
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 人文学の学び方 金子晴勇/著 知泉書館

2 002 齋藤孝式“学ぶ”ための教科書 齋藤孝/著 辰巳出版

3 002.7 才能をひらく編集工学 安藤昭子/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

4 002.7 ほぼ日手帳公式ガイドブック 2021 ほぼ日刊イトイ新聞/編著 マガジンハウス

5 007.1 動かして学ぶ量子コンピュータプログラミング Eric R.Johnston/著 Nic Harrigan/著 オライリー・ジャパン

6 007.1 はじめてのAI 土屋誠司/著 創元社

7 007.1 ゼロからつくるPython機械学習プログラミング入門 八谷大岳/著 講談社

8 007.1 人工知能のアーキテクトたち MARTIN FORD/著 松尾豊/監訳 オライリー・ジャパン

9 007.3 Slack基本&便利技 オンサイト/著 技術評論社

10 007.3 Zoom 1歩先のツボ77 木村博史/著 ソシム

11 007.3 ネット興亡記 杉本貴司/著 日経BP日本経済新聞出版本部

12 007.3 Slack120%活用術 Slackビジネス研究会/著 宝島社

13 007.3 メディアシフト 関口ケント/著 宝島社

14 007.3 オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋龍征/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

15 007.3 ゼロから始めるプロダクトマネジメント 丹野瑞紀/著 技術評論社

16 007.3 最新データ流通ビジネスがよ〜くわかる本 データ流通推進協議会/監修 秀和システム

17 007.3 できるZoomビデオ会議が使いこなせる本 法林岳之/著 清水理史/著 インプレス

18 007.3 SNS暴力 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

19 007.3 いっきにわかる!Slackの始め方・使い方  宝島社

20 007.5 プロの検索テクニック 原田智子/編著 情報科学技術協会/監修 樹村房

21 007.6 初心者からちゃんとしたプロになるHTML+CSS実践講座 相原典佳/共著 草野あけみ/共著
エムディエヌコーポレーショ
ン

22 007.6 めんどうな作業が秒速で終わる!Excel×Python自動化の超基本 伊沢剛/著 宝島社

23 007.6 入門Blender 2.9 伊丹シゲユキ/著 秀和システム

24 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!パソコン超入門 井上香緒里/著 技術評論社

25 007.6 Windows 10完全ガイド 井上香緒里/著 SBクリエイティブ

26 007.6 いちばんやさしいスマートフォンSEOの教本 江沢真紀/著 コガン・ポリーナ/著 インプレス

27 007.6 神速パソコン仕事術見るだけノート 岡田充弘/監修 宝島社

28 007.6 1週間でC言語の基礎が学べる本 亀田健司/著 インプレス

29 007.6 今すぐ使えるかんたんMicrosoft365 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

30 007.6 Scratchで学ぶビジュアルプログラミング 黒川利明/著 朝倉書店

31 007.6 ネット技術の新常識 I O編集部/編集 工学社

32 007.6 ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門 澤部直太/共著 西山聡/共著 オーム社

33 007.6 新・明解Java入門 柴田望洋/著 SBクリエイティブ

34 007.6 Linuxカーネルの教科書 末安泰三/著 日経Linux/編 日経BP

35 007.6 いちばんやさしいPythonの教本 鈴木たかのり/著 ビープラウド/著 インプレス

36 007.6 Excel最速時短術 鈴木眞里子/著 日経PC21/編 日経BP

37 007.6 図解まるわかりクラウドのしくみ 西村泰洋/著 翔泳社

38 007.6 Webデザイン見るだけノート 服部雄樹/監修 宝島社

39 007.6 ITエンジニアがときめく自動化の魔法 増井敏克/著 ソシム

40 007.6 スクラッチプログラミング事例大全集 松下孝太郎/著 山本光/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 007.6 最短距離でゼロからしっかり学ぶPython入門 実践編/必修編 Eric Matthes/著 鈴木たかのり/訳 技術評論社

42 007.6 すぐできる74の“パソコン機能”スッキリ整理術 宮下由多加/著 ジャムハウス

43 007.6 Python2年生データ分析のしくみ 森巧尚/著 翔泳社

44 007.6 Excelでできるデータの集計・分析を極めるための本 森田貢士/著 ソシム

45 007.6 ゼロから覚えるHTML&CSSの基本 吉岡豊/著 秀和システム

46 007.6 できる仕事がはかどるPython & Excel自動処理全部入り。 リブロワークス/著 ビープラウド/監修 インプレス

47 010.2 戦国の図書館 新藤透/著 東京堂出版

48 018 課題解決のための専門図書館ガイドブック 専門図書館協議会私立図書館小委員会/編 読書工房

49 019.0 本のリストの本 南陀楼綾繁/著 書物蔵/著 創元社

50 019.0 読書の歴史を問う 和田敦彦/著 文学通信

51 019.2 はじめての読書メソッド 有元秀文/著 松原ゆかり/著 合同出版

52 019.5 子どもの本から世界をみる 石井郁子/著 片岡洋子/著 かもがわ出版

53 019.5 絵本BOOK END 2020 絵本学会機関誌編集委員会/編集 絵本学会

54 019.9 中古典のすすめ 斎藤美奈子/著 紀伊國屋書店

55 019.9 一生モノの教養が身につく世界の古典 必読の名作・傑作200冊 佐藤優/監修 宝島社

56 021.2 駆け出しクリエイターのための著作権Q&A 川上大雅/著 玄光社

57 069 ミュージアムを知ろう 横山佐紀/著 ぺりかん社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 哲学はこう使う 堀越耀介/著 実業之日本社

2 114 生きるということ エーリッヒ・フロム/著 佐野哲郎/訳 紀伊國屋書店

3 115 現代認識論入門 上枝美典/著 勁草書房

4 125.5 現代に甦る陽明学 吉田和男/著 晃洋書房

5 140 生きる勇気 アルフレッド・アドラー/著 坂東智子/訳 興陽館

6 140 道徳の自然誌 マイケル・トマセロ/著 中尾央/訳 勁草書房

7 140.2 図鑑心理学 トム・ジャクソン/著 清水寛之/監訳・訳 ニュートンプレス

8 140.4 自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス メンタリストDaiGo/著 PHP研究所

9 140.4 大人の心理術ノート 西島秀穂/著 総合法令出版

10 141.5 最強の集中力 ニール・イヤール/著 ジュリー・リー/著 日経BP

11 141.5 問題発見力を鍛える  (講談社現代新書) 細谷功/著 講談社

12 141.9 性格とは何か  (中公新書) 小塩真司/著 中央公論新社

13 145.4 はじめての催眠術  (講談社現代新書) 漆原正貴/著 講談社

14 146.8 敏感すぎる私の活かし方 エレイン・N.アーロン/著 片桐恵理子/訳 パンローリング

15 146.8 複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本 アナベル・ゴンザレス/著 大河原美以/監訳 日本評論社

16 146.8 「愛」という名のやさしい暴力 斎藤学/著 扶桑社

17 146.8 人生のタネ明かし 志村祥瑚/著 講談社

18 146.8 許す練習 杉山崇/著 あさ出版

19 146.8 イヤな人間関係から抜け出す本 高品孝之/著 あさ出版

20 146.8 「繊細さん」の知恵袋 武田友紀/著 マガジンハウス

21 146.8 自分の気持ちがわからない沼から抜け出したい 田中よしこ/著 KADOKAWA

22 146.8 逃げる技術 根本裕幸/著 徳間書店

23 151.2 自己責任という暴力 齋藤雅俊/著 未來社

24 151.6 7日間で「幸せになる」授業 前野隆司/著 PHPエディターズ・グループ

25 152 愛するということ エーリッヒ・フロム/著 鈴木晶/訳 紀伊國屋書店

26 152.1 別れる勇気 家田荘子/著 さくら舎

27 159 できる40代は、「これ」しかやらない 大塚寿/著 PHP研究所

28 159 成功者がしている100の習慣 ナイジェル・カンバーランド/著 児島修/訳 ダイヤモンド社

29 159 逆境を乗り越える渋沢栄一の言葉 桑原晃弥/著 リベラル社

30 159 人生を変える「続ける」技術 坂本勝俊/著 船橋由紀子/著 ナツメ社

31 159 頭のいい継続こそ力なり。 塚本亮/著 すばる舎

32 159 捨てる。だからずば抜ける。 塚本亮/著 大和書房

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 159 ヤバいモチベーション 塚本亮/著 SBクリエイティブ

34 159 図解バビロンの大富豪 中野明/著 学研プラス

35 159 はじめて読む人のための人間学 藤尾秀昭/著 致知出版社

36 159 スタンフォード式生き抜く力 星友啓/著 ダイヤモンド社

37 159 バカという生き方 和田秀樹/著 実務教育出版

38 159.4 藁を手に旅に出よう 荒木博行/著 文藝春秋

39 159.4 トップの法則 伊藤芳則/著 秀和システム

40 159.4 プレイフル・シンキング 上田信行/著 宣伝会議

41 159.4 幸せは不幸な出来事を装ってやってくる 大石吉成/著 マネジメント社

42 159.4 複業の思考法 酒井潤/著 PHP研究所

43 159.4 仕事の哲学 酒巻久/著 PHP研究所

44 159.4 「あなたにお願いしたい」と言われる仕事のコツ88 佐々木順子/著 ぱる出版

45 159.4 90歳まで働く 田原総一朗/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

46 159.4 なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤでバイトするのか? 村山太一/著 飛鳥新社

47 159.6 鴨居羊子の生き方百科 鴨居羊子/著 PHPエディターズ・グループ

48 159.6 ずるい美人 福山真由美/著 WAVE出版

49 159.7 70歳からの世界征服 中田考/著 田中真知/著 百万年書房

50 159.7 50代でうまくいく人の無意識の習慣 中谷彰宏/著 青春出版社

51 159.7 一人暮らしパラダイス 弘兼憲史/著 大和書房

52 159.7 弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 弘兼憲史/著 海竜社

53 159.8 別れを癒す、365日のことば マーサ・ヒックマン/著 雨海弘美/訳 KADOKAWA

54 164.1 スサノヲの正体 戸矢学/著 河出書房新社

55 175.9 京都異界に秘められた古社寺の謎 新谷尚紀/編 ウェッジ

56 175.9 御朱印でめぐる大阪兵庫の神社 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

57 185.7 こんなにもすばらしい10人の住職 『月刊住職』編集部/編 興山舎

58 188.5 御朱印でめぐる高野山 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

59 188.8 最後にあなたを救う禅語 大愚元勝/著 扶桑社

60 188.8 老いて、自由になる。 平井正修/著 幻冬舎

61 188.8 死ぬ練習 南直哉/著 宝島社

62 188.8 十牛図に学ぶ 横田南嶺/著 致知出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 宇宙考古学の冒険 サラ・パーカック/著 熊谷玲美/訳 光文社

2 204 若者に伝えたい英雄たちの世界史 倉山満/著 ワニブックス

3 209 これならわかる戦争の歴史Q&A 石出法太/著 石出みどり/著 大月書店

4 209 「宗教」で読み解く世界史 宇山卓栄/著 日本実業出版社

5 210.4 お父さん、日本のことを教えて! 赤塚高仁/著 自由国民社

6 211 「90秒スタディ」ですぐわかる!日本史速習講義 伊藤賀一/著 PHPエディターズ・グループ

7 211 天皇の国史 竹田恒泰/著 PHP研究所

8 211 日本史の賢問愚問 中里裕司/編 山川出版社

9 211.2 日本大衆文化史 日文研大衆文化研究プロジェクト/編著 伊藤
慎吾/ほか著 KADOKAWA

10 211.8 ロマノフ王朝時代の日露交流 東洋文庫/監修 生田美智子/監修 勉誠出版

11 213 日本書紀と神社が語る天皇誕生史 崎元正教/著 歴研

12 213 地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 瀧音能之/監修 昭文社

13 213.7 武士の原像 関幸彦/著 吉川弘文館

14 214 村上水軍 園尾隆司/著 金融財政事情研究会

15 214.7 本当は誤解だらけの戦国合戦史 海上知明/著 徳間書店

16 214.7 戦国時代の天皇と公家衆たち 日本史史料研究会/監修 神田裕理/編 文学通信

17 214.7 企業として見た戦国大名 真山知幸/著 彩図社

18 215.8 新選組粛清録 伊東成郎/著 河出書房新社

19 215.8 安政五年、江戸パンデミック。 立川談慶/著 ソニー・ミュージックエンタ
テインメント

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 216 民衆暴力  (中公新書) 藤野裕子/著 中央公論新社

21 216.1 明治維新の意味 北岡伸一/著 新潮社

22 217.5 西瓜とゲートル 桑原茂夫/著 春陽堂書店

23 217.5 戦時下のくらし 小泉和子/監修 平凡社

24 217.5 日本の戦争を報道はどう伝えたか 羽原清雅/著 書肆侃侃房

25 219.9 海の上の建築革命 中村享一/著 忘羊社

26 220 シルクロード世界史 森安孝夫/著 講談社

27 220.7 吉田謙吉が撮った戦前の東アジア 吉田謙吉/撮影 塩澤珠江/著 草思社

28 222 教養としての「中国史」の読み方 岡本隆司/著 PHPエディターズ・グループ

29 222.0 一冊でわかる中国史 岡本隆司/監修 河出書房新社

30 223.7 タイ史 飯島明子/編 小泉順子/編 山川出版社

31 227.2 ペルシア帝国  (講談社現代新書) 青木健/著 講談社

32 230.3 ヨーロッパ古代「ケルト」の残照 武部好伸/著 彩流社

33 232.8 ローマ史再考 田中創/著 NHK出版

34 234 旧ドイツ領全史 衣笠太朗/著 パブリブ

35 253.0 海賊の栄枯盛衰 エリック・ジェイ・ドリン/著 吉野弘人/訳 パンローリング

36 253.0 グローバル時代のアメリカ  (岩波新書 新赤版) 古矢旬/著 岩波書店

37 280.4 世界は女性が変えてきた ケイト・ホッジス/著 サラ・パップワース/イ
ラスト 東京書籍

38 281.0 まなざしの力 渡辺考/著 かもがわ出版

39 283.3 悪党たちの大英帝国 君塚直隆/著 新潮社

40 289.1 ちょっとケニアに行ってくる 池田正夫/著 彩流社

41 289.1 真実の原敬  (講談社現代新書) 伊藤之雄/著 講談社

42 289.1 宇喜多秀家 大西泰正/著 平凡社

43 289.1 オレの東大物語 加藤典洋/著 集英社

44 289.1 統合幕僚長 河野克俊/著 ワック

45 289.1 ビューティーケアがくれた贈りもの 今野清子/著 PHPエディターズ・グループ

46 289.1 伊達政宗の素顔 佐藤憲一/著 吉川弘文館

47 289.1 何のため、人は生きるか 鈴木健二/著 さくら舎

48 289.1 文字の読めないパイロット 高梨智樹/著 イースト・プレス

49 289.1 国賊か、英傑か大老井伊直弼の生涯 田原総一朗/著 海竜社

50 289.1 シャツとダンス 玉置美智子/著 文藝春秋

51 289.1 埋もれた歴史 東郷えりか/著 パレード

52 289.1 反省記 西和彦/著 ダイヤモンド社

53 289.1 愛、深き淵より。 星野富弘/著 学研プラス

54 289.1 渋沢栄一 人生をひらく 前田信弘/編著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

55 289.1 江戸時代の明智光秀 村上紀夫/著 創元社

56 289.1 新・五代友厚伝 八木孝昌/著 PHP研究所

57 289.2 李登輝 早川友久/著 ビジネス社

58 289.3 どんなわたしも愛してる ジョナサン・ヴァン・ネス/著 安達眞弓/訳 集英社

59 289.3 カエサル  (岩波新書 新赤版) 小池和子/著 岩波書店

60 289.3 世界で最も危険な男 メアリー・トランプ/著 草野香/ほか訳 小学館

61 289.3 ネルソン・マンデラ セロ・ハタン/著 ヴァーン・ハリス/著 あすなろ書房

62 289.3 なぜ彼女は革命家になったのか ゲルハルト・レオ/著 小杉隆芳/訳 法政大学出版局

63 290 地球の自然と環境大百科 DK社/編著 野口正雄/訳 原書房

64 290.1 学びなおすと地理はおもしろい 宇野仙/著 ベレ出版

65 290.4 読んで旅する秘密の地図帳 おもしろ地理学会/編 青春出版社

66 290.8 世界のダンジョン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

67 290.9 世界観光事情まち歩きの楽しみ 秋山秀一/著 新典社

68 290.9 地球の歩き方 A07 パリ＆近郊の町 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

69 290.9 地球の歩き方 D23 ラオス 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

70 290.9 地球の歩き方 D29 ネパールとヒマラヤトレッキング 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

71 290.9 地球の歩き方 J01 東京 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 290.9 ようこそドラマチックジャーニーへ 中村伸一/著 産業編集センター

73 290.9 少女のための海外の話 三砂ちづる/著 ミツイパブリッシング

74 291.0 山とあめ玉と絵具箱 川原真由美/文・絵 リトルモア

75 291.0 バイクで行く廃駅・廃線めぐり 栗栖国安/著 天夢人

76 291.0 全国御城印大図鑑 攻城団/著 宝島社

77 291.0 全国“オンリーワン”路線バスの旅 宮武和多哉/著 イカロス出版

78 291.0 道の駅完全ガイドブック 2020-21  コスミック出版

79 291.1 365日北海道絶景の旅 いろは出版/編集 いろは出版

80 291.3 秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ  '20〜'21  成美堂出版

81 291.5 ナゴヤ愛 陽菜ひよ子/文・漫画・イラスト 宮田雄平/
写真 秀和システム

82 291.5 写真で楽しむ山梨百名山 山梨日日新聞社/編集 山梨日日新聞社

83 291.5 伊勢志摩 鳥羽  '21-'22年版  朝日新聞出版

84 291.5 信州 善光寺 松本 2020  JTBパブリッシング

85 291.9 沖縄 慶良間諸島  '21-'22年版  朝日新聞出版

86 291.9 九州ベストプラン 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

87 293.5 フランスの小さな村を旅してみよう 木蓮/写真&文 東海教育研究所

88 295.3 アメリカ暮らしすぐに使える常識集 山本美知子/著 斉藤由美子/著 亜紀書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 ユニークな「日本文化」論 大森和夫/編著 大森弘子/編著 国際交流研究所

2 302.2 地図で見るイスラエルハンドブック フレデリック・アンセル/著 鳥取絹子/訳 原書房

3 302.2 韓国社会の現在  (中公新書) 春木育美/著 中央公論新社

4 302.4 ザンビアを知るための55章 島田周平/編著 大山修一/編著 明石書店

5 302.5 東大塾現代アメリカ講義 矢口祐人/編 東京大学出版会

6 304 日本語を、取り戻す。 小田嶋隆/著 亜紀書房

7 304 アンコンタクト キムヨンソプ/著 渡辺麻土香/訳 小学館

8 304 コロナ後の世界 筑摩書房編集部/編 小野昌弘/ほか著 筑摩書房

9 304 歴史の終わり 上・下 フランシス・フクヤマ/著 渡部昇一/訳・解
説 三笠書房

10 304 「時代」を見抜く力 渡部昇一/著 育鵬社

11 310.3 大統領選挙・連邦議会を知るためのアメリカ政治文化辞典 橋本二郎/編著 三省堂

12 310.4 岸田ビジョン 岸田文雄/著 講談社

13 311 ポリティカル・サイエンス入門 坂本治也/編 石橋章市朗/編 法律文化社

14 311 政治学の第一歩 砂原庸介/著 稗田健志/著 有斐閣

15 311.1 アフター・リベラル  (講談社現代新書) 吉田徹/著 講談社

16 311.8 三島由紀夫事件50年目の証言 西法太郎/著 新潮社

17 312.5 独裁と孤立トランプのアメリカ・ファースト 園田耕司/著 筑摩書房

18 312.9 地政学世界地図 バティスト・コルナバス/著 神田順子/監訳 東京書籍

19 313.8 20世紀の独裁者列伝 桂令夫/ほか著 イカロス出版

20 314.8 マインドハッキング クリストファー・ワイリー/著 牧野洋/訳 新潮社

21 316.1 人間の権利の擁護/娘達の教育について メアリ・ウルストンクラフト/著 清水和子/
訳 京都大学学術出版会

22 316.8 それでもなおユダヤ人であること 宇田川彩/著 世界思想社

23 316.8 共和国と豚 ピエール・ビルンボーム/著 村上祐二/訳 吉田書店

24 316.8 ブラック・ライヴズ・マター  河出書房新社

25 317 官僚の本分 柳澤協二/著 前川喜平/著 かもがわ出版

26 317.6 マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュアル 日経クロステック/編集 日経BP

27 317.7 危険物法令の早わかり 神戸市消防局予防部危険物保安課/監修 神戸
市危険物安全協会/編集 東京法令出版

28 317.9 シークレットサービス ジェリー・パー/著 キャロリン・パー/執筆
協力 中央公論新社

29 318.2 愛郷無限 菅良二/著 ぎょうせい

30 318.3 コミュ障だった僕を激変させた公務員の「伝え方」の技術 牧野浩樹/著 学陽書房

31 318.5 デジタル化でどうなる暮らしと地方自治 白藤博行/編 自治体問題研究所/編 自治体研究社

32 318.8 令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津陽子/著 実業之日本社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 319 「自由」が「民主」を喰う 平松武/著 時事通信出版局

34 319.2 新興大国インドの行動原理 伊藤融/著 慶應義塾大学出版会

35 320 隣り近所の法律知識 2020第6版  自由国民社

36 323 新解説世界憲法集 初宿正典/編 辻村みよ子/編 三省堂

37 324.7 いちばん役立つ・相続まるわかり 國部徹/監修 小早川浩/執筆 自由国民社

38 324.7 民法改正で相続が大きく変わる!! 法律・税金・経営を学ぶ会/編
明日香出版社マイブック出版
室

39 324.8 わかりやすい賃貸住宅 吉田杉明/著 山川直人/絵 自由国民社

40 325.2 株式会社のつくり方と運営  '20〜'21年版 小谷羊太/共著 板倉はるみ/共著 成美堂出版

41 325.2 最新会社の倒産しくみと手続き 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

42 327.1 行政書士シンプルで最強な合格戦略 横溝慎一郎/著 中央経済社

43 329.2 国際人権入門  (岩波新書 新赤版) 申惠【ボン】/著 岩波書店

44 331.1 「意思決定」の科学  (ブルーバックス) 川越敏司/著 講談社

45 331.1 進化する経済学の実証分析 経済セミナー編集部/編 日本評論社

46 331.8 つくられた格差 エマニュエル・サエズ/著 ガブリエル・ズッ
クマン/著 光文社

47 331.8 市場の世界 丸山雅祥/著 有斐閣

48 332.0 テクノロジーの世界経済史 カール・B.フレイ/著 村井章子/訳 日経BP

49 332.1 ポストコロナの資本主義 岩村充/著 日経BP日本経済新聞出版本部

50 332.1 アフターバブル 小幡績/著 東洋経済新報社

51 332.1 フェルドマン教授の未来型日本経済最新講義 ロバート・フェルドマン/著 文藝春秋

52 332.1 コロナ時代の経済復興 水野勝之/編著 創成社

53 332.2 現代中国を読み解く三要素 川島真/編著 21世紀政策研究所/編著 勁草書房

54 333.6 ジム・ロジャーズお金の新常識 ジム・ロジャーズ/著 朝日新聞出版

55 333.8 SDGs<持続可能な開発目標>  (中公新書) 蟹江憲史/著 中央公論新社

56 334.3 人口の中国史  (岩波新書 新赤版) 上田信/著 岩波書店

57 334.4 新移民時代 西日本新聞社/編 明石書店

58 334.4 ルポ新大久保 室橋裕和/著 辰巳出版

59 334.4 移民が導く日本の未来 毛受敏浩/著 明石書店

60 335 「女性ひとり起業」スタートBOOK 小谷晴美/著 小谷隆幸/監修 コスミック出版

61 335 ステイ・スモール ポール・ジャルヴィス/著 山田文/訳 ポプラ社

62 335 怖がりさんほど成功する自宅起業 根本好美/著 みらいパブリッシング

63 335 シニア起業は宝の山 村上孝博/著 文芸社

64 335 サラリーマンかフリーランスか 山田寛英/著 中央経済社

65 335.0 論客16人が予測するコロナ後の新ビジネスチャンス 『THE21』編集部/編 星野佳路/ほか著 PHP研究所

66 335.1 最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本 天沼伸恵/編著 小野田真二/編著 秀和システム

67 335.1 「志」の経営 神吉一寿/著 佐藤寛之/著 PHP研究所

68 335.2 20社のV字回復でわかる「危機の乗り越え方」図鑑 杉浦泰/著 日経BP

69 335.3 中小企業・支援者のためのものづくり補助金申請ガイドブック 大西俊太/著 税務経理協会

70 335.3 社長、会社を継がせますか?廃業しますか? 奥村聡/著 翔泳社

71 335.3 「事業承継法」入門 鈴木龍介/編著 中央経済社

72 335.4 IPOをやさしく解説!上場準備ガイドブック EY新日本有限責任監査法人/編 同文舘出版

73 335.4 図解でわかるM&A入門 桂木麻也/著 翔泳社

74 335.7 一番やさしい公営企業の会計と経営 トーマツパブリックセクター・ヘルスケア事
業部/編著 学陽書房

75 336 KPI大全 グロービス/著 嶋田毅/執筆 東洋経済新報社

76 336 世界最強の現場力を学ぶトヨタのPDCA 桑原晃弥/著 秋田恵微/イラスト ビジネス教育出版社

77 336 どうして僕たちは、あんな働き方をしていたんだろう? 河野英太郎/著 ダイヤモンド社

78 336 1年仕事がなくても倒産しない経営術 坂口孝則/著 ハガツサブックス

79 336 ファシリテーション型業務改革 榊巻亮/著 百田牧人/著 日経BP日本経済新聞出版本部

80 336 リモートワーク・ビギナーズ テレサ・ダグラス/著 ホリー・ゴードン/著 明石書店

81 336 企業防災とマネジメントシステム 仲川久史/著 同友館

82 336 ワイズカンパニー 野中郁次郎/著 竹内弘高/著 東洋経済新報社

83 336 ビジネス名著100見るだけノート 平野敦士カール/監修 宝島社

84 336 うまくやる人のリモートワーク術 山内貴弘/著 すばる舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 336 大規模災害リスクと地域企業の事業継続計画 家森信善/編著 浜口伸明/編著 中央経済社

86 336.1 ビジネスモデル・キャンバス徹底攻略ガイド 今津美樹/著 翔泳社

87 336.1 成功するDX、失敗するDX 兼安暁/著 彩流社

88 336.1 いちばんやさしいDXの教本 亀田重幸/著 進藤圭/著 インプレス

89 336.1 経営戦略論の源流 喬晋建/著 中央経済社

90 336.1 プランニングの基本 高橋宣行/著 日本実業出版社

91 336.1 日本のイノベーションのジレンマ 玉田俊平太/著 翔泳社

92 336.1 個人情報漏洩対策の法律と実務 TMI総合法律事務所/編 デロイトトーマツファ
イナンシャルアドバイザリー合同会社/編 民事法研究会

93 336.1 withコロナ時代のためのセキュリティの新常識 那須慎二/著 ソシム

94 336.1 AI時代の実践データ・アナリティクス 保科学世/編著 アクセンチュアビジネスコン
サルティング本部AIグループ/編著

日経BP日本経済新聞出版本部

95 336.1 アフターコロナのITソリューション 谷田部卓/著
エムディエヌコーポレーショ
ン

96 336.1 逆転の競争戦略 山田英夫/著 生産性出版

97 336.2 マッキンゼーで学んだ速い仕事術 大嶋祥誉/著 学研プラス

98 336.2 小さな会社の<人と組織を育てる>業務マニュアルのつくり方 工藤正彦/著 日本実業出版社

99 336.2 短時間で成果を出すスゴイ集中力 田場信広/著 ぱる出版

100 336.2 オフィスの業務改善100の法則 松井順一/著 佐久間陽子/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

101 336.3 心理的安全性のつくりかた 石井遼介/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

102 336.3 カルチャーモデル 唐澤俊輔/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

103 336.3 ミドルマネジメントの正解 作佐部孝哉/著 河出書房新社

104 336.3 フェイスブック流最強の上司 ジュリー・ズオ/著 今井仁子/訳 マガジンハウス

105 336.3 部下を自立させる女性上司の仕事習慣術 藤野祐美/著 セルバ出版

106 336.3 よきリーダーは哲学に学ぶ A.レイノルズ/著 D.ホウルダー/著 CCCメディアハウス

107 336.4 自己満足ではない「徹底的に聞く」技術 赤羽雄二/著 日本実業出版社

108 336.4 「人財育成」の教科書 入江元太/著 Clover出版

109 336.4 従業員満足のための人的資源管理 岩出博/編著 加藤恭子/ほか著 中央経済社

110 336.4 残業時間削減の進め方と労働時間管理 荻原勝/著 産労総合研究所出版部経営書
院

111 336.4 コンフリクト・マネジメントの教科書 ピーター・T.コールマン/著 ロバート・
ファーガソン/著 東洋経済新報社

112 336.4 秒速で人が動く数字活用術 小早川鳳明/著 PHP研究所

113 336.4 会社を守る!職場の労働問題対策の実務Q&A 定政晃弘/著 ロギカ書房

114 336.4 今の評価制度に疑問を感じたら読む本 島森俊央/著 日本生産性本部生産性労働情
報センター

115 336.4 中小企業のための社内研修の効果的な進め方 高尾英正/著 同文舘出版

116 336.4 その仕事、部下に任せなさい。 高野俊一/著 アルファポリス

117 336.4 セミナー開催の教科書 東橋達矢/著 同友館

118 336.4 組織力を高めるテレワーク時代の新マネジメント 成瀬岳人/著 日経BP

119 336.4 超基本テレワークマナーの教科書 西出ひろ子/著 あさ出版

120 336.4 テレワーク50のコツ 日本能率協会コンサルティングリモート生産
性向上研究会/編

日本能率協会マネジメントセ
ンター

121 336.4 絶対失敗しない!ササるプレゼン 長谷川孝幸/著 ごきげんビジネス出版

122 336.4 エンゲージメントを高める場のつくり方 広江朋紀/著 同文舘出版

123 336.4 通す力 松尾昭仁/著 自由国民社

124 336.4 実践現場の能力管理 森和夫/著 日科技連出版社

125 336.4 ホワイト企業の就業規則 米田徹/著 労働調査会

126 336.4 労働時間・休日・休暇 労務行政研究所/編 労務行政

127 336.5 Microsoft Teams全事典 インサイトイメージ/著 できるシリーズ編集
部/著 インプレス

128 336.5 はじめてのkintone 沢渡あまね/著 高木咲希/著 シーアンドアール研究所

129 336.5 テレワーク実践ガイド 日経パソコン/編 日経BP

130 336.5 なんでも図解 日高由美子/著 ダイヤモンド社

131 336.5 G Suite基本&便利技 リンクアップ/著 技術評論社

132 336.5 Microsoft Teams基本&便利技 リンクアップ/著 技術評論社

133 336.8 図解「できる人」は数字に強い!武器になる会社の数字 アイタックス/監修 リベラル社/編集 リベラル社

134 336.8 最強の電力調達完全ガイド 久保欣也/著 三宅成也/著 日経BP

135 336.8 リスク視点からの「実効性のある」内部監査の進め方 五井孝/著 同文舘出版

136 336.8 <図解>会計思考を使ってビジネス戦略・分析ができる本 小嶋辰緒/著 翔泳社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 336.8 決算書の読み方見るだけノート 小宮一慶/監修 宝島社

138 336.8 100分でわかる!決算書「分析」超入門 2021 佐伯良隆/著 朝日新聞出版

139 336.8 粉飾&黒字倒産を読む 矢部謙介/著 日本実業出版社

140 336.9 消費税中小事業者の特例パーフェクトガイド 金井恵美子/著 ぎょうせい

141 336.9 不動産の取得・賃貸・譲渡・承継の消費税実務 熊王征秀/著 清文社

142 336.9 法人税申告書の書き方がわかる本 小谷羊太/著 日本実業出版社

143 336.9 入門現代簿記 鈴木基史/著 森口毅彦/著 中央経済社

144 336.9 会計の基本と実務 武田守/監修 三修社

145 336.9 会計ソフトのすき間を埋める経理のExcel仕事術 羽毛田睦土/著 技術評論社

146 336.9 IFRS国際会計基準の基礎 平松一夫/監修 中央経済社

147 336.9 連結精算表から理解する連結会計入門 吉田剛/著 植野和宏/著 中央経済社

148 338 ブロックチェーンがひらく「あたらしい経済」 正田英樹/著 田中貴規/著 幻冬舎

149 338.1 FPのための失敗しない独立開業プラン JCPFP/編著 言視舎

150 338.1 証券会社がなくなる日  (講談社現代新書) 浪川攻/著 講談社

151 338.2 デジタル化する世界と金融 中曽宏/監修 山岡浩巳/著 金融財政事情研究会

152 338.6 消える地銀 生き残る地銀 野崎浩成/著 日経BP日本経済新聞出版本部

153 338.6 実践から学ぶ地方創生と地域金融 山口省蔵/著 江口晋太朗/著 学芸出版社

154 338.7 一番トクする住宅ローンがわかる本  '20〜'21年版 新屋真摘/著 成美堂出版

155 338.9 インドのビジネス法務 西村あさひ法律事務所/編 有斐閣

156 339 1時間でわかるやれば得する!保険の見直し100の鉄則 竹下さくら/著 技術評論社

157 345 国税の常識 大淵博義/著 安田京子/著 税務経理協会

158 345.5 路線価による土地評価の実務 令和2年8月改訂 名和道紀/共著 長井庸子/共著 清文社

159 350.1 統計危機と改革 西村清彦/著 山澤成康/著 日経BP日本経済新聞出版本部

160 361.1 その問題、やっぱり数理モデルが解決します 浜田宏/著 ベレ出版

161 361.3 ブループリント 上・下 ニコラス・クリスタキス/著 鬼澤忍/訳 ニューズピックス

162 361.3 ネゴシエーション3.0 ダニエル・L.シャピロ/著 田村次朗/監訳 ダイヤモンド社

163 361.4 なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川真由美/著 PHP研究所

164 361.4 プレゼンテーション入門 大出敦/編著 慶應義塾大学教養研究センター/
監修 慶應義塾大学出版会

165 361.4 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子/著 サンマーク出版

166 361.4 同調圧力  (講談社現代新書) 鴻上尚史/著 佐藤直樹/著 講談社

167 361.4 好奇心と日本人 鶴見和子/著 藤原書店

168 361.4 人はなぜ「自由」から逃走するのか 仲正昌樹/著 ベストセラーズ

169 361.4 100点のほめ方 原邦雄/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

170 361.4 おしゃべりと噓 樋口桂子/著 青土社

171 361.4 なぜか好かれる人がやっている100の習慣 藤本梨恵子/著 明日香出版社

172 361.4 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山至貴/著 WAVE出版

173 361.5 サブカルチャーの心理学 山岡重行/編著 福村出版

174 361.6 人はなぜ憎しみあうのか 上・下 マーク・W.モフェット/著 小野木明恵/訳 早川書房

175 361.8 ビリオネア・インド ジェイムズ・クラブツリー/著 笠井亮平/訳 白水社

176 361.9 全47都道府県幸福度ランキング 2020年版 寺島実郎/監修 日本総合研究所/編 東洋経済新報社

177 364.4 図解介護保険の改正早わかりガイド 2021年度 井戸美枝/著 日本実業出版社

178 364.4 いちばんわかりやすい最新介護保険 2020 伊藤亜記/監修 成美堂出版

179 364.6 もらえる年金が本当にわかる本  '20〜'21年版 下山智恵子/著 甲斐美帆/著 成美堂出版

180 364.6 1時間でわかるiDeCo 野原亮/著 技術評論社

181 365 身近な人が亡くなった後の遺品整理 奥村拓/著 自由国民社

182 365 消費者法判例百選 河上正二/編 沖野眞已/編 有斐閣

183 365.3 マンション管理員オロオロ日記 南野苑生/著 三五館シンシャ

184 365.3 経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題 山崎福寿/著 中川雅之/著 東洋経済新報社

185 365.8 生協組織のマネジメント 渡辺峻/著 文理閣

186 366.1 労働基準法がよくわかる本  '20〜'21年版 下山智恵子/著 成美堂出版

187 366.2 33の悩みと答えの深い森。 奥野武範/構成・文 青幻舎

188 366.2 精神障害・発達障害のある方とともに働くためのQ&A50 眞保智子/編著 日本加除出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

189 366.2 女子の副業 滝岡幸子/著 青春出版社

190 366.2 障がい者雇用の教科書 二見武志/著 太陽出版

191 366.2 コロナ氷河期 前川孝雄/著 扶桑社

192 366.2 自宅ではじめるひとりビジネス 三宅哲之/著 ナツメ社

193 366.3 男性育休の困難 齋藤早苗/著 青弓社

194 366.3 職場のハラスメント 中井智子/著 労務行政

195 366.3 職場のいじめとパワハラ防止のヒント 涌井美和子/著
産労総合研究所出版部経営書
院

196 367.1 フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン/ほか著 最所篤子/訳 三省堂

197 367.3 産めないけれど育てたい。 池田麻里奈/著 池田紀行/著 KADOKAWA

198 367.3 なかよし別居のすすめ 松場登美/著 小学館

199 367.5 これからの男の子たちへ 太田啓子/著 大月書店

200 367.7 シニア六法 住田裕子/監修・著 KADOKAWA

201 367.7 老活のすすめ 坂東眞理子/著 飛鳥新社

202 367.7 人生のやめどき 樋口恵子/著 上野千鶴子/著 マガジンハウス

203 367.9 わが子に伝えたいお母さんのための性教育入門 直井亜紀/著 ゆむい/マンガ 実務教育出版

204 367.9 好きな人に触れたくなるのは、どうして? サビーネ・レミレ/文 ラスムス・ブラインホ
イ/絵 晶文社

205 368.2 ルポ車上生活 NHKスペシャル取材班/著 宝島社

206 368.2 戦争孤児たちの戦後史 1  吉川弘文館

207 368.3 苦しい時は電話して  (講談社現代新書) 坂口恭平/著 講談社

208 368.5 ヤクザと日本人 大貫説夫/著 新曜社

209 369.0 コータリン&サイバラの介護の絵本 神足裕司/著 西原理恵子/絵 文藝春秋

210 369.1 <概観>社会福祉法 伊奈川秀和/著 信山社

211 369.1 民生委員のための地域福祉活動実践ハンドブック 小林雅彦/著 中央法規出版

212 369.1 ピープルデザイン ピープルデザイン研究所/著 ピープルデザイン研究所

213 369.2 認知症社会の希望はいかにひらかれるのか 井口高志/著 晃洋書房

214 369.2 サービス提供責任者のための訪問介護計画作成ガイドブック 石田英一郎/監修 坂本文典/監修 中央法規出版

215 369.2 わたしの身体はままならない 石田祐貴/ほか著 河出書房新社

216 369.2 老人ホーム八年間の暮らし 菅野国春/著 展望社

217 369.2 はぐくむ、はたらく、豊かに暮らす 京都ライフサポート協会/編 創元社

218 369.2 車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる楽しいレク30 斎藤道雄/著 黎明書房

219 369.2 障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること 鹿野佐代子/著 明石久美/著 PHP研究所

220 369.2 これだけは知っておきたい介護施設の最強見極め5ステップ 須永圭一/著 産業能率大学出版部

221 369.2 精神障害者が語る恋愛と結婚とセックス YPS横浜ピアスタッフ協会/編著 精神障害当事
者会ポルケ/編著 明石書店

222 369.3 備えいらずの防災レシピ 飯田和子/著 東京法令出版

223 369.3 おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本美由紀/著 パイインターナショナル

224 369.3 避難所に行かない防災の教科書 西野弘章/著 扶桑社

225 369.3 実践的分散避難と避難所運営 山村武彦/著 ぎょうせい

226 369.3 防災新ルール 2020-2021  日経BP

227 369.4 障がいのある子どもと家族の伴走者(ファン) 下川和洋/監修 松尾陽子/編著 クリエイツかもがわ

228 370 教育業界で働く 三井綾子/著 ぺりかん社

229 371.5 才能はみだしっ子の育て方 酒井由紀子/著 隅田学/監修 主婦の友社

230 372.1 近江商人の魂を育てた寺子屋 中野正堂/著 法藏館

231 374.3 教員環境の国際比較 国立教育政策研究所/編 明石書店

232 375.1 全国学力テストはなぜ失敗したのか 川口俊明/著 岩波書店

233 375.1 YouTubeで授業/学級経営やってみた! 原口直/著 東洋館出版社

234 376.1 おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬 藤田浩子/語り 保坂あけみ/イラスト 読書サポート

235 376.8 中学受験の親たちへ おおたとしまさ/著 安浪京子/著 大和書房

236 376.9 海外で学ぶ子どもの教育 佐藤郡衛/著 中村雅治/著 明石書店

237 377.2 東大なんか入らなきゃよかった 池田渓/著 飛鳥新社

238 377.2 東大はなぜ秋入学を目指したか 濱田純一/著 朝日新聞出版

239 377.2 「社会人教授」の大学論 宮武久佳/著 青土社

240 377.2 東大医学部 和田秀樹/著 鳥集徹/著 ブックマン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

241 377.7 科研費獲得の方法とコツ 児島将康/著 羊土社

242 378 子どもたちが笑顔で育つムーブメント療育 小林芳文/監修 小林保子/編著 クリエイツかもがわ

243 378.5 吃音のある子どもと家族の支援 堅田利明/編著 菊池良和/編著 学苑社

244 378.8 ADHD注意欠如・多動症の本 司馬理英子/著 主婦の友社

245 379.6 素が出るワークショップ 饗庭伸/編著 青木彬/編著 学芸出版社

246 379.7 超ズル賢い勉強法 藪田崇之/著 ビジネス社

247 379.9 子どもの自己肯定感が高まる天使の口ぐせ 白崎あゆみ/著 マザーズコーチングスクール/
監修 マキノ出版

248 379.9 「頭のいい子」の親がしている60のこと 柳沢幸雄/著 PHPエディターズ・グループ

249 379.9 子どもにおこづかいをあげよう! 藍ひろ子/著 西村隆男/監修 主婦の友社

250 382.1 あのころ、うちのテレビは白黒だった 平野恵理子/著 海竜社

251 383.8 おいしい昆虫記 佐伯真二郎/著 ナツメ社

252 383.8 幻のアフリカ納豆を追え! 高野秀行/著 新潮社

253 383.8 フィッシュ・アンド・チップスの歴史 パニコス・パナイー/著 栢木清吾/訳 創元社

254 383.8 スーパーフード!昆虫食最強ナビ ムシモアゼルギリコ/著 辰巳出版

255 384.7 性からよむ江戸時代  (岩波新書 新赤版) 沢山美果子/著 岩波書店

256 388.1 日本幽霊画紀行 堤邦彦/著 三弥井書店

257 395.3 沖縄・基地白書 沖縄タイムス社「沖縄・基地白書」取材班/
編著 高文研

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 若い読者のための科学史 ウィリアム・F.バイナム/著 藤井美佐子/訳 すばる舎

2 404 ぶっ飛び!科学教室 ヘレン・アーニー/著 スティーブ・モール
ド/著 化学同人

3 404 ゼロからつくる科学文明 ライアン・ノース/著 吉田三知世/訳 早川書房

4 407 「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑 セルゲイ・ウルバン/著 黒木章人/訳 原書房

5 407 キッチンサイエンスラボ Liz Lee Heinecke/著 竹内薫/監訳 オライリー・ジャパン

6 410 美しい数学入門  (岩波新書 新赤版) 伊藤由佳理/著 岩波書店

7 410 工学博士が教える高校数学の「使い方」教室 木野仁/著 ダイヤモンド社

8 410 文系でも必ずわかる中学数学×Python 谷尻かおり/著 日経BP

9 410.4 数学が好きになる数の物語100話 コリン・スチュアート/著 竹内淳/監訳 ニュートンプレス

10 410.4 数学、それは宇宙の言葉 サム・パーク/編 蟹江幸博/訳 岩波書店

11 410.4 数学そぞろ歩き Brian Hayes/著 川辺治之/訳 共立出版

12 410.4 身の回りを数学で説明する事典 コリン・ベバリッジ/著 今野紀雄/監訳 ニュートンプレス

13 410.4 公式より大切な「数学」の話をしよう ステファン・ボイスマン/著 塩崎香織/訳 NHK出版

14 413.3 今日から使える微積分  (ブルーバックス) 大村平/著 講談社

15 413.3 図解かけ算とわり算で面白いほどわかる微分積分 佐々木淳/著 ソーテック社

16 414.0 世界は幾何学で作られている アミーア・アレクサンダー/著 松浦俊輔/訳 柏書房

17 414.1 円をめぐる冒険 アルフレッド・S.ポザマンティエ/著 ロベ
ルト・ゲレトシュレーガー/著 紀伊國屋書店

18 417 文系のための統計学の教室 涌井良幸/著 涌井貞美/著 SBクリエイティブ

19 417.1 予測学 大平徹/著 新潮社

20 420 物理大図鑑  ニュートンプレス

21 421.5 高校レベルからはじめる!やさしくわかる物理学のための数学 ノマド・ワークス/著 ナツメ社

22 428 「第二の不可能」を追え! ポール・J.スタインハート/著 斉藤隆央/訳 みすず書房

23 429.6 物質の究極像をめざして 和田純夫/著 ベレ出版

24 431.1 周期表図鑑 トム・ジャクソン/著 桜井弘/監訳 ニュートンプレス

25 440.2 宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人 エドワード・ブルック=ヒッチング/著 関谷冬
華/訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

26 440.4 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 塚田健/著 明日香出版社

27 440.4 宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する 若田光一/著 小山宙哉/イラスト 日本実業出版社

28 440.7 すべての人に星空を 高橋真理子/著 新日本出版社

29 443.9 ゼロからわかる宇宙論  ニュートンプレス

30 448.9 地図の博物図鑑 ベッツィ・メイソン/著 グレッグ・ミラー/
著

日経ナショナルジオグラ
フィック社

31 451.8 地球を支配する水の力 セアラ・ドライ/著 東郷えりか/訳 河出書房新社

32 457.8 ビジュアル恐竜大図鑑 ダレン・ナッシュ/監修 伊藤恵夫/日本語版
監修

日経ナショナルジオグラ
フィック社

400 自然科学

- 10 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

33 459 鉱物きらら手帖 さとうかよこ/著 廣済堂出版

34 460.4 亜種の起源 桜田一洋/著 幻冬舎

35 460.4 こどもの目をおとなの目に重ねて 中村桂子/著 青土社

36 467.2 ゲノム編集とはなにか  (ブルーバックス) 山本卓/著 講談社

37 467.5 ダーウィン種の起源 長谷川眞理子/著 NHK出版

38 468.0 38億年の生命史に学ぶ生存戦略 稲垣栄洋/著 PHPエディターズ・グループ

39 468.3 都市で進化する生物たち メノ・スヒルトハウゼン/著 岸由二/訳 草思社

40 468.6 プランクトンは海の語り部 松野孝平/著 海文堂出版

41 468.8 温暖化で日本の海に何が起こるのか  (ブルーバックス) 山本智之/著 講談社

42 469 人間この未知なるもの アレキシス・カレル/著 渡部昇一/訳・解説 三笠書房

43 474 藻類 ルース・カッシンガー/著 井上勲/訳 築地書館

44 474.7 菌根の世界 齋藤雅典/編著 築地書館

45 474.7 日本菌類百選 日本菌学会/編著 八坂書房

46 480.4 もっとずるいいきもの図鑑 今泉忠明/監修 宝島社

47 481.7 イヌは何を考えているか グレゴリー・バーンズ/著 野中香方子/訳 化学同人

48 482 消えゆく動物 ジョエル・サートレイ/写真・著 藤井留美/
訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

49 486 美しき小さな虫たちの図鑑 原有正/写真・文 山と溪谷社

50 487.9 日本の爬虫類・両生類野外観察図鑑 川添宣広/写真・文 誠文堂新光社

51 488.6 ペンギンのABC ペンギン基金/著 河出書房新社

52 489.4 ハダカデバネズミのひみつ 岡ノ谷一夫/監修 エクスナレッジ

53 489.8 コビトカバに会いたい  エクスナレッジ

54 489.9 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極寿一/著 家の光協会

55 490.1 いつか来る、はじめての「死」 植田美津恵/著 ゆいぽおと

56 490.1 看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤陽/著 畑川剛毅/著 朝日新聞出版

57 490.4 健康・医療情報の見極め方・向き合い方 大野智/著 大修館書店

58 490.4 未来の医療年表  (講談社現代新書) 奥真也/著 講談社

59 490.9 その若さの秘訣は、<腎>にあり。 幸井俊高/著 春陽堂書店

60 490.9 はじめてのアーユルヴェーダ HIKARU/著 主婦の友社

61 491.1 世界の人体解剖図集 ジョアンナ・エーベンステイン/著 布施英利/
監修

パイインターナショナル

62 491.3 脳とココロのしくみ入門 加藤俊徳/著 朝日新聞出版

63 491.3 人体大図鑑 坂井建雄/監修 ニュートンプレス

64 491.3 14歳からの生物学 サリー・ヒル/編 松田良一/監訳 白水社

65 491.7 ウイルスと人間 山内一也/著 岩波書店

66 492 放っておくとこわい症状大全 秋津壽男/著 ダイヤモンド社

67 492.3 基礎からわかる服薬指導 浜田康次/著 吉江文彦/著 ナツメ社

68 492.3 よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井良祐/著 中尾隆明/著 秀和システム

69 492.7 入門針灸学 森由雄/著 源草社

70 493.1 今日からできるフレイル対策 飯島勝矢/著 KADOKAWA

71 493.1 確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事 工藤孝文/監修 工藤あき/監修 辰巳出版

72 493.1 糖尿病の人のための免疫力を高める方法 工藤孝文/著 日東書院本社

73 493.1 「糖尿病予備群」と言われたら最初に読む本 櫻岡怜子/著 自由国民社

74 493.1 誰が命を救うのか 鍋島塑峰/著 論創社

75 493.2 老いは止められる 池谷敏郎/著 エクスナレッジ

76 493.2 未然に動脈硬化症を防ぐ生活と食事 松原英多/監修 辰巳出版

77 493.2 高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤  文響社

78 493.4 逆流性食道炎  文響社

79 493.6 新しい腰痛の教科書 酒井慎太郎/著 幻冬舎

80 493.6 関節リウマチ 松野博明/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

81 493.7 私の夫は高次脳機能障害です 奥宮暁子/監修 薮中弘美/編著 医歯薬出版

82 493.7 精神医学の近現代史 小俣和一郎/著 誠信書房

83 493.7 セラピストのためのやさしい精神医学 香山リカ/著 BABジャパン

84 493.7 対人関係・社会リズム療法でラクになる「双極性障害」の本 坂本誠/監修 大和出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 493.7 不自由な脳 鈴木大介/著 山口加代子/著 金剛出版

86 493.7 HSPと不安障害 高田明和/著 廣済堂出版

87 493.7 シン・サラリーマンの心療内科 遠山高史/著 プレジデント社

88 493.7 繊細な人が快適に暮らすための習慣 西脇俊二/著 KADOKAWA

89 493.7 大人の発達障害グレーゾーンの人たち 林寧哲/監修 OMgray事務局/監修 講談社

90 493.7 発達障害チェックノート 福西勇夫/著 法研

91 493.7 女性のための発達障害の基礎知識 宮尾益知/著 河出書房新社

92 493.7 その食べ方、病気です! 安田真佐枝/著 米良貴嗣/監修 合同フォレスト

93 493.7 眠りがもたらす奇怪な出来事 ガイ・レシュジナー/著 高橋洋/訳 河出書房新社

94 493.8 ウイルスの世紀 山内一也/著 みすず書房

95 493.9 子どもの将来は食事で決まる!健康すくすくレシピBOOK 石川三知/著 朝日新聞出版

96 493.9 そのまま使える!シーン別食物アレルギーの栄養食事指導 海老澤元宏/監修 柳田紀之/編集 南山堂

97 493.9 子どもの危機にどう応えるか 小倉清/著 岩崎学術出版社

98 493.9 NICU命の授業 豊島勝昭/著 赤ちゃんとママ社

99 494.5 がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問58 大橋洋平/著 双葉社

100 494.5 がんと闘う病院 がん・感染症センター都立駒込病院/編 神澤
輝実/監修 講談社

101 494.5 医者にがんと言われたら最初に読む本 中川恵一/著 エクスナレッジ

102 494.6 頸椎症の名医が教える竹谷内式首トレ 竹谷内康修/著 徳間書店

103 494.9 目で見る腎臓病の人のための食材&料理700 主婦の友社/編 主婦の友社

104 494.9 腎臓病低たんぱく質の肉魚おかず 女子栄養大学栄養クリニック/監修 みないき
ぬこ/料理 女子栄養大学出版部

105 494.9 ウルトラ図解尿路結石症 松崎純一/監修 法研

106 494.9 腎臓病のごちそう術 山縣邦弘/監修 金丸絵里加/料理考案 主婦と生活社

107 495 医者が教える女体大全 宋美玄/著 ダイヤモンド社

108 495 これってホルモンのしわざだったのね 松村圭子/著 池田書店

109 495.1 「閉経」のホントがわかる本 対馬ルリ子/著 吉川千明/著 集英社

110 496.6 誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 杉浦彩子/著 さくら舎

111 497.9 Q&Aでよくわかる口から健康まるごとBOOK 日本訪問歯科協会/監修 現代書林

112 498.1 コロナ危機後の医療・社会保障改革 二木立/著 勁草書房

113 498.1 日経実力病院調査 2020-2021年版 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版本部

114 498.2 「生きるに値しない命」とは誰のことか カール・ビンディング/著 アルフレート・
ホッヘ/著 中央公論新社

115 498.3 医者が教える疲れない人の脳 有田秀穂/著 三笠書房

116 498.3 オトナ女子のカラダとココロのセルフケア 石原新菜/監修 新星出版社

117 498.3 ブレインメンタル強化大全 樺沢紫苑/著 サンクチュアリ出版

118 498.3 ストレスの9割はコントロールできる 鎌田敏/編著 明日香出版社

119 498.3 最先端医療の人生を変える7つの健康法 小林弘幸/監修 ポプラ社

120 498.3 簡単な動きで脳がイキイキ「シナプソロジー」 シナプソロジー研究所/著 藤本司/監修 カンゼン

121 498.3 おうち養生きほんの100 田中友也/著 くぼあやこ/イラスト KADOKAWA

122 498.3 夢をかなえる短眠法 田村広大/著 技術評論社

123 498.3 魔法のカラダスイッチ大全 那須公宏/著 自由国民社

124 498.3 最高の歩き方 能勢博/著 世界文化社

125 498.3 頭を「からっぽ」にするレッスン アンディ・プディコム/著 満園真木/訳 辰巳出版

126 498.3 一流が実践する人生を変える呼吸法 宮崎裕樹/著 日本文芸社

127 498.3 ウイルスにおびえない暮らし方 山田豊文/著 共栄書房

128 498.4 香害は公害 水野玲子/著 ジャパンマシニスト社

129 498.5 お腹いっぱい食べて内臓脂肪を落とす大豆ミートダイエット 池谷敏郎/著 アスコム

130 498.5 食べても太らず、免疫力がつく食事法 石黒成治/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

131 498.5 料理に役立つ香りと食材の組み立て方 市村真納/著 横田渉/レシピ制作 誠文堂新光社

132 498.5 時短かんたんダイエット 牛尾理恵/著 女子栄養大学出版部

133 498.5 女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典 大久保愛/著 KADOKAWA

134 498.5 医師が教える長生きキャベツ健康法 工藤孝文/著 北嶋佳奈/著 学研プラス

135 498.5 「嚙む」からはじめる「食育の新常識」 高齢者&介護ケア編 中野智子/著 徳間書店

136 498.5 慈恵医大病院が考えた、やせ麦丼 濱裕宣/著 赤石定典/著 主婦と生活社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 498.5 夜に飲むリカバリースープ 浜内千波/著 WAVE出版

138 498.5 医師が教える!不調を自分で治す実践レシピ 藤川徳美/監修 岩崎啓子/レシピ考案・料理 世界文化社

139 498.5 ひとさじで免疫力が上がる発酵しょうが健康レシピ マスジマトモコ/著 石原新菜/監修 家の光協会

140 498.5 まずはこの17食材を。 村山彩/著 大和書房

141 498.6 感染症専門医が教える新型コロナウイルス終息へのシナリオ 奥田研爾/著 主婦の友社

142 498.6 史上最悪の感染症 マイケル・オスターホルム/著 マーク・オル
シェイカー/著 青土社

143 498.6 新型コロナウイルスとの闘い・現場医師120日の記録 地域医療・介護研究会JAPAN/共著 ヘルスケ
ア・システム研究所/共著

PHPエディターズ・グループ

144 498.6 武漢日記 方方/著 飯塚容/訳 河出書房新社

145 498.6 うっかりやりがちな新型コロナ感染対策の間違い15 矢野邦夫/著 ヴァンメディカル

146 498.6 新型コロナ  クレヴィス

147 499.0 Q&A健康・医薬品・医療の広告表示に関する法律と実務 赤羽根秀宜/著 井上惠子/著 日本加除出版

148 499.8 簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド&マスクスプレー 生活の木/著 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 メガ・リスク時代の「日本再生」戦略 飯田哲也/著 金子勝/著 筑摩書房

2 501.6 図解でわかるカーボンリサイクル エネルギー総合工学研究所/編著 技術評論社

3 501.6 エネルギー新時代の夜明け 山地憲治/著 エネルギーフォーラム

4 501.8 エモーショナルデザインの実践 橋田規子/著 オーム社

5 507.1 はじめての発明 松本奈緒美/著 新泉社

6 510 地下世界をめぐる冒険 ウィル・ハント/著 棚橋志行/訳 亜紀書房

7 510.6 湘南の元バイク小僧、たった7年で年商25億の社長になる 上原総栄/著 小学館

8 510.9 建設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 降籏達生/著 技術評論社

9 518.5 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢秀一/著 白夜書房

10 518.8 バリアフリー体験ワークブック 八藤後猛/著 彰国社

11 519 風土的環境倫理と現代社会 亀山純生/監修 増田敬祐/編集 農林統計出版

12 519 ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー・ジュニパー/著 赤羽真紀子/日本語版
監修 創元社

13 520.4 すべては森から 落合俊也/編著 建築資料研究社

14 520.8 世界の宮殿廃墟 マイケル・ケリガン/著 片山美佳子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

15 520.9 建築生産・材料入門 建築学教育研究会/編 李祥準/著 鹿島出版会

16 520.9 心地よい空間をつくる小さな設計・建築事務所 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

17 523.0 世界の夢のルネサンス建築 飛ケ谷潤一郎/著 エクスナレッジ

18 523.1 北海道建築さんぽ 佑季/文 浜田啓子/写真 エクスナレッジ

19 523.3 ポルトガルの建築家アルヴァロ・シザ 伊藤廉/著 学芸出版社

20 524.2 世界で一番やさしい建築材料 area045『建築材料』編纂チーム/著 エクスナレッジ

21 527 エコハウス超入門 松尾和也/著 新建新聞社

22 527 絶対幸せになる!家づくりの基本125 2021年度版  エクスナレッジ

23 527.1 家づくりにかかるお金のすべてがわかる本 主婦の友社/編 主婦の友社

24 527.1 暮らしやすい“間取り”づくりのすべてがわかる本 主婦の友社/編 主婦の友社

25 528.5 すごいエスカレーター 田村美葉/著 エクスナレッジ

26 530.4 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 セオドア・グレイ/著 ニック・マン/写真 創元社

27 531.9 設計の業務課題って、どない解決すんねん! 設計工学編 春山周夏/著 山田学/監修 日刊工業新聞社

28 535.0 仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼秀徳/著 朝日新聞出版

29 536.5 通勤電車のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

30 536.6 電車を運転する技術 西上いつき/著 SBクリエイティブ

31 536.8 ロードバイクの素材と構造の進化 高根英幸/著 グランプリ出版

32 538.0 ザ・ヒストリー航空機大百科 アンソニー・エバンス/著 デービッド・ギボ
ンズ/著 ニュートンプレス

33 538.6 日本の旅客機 2020-2021  イカロス出版

34 538.9 堀江貴文と宇宙に挑む民間ベンチャー企業の勇敢な社長たち すわべしんいち/著 repicbook

35 538.9 宇宙プロジェクト開発史大全  枻出版社

36 543.5 原発事故と小さな命 吉田美惠子/著 コールサック社

37 544.1 電柱マニア 須賀亮行/著 オーム社/編 オーム社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 559.0 図解武器と甲冑 樋口隆晴/構成と文 渡辺信吾/絵と解説 ワン・パブリッシング

39 578.4 いかなる時代環境でも利益を出す仕組み 大山健太郎/著 日経BP

40 582.7 老舗弦楽器専門店の工房から 堀酉基/著 せきれい社

41 583 どんな木も生かす山村クラフト 時松辰夫/著 農山漁村文化協会

42 588.0 最新食品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 秀和システム

43 588.0 食品工場の生産技術 弘中泰雅/著 日刊工業新聞社

44 588.5 ゼロから始めるシードル醸造所 小野司/著 蓮見よしあき/著 虹有社

45 588.5 焼酎語辞典 金本亨吉/著 沢田貴幸/著 誠文堂新光社

46 588.5 成功する人はなぜ、高いワインを飲むのか? 渋谷康弘/著 朝日新聞出版

47 588.5 日本ワインの夜明け 仲田道弘/著 創森社

48 589.2 大人の着やせバイブル 石田純子/監修 主婦の友社

49 589.2 あの人が着ると、パーカーがなぜおしゃれに見えるのか 川邉サチコ/著 美木ちがや/著 主婦と生活社

50 589.2 どうして私はおしゃれなんでしょうか? のどか/著 日経BP

51 590 北欧で見つけた気持ちが軽くなる暮らし 桑原さやか/著 ワニブックス

52 590 自分に心地よい小さな暮らしごと 瀧本真奈美/著 主婦の友社

53 590 60過ぎたらコンパクトに暮らす 藤野嘉子/著 講談社

54 592.7 はじめてのセルフリノベ 長野恵理/著 エクスナレッジ

55 593.3 ちいさなお直し いわせあさこ/著 鯉渕直子/著 池田書店

56 593.3 ブラウスを縫おう。 かたやまゆうこ/著 主婦と生活社

57 593.3 暮らしが豊かになる服作り 後藤麻美/著 ブティック社

58 593.3 コスプレソーイング&デザインBOOK 橘桃奈/著 つるしまたつみ/著 文化学園文化出版局

59 593.3 頼りになる大人服 中野ユカリ/著 日本ヴォーグ社

60 593.3 お繕いの本 野口光/著 日本ヴォーグ社

61 593.3 暮らしを豊かに…毎日使いたいエプロン  ブティック社

62 593.3 和服のリメイク  ブティック社

63 594 とびきりかわいいスタイ  ブティック社

64 594 和のハギレで作る布こもの  ブティック社

65 594.2 花の立体刺しゅう アトリエFil/著 ブティック社

66 594.2 デンマークのちいさな刺繡  エクスナレッジ

67 594.2 ハロウィン&クリスマスモチーフの楽しい連続模様  アップルミンツ

68 594.3 ソノモノで編む着心地いい私のニット 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

69 594.3 大好き!手編みのトートバッグ 川路ゆみこ/著 主婦の友社

70 594.3 お気に入りのえりまき くげなつみ/著 日東書院本社

71 594.3 もふもふ毛糸で編むニット 文化出版局/編 文化学園文化出版局

72 594.3 棒針で編むはじめてでもキチンと編める基本のセーター minao/著 日東書院本社

73 594.3 はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのモチーフ&小物 リトルバード/編 西東社

74 594.3 織物みたいなふしぎな編み物ワンダーアフガン  日本ヴォーグ社

75 594.3 かぎ針で編むあったか円座&角座とバッグ  アップルミンツ

76 594.3 ざくざく編める毎日の巻きもの  ブティック社

77 594.3 少ない玉数で手軽に編める大人世代のおしゃれこもの  ブティック社

78 594.3 手編みのベビーニットベストセレクション  アップルミンツ

79 594.3 毎日着たいメンズニット  日本ヴォーグ社

80 594.3 指先が使えるかぎ針編みのミトン  アップルミンツ

81 594.6 はじめてでも美しく作れるつまみ細工のアクセサリー かくたまさこ/著 ブティック社

82 594.7 ファスナーポーチの型紙の本 越膳夕香/著 日本ヴォーグ社

83 594.7 作って楽しい、毎日使える簡単!手作りエコバッグ  主婦の友社

84 594.8 デザイナーズハーバリウムコレクション 小河原晴美/著 誠文堂新光社

85 594.9 ドール・コーディネイト・レシピA line Style 鈴木あかね/著 グラフィック社

86 595 ビジュアルでわかりやすい30秒セルフエステでオンナを磨く 出口アヤ/著 三笠書房

87 595.4 おうちでできるヘアカット GARDEN/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

88 595.4 着物ヘアメイクの視点と技法 鎌田由美子/著 誠文堂新光社

89 595.5 パリジャンが教えるヒゲの教科書 ジャン・アルティニャン/著 河合隼雄/訳 パイインターナショナル
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 595.5 スキンケアは洗顔が9割 Caoru/著 PHPエディターズ・グループ

91 595.5 世界一のフェイシャル・マジック ジュミ・ソン/著 光文社

92 595.5 肌がきれいになる 石けんオフメイク研究会/著 文藝春秋

93 595.6 世界一かんたんな超効率ダイエット 植前和之/著 KADOKAWA

94 595.6 やせるのに必要な最小限エクサ 今野拓也/著 KADOKAWA

95 596 裏を見て「おいしい」を買う習慣 岩城紀子/著 主婦の友社

96 596 おうちで、薬膳なべ 岩崎啓子/料理 薬日本堂/漢方監修 河出書房新社

97 596 塩糖水漬けレシピ 上田淳子/著 世界文化社

98 596 ホットプレートひとつでごちそうごはんができちゃった 黄川田としえ/料理 主婦の友社/編 主婦の友社

99 596 ハーブ&スパイスメソッド イタリア料理編 國光博敏/著 エスビー食品株式会社/監修 マイナビ出版

100 596 免疫力を上げる!発酵食レシピ 小紺有花/著 河出書房新社

101 596 調味料ひとつでラクうまごはん 近藤幸子/著 PHPエディターズ・グループ

102 596 忙しい人のホットクックレシピ 阪下千恵/著 日東書院本社

103 596 サメジマ式シニアごはん 鮫島正樹/著 NHK出版

104 596 スガさんの365日使えるつくりおき スガ/著 扶桑社

105 596 キレイをつくる、簡単!じぶんごはん 小鳥遊しほ/著 主婦の友社

106 596 ホットクックで毎日ごはん 高山かづえ/著 オレンジページ

107 596 堤人美の旬を漬ける保存食 堤人美/著 NHK出版

108 596 魔法のてぬきごはん てぬキッチン/著 ワニブックス

109 596 忙しい日のできたてごはんがレンチンだけでできちゃった 新谷友里江/料理 主婦の友社/著 主婦の友社

110 596.0 本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ コウケンテツ/著 ぴあ

111 596.0 バーの主人がひっそり味わってきた酒呑み放浪記 間口一就/著 秀和システム

112 596.2 ギリシャのごはん アナグノストゥ直子/文・写真 イカロス出版

113 596.2 地元の料理上手が教えてくれたおいしい台湾レシピ クックパッド株式会社/監修 世界文化社

114 596.2 フライパンひとつで極みのフレンチ 高良康之/著 世界文化社

115 596.2 料理旅から、ただいま minokamo/著 風土社

116 596.3 干物料理帖 うすいはなこ/著 日東書院本社

117 596.3 野菜はスープとみそ汁でとればいい 倉橋利江/著 新星出版社

118 596.3 ジビエレシピ ブルーノ・ドゥーセ/著 ルイ・ローラン・グ
ランダダム/撮影 グラフィック社

119 596.3 世界一簡単なヴィーガンレシピ ブイクック/編集・制作 ブイクック

120 596.4 つくりおきおかずでほぼ朝つくらないお弁当 小田真規子/著 扶桑社

121 596.6 異国のおやつ 岸田麻矢/著 エクスナレッジ

122 596.6 イチバン親切なパンの教科書 坂本りか/著 新星出版社

123 596.6 かんたんシンプルごほうびデザート サルボ恭子/著 家の光協会

124 596.6 ボウルひとつで作れるたくさんの焼き菓子 真藤舞衣子/著 主婦と生活社

125 596.6 みんなで食べたい時短おやつ 菅野のな/著 辰巳出版

126 596.6 世界一美しい透明スイーツレシピ tomei 透明愛好家/著 KADOKAWA

127 596.6 季節をとじ込める果物とお菓子のレッスン 森岡麻以/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

128 596.6 オーブンなしで激ウマッ!スイーツ you/著 KADOKAWA

129 596.6 冷凍作りおきパン 吉永麻衣子/著 扶桑社

130 596.6 型なしタルト 渡辺麻紀/著 河出書房新社

131 599.3 手づかみ離乳食 田角勝/著 合同出版

132 599.9 親子のきずなが深まるおむつなし育児 三砂ちづる/著 中野美和子/医学監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 麒麟を呼ぶ 福島慶太/著 PHP研究所

2 602.1 ポスト・コロナ業界の未来 アクセンチュア/監修 日本経済新聞出版/編 日経BP日本経済新聞出版本部

3 602.1 会社四季報業界地図 2021年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

4 609 単位と法則大百科  ニュートンプレス

5 611 マッキンゼーが読み解く食と農の未来 アンドレ・アンドニアン/著 川西剛史/著 日経BP日本経済新聞出版本部

6 611.3 食の経済入門 2020年版 村上陽子/編著 芝崎希美夫/編著 農林統計出版

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 611.7 なぜ、あそこの6次産業化はうまくいくのか? 井上嘉文/著 大学教育出版

8 611.7 ビジネスパーソンの新・兼業農家論 井本喜久/著
クロスメディア・パブリッシ
ング

9 611.7 東大卒、農家の右腕になる。 佐川友彦/著 ダイヤモンド社

10 613.5 図解でよくわかる土壌診断のきほん 日本土壌協会/監修 誠文堂新光社

11 615.6 山羊さん除草隊 渡辺祥二/著 まつお出版

12 615.7 農のひと 金井真紀/文と絵 道法正徳/ほか取材協力 左右社

13 617.4 ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 栗原俊輔/著 合同出版

14 621.4 青果物流通論 桂瑛一/著 農林統計出版

15 625.8 甘いバナナの苦い現実 石井正子/編著 アリッサ・パレデス/ほか著 コモンズ

16 626.1 今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農文協/編 農山漁村文化協会

17 626.1 畑の益虫とその増やし方  ブティック社

18 626.2 イチゴ 藤田智/著 NHK出版

19 626.9 おうちでとれたて野菜 河村毬子/著 伊藤龍三/監修 河出書房新社

20 627.8 グリーンインテリアライフ  コスミック出版

21 627.9 花生師岡本典子の花仕事 岡本典子/著 誠文堂新光社

22 629.2 緑のデザイン 園三/著 学芸出版社

23 629.7 咲かせたい!四季の宿根草で庭づくり 荻原範雄/著 講談社

24 645.6 いつかきっと笑顔になれる 今西乃子/著 浜田一男/写真 青春出版社

25 645.6 がんと生きる犬ごはんの教科書 俵森朋子/著 誠文堂新光社

26 645.7 猫はあくびで未来を描く 『ねこ新聞』編集部/監修 竹書房

27 645.7 家ねこ大全285 藤井康一/著 KADOKAWA

28 645.8 チンチラ飼育バイブル 田向健一/監修 鈴木理恵/協力 メイツユニバーサルコンテン
ツ

29 645.9 動物愛護法入門 東京弁護士会公害・環境特別委員会/編 民事法研究会

30 646.9 びわ湖の畔のニホンミツバチ 尼川タイサク/著 サンライズ出版

31 670 電子契約導入ガイドブック 国内契約編 高林淳/編 商事法務/編 商事法務

32 673.3 ネットで稼ぐ全技術 上田祐輝/著 きずな出版

33 673.3 もっと収益を伸ばす!アフィリエイト徹底攻略ガイドブック 鈴木みずほ/著 技術評論社

34 673.3 はじめての接客英会話 デイビッド・セイン/著 成美堂出版

35 673.3 コンタクトレス・アプローチ 長尾一洋/著 KADOKAWA

36 673.3 最速でつかみ取る営業の「絶対受注」 福山敦士/著 同文舘出版

37 673.3 “内向型”のための「営業の教科書」 渡瀬謙/著 大和出版

38 673.7 わかりやすい古物営業の実務 古物営業研究会/著 東京法令出版

39 673.7 ニトリの働き方 似鳥昭雄/著 大和書房

40 673.8 こうして店は潰れた 続 小林久/著 同文舘出版

41 673.9 お客が殺到する飲食店の始め方と運営  '20〜'21年版 入江直之/著 成美堂出版

42 673.9 外食はやっぱり楽しい 『フードビズ』編集部/編著 エフビー

43 673.9 コロナ危機を生き残る飲食店の秘密 大西良典/著 扶桑社

44 673.9 幻の「カフェー」時代 斎藤光/著 淡交社

45 673.9 不動産投資の曲がり角で、どうする? 寺岡孝/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

46 673.9 不動産投資のしくみがわかる本 松村保誠/著 同文舘出版

47 674 面白いって何なんすか!?問題 井村光明/著 ダイヤモンド社

48 674 デジタル時代の基礎知識『広告』 小林慎一/著 吉村一平/著 翔泳社

49 674 #ライブ配信の教科書 ゆうこす/著 日経BP

50 674.3 あたらしい、あしらい。 ingectar-e/著 ソシム

51 674.4 0からはじめるネット広告代理店開業ガイド 西和人/著 秀和システム

52 675 デジタルマーケティングの定石 垣内勇威/著 日本実業出版社

53 675 SNSで人を集める! 喜多野修次/著 総合法令出版

54 675 デジタル時代の実践スキル SNS戦略 後藤真理恵/著 翔泳社

55 675 ブランディングの科学 新市場開拓篇 バイロン・シャープ/著 ジェニー・ロマニウ
ク/著 朝日新聞出版

56 675 新規顧客が勝手にあつまる販促の設計図 中野道良/著 翔泳社

57 675 図解よくわかるこれからのデジタルマーケティング 船井総合研究所/著 同文舘出版

58 675 ケースで学ぶ価値共創マーケティングの展開 村松潤一/編著 藤岡芳郎/編著 同文舘出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 675 デジタルマーケティング見るだけノート 山浦直宏/監修 宝島社

60 675.3 はじめての企画・開発メソッド 澤口学/著 同友館

61 678.4 「ゆる副業」のはじめかた輸入・ネット販売 梅田潤/著 翔泳社

62 678.4 貿易実務がこれ1冊でしっかりわかる教科書 布施克彦/著 技術評論社

63 683.9 港運がわかる本 天田乙丙/共著 恩田登志夫/共著 成山堂書店

64 686.2 鉄道遺産をめぐる 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

65 686.2 南田裕介の鉄道ミステリー 南田裕介/著 天夢人

66 687.4 マイレージの超達人 JAL編2020-21年版 櫻井雅英/著 スタートナウ

67 689.2 日本の観光 谷沢明/著 八坂書房

68 689.8 輝く人・輝く宿が日本を元気にする 磨き合う旅館甲子園 桑原才介/著 言視舎

69 689.8 最新ホテル業界大研究 中村正人/著 産学社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.3 教養としてのお金とアート 山本豊津/著 田中靖浩/著 KADOKAWA

2 702 アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 デズモンド・モリス/著 伊達淳/訳 三省堂

3 702.0 世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木晃/著 エクスナレッジ

4 702.3 レオナルド・ダ・ヴィンチを探して ジョルジョ・ヴァザーリ/著 アントニオ・
ビッリ/著 東京書籍

5 702.3 よみがえるレオナルド・ダ・ヴィンチ 東京造形大学ダ・ヴィンチ・プロジェクト/
編著 東京美術

6 704 美とリベラルアーツ 阿部博人/著 PHP研究所

7 704 人の心を動かすことができなければ、芸術ではない。 高階秀爾/編著 京都府立文化芸術会館/企画 ミネルヴァ書房

8 704 芸術を愛し、求める人々へ 宮田徹也/著 論創社

9 712.1 大仏師運慶 塩澤寛樹/著 講談社

10 721.8 世界でいちばん素敵な浮世絵の教室 岡部昌幸/監修 三才ブックス

11 721.8 ニッポンの浮世絵 日野原健司/著 渡邉晃/著 小学館

12 721.8 ようこそ北斎の世界へ 日野原健司/著 東京美術

13 721.8 浮世絵の解剖図鑑 牧野健太郎/著 エクスナレッジ

14 721.9 横山大観の全貌 足立美術館/監修 平凡社

15 721.9 近代京都日本画史 植田彩芳子/著 中野慎之/著 求龍堂

16 723 名画はおしゃべり 木村泰司/著 ワニブックス

17 723 メンタルに効く西洋美術 宮本由紀/著 マール社

18 724.1 丑を描く 水墨画塾編集部/編 誠文堂新光社

19 724.5 絵を描くための鳥の写真集 宮本桂/撮影 尾崎親三郎/撮影 マール社

20 725 動物デッサンの基本とコツ 宮永美知代/著 ソーテック社

21 726.1 『こち亀』社会論 稲田豊史/著 イースト・プレス

22 726.1 萩尾望都紡ぎつづけるマンガの世界 萩尾望都/著 ビジネス社

23 726.5 コミック&イラストのためのスペース・ドローイング入門 キムドンホ/著 金智恵/訳 マール社

24 726.5 ○×でわかる風景作画 さけハラス/著 KADOKAWA

25 726.5 孤独ぎらいのひとり好き 田村セツコ/著 興陽館

26 726.5 真鍋博の世界 真鍋博/画 愛媛県美術館/監修 パイインターナショナル

27 726.6 きみの中のぼく おおのたろう/著 大和書房

28 726.6 内なる町から来た話 ショーン・タン/著 岸本佐知子/訳 河出書房新社

29 726.6 だれも知らないレオ・レオーニ 森泉文美/著 松岡希代子/著 玄光社

30 727 映えるデザイン ARENSKI/編著 日貿出版社

31 727.8 毎日ロゴ 石川竜太/著 ビー・エヌ・エヌ新社

32 727.8 かんたん&かわいい!和気文具の手描き文字レッスン 今田里美/著 ナツメ社

33 728 賞状の書き方 前田篤信/著 日貿出版社

34 728.2 中国書道遊覧 菅原教夫/著 芸術新聞社

35 733 高い表現力が身につく木版画上達のコツ50 牧野浩紀/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

36 740.2 中国革命と写真 岡井耀毅/著 岡井禮子/編 彩流社

37 740.4 写真家の心 詩人の眼 小松健一/著 本の泉社

38 743.4 図解どこでも人物ライティング SHUN/著 玄光社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 743.4 しあわせカメラ パパカメラ/写真・文 自由国民社

40 749.4 明朝体活字 小宮山博史/著 グラフィック社

41 750.2 にっぽんの美しい民藝 萩原健太郎/著 エクスナレッジ

42 751.9 UVレジンのモードかわいいアクセサリー a.k.b./著 河出書房新社

43 754.9 折り紙王子の凄ワザ!折り紙 有澤悠河/著 河出書房新社

44 754.9 世界一たのしい!切り紙ブック いしかわまりこ/著 すがみほこ/著 KADOKAWA

45 754.9 季節のおりがみつり下げ飾り いまいみさ/著 講談社

46 754.9 7日間でできる世界一美しいダンボールクラフト うぷあざ棟梁/著 KADOKAWA

47 754.9 アンティーク着物地でつくるかわいい布箱&雑貨 大野らふ/著 ハセガワエミ/著 河出書房新社

48 754.9 使える!ブロック折り紙 金杉登喜子/著 日東書院本社

49 754.9 カミキィの<か和いい>季節のおりがみ カミキィ/著 日本文芸社

50 754.9 雪と星座のペーパークイリング なかたにもとこ/著 ブティック社

51 754.9 紙のパッチワーク 堀込好子/著 日東書院本社

52 755.5 ヌメ革をアレンジして作る革小物  
スタジオタッククリエイティ
ブ

53 759.9 世界の民芸玩具 尾崎織女/著 高見知香/写真 大福書林

54 760 面白いほどわかる!クラシック入門 松本大輔/著 青弓社

55 760.7 MITマサチューセッツ工科大学音楽の授業 菅野恵理子/著 あさ出版

56 761.2 読んでナットク!やさしい楽典入門 2020 オオシマダイスケ/編著 自由現代社(発売)

57 761.8 作曲少女Q 仰木日向/著 まつだひかり/イラスト
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

58 763.2 ピアノが上達するコード・スケールの使い方 2020 横岡ゆかり/編著 自由現代社(発売)

59 763.5 挫折しないギター入門 2020 自由現代社編集部/編著 奥山清/監修 自由現代社(発売)

60 763.7 初心者のオカリナ基礎教本 2020 橋本愛子/編著 自由現代社(発売)

61 763.9 DJをはじめるための本 EDIT INC./著 リットーミュージック

62 764.7 近代日本のジャズセンセーション 青木学/著 青弓社

63 764.7 バード チャック・ヘディックス/著 川嶋文丸/訳
シンコーミュージック・エン
タテイメント

64 764.7 クイーン大事典 ダニエル・ロス/著 迫田はつみ/訳
シンコーミュージック・エン
タテイメント

65 767.1 歌と身体のメカニズム 石野健二/著 アルテスパブリッシング

66 767.5 グルジア民謡概説 久岡加枝/著 スタイルノート

67 767.8 ちあきなおみ沈黙の理由 古賀慎一郎/著 新潮社

68 767.8 自伝わが心の歌 古賀政男/著 展望社

69 767.8 追憶のフレディ・マーキュリー ピーター・フリーストーン/著 デヴィッド・
エヴァンズ/協力

シンコーミュージック・エン
タテイメント

70 769.9 華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界 海野弘/解説★監修 パイインターナショナル

71 777.1 文楽ナビ 渡辺保/著 マガジンハウス

72 778.2 洋画プログラムに夢中だった頃 新井巌/著 言視舎

73 778.2 映画演出・個人的研究課題 石井裕也/著 朝日新聞出版

74 778.2 押井守の映画50年50本 押井守/著 立東舎

75 778.2 行った気になる世界遺産 鈴木亮平/著 ワニブックス

76 778.2 木久扇のチャンバラ大好き人生 林家木久扇/著 ワイズ出版

77 778.7 沈没家族 加納土/著 筑摩書房

78 778.7 日本アニメ誕生 豊田有恒/著 勉誠出版

79 779.1 人生は七転び八起き 内海桂子/著 飛鳥新社

80 779.1 ぼくをつくった50のゲームたち 川島明/著 文藝春秋

81 779.1 幸福論 中田敦彦/著 徳間書店

82 779.1 落語キャラクター絵図 美濃部由紀子/著 辻村章宏/イラスト
メイツユニバーサルコンテン
ツ

83 779.7 最後の瞽女 桐生清次/著 文芸社

84 779.7 ぼくは挑戦人 ちゃんへん./著 ホーム社

85 779.9 志村けん160の言葉 志村けん/著 青志社

86 780 裁判例からわかるスポーツ事故の法律実務 静岡県弁護士会/編集 ぎょうせい

87 780.1 勝つための実践的スポーツ心理学 江川玟成/著 金子書房

88 780.1 イップスの乗り越え方 河野昭典/著 飯島智則/企画・構成 BABジャパン

89 780.1 介護予防に効く「体力別」運動トレーニング 中村容一/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

90 780.1 栄養満点!強い体をつくる!はるはるママのスポーツごはん はるはる/著 マキノ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

91 780.2 夢をかなえる教科書 テレビ朝日「Dream Challenger〜夢に挑む者
たち〜」/編 文化工房

92 780.6 スポーツを変えたテクノロジー スティーヴ・ヘイク/著 藤原多伽夫/訳 白揚社

93 780.7 「太らない」「疲れない」最高にシンプルな筋トレ 中野ジェームズ修一/著 大和書房

94 780.7 子どもの運動神経が良くなるレスリング式トレーニング 成國晶子/著
ベースボール・マガジン
社

95 781.9 生きる力が育つ!あそびベスト53 久保田競/総監修 主婦の友社/編 主婦の友社

96 781.9 脳イキイキ!手あそび指あそび 小山混/著 主婦の友社

97 782.3 マラソン・ロードレース救護・医療体制整備指針 山澤文裕/監修 野口宏/編集 真興交易(株)医書出版部

98 783.6 卓球王水谷隼終わりなき戦略 水谷隼/著 卓球王国

99 783.7 サラリーマン球団社長 清武英利/著 文藝春秋

100 783.7 プロ野球FA宣言の闇 中島大輔/著 亜紀書房

101 783.7 一流非難 野村克也/著 双葉社

102 783.7 老いのボヤキ 野村克也/著 KADOKAWA

103 783.7 松坂世代、それから 矢崎良一/著 インプレス

104 783.8 決定版!実戦で役立つグラウンド・ゴルフ 朝井正教/著
ベースボール・マガジン
社

105 783.8 筑波大学博士が教える!最新ゴルフの教科書 安藤秀/著 河出書房新社

106 783.8 ナイスショットは骨で打つ! 福田尚也/著 日本文芸社

107 785.2 それでも、僕は泳ぎ続ける。 入江陵介/著 KADOKAWA

108 786 焚き火の本 猪野正哉/著 山と溪谷社

109 786.1 パフォーマンスロッククライミング デイル・ゴダード/著 ウド・ノイマン/著 山と溪谷社

110 786.1 テーピングで快適!登山&スポーツクライミング  (ヤマケイ新書) 高橋仁/著 山と溪谷社

111 786.1 Q&A登山の基本  (ヤマケイ新書) ワンダーフォーゲル編集部/編 山と溪谷社

112 787.1 色と形で見わけ海・川・湖沼で楽しむ釣魚図鑑 豊田直之/著 ナツメ社

113 788.1 双葉山の邪宗門 加藤康男/著 草思社

114 788.1 覚えておきたい横綱の顔 本間康司/絵と文 清水書院

115 789.2 沖縄空手への旅 柳原滋雄/著 第三文明社

116 791 佐々木三味が語る茶事・茶会の心得 佐々木三味/著 淡交社

117 795 AIの手法と次の一手 韓鐵均/著 洪敏和/訳 東京創元社

118 795.8 2マスあきから始める詰めオセロ100問ドリル 日本オセロ連盟/監修 つちや書店

119 795.8 これだけで勝てるオセロ 三屋伸明/著 マイナビ出版

120 796.0 高校生二冠藤井聡太 将棋世界編集部/編 日本将棋連盟

121 798.5 Unityの教科書 北村愛実/著 SBクリエイティブ

122 798.5 名作の技から学ぶゲームミュージック作曲テクニック 平沢栄司/著 グラフィック社

123 798.5 伝説のアーケードゲームを支えた技術 松浦健一郎/著 司ゆき/著 技術評論社

124 799 魅せるフラ上達レッスン基本と表現力を磨く50のポイント ジェーン・クウレイナニ/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

125 799.3 DVDでもっと上達!社交ダンス魅せるスタンダード 藤本明彦/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 はじめて学ぶ認知言語学 児玉一宏/編著 谷口一美/編著 ミネルヴァ書房

2 809.2 迷ったら声で決める! 清川永里子/著 さくら舎

3 809.2 あくび声トレ 牟田祥子/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

4 809.6 即興型ディベートの教科書 加藤彰/著 あさ出版

5 809.6 はじめてのグラフィックレコーディング 久保田麻美/著 翔泳社

6 809.6 オンラインでズバリ伝える力 佐藤綾子/著 幻冬舎

7 809.6 amazonのすごい会議 佐藤将之/著 東洋経済新報社

8 809.6 グループディスカッション 西口利文/著 植村善太郎/著 金子書房

9 809.6 場から未来を描き出す ケルビー・バード/著 山田夏子/監訳 英治出版

10 810.2 国語の原風景 塩原経央/著 ぱるす出版

11 814.7 ニュースがわかる基礎用語 2020-2021年版 清水書院編集部/編 清水書院

12 816 売れ続けるネット文章講座 さわらぎ寛子/著 ぱる出版

13 828.2 ニューエクスプレスプラス 上海語 榎本英雄/著 范曉/著 白水社

14 829.1 初心者でもすぐに話せる韓国語入門 小倉紀蔵/監修 office joe/編著 主婦の友社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 829.1 口を鍛える韓国語作文 上級編 白姫恩/著 コスモピア

16 829.3 基礎からレッスンはじめてのベトナム語 欧米・アジア語学センター/著 寺田雄介/著 ナツメ社

17 835 英文法には「意味」がある デイヴィッド・クリスタル/著 伊藤盡/訳 大修館書店

18 835.6 英語前置詞イメージ教室 亀山征史/著 南雲堂

19 837.8 小学校必修600英単語だけで大人も使える英会話 構俊一/著 幻冬舎

20 837.8 英語を話したいなら、まずは日本語の話し方を変えなさい! 西澤ロイ/著 SBクリエイティブ

21 837.8 一発で伝わる!ずぼら英語 カン・アンドリュー・ハシモト/著 永岡書店

22 837.8 桃太郎を歌うだけで英語が話せるCDブック ALEX YORK/著 KADOKAWA

23 857.8 フランス語話すための基本パターン86 吉田泉/著 ベレ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 文学で「学ぶ/身につく/力がつく」創作メソッド 榎本秋/著 粟江都萌子/著 DBジャパン

2 902.3 引き裂かれた世界の文学案内 都甲幸治/著 大修館書店

3 904 世界文学の21世紀 都甲幸治/著 Pヴァイン

4 910.2 シークレット 綾辻行人/著 詠坂雄二/著 光文社

5 910.2 日本近代小説史 安藤宏/著 中央公論新社

6 910.2 大江健三郎全小説全解説 尾崎真理子/著 講談社

7 910.2 絶体絶命文芸時評 佐々木敦/著 書肆侃侃房

8 910.2 恋する人生 下重暁子/著 学研プラス

9 910.2 異風の人 高林正夫/著 本の泉社

10 910.2 古井由吉論 富岡幸一郎/著 アーツアンドクラフツ

11 910.2 江戸川乱歩語辞典 奈落一騎/著 荒俣宏/監修 誠文堂新光社

12 910.2 谷崎潤一郎 板東洋介/著 清水書院

13 910.2 プライヴァシーの誕生 日比嘉高/著 新曜社

14 910.2 金田一耕助語辞典 木魚庵/文 YOUCHAN/絵 誠文堂新光社

15 911.1 砂の降る教室 石川美南/著 書肆侃侃房

16 911.1 加藤楸邨全歌集 加藤楸邨/著 青土社

17 911.1 悪友 榊原紘/著 書肆侃侃房

18 911.1 み佛の大き光につつまれて 日野西光尊/著 春秋社

19 911.1 四月の魚 正岡豊/著 書肆侃侃房

20 911.3 十七音の可能性 岸本尚毅/著 KADOKAWA

21 911.3 俳句いまむかし 坪内稔典/著 毎日新聞出版

22 911.3 橋本鷄二の百句 中村雅樹/著 ふらんす堂

23 911.4 シルバー川柳 10 全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ社編集
部/編 ポプラ社

24 911.4 シルバー川柳 いつでも夢を編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

25 911.4 超シルバー川柳 あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

26 911.5 邪宗門 北原白秋/文 大川裕弘/写真 パイインターナショナル

27 911.5 わたしをひびかせて 藤井かなめ/著 竹林館

28 911.5 どこにでもあるケーキ 三角みづ紀/著 ナナロク社

29 911.6 子どもの替え唄と戦争 鵜野祐介/著 文民教育協会子どもの文化研究
所/編集

文民教育協会子どもの文化研
究所

30 912.6 清水邦夫の華麗なる劇世界 井上理惠/著 社会評論社

31 914.6 私捨悟入 安野光雅/著 朝日新聞出版

32 914.6 作家の贅沢すぎる時間 伊集院静/著 双葉社

33 914.6 かならず先に好きになるどうぶつ。 糸井重里/著 ほぼ日

34 914.6 明るい覚悟 落合恵子/著 朝日新聞出版

35 914.6 それでも、幸せになれる 鎌田實/著 清流出版

36 914.6 いまだ、おしまいの地 こだま/著 太田出版

37 914.6 新しい生活 曽野綾子/著 ポプラ社

38 914.6 夫の後始末 続 曽野綾子/著 講談社

39 914.6 自分の価値 曽野綾子/著 扶桑社

40 914.6 島へ 谷口江里也/著 未知谷

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 914.6 なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻仁成/著 あさ出版

42 914.6 悔しみノート 梨うまい/著 祥伝社

43 914.6 炉辺の風おと 梨木香歩/著 毎日新聞出版

44 914.6 ベスト・エッセイ 2020 日本文藝家協会/編 光村図書出版

45 914.6 残念こそ俺のご馳走。 バッキー井上/著 ミシマ社

46 914.6 女ともだち 早川義夫/著 筑摩書房

47 914.6 ニッポンの違和感 松尾貴史/著 毎日新聞出版

48 914.6 雑貨の終わり 三品輝起/著 新潮社

49 914.6 村井さんちの生活 村井理子/著 新潮社

50 914.6 高学歴エリート女はダメですか 山口真由/著 幻冬舎

51 914.6 愚行の賦 四方田犬彦/著 講談社

52 914.6 未亡人26年生が教える心地よいひとり暮らし りっつん/著 扶桑社

53 915.6 本とあるく旅 森まゆみ/著 産業編集センター

54 915.6 酒場詩人の美学 吉田類/著 中央公論新社

55 916 コロナ禍日記 植本一子/著 円城塔/著 タバブックス

56 916 母を捨てるということ おおたわ史絵/著 朝日新聞出版

57 916 食べることと出すこと 頭木弘樹/著 医学書院

58 916 発達障害で生まれてくれてありがとう 菊地ユキ/著 光文社

59 916 がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方 関本剛/著 宝島社

60 916 青空応援団 平了/著 扶桑社

61 916 オタク女子が、4人で暮らしてみたら。 藤谷千明/著 幻冬舎

62 916 バブル 山口ミルコ/著 光文社

63 918.6 幻想小説とは何か 三島由紀夫/著 東雅夫/編 平凡社

64 929.1 第九の波 チェウンミ/著 橋本智保/訳 書肆侃侃房

65 929.1 優しい暴力の時代 チョンイヒョン/著 斎藤真理子/訳 河出書房新社

66 929.1 ディディの傘 ファンジョンウン/著 斎藤真理子/訳 亜紀書房

67 930.2 マーガレット・アトウッドのサバイバル 松田雅子/著 小鳥遊書房

68 932.5 股倉からみる『ハムレット』 芦津かおり/著 京都大学学術出版会

69 932.7 スイートルーム組曲 ノエル・カワード/著 福田逸/訳 而立書房

70 933.7 獄中シェイクスピア劇団 マーガレット・アトウッド/著 鴻巣友季子/
訳 集英社

71 933.7 医療短編小説集 W.C.ウィリアムズ/ほか著 F.S.フィッツジェ
ラルド/ほか著 平凡社

72 933.7 アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ/著 布施由紀子/訳 作品社

73 933.7 怪力男デクノボーの秘密 フランク・グルーバー/著 熊井ひろ美/訳 論創社

74 933.7 レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク/著 北田絵里子/訳 早川書房

75 933.7 踊る白馬の秘密 メアリー・スチュアート/著 木村浩美/訳 論創社

76 933.7 ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー/著 栩木伸明/訳 国書刊行会

77 933.7 サイバー・ショーグン・レボリューション ピーター・トライアス/著 中原尚哉/訳 早川書房

78 933.7 サブリナとコリーナ カリ・ファハルド=アンスタイン/著 小竹由美
子/訳 新潮社

79 933.7 英雄なんかどこにもいない チャールズ・ブコウスキー/著 デイヴィッ
ド・ステファン・カロン/編 青土社

80 933.7 心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ/著 村上春樹/訳 新潮社

81 933.7 アラバスターの手 A.N.L.マンビー/著 羽田詩津子/訳 国書刊行会

82 933.7 ボーン・クロックス デイヴィッド・ミッチェル/著 北川依子/訳 早川書房

83 933.7 現想と幻実 アーシュラ・K.ル=グウィン/著 大久保ゆう
/訳 青土社

84 933.7 赤死病 ジャック・ロンドン/著 辻井栄滋/訳 白水社

85 942.7 アルトゥロ・ウイの興隆/コーカサスの白墨の輪 ベルトルト・ブレヒト/著 酒寄進一/訳 東宣出版

86 943.7 トンネル ベルンハルト・ケラーマン/著 秦豊吉/訳 国書刊行会

87 953.7 内なるゲットー サンティアゴ・H.アミゴレナ/著 齋藤可津
子/訳 河出書房新社

88 953.7 殺人七不思議 ポール・アルテ/著 平岡敦/訳 行舟文化

89 953.7 ブラック・ハンター ジャン=クリストフ・グランジェ/著 平岡敦
/訳 早川書房

90 953.7 魔宴 モーリス・サックス/著 大野露井/訳 彩流社

91 953.7 チェーホフの生涯 イレーヌ・ネミロフスキー/著 芝盛行/訳・
解説 未知谷

92 953.7 テレーズ・デスケルー モーリヤック/著 福田耕介/訳 Sophia University Press上
智大学出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

93 953.7 ナポレオンじいちゃんとぼくと永遠のバラクーダ パスカル・リュテル/著 田中裕子/訳 小学館

94 969.3 忘却についての一般論 ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ/著 木
下眞穂/訳 白水社

95 995.2 夜の舞 イサアク・エサウ・カリージョ・カン/著 吉
田栄人/訳 国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人/著 双葉社

2 F 幽霊終着駅(ターミナル) 赤川次郎/著 文藝春秋

3 F 白蟻女 赤松利市/著 光文社

4 F 類 朝井まかて/著 集英社

5 F えにし屋春秋 あさのあつこ/著 角川春樹事務所

6 F ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ/著 新潮社

7 F 僕の神さま 芦沢央/著 KADOKAWA

8 F 戦国の城 芦辺拓/著 永井紗耶子/著 静岡新聞社

9 F 信州・諏訪湖連続殺人 梓林太郎/著 徳間書店

10 F 楽園の烏 阿部智里/著 文藝春秋

11 F 向日葵を手折る 彩坂美月/著 実業之日本社

12 F 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸潤/著 講談社

13 F 海神の島 池上永一/著 中央公論新社

14 F 獣たちのコロシアム 石田衣良/著 文藝春秋

15 F 泉鏡花<観念・人世>傑作選 泉鏡花/著 秋山稔/監修 KADOKAWA

16 F 空想クラブ 逸木裕/著 KADOKAWA

17 F ムシカ 井上真偽/著 実業之日本社

18 F 推し、燃ゆ 宇佐見りん/著 河出書房新社

19 F 鏡影劇場 逢坂剛/著 新潮社

20 F 漂砂の塔 大沢在昌/著 光文社

21 F 猿神 太田忠司/著 幻冬舎

22 F 猫弁と星の王子 大山淳子/著 講談社

23 F ワトソン力 大山誠一郎/著 光文社

24 F 怪奇現象という名の病気 沖光峰津/著 竹書房

25 F 死神の棋譜 奥泉光/著 新潮社

26 F 極刑 小倉日向/著 双葉社

27 F 恐ろしくきれいな爆弾 越智月子/著 小学館

28 F タクジョ! 小野寺史宜/著 実業之日本社

29 F ステイホームの密室殺人 1～2 織守きょうや/著 北山猛邦/著 星海社

30 F 魯肉飯(ロバプン)のさえずり 温又柔/著 中央公論新社

31 F 三郎と幸福のホテル 笠原正雄/著 PHP研究所

32 F 銀閣の人 門井慶喜/著 KADOKAWA

33 F fishy 金原ひとみ/著 朝日新聞出版

34 F 我々は、みな孤独である 貴志祐介/著 角川春樹事務所

35 F 雪月花 北村薫/著 新潮社

36 F サピエンス前戯 木下古栗/著 河出書房新社

37 F 私は女になりたい 窪美澄/著 講談社

38 F 私の中にいる 黒澤いづみ/著 講談社

39 F 昨日星を探した言い訳 河野裕/著 KADOKAWA

40 F 恋とポテトとクリスマス 神戸遙真/著 講談社

41 F 未来からの脱出 小林泰三/著 KADOKAWA

42 F 夏目漱石『心』を読み直す 小森陽一/著 かもがわ出版

43 F 帝都争乱 今野敏/著 角川春樹事務所

44 F 心淋し川 西條奈加/著 集英社

45 F インビジブル 坂上泉/著 文藝春秋

46 F 降るがいい 佐々木譲/著 河出書房新社

F 小説
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47 F うるはしみにくしあなたのともだち 澤村伊智/著 双葉社

48 F 同姓同名 下村敦史/著 幻冬舎

49 F 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂有紀/著 早川書房

50 F 水晶内制度 笙野頼子/著 エトセトラブックス

51 F 名探偵のはらわた 白井智之/著 新潮社

52 F 償いの流儀 神護かずみ/著 講談社

53 F 恋するラジオ スージー鈴木/著 ブックマン社

54 F 歓喜の歌 菅浩江/著 早川書房

55 F OKI 杉山隆男/著 扶桑社

56 F 海の怪 鈴木光司/著 集英社

57 F 黒魔王 高木彬光/著 論創社

58 F あなたのご希望の条件は 瀧羽麻子/著 祥伝社

59 F 愛されなくても別に 武田綾乃/著 講談社

60 F 竹林の七探偵 田中啓文/著 光文社

61 F 震雷の人 千葉ともこ/著 文藝春秋

62 F 真夜中のたずねびと 恒川光太郎/著 新潮社

63 F 彼女が天使でなくなる日 寺地はるな/著 角川春樹事務所

64 F 雨の中の涙のように 遠田潤子/著 光文社

65 F 無駄花 中真大/著 講談社

66 F アンダードッグス 長浦京/著 KADOKAWA

67 F 働く女子に明日は来る! 中澤日菜子/著 小学館

68 F かきあげ家族 中島たい子/著 光文社

69 F テロリストの家 中山七里/著 双葉社

70 F ニキ 夏木志朋/著 ポプラ社

71 F 月はまた昇る 成田名璃子/著 徳間書店

72 F 夢魔の牢獄 西澤保彦/著 講談社

73 F 生まれつきの花 似鳥鶏/著 河出書房新社

74 F 沖晴くんの涙を殺して 額賀澪/著 双葉社

75 F けものみち 花柳幻舟/著 えにし書房

76 F 恋する少年十字軍 早助よう子/著 河出書房新社

77 F 「原子爆弾」その前後 原民喜/著 本の泉社

78 F 口福のレシピ 原田ひ香/著 小学館

79 F やがて訪れる春のために はらだみずき/著 新潮社

80 F 隣人X パリュスあや子/著 講談社

81 F 乳房のくにで 深沢潮/著 双葉社

82 F 数学者の夏 藤本ひとみ/著 講談社

83 F アスク・ミー・ホワイ 古市憲寿/著 マガジンハウス

84 F お誕生会クロニクル 古内一絵/著 光文社

85 F 黒いサカナ 保坂祐希/著 ポプラ社

86 F 夜に駆ける 星野舞夜/著 いしき蒼太/著 双葉社

87 F マイ・ホッピー・ストーリー 「HOPPY HAPPY AWARD」実行委員会/編 都市出版

88 F 売国のテロル 穂波了/著 早川書房

89 F あかり野牧場 本城雅人/著 祥伝社

90 F もう、聞こえない 誉田哲也/著 幻冬舎

91 F 愛しのシャロン 前川裕/著 新潮社

92 F ちえもん 松尾清貴/著 小学館

93 F 刑事何森 孤高の相貌 丸山正樹/著 東京創元社

94 F 地霊都市 嶺里俊介/著 KADOKAWA

95 F CAボーイ 宮木あや子/著 KADOKAWA

96 F 灯台からの響き 宮本輝/著 集英社

97 F ちよぼ 諸田玲子/著 新潮社

98 F 小説北里柴三郎 山崎光夫/著 東洋経済新報社
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99 F デス・レター 山田正紀/著 東京創元社

100 F 帰ってきたK2 横関大/著 講談社

101 F 海蝶 吉川英梨/著 講談社

102 F 初夏の訪問者 吉永南央/著 文藝春秋

103 F ぴりりと可楽! 吉森大祐/著 講談社

104 F 悪い姉 渡辺優/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B217.5 新編「終戦日記」を読む 野坂昭如/著 中央公論新社

2 B230 ヨーロッパ世界の誕生 アンリ・ピレンヌ/著 増田四郎/監修 講談社

3 B312.3 スティーグ・ラーソン最後の事件 ヤン・ストックラーサ/著 品川亮/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

4 B493.8 ウイルス・ハンター エド・レジス/著 渡辺政隆/訳 早川書房

5 B699.6 コロナに思う テレビ東京ワールドビジネスサテライト/編 日経BP日本経済新聞出版本部

6 B910.2 東野圭吾公式ガイド 東野圭吾作家生活35周年実行委員会/編 講談社

7 B913.7 桂歌丸 正調まくら語り 桂歌丸/著 竹書房

8 B914.6 批評家失格 小林秀雄/著 新潮社

9 B914.6 三島由紀夫石原慎太郎全対話 三島由紀夫/著 石原慎太郎/著 中央公論新社

10 B916 全滅・憤死 高木俊朗/著 文藝春秋

11 B918.6 森の文学館 和田博文/編 筑摩書房

12 B933.7 壊れた世界の者たちよ ドン・ウィンズロウ/著 田口俊樹/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

13 B933.7 ケルト帝国の秘薬を追え 上・下 クライブ・カッスラー/著 ダーク・カッス
ラー/著 扶桑社

14 B933.7 逆まわりの世界 フィリップ・K.ディック/著 小尾芙佐/訳 早川書房

15 B933.7 タイムラインの殺人者 アナリー・ニューイッツ/著 幹遙子/訳 早川書房

16 B933.7 女総督コーデリア ロイス・マクマスター・ビジョルド/著 小木
曽絢子/訳 東京創元社

17 B933.7 神と罌粟 ティム・ベイカー/著 鈴木恵/訳 早川書房

18 B933.7 死んだレモン フィン・ベル/著 安達眞弓/訳 東京創元社

19 B933.7 もう終わりにしよう。 イアン・リード/著 坂本あおい/訳 早川書房

20 B933.7 チェス盤の少女 サム・ロイド/著 大友香奈子/訳 KADOKAWA

21 B949.8 時計仕掛けの歪んだ罠 アルネ・ダール/著 田口俊樹/訳 小学館

22 BF 芝浜の天女 愛川晶/著 中央公論新社

23 BF 純白の死 青木主水/著 小学館

24 BF 霊視刑事夕雨子 1 青柳碧人/著 講談社

25 BF 吸血鬼と呪いの森 赤川次郎/著 集英社

26 BF 金沢洋食屋ななかまど物語 上田聡子/著 PHP研究所

27 BF ベストSF 2020 大森望/編 石川宗生/ほか著 竹書房

28 BF かっぽれ 奥山景布子/著 集英社

29 BF ドクターM 海堂尊/著 久坂部羊/著 朝日新聞出版

30 BF 潔癖刑事 仮面の哄笑 梶永正史/著 講談社

31 BF 悲恋歌 小杉健治/著 祥伝社

32 BF 闇中の星 五代ゆう/著 天狼プロダクション/監修 早川書房

33 BF 忍びたちの本能寺 近衛龍春/著 新潮社

34 BF 寝屋川アビゲイル 最東対地/著 講談社

35 BF カレーライス 重松清/著 新潮社

36 BF ノン・サラブレッド 島田明宏/著 集英社

37 BF 訣別の旗幟(はた) 千野隆司/著 双葉社

38 BF 鏡館の殺人 月原渉/著 新潮社

39 BF 狙われた横丁 鳥羽亮/著 講談社

40 BF 魔王の黒幕 早見俊/著 中央公論新社

41 BF 日本SFの臨界点 怪奇篇/恋愛篇 伴名練/編 早川書房

42 BF 首一つ 藤井邦夫/著 KADOKAWA

43 BF あの日、君は何をした まさきとしか/著 小学館

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 BF 万能鑑定士Qの事件簿 0 松岡圭祐/著 KADOKAWA

45 BF ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上延/著 KADOKAWA

46 BF 水族館ガール 7 木宮条太郎/著 実業之日本社

47 BF 満月珈琲店の星詠み 望月麻衣/著 桜田千尋/画 文藝春秋

48 BF あなたとオムライス 山口恵以子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T202 埋蔵文化財年報 令和元年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課/
編

富山県文化振興財団埋蔵文化
財調査課

2 T232 杉谷1番塚古墳 富山大学人文学部考古学研究室/編
富山大学人文学部考古学研究
室

3 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 令和元年度 富山市/編 富山市

4 T318.3 富山市議会定例会議案 令和2年9月 富山市議会/編 富山市議会

5 T324 特定非営利活動法人とやま成年後見人協会設立20周年記念誌
とやま成年後見人協会設立20周年記念事業運
営委員会/編

とやま成年後見人協会

6 T330 北陸地域設備投資計画調査 2019・2020・2021年度 日本政策投資銀行北陸支店富山事務所/
編 日本政策投資銀行

7 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 令和元年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

8 T365 生活情報ガイド ポルトガル語版 富山市企画管理部文化国際課/編 富山市民国
際交流協会/編

富山市国際交流センター

9 T370.5 富山市の教育 令和2年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

10 T498 病院事業概要 令和元年度 富山市立富山市民病院/編 富山市民病院

11 T519 上下水道事業年報 令和元年度 富山市上下水道局/編 富山市上下水道局

12 T520 富山県建築文化賞50年のあゆみ 富山県建築文化賞協議会/編 富山県建築文化賞協議会

13 T760 とやま音楽文化 VOL.3 とやま音楽文化協会/企画・制作 中村義朗/
編 中尾哲雄

14 T786 剱人 星野秀樹/著 山と溪谷社

15 T911.6 絆 高瀬利枝/著 高瀬孝

16 T913.6 アロハシャツ 土田由朗/著 「現代・北陸俳人選集」監修委
員会/監修 能登印刷出版部

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あ たにかわしゅんたろう/ぶん ひろせげん/え アリス館

2 E 赤ちゃんはどうやってうまれるの? フランソワーズ・ローラン/作 セバスチャ
ン・シェブレ/作 汐文社

3 E あさ 扇野剛/ぶん 羽尻利門/え 仮説社

4 E あっごきぶりだ! 塚本やすし/作 ポプラ社

5 E あつかったらぬげばいい ヨシタケシンスケ/著 白泉社

6 E 雨の日の地下トンネル 鎌田歩/作 アリス館

7 E ありがとう、アーモ! オーゲ・モーラ/文・絵 三原泉/訳 鈴木出版

8 E あるヘラジカの物語 星野道夫/原案 鈴木まもる/絵と文 あすなろ書房

9 E アンパンマンとみかづきまん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

10 E イカはイカってる 大塚健太/さく くさかみなこ/え マイクロマガジン社

11 E イタイイタイトンデケ accototo/作 マイクロマガジン社

12 E いろりからでてきたくろいて 西本鶏介/文 星野イクミ/絵 鈴木出版

13 E オーケストラをつくろう ロンドン交響楽団/協力 メアリー・オール
ド/文 BL出版

14 E おつきみパーティーまんまるまんまる すとうあさえ/文 山田花菜/絵 ほるぷ出版

15 E おとうふ2ちょう くろだかおる/さく たけがみたえ/え ポプラ社

16 E おふろにはいろ 三浦太郎/さく・え 童心社

17 E かじをけすじどうしゃ 鈴木まもる/さく・え 金の星社

18 E かぼちゃのだいおう おおいじゅんこ/作 ほるぷ出版

19 E がろあむし 舘野鴻/作絵 偕成社

20 E きぼう コーリン・アーヴェリス/ぶん セバスチャ
ン・ペロン/え 評論社

21 E きょうぼくはなまえをもらった かさいまり/文 星野イクミ/絵 アリス館

22 E きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン・ヨーレン/文 マーク・ティーグ/
絵 小峰書店

23 E きんぎょ 山本久美子/さく・え ひだまり舎

24 E くれよんぐりぐり 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

25 E ことばたんてい テンテン・マールをおえ 平田昌広/作 平田景/絵 新日本出版社

E 絵本

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 E 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ミシェル・マーケル/文 ナンシー・カーペン
ター/絵 西村書店

27 E ごめんなさい!だいじょうぶ! ルイス・スロボドキン/さく こみやゆう/や
く 出版ワークス

28 E これがぼくらにぴったり! アン・ローズ/さく アーノルド・ローベル/
え 好学社

29 E サディがいるよ サラ・オレアリー/文 ジュリー・モースタッ
ド/絵 福音館書店

30 E サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田よしたか/著 佼成出版社

31 E しょうぼうしのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え オリ
バー・ウィリアムス/さく・え 福音館書店

32 E しろくまきょうだいのおべんとうやさん serico/え たきのみわこ/ぶん 白泉社

33 E ゾウとともだちになったきっちゃん 入江尚子/文 あべ弘士/絵 福音館書店

34 E だいぶつさまおまつりですよ 苅田澄子/ぶん 中川学/え アリス館

35 E だれだれ?ハロウィン えがしらみちこ/著 白泉社

36 E だれかなぁ? みやにしたつや/作・絵 鈴木出版

37 E 月のふしぎ いしがきわたる/え おおぬまたかし/かん
しゅう マイルスタッフ

38 E テナベさんのふしぎなかえりみち mayfan/さく ビルボ

39 E どうしてしっぽがないの? 生源寺美子/原作 いもとようこ/文・絵 ひかりのくに

40 E どうろをつくるじどうしゃ 鈴木まもる/さく・え 金の星社

41 E どきどきオムライス 苅田澄子/作 ドーリー/絵 鈴木出版

42 E どすこいすしずもう おおとろやまのひみつ アンマサコ/作 講談社

43 E どすこいすしずもう たまごのさとのひみつ アンマサコ/作 講談社

44 E とりのずかん 雨宮尚子/作 安西英明/監修 白泉社

45 E とりあえずまちましょう 五味太郎/作 絵本館

46 E 梨の子ペリーナ イタロ・カルヴィーノ/再話 関口英子/訳 BL出版

47 E 日本どっちからよんでも 本村亜美/文 高畠純/絵 絵本館

48 E にんじゃいぬタロー 渡辺陽子/作 講談社

49 E ねがいごと あさのますみ/作 そのだえり/絵 学研プラス

50 E ネコノテパンヤ 高木さんご/作 黒井健/絵 ひさかたチャイルド

51 E ねこのニャンルー どいかや/作 偕成社

52 E ねこはるすばん 町田尚子/作 ほるぷ出版

53 E ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅうげんいちろう/さく 福音館書店

54 E のらねこバルとあひるのアヒージョ ふたりはいつもはらぺこ うえのよし/作 田中チズコ/絵 教育画劇

55 E はたらくじどうしゃ 鈴木まもる/さく・え 金の星社

56 E ハロウィンのかぼちゃをかざろう パトリシア・トート/文 ジャーヴィス/絵 BL出版

57 E ばんそうこうくださいな 矢野アケミ/作 WAVE出版

58 E びーだまふくろう マランク・リンク/作 マルタイン・ファン・
デル・リンデン/絵 ほるぷ出版

59 E ひっひっひくしょーん たあ先生/作 KADOKAWA

60 E ひょうたんとかえる 西條八十/作 殿内真帆/絵 鈴木出版

61 E ビルをつくるじどうしゃ 鈴木まもる/さく・え 金の星社

62 E ブウさん、だいじょうぶ? バレリー・ゴルバチョフ/作 かわしままな
み/訳 山烋

63 E ぷかぷかぽかぽか ひだのかな代/作 みらいパブリッシング

64 E ぼうしかぶって 三浦太郎/さく・え 童心社

65 E ボートやのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え こみや
ゆう/やく 福音館書店

66 E ぼくのカメはどこ? バーバラ・ボットナー/文 ブルーク・ボイン
トン・ヒューズ/絵 岩崎書店

67 E ぼくはいしころ 坂本千明/作 岩崎書店

68 E ほくほくおいもまつり すとうあさえ/ぶん なかた ひろえ/え ほるぷ出版

69 E ぼくんちのおふろやさん とよたかずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド

70 E ほしいなあ、きょうりゅう G.ドーネイ/ぶん A.バロー/え マイナビ出版

71 E ほしいなあ、ナマケモノ G.ドーネイ/ぶん A.バロー/え マイナビ出版

72 E マッチやのしょうじょ くすのきしげのり/作 澤野秋文/絵 フレーベル館

73 E まほうのあめだま 安房直子/作 いもとようこ/絵 金の星社

74 E まほうのハッピーハロウィン 石津ちひろ/文 岡田千晶/絵 ブロンズ新社

75 E ママ、どっちがすき? 織田りねん/作 中田いくみ/絵 パイインターナショナル

76 E みみずくと3びきのこねこ アリス・プロベンセン/さく マーティン・プ
ロベンセン/さく ほるぷ出版

77 E めんのずかん 大森裕子/作 石毛直道/監修 白泉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 E もじゃもじゃペーター ハインリッヒ・ホフマン/さく ささきたづこ/
やく ほるぷ出版

79 E モンスターれっしゃシューシュー 鈴木翼/文・原案 福田翔/原案 世界文化ワンダークリエイト

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 パソコンがなくてもできる!はじめてのプログラミング 松林弘治/著 坂村健/監修 角川アスキー総合研究所

2 K031 へんななまえのもの事典 グラフィオ/編著 さがわゆめこ/絵 金の星社

3 K031 ひらめき力がぐんぐん育つ!なぞなぞチャレンジ 嵩瀬ひろし/作 茂木健一郎/監修 ナツメ社

4 K159 10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊/著 石山さやか/マンガ KADOKAWA

5 K159 きみを変える50の名言 2期1 佐久間博/文 汐文社

6 K159 パワーブック クレア・サンダース/著 ヘイゼル・ソング
ハースト/著 東京書籍

7 K281 日本をつくった42人 設楽幸生/文 「日本をつくった42人」編集
室/文 理論社

8 K289 かけはし 中川なをみ/作 新日本出版社

9 K291 小さな町のでっかい笑顔 浜田尚子/文 文研出版

10 K291 にっぽんまるごと!ちず・行事ずかん 由井薗健/監修 世界文化社

11 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2021年版  永岡書店

12 K304 社会を知るためには  (ちくまプリマー新書) 筒井淳也/著 筑摩書房

13 K320 小学生からのなんでも法律相談 1巻 小島洋祐/監修 高橋良祐/監修 文研出版

14 K330 小学生でも知っておくべき!お金のはなし 大谷清文/著 辰巳出版

15 K333 地球村の子どもたち 1 石井光太/著 少年写真新聞社

16 K337 明日話したくなるお金の歴史 阿部泉/執筆・監修 清水書院

17 K366 大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井智毅/監修 上村彰子/構成・文 講談社

18 K375 じぶんプレゼン! 1 長田徹/監修 フレーベル館

19 K410 小学生でも知っておくべき!数学のはなし 白石拓/監修 辰巳出版

20 K440 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之 楠章子/作 文研出版

21 K440 はじめてのうちゅうずかん 渡部潤一/監修 スタジオタッククリエイティ
ブ

22 K451 台風の大研究 筆保弘徳/編著 PHP研究所

23 K457 なぞにせまれ!世界の恐竜 2～3 渡部真人/監修 汐文社

24 K468 さぐろう生物多様性 岡崎務/著 小泉武栄/監修 PHP研究所

25 K471 くらべてみよう!学校のまわりの外国から来た植物 1 亀田龍吉/写真・文 汐文社

26 K473 珪藻美術館 奥修/文・写真 福音館書店

27 K486 フン虫に夢中 いどきえり/著 くもん出版

28 K486 万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口進/写真・文 岩崎書店

29 K487 はっけん!ニホンイシガメ 関慎太郎/写真 AZ Relief/編著 緑書房

30 K487 はっけん!ニホンヤモリ 関慎太郎/写真 AZ Relief/編著 緑書房

31 K489 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤彰浩/写真 伊藤かおり/文 少年写真新聞社

32 K491 脳のなかのびっくり事典 こざきゆう/文 四本裕子/監修 ポプラ社

33 K491 うんち工場で大冒険! マルヤ・バーセラー/文 アネマリー・ファ
ン・デン・ブリンク/文 河出書房新社

34 K491 グロッソロジーきたないもの学 シルビア・ブランゼイ/文 ジャック・キー
リー/絵 講談社

35 K493 ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 1 稲葉茂勝/著 山本太郎/監修 新日本出版社

36 K493 スマホとゲーム障害 内海裕美/監修 少年写真新聞社

37 K493 みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野徹/著 河出書房新社

38 K516 鉄道のひみつ 谷藤克也/監修 小学館

39 K594 ミシンなしでかんたん!季節のこども手芸 秋/冬 C・R・K design/著 理論社

40 K686 とうきょうの電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

41 K762 ショパン 新井鷗子/著 音楽之友社

42 K762 モーツァルト  (ちくまプリマー新書) 岡田暁生/著 筑摩書房

43 K789 小学生の勝つ剣道苦手克服の強化書 鈴木剛/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

44 K801 5か国語でおもてなし 交通・施設編  理論社

45 K807 なぞかけ運動会 ねづっち/著 藤井昌子/イラスト 理論社

46 K807 なぞかけ食堂 ねづっち/著 bean/イラスト 理論社

47 K807 なぞかけ動物園 ねづっち/著 bean/イラスト 理論社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 K834 春夏秋冬の写真英語ずかん 春 大門久美子/編 汐文社

49 K908 10分で読めるわらい話 1年生/2年生 藤田のぼる/監修 学研プラス

50 K911 奈良の都 上野誠/監修 花村えい子/絵 ミネルヴァ書房

51 K913 うみのとしょかん あらしがやってきた 葦原かも/作 森田みちよ/絵 講談社

52 K913 とどけ、サルハシ! 葦原かも/作 石川えりこ/絵 小峰書店

53 K913 れいとレイ うちやまともこ/作 岡山伸也/絵 絵本塾出版

54 K913 俳句ステップ! おおぎやなぎちか/作 イシヤマアズサ/絵 佼成出版社

55 K913 ようかいとりものちょう乙 12 大崎悌造/作 ありがひとし/画 岩崎書店

56 K913 にゃんたる刑事 カワダクニコ/さく・え PHP研究所

57 K913 AIロボット、ひと月貸します! 木内南緒/作 丸山ゆき/絵 岩崎書店

58 K913 ぼくのまつり縫い 2 神戸遙真/作 井田千秋/絵 偕成社

59 K913 ハジメテヒラク こまつあやこ/著 講談社

60 K913 サード・プレイス ささきあり/作 酒井以/絵 フレーベル館

61 K913 世界とキレル 佐藤まどか/著 あすなろ書房

62 K913 トイレのブリトニー 辻貴司/作 いとうみつる/絵 岩崎書店

63 K913 ホオズキくんのオバケ事件簿 3 富安陽子/作 小松良佳/絵 ポプラ社

64 K913 ココロ屋 梨屋アリエ/作 菅野由貴子/絵 文研出版

65 K913 めいたんていサムくん 那須正幹/作 はたこうしろう/絵 童心社

66 K913 華麗なる探偵アリス&ペンギン 15 南房秀久/著 あるや/イラスト 小学館

67 K913 24時間のキョーフ 3 日本児童文学者協会/編 軽部武宏/絵 フレーベル館

68 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 秋の物語/見えない秘密 PHP研究所/編 PHP研究所

69 K913 火狩りの王 4 日向理恵子/作 山田章博/絵 ほるぷ出版

70 K913 秘密に満ちた魔石館 2 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 PHP研究所

71 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 14 廣嶋玲子/作 jyajya/絵 偕成社

72 K913 名作古典にでてくるどうぶつの不思議なむかしばなし 福井栄一/訳著 三本桂子/絵 汐文社

73 K913 名作古典にでてくるとりの不思議なむかしばなし 福井栄一/訳著 鴨下潤/絵 汐文社

74 K913 保健室経由、かねやま本館。 2 松素めぐり/著 おとないちあき/装画・挿画 講談社

75 K913 キニ子の日記 上 間部香代/作 クリハラタカシ/絵 WAVE出版

76 K913 白き花の姫王(おおきみ) みなと菫/著 講談社

77 K913 トソックオマトソート! 宮下すずか/作 市居みか/絵 くもん出版

78 K913 おばけのうんどうかい むらいかよ/著 ポプラ社

79 K913 山のトントン やえがしなおこ/作 松成真理子/絵 講談社

80 K913 宇宙人がいた やまだともこ/作 いとうみき/絵 金の星社

81 K913 神様のパッチワーク 山本悦子/作 佐藤真紀子/絵 ポプラ社

82 K913 暗号サバイバル学園 01 山本省三/作 丸谷朋弘/絵 学研プラス

83 K913 青春!卓球部 横沢彰/作 小松良佳/絵 新日本出版社

84 K913 子とりがくるぞ 横山充男/作 いとうみつる/絵 岩崎書店

85 K923 青銅とひまわり 曹文軒/著 中由美子/訳 樹立社

86 K933 はりねずみともぐらのふうせんりょこう アリソン・アトリー/作 上條由美子/訳 福音館書店

87 K933 茶色の服の男 アガサ・クリスティー/著 深町眞理子/訳 早川書房

88 K933 名探偵ポアロ ナイルに死す アガサ・クリスティー/著 佐藤耕士/訳 早川書房

89 K933 キャラメル色のわたし シャロン・M.ドレイパー/作 横山和江/訳 鈴木出版

90 K933 かしこいうさぎのローズバッド ルドウィッヒ・ベーメルマンス/ぶん・え 小
宮由/やく 大日本図書

91 K933 宇宙の神秘 ルーシー・ホーキング/作 さくまゆみこ/訳 岩崎書店

92 K933 父さんのことば パトリシア・マクラクラン/作 若林千鶴/訳 リーブル

93 K933 イルカと少年の歌 エリザベス・レアード/作 石谷尚子/訳 評論社

94 K943 水瓶座の少女アレーア 7 タニヤ・シュテーブナー/著 中村智子/訳 学研プラス

95 K949 おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク/作 キティ・クローザー/
絵 徳間書店

96 K949 ウィリアム・ウェントン 3 ボビー・ピアーズ/著 堀川志野舞/訳 静山社

97 K949 ムーミン谷のおはなし トーベ・ヤンソン/原作 アレックス・ハリ
ディ/文 徳間書店

98 K973 ゾンビのホラーちゃん 3～4 バルバラ・カンティーニ/作 安野亜矢子/訳 文化学園文化出版局

99 K973 紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ/作 長野
徹/訳 岩波書店
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