修 大空出版

31 E さんしょっ子 安房直子/作 いもとようこ/絵 金の星社

32 E しおかぜにのって かじりみな子/さく 偕成社

33 E ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ/作 横山和江/訳 サウザンブックス社

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 E すごい虫ずかん じゅえき太郎/作 須田研司/監修 KADOKAWA

35 E スマホをひろったにわとりは ニック・ブランド/さく いしだみき/やく マイクロマガジン社

36 E せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス/作 レベッカ・コッブ/絵 鈴木出版

37 E ぞぞぞぞでんしゃ 薫くみこ/作 かとうようこ/絵 ひさかたチャイルド

38 E タコとイカはどうちがう? 峯水亮/写真 池田菜津美/文 ポプラ社

39 E たびにでた 楓真知子/作 絵本館

40 E だれのほね? たけうちちひろ/文・切り絵 西澤真樹子/監
修 出版ワークス

41 E ちいさなかわいいおべんとうばこ 宮野聡子/作 小学館

42 E ちいさなじょおうばちマルグリット アントン・クリングス/ぶん・え 河野万里
子/やく

イマジネイション・プラ
ス

43 E つかまえた 田島征三/作 偕成社

44 E ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下文子/文 鈴木まもる/絵 偕成社

45 E どうぶつたちのじどうしゃレース しまおかゆみこ/ぶん アバシ・ムブカ/え かもがわ出版

46 E トリケラトプスのなんでもないいちにち 竹下文子/文 鈴木まもる/絵 偕成社

47 E なでなでなーで にへいたもつ/作 わたなべさとこ/絵 KADOKAWA

48 E なにがみえるかな かわはらり/さく・え 文芸社

49 E ねんころりん ジョン・バーニンガム/さく 谷川俊太郎/や
く ほるぷ出版

50 E ハクトウワシ 前川貴行/写真・文 新日本出版社

51 E ばけばけばけばけばけたくん  おかしの巻 岩田明子/ぶん・え 大日本図書

52 E はつめいたいかい ピップ・ジョーンズ/ぶん サラ・オギル
ヴィー/え BL出版

53 E パパぺんぎんとたまご フランス・クアトロム/さく ザビエル・ブロ
ンカード/え マイクロマガジン社

54 E ファイアー 長谷川集平/作 理論社

55 E ふーってして 松田奈那子/作 KADOKAWA

56 E ペロずきんちゃん いちごがペロペロボワ〜ン 山本まもる/原案・絵 もりやしげやす/文 小学館

57 E ほうひてんしきへひりのぷうう 山崎朋絵/作 山崎克己/絵 鈴木出版

58 E ぼくといっしょに シャルロット・デマトーン/作 野坂悦子/訳 ブロンズ新社

59 E ぼくのすきなおじさん 長新太/さく 絵本塾出版

60 E ぼくはにんげん スーザン・ヴェルデ/文 ピーター・レイノル
ズ/絵 新評論

61 E ぼくはむくどりのヘンリー アレクシス・ディーコン/文 ヴィヴィアン・
シュワルツ/絵 カクイチ研究所

62 E ぼくらはもりのダンゴムシ まつおかたつひで/さく ほるぷ出版

63 E ポッポーきかんしゃ とよたかずひこ/著 アリス館

64 E ほらふきカールおじさん 斉藤洋/文 高畠純/絵 講談社

65 E まあるくなーれわになれ 真珠まりこ/作・絵 鈴木出版

66 E まなちゃんはおおかみ 種村有希子/作 偕成社

67 E みえた!うみべのいきもののひみつ キャロン・ブラウン/作 アリッサ・ナス
ナー/絵 くもん出版

68 E みどりのほし 林木林/作 長谷川義史/絵 童心社

69 E ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま 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

70 E よこいしょういちさん かめやまえいこ/ぶん・え ゆいぽおと

71 E リサとガスパール キティちゃんをパリでおむかえ アン・グットマン/ぶん ゲオルグ・ハレンス
レーベン/え 光文社

72 E わっはは ぼくのなつやすみ おのりえん/作 タダサトシ/絵 こぐま社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 できるキッズ スクラッチでゲームをつくろう! 三橋優希/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

2 K141 いろんなきもち エリノア・グリーンウッド/著 平木典子/訳 保育社

3 K141 9歳のこころのじてん パクソンウ/文 キムヒョウン/絵 小学館

4 K147 3分後にゾッとする話 野宮麻未/著 怖い話研究会/著 理論社

5 K159 きみはスゴイぜ! マシュー・サイド/著 竹中てる実/訳 飛鳥新社

6 K159 10代から考える生き方選び (岩波ジュニア新書) 竹信三恵子/著 岩波書店

7 K217 命のうた 竹内早希子/著 石井勉/絵 童心社

8 K288 国旗のまちがいさがし 苅安望/監修
クロスメディア・パブリッシ
ング

9 K290 旅が好きだ! 河出書房新社/編 角田光代/ほか著 河出書房新社

10 K291 イラストでわかる都道府県じてん  2020 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 K317 公務員という仕事 (ちくまプリマー新書) 村木厚子/著 筑摩書房

12 K320 人権と自然をまもる法ときまり  1 笹本潤/法律監修 藤田千枝/編 大月書店

13 K333 こどもSDGs 秋山宏次郎/監修 バウンド/著 カンゼン

14 K366 おしごと年鑑 2020 谷和樹/監修 朝日新聞社/編 朝日新聞社

15 K369 水害の大研究 河田惠昭/監修 PHP研究所

16 K376 必読!必勝!受験のための「孫子の兵法」 齋藤孝/著 PHP研究所

17 K384 せかいいっしゅうあそびのたび ペズル/文 平澤南/絵 プレジデント社

18 K385 はじめての子どもマナーずかん 田中ゆり子/監修 スタジオタッククリエイティ
ブ

19 K404 手作りスライムとこむぎねんどの本 Jamie Harrington/著 Brittanie Pyper/著 オライリー・ジャパン

20 K407 身近な材料でKidsおもしろ科学実験ラボ 青野裕幸/著 相馬惠子/著 いかだ社

21 K407 科学の実験 ガリレオ工房/指導・監修 伊知地国夫/ほか
写真 小学館

22 K450 へんてこりんな地球図鑑 岩谷圭介/文 柏原昇店/絵 小学館

23 K457 恐竜と古代の生き物図鑑 ジョン・ウッドワード/著 ダレン・ナイシュ/
監修 創元社

24 K457 超リアル恐竜サバイバル図鑑 小林快次/監修 G.B.

25 K457 NHK子ども科学電話相談恐竜スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 小林快
次/監修 NHK出版

26 K457 すごくてヤバい恐竜図鑑 平山廉/監修 蟹めんま/絵 カンゼン

27 K457 恐竜学 真鍋真/著 学研プラス

28 K457 なぞにせまれ!世界の恐竜 1 渡部真人/監修 汐文社

29 K467 すごいぞ!進化 アンナ・クレイボーン/文 ウェスリー・ロビ
ンズ/絵 NHK出版

30 K468 つれてこられただけなのに 小宮輝之/監修 今井桂三/絵 偕成社

31 K470 植物 天野誠/監修 斎木健一/監修 講談社

32 K474 すごいぜ!菌類 (ちくまプリマー新書) 星野保/著 筑摩書房

33 K480 どうぶつ  学研プラス

34 K481 図解大事典猛毒生物 加藤英明/著 新星出版社

35 K482 わけあって絶滅しました。  も〜っと 丸山貴史/著 今泉忠明/監修 ダイヤモンド社

36 K485 うちにカブトガニがやってきた!? 石井里津子/文 松本麻希/絵 学研プラス

37 K486 なぜなぜ?こん虫ふしぎ図鑑 須田研司/監修 チャイルド本社

38 K486 じぶんでよめるこんちゅうずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

39 K486 NHK子ども科学電話相談昆虫スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 丸山宗
利/監修 NHK出版

40 K486 むし  学研プラス

41 K487 南極のさかな大図鑑 岩見哲夫/文 廣野研一/絵 福音館書店

42 K487 魚 福井篤/監修 講談社

43 K489 ヤクシマザルを追って 山極寿一/文 ふしはらのじこ/絵 野草社

44 K491 モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二/文 ヨシタケシンスケ/絵 NHK出版

45 K498 みんなでウイルスとたたかおう!  2 エロイーズ・マグレガー/文 アリックス・
ウッド/絵 化学同人

46 K520 建築士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

47 K536 全国の電車大図鑑 (まっぷるキッズ)  昭文社

48 K537 世界のスポーツカー図鑑  スタジオタッククリエイティ
ブ

49 K588 ガリガリ君ができるまで 岩貞るみこ/文 黒須高嶺/絵 講談社

50 K594 かんたん!かわいい女の子の手芸&工作BOOK 「女の子の手芸と工作」編集室/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

51 K596 はじめての和食えほん 夏のごちそうつくろう 柳原尚之/著 近藤圭恵/絵 文溪堂

52 K645 捨て犬・未来、しあわせの足あと 今西乃子/著 浜田一男/写真 岩崎書店

53 K645 話せばわかる!?ネコごころ CAMP NYAN TOKYO/監修 ドコノコ/写真 ポプラ社

54 K645 話せばわかる!イヌごころ 今野晃嗣/監修 ドコノコ/写真 ポプラ社

55 K646 カブトムシ・クワガタ飼い方&原色図鑑 佐々木浩之/写真・文 コスミック出版

56 K680 はこぶ仕事のひみつ図鑑  スタジオタッククリエイティ
ブ

57 K699 希望、きこえる? 榮谷明子/著 汐文社

58 K709 知っておきたい!日本の「世界遺産」がわかる本 世界遺産を学ぶ会/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

59 K750 スーパー図解工作図鑑 かざまりんぺい/著 主婦の友社

60 K751 ねんどdeクッキングBOOK はっとりみどり/著 日東書院本社

61 K761 ありそうでなかった形から引ける音楽記号辞典 トーオン編集部/編著 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 K780 大人も知らない!?スポーツの実は… 白旗和也/監修 文響社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

63 K780 運動ができる・すきになる本  1～2 眞榮里耕太/監修 国土社編集部/編集 国土社

64 K783 試合で勝てる!小学生のバドミントンダブルス上達のコツ50 城戸友行/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

65 K783 試合で勝てる!小学生のソフトボール上達のコツ 谷本正美/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

66 K809 こどもプレゼン教室 前田鎌利/著 宝島社

67 K816 脚本家が教える読書感想文教室 篠原明夫/著 主婦の友社

68 K908 ティッキ・ピッキ・ブン・ブン 東京子ども図書館/編纂 大社玲子/絵 東京子ども図書館

69 K913 こぐまと星のハーモニカ 赤羽じゅんこ/作 小池アミイゴ/絵 フレーベル館

70 K913 大嫌いな君に、サヨナラ いかだかつら/著 PHP研究所

71 K913 青春ノ帝国 石川宏千花/著 あすなろ書房

72 K913 ギフト、ぼくの場合 今井恭子/作 小学館

73 K913 子うしのきんじろう 今西乃子/作 ひろみちいと/絵 岩崎書店

74 K913 ぐうたらとけちとぷー 加瀬健太郎/作 横山寛多/絵 偕成社

75 K913 SFショートストーリー傑作セレクション  超能力篇 日下三蔵/編 汐文社

76 K913 魔女のうらないグミ 草野あきこ/作 ひがしちから/絵 PHP研究所

77 K913 まほろばトリップ 倉本由布/著 アリス館

78 K913 ルドルフとノラねこブッチー 斉藤洋/作 杉浦範茂/絵 講談社

79 K913 みちのく妖怪ツアー 3 佐々木ひとみ/作 野泉マヤ/作 新日本出版社

80 K913 ラグリマが聞こえる ささぐちともこ/著 くまおり純/絵 汐文社

81 K913 グルメ小学生恋の羽根つきギョーザ 次良丸忍/作 小笠原智史/絵 金の星社

82 K913 バウムクーヘンとヒロシマ 巣山ひろみ/著 銀杏早苗/絵 くもん出版

83 K913 リバース 染谷果子/共著 萩原弓佳/共著 PHP研究所

84 K913 スイマー 高田由紀子/著 結布/絵 ポプラ社

85 K913 ラストでわかるだれの手紙 たからしげる/編 PHP研究所

86 K913 ぼくらのなぞ虫大研究 谷本雄治/作 羽尻利門/絵 あかね書房

87 K913 妖怪たちと秘密基地 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

88 K913 サンドイッチクラブ 長江優子/作 岩波書店

89 K913 ワタシゴト 中澤晶子/作 ささめやゆき/え 汐文社

90 K913 氷室のなぞと秘密基地 中谷詩子/作 よこやまようへい/絵 国土社

91 K913 ルビねこと星ものがたり 野中柊/作 松本圭以子/絵 理論社

92 K913 あおいの世界 花里真希/著 中島梨絵/装画 講談社

93 K913 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向理恵子/作 吉田尚令/絵 童心社

94 K913 怪奇漢方桃印 廣嶋玲子/作 田中相/絵 講談社

95 K913 じりじりの移動図書館(ブックカー) 廣嶋玲子/著 まはら三桃/著 講談社

96 K913 区立あたまのてっぺん小学校 間部香代/作 田中六大/絵 金の星社

97 K913 山のうらがわの冒険 みおちづる/作 広瀬弦/絵 あかね書房

98 K913 キャベたまたんていこふん時代へタイムスリップ 三田村信行/作 宮本えつよし/絵 金の星社

99 K913 たまごの魔法屋トワ  2 宮下恵茉/作 星谷ゆき/絵 文響社

100 K913 つなげ!アヒルのバトン 麦野圭/作 伊野孝行/絵 文研出版

101 K913 イーブン 村上しいこ/作 小学館

102 K913 魔女と花火と100万円 望月雪絵/作 講談社

103 K916 完司さんの戦争 越智典子/文 コルシカ/絵・漫画 偕成社

104 K933 インカ帝国天空の都 メアリー・ポープ・オズボーン/著 食野雅
子/訳 KADOKAWA

105 K933 ミス・マープルの名推理 予告殺人 アガサ・クリスティー/著 羽田詩津子/訳 早川書房

106 K933 庭づくりはひみつ! カリーナ・ヤン・グレーザー/作・絵 田中
薫子/訳 徳間書店

107 K933 フレンドシップウォー アンドリュー・クレメンツ/著 田中奈津子/
訳 講談社

108 K933 ミオととなりのマーメイド  7 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/訳 ポプラ社

109 K933 震える叫び R.L.スタイン/監修 レイ・ダニエル/著 理論社

110 K933 夜フクロウとドッグフィッシュ ホリー・ゴールドバーグ・スローン/作 メ
グ・ウォリッツァー/作 小学館

111 K933 歌がにがてな人魚 ルイス・スロボドキン/作 小宮由/訳 瑞雲舎

112 K933 オオカミの旅 ロザンヌ・パリー/作 モニカ・アルミー
ニョ/絵 あかね書房

113 K933 どっちの勝ち? トニ・モリスン/文 スレイド・モリスン/文 みすず書房

114 K953 プチ・ニコラのなやみ ゴシニ/文 サンペ/絵 世界文化社
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