
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 出口版学問のすすめ 出口治明/著 小学館

2 002.7 実践自分で調べる技術  (岩波新書 新赤版) 宮内泰介/著 上田昌文/著 岩波書店

3 007.1 AIリテラシーの教科書 浅岡伴夫/著 松田雄馬/著 東京電機大学出版局

4 007.1 量子コンピューティング 嶋田義皓/著 情報処理学会出版委員会/監修 オーム社

5 007.1 TensorFlow 2プログラミング実装ハンドブック チーム・カルポ/著 秀和システム

6 007.1 AIの壁  (PHP新書) 養老孟司/著 PHP研究所

7 007.1 表現する認知科学 渡邊淳司/著 内村直之/ファシリテータ 新曜社

8 007.3 ホワイトハッカー入門 阿部ひろき/著 インプレス

9 007.3 1億人のWeb会議・動画配信 家子史穂/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

10 007.3 デジタル化する新興国  (中公新書) 伊藤亜聖/著 中央公論新社

11 007.3 プラットフォームビジネスの法務 岡田淳/編著 中野玲也/編著 商事法務

12 007.3 21世紀最強の職業Web系エンジニアになろう 勝又健太/著 実業之日本社

13 007.3 ITエンジニアのやさしい法律Q&A 河瀬季/著 技術評論社

14 007.3 ソーシャルメディア論 土方嘉徳/著 サイエンス社

15 007.3 オンラインで集まろう!Zoom Google Meetで始めるパーティーと教室 松下典子/著 くぼきじゅんこ/著 インプレス

16 007.3 note完全マニュアル 八木重和/著 秀和システム

17 007.3 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!Facebook超入門 リンクアップ/著 技術評論社

18 007.3 Chatwork基本&便利技 リンクアップ/著 技術評論社

19 007.5 メモの変態が手帳をスマホに変えた理由(わけ) 堀越吉太郎/著 小学館集英社プロダクション

20 007.6 Outlookプロ技BESTセレクション AYURA/著 技術評論社

21 007.6 基礎からわかる情報リテラシー 奥村晴彦/著 森本尚之/著 技術評論社

22 007.6 できるAccessクエリ&レポートデータの抽出・集計・加工に役立つ本 国本温子/著 きたみあきこ/著 インプレス

23 007.6 Kaggleデータ分析入門 篠田裕之/著 翔泳社

24 007.6 たった1日で基本が身に付く!Go言語超入門 清水美樹/著 技術評論社

25 007.6 最新基本パソコン用語事典 秀和システム編集本部/編著 秀和システム

26 007.6 プログラミング・ビットコイン Jimmy Song/著 中川卓俊/監訳 オライリー・ジャパン

27 007.6 C言語本格トレーニング 沼田哲史/著 共立出版

28 007.6 できるExcelデータベース 早坂清志/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

29 007.6 Vue.js 山田典明/共著 長澤賢/共著 エムディエヌコーポレーショ
ン

30 007.6 オブジェクト指向の考え方 Matt Weisfeld/著 神林靖/訳 インプレス

31 007.6 らくらく!50代からはじめるスマートフォン 2021最新版  マイウェイ出版

32 013 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井潤/著 青弓社

33 016.2 苦学と立身と図書館 伊東達也/著 青弓社

34 017 学び合い育ち合う学校図書館づくり 稲井達也/著 学事出版

35 019.0 病と障害と、傍らにあった本。 齋藤陽道/著 頭木弘樹/著 里山社

36 019.1 教養(リベラルアーツ)を極める読書術 麻生川静男/著 ビジネス社

37 019.2 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂洋一/著 小学館

38 019.5 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター/著 金原瑞人/訳 原書房

39 019.9 何のために本を読むのか  (青春新書INTELLIGENCE) 齋藤孝/著 青春出版社

40 019.9 暗がりで本を読む 徳永圭子/著 本の雑誌社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 023 電子出版学概論 湯浅俊彦/著 出版メディアパル

42 024.1 離島の本屋 ふたたび 朴順梨/著 ころから

43 024.1 日本の小さな本屋さん 続 和氣正幸/著 エクスナレッジ

44 031.7 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班/編 青春出版社

45 069 脳から見るミュージアム  (講談社現代新書) 中野信子/著 熊澤弘/著 講談社

46 069.0 それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける! 広瀬浩二郎/著 小さ子社

47 070.1 現場 西日本新聞社/編 「記者たちの九州戦後秘
史」刊行委員会/編 西日本新聞社

48 070.2 嫌われるジャーナリスト  (SB新書) 田原総一朗/著 望月衣塑子/著 SBクリエイティブ

49 070.2 メディアが動かすアメリカ  (ちくま新書) 渡辺将人/著 筑摩書房

50 070.4 愚かな風 山田健太/著 田畑書店

51 080 ケブラ・ナガスト 蔀勇造/訳注 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 図鑑哲学 トム・ジャクソン/著 高橋昌一郎/監訳 ニュートンプレス

2 102 今を考えるための近世思想 徳永哲也/著 晃洋書房

3 104 マルクス・ガブリエル危機の時代を語る  (NHK出版新書) マルクス・ガブリエル/述 丸山俊一/著 NHK出版

4 104 人生のレシピ 神崎繁/著 岩波書店

5 104 哲学トレーニングブック 山口尚/著 平凡社

6 107 ゼロからはじめる哲学対話 河野哲也/編 ひつじ書房

7 113.2 自由意志の向こう側 木島泰三/著 講談社

8 114 脱人間論 執行草舟/著 講談社

9 116 はじめての論理学 篠澤和久/著 松浦明宏/著 有斐閣

10 116 思考の教室 戸田山和久/著 NHK出版

11 121.5 天才富永仲基  (新潮新書) 釈徹宗/著 新潮社

12 121.6 西谷啓治思索の扉 佐々木徹/著 東洋出版

13 121.6 人間・西田幾多郎 藤田正勝/著 岩波書店

14 130 名著ではじめる哲学入門  (NHK出版新書) 萱野稔人/著 NHK出版

15 134.9 哲学探究 L.ウィトゲンシュタイン/著 鬼界彰夫/訳 講談社

16 140 はじめて出会う心理学 長谷川寿一/著 東條正城/著 有斐閣

17 140 心理学大図鑑 アン・ルーニー/著 本田周二/監訳 ニュートンプレス

18 141.2 知覚力を磨く 神田房枝/著 ダイヤモンド社

19 141.5 思考力改善ドリル 植原亮/著 勁草書房

20 141.5 認知バイアス  (ブルーバックス) 鈴木宏昭/著 講談社

21 141.5 Mind in Motion バーバラ・トヴェルスキー/著 渡会圭子/訳 森北出版

22 141.6 精神科医が教える後悔しない怒り方 伊藤拓/著 ダイヤモンド社

23 141.9 対人コミュニケーションの人間学 片岡由加/著 植田栄子/著 丸善出版

24 143.5 娘のトリセツ  (小学館新書) 黒川伊保子/著 小学館

25 143.7 老いと外出 松本光太郎/著 新曜社

26 146.0 ホロコーストから届く声 猪股剛/編著 植田静/著 左右社

27 146.1 ハンズ ダリアン・リーダー/著 松本卓也/訳 左右社

28 146.8 脳の取扱説明書 井上慎介/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

29 146.8 本当の私よこんにちは 大嶋信頼/著 米沢宏/著 青春出版社

30 146.8 心理劇入門 日本心理劇学会/監修 土屋明美/編著 慶應義塾大学出版会

31 148.3 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2021〜2022年版 たまごクラブ/編 栗原里央子/監修
ベネッセコーポレーショ
ン

32 152.1 モダンラブいくつもの出会い、とっておきの恋 ダニエル・ジョーンズ/編 桑原洋子/訳 河出書房新社

33 159 不安を消すコツ 植西聰/著 自由国民社

34 159 完訳7つの習慣 スティーブン・R.コヴィー/著 フランクリ
ン・コヴィー・ジャパン株式会社/訳

FCEパブリッシングキングベ
アー出版

35 159 渋沢栄一「生き方」を磨く 渋沢栄一/原著 竹内均/編・解説 三笠書房

36 159 渋沢栄一運命を切り拓く言葉 渋沢栄一/著 池田光/解説 清談社Publico

37 159 自分勝手で生きなさい 下重暁子/著 マガジンハウス

38 159 情報断食 鈴木七沖/著 きずな出版

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 159 アフターコロナの生存戦略 成毛眞/著 KADOKAWA

40 159 他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 幡野広志/著 幻冬舎

41 159 ハートフルネス スティーヴン・マーフィ重松/著 島田啓介/
訳 大和書房

42 159.4 大逆転する仕事術 安部修仁/著 プレジデント社

43 159.4 ひらめきはスキルである 瀬田崇仁/著 総合法令出版

44 159.4 これからのお金の教科書 田端信太郎/著 SBクリエイティブ

45 159.4 スタンフォード式お金と人材が集まる仕事術  (文春新書) 西野精治/著 文藝春秋

46 159.4 ネクスト・リーダーシップ 古田直裕/著 PHP研究所

47 159.6 飽きる勇気 大草直子/著 講談社

48 159.6 女と男はすれ違う!  (ポプラ新書) 黒川伊保子/著 ポプラ社

49 159.6 女大学評論 新女大学 福澤諭吉/著 加藤紳一郎/訳 名古屋文化学園

50 159.7 74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる ミツコ/著 すばる舎

51 159.8 あなたの人生をゆたかにしてくれる世界の知恵 植西聰/著 出版芸術社

52 162.1 知っておきたい日本の宗教 岩田文昭/編著 碧海寿広/編著 ミネルヴァ書房

53 162.1 社寺会堂から探る江戸東京の精神文化 中島隆博/編集 吉見俊哉/編集 勁草書房

54 170.4 いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が教えてくれる 吉川竜実/著 サンマーク出版

55 175.9 御朱印でめぐる愛知の神社 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

56 180 籔内佐斗司流教養として知っておきたいほとけの履歴書 籔内佐斗司/著 NHK出版

57 181.4 てくてく地獄さんぽガイド 田村正彦/編著 グラフィック社

58 182.2 インド仏教思想史 上 ひろさちや/著 佼成出版社

59 183.3 「観音経」入門 有福孝岳/著 晃洋書房

60 185.9 令和に巡る京都新一〇〇寺巡礼 秋吉茂/著 清風堂書店

61 188.5 心のザワザワがなくなる比べない習慣 玉置妙憂/著 日本実業出版社

62 188.7 仏の教え 大谷光淳/著 幻冬舎

63 188.7 築地本願寺の経営学 安永雄彦/著 東洋経済新報社

64 188.8 人生は凸凹だからおもしろい  (光文社新書) 枡野俊明/著 光文社

65 188.9 池田大作研究 佐藤優/著 朝日新聞出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 経済編 山崎圭一/著 SBクリエイティブ

2 210.4 日本の歴史を原点から探る 地方史研究協議会/編 文学通信

3 211 絶対に挫折しない日本史  (新潮新書) 古市憲寿/著 新潮社

4 211 決定版・日本史  (扶桑社新書) 渡部昇一/著 育鵬社

5 212 ぼくは縄文大工  (平凡社新書) 雨宮国広/著 平凡社

6 212 大学で学ぶ東北の歴史 東北学院大学文学部歴史学科/編 吉川弘文館

7 213 「国譲り神話」の真実 田中英道/著 勉誠出版

8 213 古事記及び日本書紀の研究 津田左右吉/著 毎日ワンズ

9 213.2 海からみた日本の古代 門田誠一/著 吉川弘文館

10 213.7 現代語訳小右記 11 藤原実資/記 倉本一宏/編 吉川弘文館

11 214.7 戦国の忍び  (角川新書) 平山優/著 KADOKAWA

12 214.7 13歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。 房野史典/著 幻冬舎

13 214.7 イエズス会がみた「日本国王」 松本和也/著 吉川弘文館

14 214.8 本能寺の変 信長の誤算 井上慶雪/著 祥伝社

15 214.8 女たちの本能寺  (祥伝社新書) 楠戸義昭/著 祥伝社

16 216 関口宏・保阪正康のもう一度!近現代史 明治のニッポン 関口宏/著 保阪正康/著 講談社

17 217 1932年の大日本帝国 アンドレ・ヴィオリス/著 大橋尚泰/訳 草思社

18 217.5 一九四四年の東條英機  (祥伝社新書) 岩井秀一郎/著 祥伝社

19 217.6 文化復興1945年  (朝日新書) 中川右介/著 朝日新聞出版

20 219.2 古文書が語る東北の江戸時代 荒武賢一朗/編 野本禎司/編 吉川弘文館

21 219.3 ふるさと東京今昔散歩 第1巻 坂崎幸之助/著 生田誠/著 フォト・パブリッシング

22 219.6 検証奈良の古代仏教遺跡 小笠原好彦/著 吉川弘文館

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 219.6 大和の古墳を歩く 森下惠介/著 同成社

24 219.9 沖縄戦75年戦火の記憶を追う 琉球新報社編集局/編著 高文研

25 222.0 難民たちの日中戦争 芳井研一/著 吉川弘文館

26 222.0 証言天安門事件を目撃した日本人たち 六四回顧録編集委員会/編 ミネルヴァ書房

27 227.3 古代メソポタミア全史  (中公新書) 小林登志子/著 中央公論新社

28 227.3 古代オリエント史講義 前田徹/著 山川出版社

29 230.5 アドリア海の海賊ウスコク 越村勲/著 彩流社

30 234.0 物語東ドイツの歴史  (中公新書) 河合信晴/著 中央公論新社

31 234.0 生還者(サバイバー)たちの声を聴いて 野村路子/著 第三文明社

32 234.0 ナチの妻たち ジェイムズ・ワイリー/著 大山晶/訳 中央公論新社

33 238 一冊でわかるロシア史 関眞興/著 河出書房新社

34 242.0 古代エジプト解剖図鑑 近藤二郎/著 エクスナレッジ

35 280.4 戦時リーダーシップ論 アンドルー・ロバーツ/著 三浦元博/訳 白水社

36 281.0 ライフシフト 秋場大輔/著 文藝春秋

37 282.7 オスマン帝国英傑列伝  (幻冬舎新書) 小笠原弘幸/著 幻冬舎

38 288.3 47都道府県・名門/名家百科 森岡浩/著 丸善出版

39 289.1 渋沢栄一伝 井上潤/著 ミネルヴァ書房

40 289.1 渡部恒三伝 笠井尚/著 論創社

41 289.1 神田のサンマとニューヨークの青空 澤部肇/著 日経BP日本経済新聞出版本部

42 289.1 ビジュアル図解日本資本主義の父渋沢栄一の生涯 渋沢栄一研究会/著 宝島社

43 289.1 ペルソナ  (講談社現代新書) 中野信子/著 講談社

44 289.1 ジョン万次郎の羅針盤 中濱武彦/著 冨山房インターナショナル

45 289.1 国難の商人 宮本雅史/著 産経新聞出版

46 289.2 総統とわたし 早川友久/著 ウェッジ

47 289.3 わが中国 イスラエル・エプスタイン/著 王唯斯/訳 左右社

48 289.3 革命記念日に生まれて エルヴィン・ナギ/著 野中進/訳 東洋書店新社

49 290.1 地名の世界地図  (文春新書) 21世紀研究会/編 文藝春秋

50 290.1 地名で読み解く世界史の興亡  (KAWADE夢新書) 宮崎正勝/著 河出書房新社

51 290.9 そこにある山 角幡唯介/著 中央公論新社

52 290.9 旅が教えてくれた人生と仕事に役立つ100の気づき 小林希/著 産業編集センター

53 290.9 まだ見ぬあの地へ 近藤雄生/著 産業編集センター

54 290.9 僕が旅人になった日 TABIPPO/編 ライツ社

55 290.9 世界ヤバすぎ!危険地帯の歩き方 丸山ゴンザレス/著 産業編集センター

56 291.0 新・居酒屋百選 名酒放浪編 (光文社新書) 太田和彦/著 光文社

57 291.0 地図で旅する!日本の名城 千田嘉博/監修 JTBパブリッシング

58 291.0 ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山 月山もも/著 KADOKAWA

59 291.0 廃城をゆく 7  イカロス出版

60 291.0 はじめての御城印めぐり  JTBパブリッシング

61 291.1 るるぶ冬の北海道  '21  JTBパブリッシング

62 291.3 江戸・東京ぶらり歴史探訪ガイド今昔ウォーキング 瀧島有/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

63 291.3 地理院地図で東京を歩く 1 地理教育研究会/編 清水書院

64 291.3 古地図で読み解く江戸東京地形の謎 芳賀ひらく/著 二見書房

65 291.3 新橋パラダイス 村岡俊也/著 文藝春秋

66 291.3 詳細地図で歩きたい町東京 2021  JTBパブリッシング

67 291.3 千葉・房総  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

68 291.3 るるぶ熱海箱根湯河原小田原  JTBパブリッシング

69 291.4 これが加賀百万石回遊ルート  北國新聞社

70 291.4 北陸・金沢  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

71 291.5 愛知  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

72 291.5 おとなの旅と宿 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

73 291.6 大阪のトリセツ  昭文社

74 291.6 南紀  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

75 291.6 るるぶ京都大阪  '21  JTBパブリッシング

76 291.7 岡山・倉敷  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

77 291.9 Champlu Champlu Production Dept./編著 T.E.N

78 291.9 南島探検 安間繁樹/著 あっぷる出版社

79 291.9 大分・別府 由布院  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

80 291.9 九州 感動の絶景  昭文社

81 292.1 韓国スタディーツアー・ガイド 韓洪九/著 崔順姫/訳 彩流社

82 292.9 草原の国キルギスで勇者になった男 春間豪太郎/著 新潮社

83 293.3 アイルランド 伊藤龍也/写真・文 ダニエル・ホーガン/訳 論創社

84 293.5 かわいいに出会える旅オランダへ 福島有紀/著 イカロス出版

85 293.6 スペインサンティアゴ巡礼の道 高森玲子/著 実業之日本社

86 293.8 フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri/著 ダイヤモンド・ビッグ社

87 293.8 デンマーク文化読本 長島要一/著 丸善出版

88 294.5 エチオピア高原の吟遊詩人 川瀬慈/著 音楽之友社

89 294.5 アフリカノオト コイケ龍一/著 スタジオK

90 295.3 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン/監修 昭文社

91 295.3 鏡の中のアメリカ 先崎彰容/著 亜紀書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 シリアで猫を救う アラー・アルジャリール/著 ダイアナ・
ダーク/著 講談社

2 302.3 連帯の時代 伊藤千尋/著 新日本出版社

3 302.3 ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ/著 講談社

4 304 日本のあかるいニュース 池上彰/監修 文響社

5 304 コモンの再生 内田樹/著 文藝春秋

6 304 災間の唄 小田嶋隆/著 武田砂鉄/撰 サイゾー

7 304 私たちはどんな世界を生きているか  (講談社現代新書) 西谷修/著 講談社

8 304 2021年日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/編 東洋経済新報社

9 311.7 民主主義とは何か  (講談社現代新書) 宇野重規/著 講談社

10 312.1 安倍晋三秘録 石橋文登/著 飛鳥新社

11 312.1 元号戦記  (角川新書) 野口武則/著 KADOKAWA

12 312.1 ロッキード疑獄 春名幹男/著 KADOKAWA

13 312.1 明治憲法史  (ちくま新書) 坂野潤治/著 筑摩書房

14 312.1 安倍政権は「倒れた」が「倒した」のではない 松竹伸幸/著 かもがわ出版

15 312.2 中東政治入門  (ちくま新書) 末近浩太/著 筑摩書房

16 312.3 ロシアン・ルーレットは逃がさない ハイディ・ブレイク/著 加賀山卓朗/訳 光文社

17 312.5 アメリカの政党政治  (中公新書) 岡山裕/著 中央公論新社

18 312.5 アメリカ大統領史100の真実と噓  (扶桑社新書) 八幡和郎/著 育鵬社

19 312.5 隠れトランプのアメリカ 横江公美/著 扶桑社

20 313.7 民主主義の壊れ方 デイヴィッド・ランシマン/著 若林茂樹/訳 白水社

21 314.8 アメリカ大統領選  (岩波新書 新赤版) 久保文明/著 金成隆一/著 岩波書店

22 314.8 こんなときどうする?選挙運動150問150答 関口慶太/編著 竹内彰志/編著 ミネルヴァ書房

23 316.8 イスラエルの起源 鶴見太郎/著 講談社

24 316.8 ブラック・ライブズ・スタディーズ 山本伸/編著 西垣内磨留美/編著 三月社

25 317 日本を壊した霞が関の弱い人たち 古賀茂明/著 集英社

26 317.7 警察の階級  (幻冬舎新書) 古野まほろ/著 幻冬舎

27 318.2 大阪から日本は変わる  (朝日新書) 吉村洋文/著 松井一郎/著 朝日新聞出版

28 318.3 地方公務員の再就職 城戸亮/著 第一法規

29 318.3 公務員の調整術 定野司/著 学陽書房

30 318.3 自治体職員スタートブック 新規採用研修研究会/編著 学陽書房

31 318.4 こんなときどうする?Q&A選挙運動早わかり 全国町村議会議長会/編 学陽書房

32 318.4 非常事態・緊急事態と議会・議員 新川達郎/著 江藤俊昭/著 公人の友社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 318.6 3ステップで学ぶ自治体SDGs STEP1～3 笹谷秀光/著 ぎょうせい

34 318.9 コロナ危機とニューヨーク 瀬能繁/著 日経BP日本経済新聞出版本部

35 318.9 分断された都市 アラン・マラック/著 山納洋/訳 学芸出版社

36 318.9 都市危機のアメリカ 矢作弘/著 岩波書店

37 319.1 新・日英同盟 岡部伸/著 白秋社

38 319.1 日中の「戦後」とは何であったか 波多野澄雄/編著 中村元哉/編著 中央公論新社

39 319.1 戦後日本を問いなおす  (ちくま新書) 原彬久/著 筑摩書房

40 319.2 <米中新冷戦>と中国外交 松本はる香/編著 白水社

41 319.2 中国解体2021 宮崎正弘/著 徳間書店

42 320 リーガルテック活用の最前線 FRONTEO/編著 弁護士ドットコム(株)/著 ぎょうせい

43 320.7 法学を学ぶのはなぜ? 森田果/著 有斐閣

44 321.1 いまこそロールズに学べ 仲正昌樹/著 春秋社

45 323.1 日本国憲法のお誕生 江橋崇/著 有斐閣

46 323.1 檻を壊すライオン 楾大樹/著 かもがわ出版

47 323.1 たのしい知識  (朝日新書) 高橋源一郎/著 朝日新聞出版

48 323.1 芦部信喜 渡辺秀樹/著 岩波書店

49 323.9 行政法ガール 2 大島義則/著 法律文化社

50 323.9 行政判例ノート 橋本博之/著 弘文堂

51 324.4 債権回収基本のき 権田修一/著 商事法務

52 324.4 最新売掛金回収・債権管理の基本と対策 中村啓一/監修 武田守/監修 三修社

53 324.7 相続は遺言書で9割決まる! 福田亮/著 Clover出版

54 324.7 ここが知りたい!Q&A相続入門 前川清成/著 民事法研究会

55 325.2 「自己株式の実務」完全解説 太田達也/著 税務研究会出版局

56 325.4 ポイントレクチャー保険法 甘利公人/著 福田弥夫/著 有斐閣

57 326.3 司法・犯罪心理学 藤岡淳子/編 有斐閣

58 327.8 少年事件弁護の軌跡 若穂井透/著 日本評論社

59 329.3 国際公務員になるには 横山和子/著 ぺりかん社

60 329.3 今、求められる真のグローバルリーダー 和氣邦夫/著 文芸社

61 329.7 スレブレニツァ・ジェノサイド 長有紀枝/編著 東信堂

62 329.9 外国人住民の生活相談Q&A 石川久/編著 杉田昌平/編著 ぎょうせい

63 330.4 グレート・リセット クラウス・シュワブ/著 ティエリ・マルレ/
著

日経ナショナルジオグラ
フィック社

64 331.1 Pythonによる計量経済学入門 中妻照雄/著 朝倉書店

65 332.0 図解でわかる14歳から考える資本主義 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

66 332.0 欲望の資本主義 4 丸山俊一/著 NHK「欲望の資本主義」制作班
/著 東洋経済新報社

67 332.1 経験なき経済危機 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

68 332.1 「自粛」と「緊縮」で日本は自滅する 藤井聡/著 ビジネス社

69 333.6 「地球市民」としての企業経営 白井均/著 論創社

70 333.6 WEAK LINK 竹森俊平/著 日経BP日本経済新聞出版本部

71 333.6 21世紀型大恐慌 山崎養世/著 PHP研究所

72 333.6 世界と日本経済大予測 2021 渡邉哲也/著 PHP研究所

73 333.6 冷戦大恐慌どうなる世界経済 渡邉哲也/著 ビジネス社

74 333.8 国際協力の戦後史 荒木光弥/著 末廣昭/編 東洋経済新報社

75 333.8 開発コンサルタントという仕事 笹尾隆二郎/著 日本評論社

76 334.4 東京影絵 川村亘平斎/著 宮本武典/著 クレヴィス

77 335 リスクをとらない起業術 黒坂岳央/著 大和出版

78 335 NEWフリーランスの稼ぎ方 山口拓朗/著 明日香出版社

79 335.1 渋沢栄一  (ちくま新書) 木村昌人/著 筑摩書房

80 335.1 SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかりわかる教科書 バウンド/著 技術評論社

81 335.1 資本主義の再構築 レベッカ・ヘンダーソン/著 高遠裕子/訳 日経BP日本経済新聞出版本部

82 335.1 SDGsの正体 村井哲之/著 PHPエディターズ・グループ

83 335.2 世界のトップ企業50はAIをどのように活用しているか? バーナード・マー/著 マット・ワード/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

84 335.2 マネジメントの文明史 武藤泰明/著 日経BP日本経済新聞出版本部
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No, 分類 書名 著者名 出版社

85 335.3 中小企業診断士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 西條由貴男/著 秀和システム

86 335.3 アフターコロナの戦略的事業承継「M&A」 長谷川佐喜男/著 中央経済社

87 335.4 株式会社の世界史 平川克美/著 東洋経済新報社

88 335.5 VUCA時代のグローバル戦略 パンカジュ・ゲマワット/著 琴坂将広/監訳 東洋経済新報社

89 335.5 日本の持株会社 下谷政弘/編 川本真哉/編 有斐閣

90 335.7 やさしい公営企業会計 地方公営企業制度研究会/編 ぎょうせい

91 335.8 NPOと行政の協働事業マネジメント 矢代隆嗣/著 公人の友社

92 335.8 ソーシャル・スタートアップ キャサリーン・ケリー・ヤヌス/著 高崎拓
哉/訳 英治出版

93 336 総務の仕事便利帳 新井博/著 高橋美智恵/著 法学書院

94 336 図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 2020-2021年版 関根俊輔/監修 新星出版社

95 336 ニューノーマルカンパニー 野村総合研究所/編 日経BP日本経済新聞出版本部

96 336 会社を救うプロ士業 会社を潰すダメ士業 横須賀輝尚/著 さくら舎

97 336.1 経営理念の教科書 新将命/著 日本実業出版社

98 336.1 世界一わかりやすいDX入門 各務茂雄/著 東洋経済新報社

99 336.1 DESIGN A BETTER BUSINESS パトリック・ファン・デル・ピール/著 ジャ
スティン・ロキッツ/著

ビー・エヌ・エヌ新社

100 336.1 Amazon,IKEA,Appleから学ぶ企業成長の方程式 星野雄滋/著 ロギカ書房

101 336.2 業務改善の問題地図 沢渡あまね/著 元山文菜/著 技術評論社

102 336.2 ゼロから学べる!ファシリテーション超技術 園部浩司/著 かんき出版

103 336.2 40歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ思考法 寺澤伸洋/著 KADOKAWA

104 336.3 笑うリーダー 伊東伸/著 ダイヤモンド社

105 336.4 会社には行かない 石倉秀明/著 CCCメディアハウス

106 336.4 失敗しない定年延長  (光文社新書) 石黒太郎/著 光文社

107 336.4 新型コロナ労務トラブルケース別相談事例集 岩出誠/著 日本法令

108 336.4 面倒くさい人のトリセツ  (KAWADE夢新書) 榎本博明/著 河出書房新社

109 336.4 人事・労務担当者のためのExcel & Wordマニュアル 加藤秀幸/著 日本実業出版社

110 336.4 with & afterコロナ禍を生き抜く!新しい企業の人事・労務管理 川崎秀明/著 樋口治朗/著 清文社

111 336.4 ポストコロナの健康経営 西城由之/著 東峰書房

112 336.4 働き方改革の基本 佐藤博樹/著 松浦民恵/著 中央経済社

113 336.4 直接会わずに相手を操る超心理術 内藤誼人/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

114 336.4 自分で考えて動く社員が育つOJTマネジメント 中尾隆一郎/著 フォレスト出版

115 336.4 成果・イノベーションを創出するダイバーシティ・マネジメント大全 西村直哉/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

116 336.4 図解オンライン研修入門 三坂健/編著 HRインスティテュート/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

117 336.4 オンラインでの「伝え方」ココが違います! 矢野香/著 すばる舎

118 336.4 労働時間を適正に削減し、休日・休暇を正しく運用する法 労務リスクソリューションズ/著 アニモ出版

119 336.5 Zoom・Slack・Teamsテレワークに役立つ教科書 岡田真一/著 SBクリエイティブ

120 336.5 ビジネスを可視化する業務フローチャートの書き方 小田実/著 産業能率大学出版部

121 336.5 ざんねんなオフィス図鑑 沢渡あまね/著 ワークフロー総研/著 シーアンドアール研究所

122 336.5 Microsoft Teams実用ワザ大全 日経PC21/編 日経BP

123 336.5 現場が輝くデジタルトランスフォーメーション 長谷川康一/著 ダイヤモンド社

124 336.9 注文の多い料理店で学ぶ収益認識会計 金子裕子/著 植野和宏/著 中央経済社

125 336.9 図解いちばんやさしく丁寧に書いた法人税申告の本  '21年版 須田邦裕/著 成美堂出版

126 338.1 現役大学教授が教える「お金の増やし方」の教科書 榊原正幸/著 PHP研究所

127 338.6 地域金融の未来 森俊彦/著 中央経済社

128 338.7 人生を賭けて「家」を買った人の末路 屋敷康蔵/著 PHP研究所

129 338.8 考えない投資生活 福田猛/著 飛鳥新社

130 345.1 図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本  '21年版 千代田タックスパートナーズ/監修 成美堂出版

131 345.3 いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2021年版 土屋裕昭/監修 樋川智子/監修 ダイヤモンド社

132 345.3 年末調整の実務と法定調書の作り方 令和2年分 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

133 345.3 自分でパパッと書ける確定申告 令和3年3月15日締切分 平井義一/監修 翔泳社

134 345.3 自分ですらすらできる確定申告の書き方 2020 渡辺義則/著 KADOKAWA

135 345.5 株式の評価 日本税務総研/編著 中央経済社

136 349.2 日本の地方財政 神野直彦/著 小西砂千夫/著 有斐閣
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No, 分類 書名 著者名 出版社

137 361.3 交渉上手 嵩原安三郎/著 三笠書房

138 361.4 こころのソーシャルディスタンスの守り方 大嶋信頼/著 主婦の友社

139 361.4 押井守のニッポン人って誰だ!? 押井守/著 渡辺麻紀/構成・文 東京ニュース通信社

140 361.4 会話は共感力が9割 唐橋ユミ/著 徳間書店

141 361.4 思いやりの力 櫻井茂男/著 新曜社

142 361.4 めんどくさい人の取扱説明書 内藤誼人/著 きずな出版

143 361.4 私のまま、素直に生きる 森田汐生/著 主婦の友社

144 361.4 どうして言いたいことが言えないの? 山本美穂子/著 大和出版

145 361.4 その言い方は「失礼」です!  (幻冬舎新書) 吉原珠央/著 幻冬舎

146 361.8 アンダークラス2030 橋本健二/著 毎日新聞出版

147 364.3 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2021年版 榎本恵一/著 渡辺峰男/著 三和書籍

148 364.6 個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本 奥野文夫/著 自由国民社

149 365 買い物難民対策で田舎を残す 村上稔/著 岩波書店

150 365.3 お金を貯めたければ家を建てよう 大井康史/著 仁藤衛/著 WAVE出版

151 365.3 女ひとり、家を建てる ツレヅレハナコ/著 河出書房新社

152 365.3 「仮住まい」と戦後日本 平山洋介/著 青土社

153 366 私たちはどう働くべきか 池上彰/著 徳間書店

154 366.2 会社で「生きづらい」と思ったら読む本 岩谷泰志/著 主婦の友インフォス

155 366.2 適職の結論 宇都宮隆二/著 SBクリエイティブ

156 366.2 高校生の就職活動オールガイド  '22年版 加藤敏明/監修 成美堂出版

157 366.2 <図解でわかる>退職・転職の手続き・チェックノート 島田弘樹/著 ぱる出版

158 366.2 これだけは知っておきたい「転職」の基本と常識 箱田賢亮/著 箱田忠昭/監修 フォレスト出版

159 366.3 ハラスメントを行動科学で考えてみました。 網あづさ/著 藤原徳子/著 生産性出版

160 366.3 男性の育休  (PHP新書) 小室淑恵/著 天野妙/著 PHP研究所

161 366.3 介護離職はしなくてもよい 濱田孝一/著 花伝社

162 366.5 働き方改革の世界史  (ちくま新書) 濱口桂一郎/著 海老原嗣生/著 筑摩書房

163 366.7 妻に言えない夫の本音  (朝日新書) 朝日新聞「父親のモヤモヤ」取材班/著 朝日新聞出版

164 367.1 99%のためのフェミニズム宣言 シンジア・アルッザ/共著 ティティ・バタ
チャーリャ/共著 人文書院

165 367.1 <家父長制>は無敵じゃない シンシア・エンロー/著 佐藤文香/監訳 岩波書店

166 367.1 女性の世界地図 ジョニー・シーガー/著 中澤高志/訳 明石書店

167 367.1 「男女格差後進国」の衝撃  (小学館新書) 治部れんげ/著 小学館

168 367.1 ジェンダーで読む映画評/書評 杉本貴代栄/著 学文社

169 367.2 非国民な女たち 飯田未希/著 中央公論新社

170 367.2 女のお悩み動物園 ジェーン・スー/著 小学館

171 367.3 ムカついても、やっぱり夫婦で生きていく 一田憲子/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

172 367.3 なぜ日本人は世間と寝たがるのか 佐藤直樹/著 春秋社

173 367.3 家族の幸福度を上げる7つのピース 前野隆司/著 前野マドカ/著 青春出版社

174 367.3 結婚5年目の心理学 マルコ社/編集 マルコ社

175 367.3 夫のLINEはなぜ不愉快なのか  (文春新書) 山脇由貴子/著 文藝春秋

176 367.6 コンビニは通える引きこもりたち  (新潮新書) 久世芽亜里/著 新潮社

177 367.6 世界のひきこもり ぼそっと池井多/著 寿郎社

178 367.6 韓国の若者  (中公新書ラクレ) 安宿緑/著 中央公論新社

179 367.7 おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安耕太/著 あさ出版

180 367.7 シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 沢村香苗/著 井熊均/著 学陽書房

181 367.9 性のおはなしQ&A 浅井春夫/著 エイデル研究所

182 367.9 イエスの意味はイエス、それから… カロリン・エムケ/著 浅井晶子/訳 みすず書房

183 367.9 同性婚論争 小泉明子/著 慶應義塾大学出版会

184 368.6 ホンモノの偽物 リディア・パイン/著 菅野楽章/訳 亜紀書房

185 368.7 女子少年院の少女たち 中村すえこ/著 さくら舎

186 369 ヤングケアラーわたしの語り 澁谷智子/編 生活書院

187 369 ボランティアナースの奇跡 菅原由美/編・著 アートデイズ

188 369 よくわかる福祉社会学 武川正吾/編著 森川美絵/編著 ミネルヴァ書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

189 369.1 ゼロからスタート!馬淵敦士のケアマネ1冊目の教科書 2021年度版 馬淵敦士/著 KADOKAWA

190 369.2 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡順子/著 講談社

191 369.2 心病む夫と生きていく方法 蔭山正子/編著 全国精神保健福祉会連合会/
監修 ペンコム

192 369.2 70歳の新人施設長が見た介護施設で本当にあったとても素敵な話 川村隆枝/著 アスコム

193 369.2 帳票別ケアプランの書き方Q&A 後藤佳苗/著 中央法規出版

194 369.2 ミッシング・ピーシズ アーヴィング・ケネス・ゾラ/著 ニキリンコ/
訳 生活書院

195 369.2 Q&A生活保護手帳の読み方・使い方 吉永純/編著 全国公的扶助研究会/監修 明石書店

196 369.3 人に寄り添う防災  (集英社新書) 片田敏孝/著 集英社

197 369.3 マンション防災の新常識 釜石徹/著 合同フォレスト

198 369.3 教えて!信州からの防災学 信州大学地域防災減災センター/編著 信濃毎日新聞社

199 369.3 白い土地 三浦英之/著 集英社クリエイティブ

200 369.3 台風防災の新常識 山村武彦/著 戎光祥出版

201 369.3 ローリングストックで!防災にそなえるレシピ  オレンジページ

202 369.4 すぐ役に立つ!児童相談所のしごとQ&A 児童虐待問題研究会/編著 ぎょうせい

203 369.4 里親になりませんか 吉田菜穂子/著 日本法令

204 371.4 登校拒否・不登校-親たちのあゆみ- 登校拒否・不登校問題全国連絡会25年のあゆ
み編集委員会/編 かもがわ出版

205 371.4 ひきこもれ  (SB新書) 吉本隆明/著 SBクリエイティブ

206 371.5 学びを選ぶ時代 東京都フリースクール等ネットワーク/著 プチ・レトル

207 372 問いからはじめる教育史 岩下誠/著 三時眞貴子/著 有斐閣

208 374 学校弁護士  (角川新書) 神内聡/著 KADOKAWA

209 374.9 子どもが作る弁当の日 城戸久枝/著 安武信吾/協力 文藝春秋

210 375.8 語りと教育の近代史 松山鮎子/著 大学教育出版

211 376.8 さよなら「正解主義」 船橋伸一/著 河村振一郎/著 高等教育開発研究所

212 377.1 研究者への道 リムボン/著 晃洋書房

213 377.2 女性の大学進学拡大と機会格差 日下田岳史/著 東信堂

214 377.2 世界の大学を旅しよう! 三竹大吉/著 Jacaranda Press

215 377.9 過激派の時代 北井一夫/著 札幌宮の森美術館

216 378.8 子どもの心理検査・知能検査 保護者と先生のための100%活用ブック 熊上崇/著 星井純子/著 合同出版

217 379.9 子どもの「やりたい」を引き出すコーチング あべまさい/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

218 379.9 究極の子育て おおたとしまさ/監修 STUDY HACKERこどもま
なび☆ラボ/編 プレジデント社

219 379.9 女の子は「脳の見る力」を育てなさい 加藤俊徳/著 青春出版社

220 379.9 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村泰子/著 青春出版社

221 379.9 無条件の愛情 アルフィー・コーン/著 友野清文/訳 丸善プラネット

222 379.9 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! てぃ先生/著 ダイヤモンド社

223 379.9 シリコンバレー式世界一の子育て 中内玲子/著 フローラル出版

224 379.9 いちばん大事な子育ての順番 虹乃美稀子/著 青春出版社

225 379.9 子どもをキッチンに入れよう! 藤野恵美/著 ポプラ社

226 379.9 ようこそ!子育てキッチンへ 村上三保子/著 みらいパブリッシング

227 383.1 縄文の衣 尾関清子/著 雄山閣

228 383.1 学校制服とは何か  (朝日新書) 小林哲夫/著 朝日新聞出版

229 383.3 アクセサリーの歴史事典 下 K.M.レスター/著 B.V.オーク/著 八坂書房

230 383.7 ハジチ 蝶人へのメタモルフォーゼ 喜山荘一/著 南方新社

231 383.8 中国人の食文化ガイド 熊四智/著 日中翻訳学院/監訳 日本僑報社

232 383.8 古代ローマの料理と食文化 ブリジット・ルプレトル/著 海田芙柚悸/訳 三恵社

233 384.5 よくわかる児童文化 川勝泰介/編著 ミネルヴァ書房

234 384.8 江戸のスポーツ歴史事典 谷釜尋徳/著 柏書房

235 385 冠婚葬祭マナーの新常識 岩下宣子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

236 388 妖怪巡礼 佐々木高弘/著 古今書院

237 388.3 夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話 長島真以於/監修 加藤洋子/編訳 平凡社

238 389 人類学的観察のすすめ 古谷嘉章/著 古小烏舎

239 391.2 ロンメル将軍  (角川新書) ハインツ・ヴェルナー・シュミット/著 清水
政二/訳 KADOKAWA

240 391.2 輸送潜水艦伊号第361型列伝 吉野泰貴/著 大日本絵画

- 9 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

241 396.2 水陸機動団  イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 410 未解決問題から楽しむ数学 今野紀雄/共著 成松明廣/共著 技術評論社

2 410 Pythonではじめる数学の冒険 Peter Farrell/著 鈴木幸敏/訳 オライリー・ジャパン

3 410.4 ロマンティック数学ナイト ロマンティック数学ナイト運営委員会/著 KADOKAWA

4 410.9 よくわかるデジタル数学 阿部圭一/著 近代科学社

5 411.8 多角形と多面体  (ブルーバックス) 日比孝之/著 講談社

6 412.1 基礎から学ぶ整数論 長嶋祐二/共著 福田一帆/共著 コロナ社

7 413.6 微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析 一色秀夫/共著 塩川高雄/共著 オーム社

8 417 しっかり学ぶ数理最適化 梅谷俊治/著 講談社

9 427 なるほどベクトルポテンシャル 村上雅人/著 海鳴社

10 430.4 化学が好きになる数の物語100話 ジョエル・レビー/著 松本正和/監訳 ニュートンプレス

11 431.1 完全図解元素と周期表  ニュートンプレス

12 431.8 吸着の科学 近藤精一/共著 石川達雄/共著 丸善出版

13 433 機器分析ハンドブック 2  化学同人

14 440.1 なぜか宇宙はちょうどいい 松原隆彦/著 誠文堂新光社

15 444 太陽系大図鑑 渡部潤一/監修 ニュートンプレス

16 451.7 日本に現れたオーロラの謎 片岡龍峰/著 化学同人

17 452.9 水の科学 清田佳美/著 オーム社

18 453.8 最新科学が映し出す火山 萬年一剛/著 ベストブック

19 454.9 ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ 新之介/著 140B

20 457 はじめての古生物学 柴正博/著 東海教育研究所

21 462.7 南極ダイアリー 水口博也/著 講談社

22 463 細胞とはなんだろう  (ブルーバックス) 武村政春/著 講談社

23 468 なぜ田んぼには多様な生き物がすむのか 大塚泰介/編 嶺田拓也/編 京都大学学術出版会

24 470 一日一花を愉しむ花の歳時記366 金田初代/監修 金田洋一郎/写真 西東社

25 470 ハーブ研究家・山下智道のソロキャンプごはん 山下智道/著 徳間書店

26 480.4 すごい!へんてこ生物  (祥伝社新書) NHK「へんてこ生物アカデミー」制作班/監
修 祥伝社

27 481.7 あなたの中の動物たち 渡辺茂/著 教育評論社

28 485.7 世界のクモ ノーマン・I.プラトニック/編 グスタヴォ・
オルミガ/ほか共著 グラフィック社

29 486.7 あしなが蜂と暮らした夏 甲斐信枝/著 中央公論新社

30 488.0 日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 植田睦之/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

31 488.6 新海鳥ハンドブック 箕輪義隆/著 小田谷嘉弥/監修 文一総合出版

32 488.7 大鷹 真木広造/撮影・監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

33 489.5 野生動物のためのソーシャルディスタンス 戸川久美/著 新評論

34 490.1 いつか来る死 糸井重里/著 小堀鷗一郎/著 マガジンハウス

35 490.1 患者の話は医師にどう聞こえるのか ダニエル・オーフリ/著 原井宏明/訳 みすず書房

36 490.1 いのちをめぐる物語 神戸新聞社/編 神戸新聞総合出版センター

37 490.1 医療倫理超入門 マイケル・ダン/著 トニー・ホープ/著 岩波書店

38 490.4 揺らぐいのち 北村敏泰/著 晃洋書房

39 490.9 漢方養生ダイアリー 吉田揚子/著 日本文芸社

40 491.1 最新ES細胞iPS細胞  ニュートンプレス

41 491.3 脳科学のはなし 稲場秀明/著 技報堂出版

42 491.3 動物が教えてくれるLOVE戦略 竹内久美子/著 ビジネス社

43 491.3 人体の取扱説明書  ニュートンプレス

44 491.8 免疫の守護者制御性T細胞とはなにか  (ブルーバックス) 坂口志文/著 塚崎朝子/著 講談社

45 492.2 目で見てわかる応急手当マニュアル 郷木義子/監修・著 松崎美保子/監修・
著 ふくろう出版

46 492.7 本を気持ちよく読めるからだになるための本 松波太郎/著 晶文社

47 492.8 医療に活かす生体医工学 日本生体医工学会/編 コロナ社

48 492.9 看護の現場ですぐに役立つ心臓カテーテル看護の基本 岩崎純恵/著 秀和システム

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 493.2 劇的に高血圧を改善させる運動と食事 工藤孝文/監修 工藤あき/監修 辰巳出版

50 493.3 のどを鍛えて誤嚥性肺炎を防ぐ!嚥下トレーニング 浦長瀬昌宏/著
メイツユニバーサルコンテン
ツ

51 493.6 たった30秒ファシアゆるゆる体操がコリに効く! 遠藤健司/著 扶桑社

52 493.7 レビー小体型認知症 内門大丈/監修 池田書店

53 493.7 認知症のある人と向き合う 大石智/著 新興医学出版社

54 493.7 イラストでわかるせん妄・認知症ケア 川畑信也/著 法研

55 493.7 大人の発達障害<ASD・ADHD>シーン別解決ブック 司馬理英子/著 主婦の友社

56 493.7 自律神経を整える最善の知恵とコツ 主婦の友社/編 主婦の友社

57 493.7 摂食障害のすべて 高木洲一郎/著 日本評論社

58 493.7 現代社会とメンタルヘルス 中谷陽二/責任編集 斎藤環/編集 星和書店

59 493.7 敏感すぎる心がスーッとラクになる本 長沼睦雄/監修 扶桑社

60 493.7 落ち込みやすいあなたへ クラウス・ベルンハルト/著 平野卿子/訳 CCCメディアハウス

61 493.7 対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の本 宮尾益知/監修 大和出版

62 493.8 江戸幕府の感染症対策  (集英社新書) 安藤優一郎/著 集英社

63 493.8 感染症の日本史  (文春新書) 磯田道史/著 文藝春秋

64 493.8 百年前のパンデミックと皇室 小田部雄次/著 敬文舎

65 493.8 疫病vs神  (中公新書ラクレ) 島田裕巳/著 中央公論新社

66 493.8 ワクチン・レース メレディス・ワッドマン/著 佐藤由樹子/訳 羊土社

67 493.9 「発達障害」とはなんだろう? 石川憲彦/著 ジャパンマシニスト社

68 493.9 これでわかる自閉スペクトラム症 市川宏伸/監修 成美堂出版

69 494.5 もう、がんでは死なない 近藤誠/著 マガジンハウス

70 494.6 図解でよくわかる坐骨神経痛 酒井慎太郎/著 河出書房新社

71 495.0 <話す・聴く>から始まるセルフケア 浅野素女/著 春秋社

72 495 やさしく解説産婦人科のおはなし 小松一/著 青春出版社プレミアム編集工
房

73 495 その不調、栄養不足が原因です 佐藤智春/著 主婦の友社

74 495 性暴力救援マニュアル 種部恭子/編著 新興医学出版社

75 495.4 乳がん 山内英子/著 主婦の友社

76 496.4 「色のふしぎ」と不思議な社会 川端裕人/著 筑摩書房

77 496.8 口・のどのがん 三谷浩樹/監修 講談社

78 497.9 新しい考え方の口腔ケア 庄内晃二/著 全国編集プロダクション協会

79 498 ヘルスケア・イノベーション 玄場公規/著 新井卓二/著 同友館

80 498.0 日本の医療の不都合な真実  (幻冬舎新書) 森田洋之/著 幻冬舎

81 498.1 厚生省最後の麻薬取締官 小林潔/著 徳間書店

82 498.1 都立松沢病院の挑戦 齋藤正彦/著 岩波書店

83 498.1 看護職員の惨事ストレスとケア 松井豊/編著 朝倉書店

84 498.3 カリスマ内科医と組み立てるDIY健康大全 久保明/著 晶文社

85 498.3 熟睡の練習帳 小林麻利子/著 G.B.

86 498.3 ハッピーエイジング 佐藤信紘/編著 毎日新聞出版

87 498.3 自律神経を整える1分おまじない 里見英子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

88 498.3 ストレスフリーになる休息のヨガ サントーシマ香/著 大和書房

89 498.3 女性ホルモンが整うオトナ女子の睡眠ノート 坪田聡/著 総合法令出版

90 498.3 心の疲れをとる事典 西多昌規/監修 朝日新聞出版

91 498.3 50歳からはじめる動ける身体づくり 深代千之/著 大槻佐和子/生化学監修 海竜社

92 498.3 コロナ不安に向き合う  (平凡社新書) 藤本修/著 平凡社

93 498.3 図解ストレス解消大全 堀田秀吾/著 SBクリエイティブ

94 498.5 美食のサピエンス史 ジョン・アレン/著 成広あき/訳 羊土社

95 498.5 お悩み別食薬ごはん便利帖 大久保愛/著 世界文化社

96 498.5 ストーリーでわかる災害時の食支援Q&A 須藤紀子/共著 笠岡(坪山)宜代/共著 建帛社

97 498.5 Q&A食品輸入ハンドブック 日本輸入食品安全推進協会/編著 中央法規出版

98 498.5 図解食品衛生学 堀江正一/編著 尾上洋一/編著 講談社

99 498.5 シニア世代の食材冷凍術 本多京子/著 講談社

100 498.5 医者が教える「最高の栄養」 満尾正/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

101 498.5 世界最新の医療データが示す最強の食事術 満尾正/著 小学館

102 498.6 新型コロナ対応・民間臨時調査会 アジア・パシフィック・イニシアティブ/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

103 498.6 丁寧に考える新型コロナ  (光文社新書) 岩田健太郎/著 光文社

104 498.6 コロナと生きる  (朝日新書) 内田樹/著 岩田健太郎/著 朝日新聞出版

105 498.6 最新知見で新型コロナとたたかう 岡田晴恵/著 岩波書店

106 498.6 武漢支援日記 査瓊芳/著 宋春暁/訳 岩波書店

107 498.6 新型コロナウイルスにどう向きあうか 崎谷満/著 昭和堂

108 498.6 レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル 辻直美/著 扶桑社

109 498.6 世界史に学ぶコロナ時代を生きる知恵 出口治明/著 鹿島茂/著 文藝春秋

110 498.6 コロナとがん 中川恵一/著 海竜社

111 498.6 新型コロナのエアロゾル感染 下巻 長崎大学バイオハザード予防研究会/著 緑風出版

112 498.6 新型コロナ「正しく恐れる」 西村秀一/著 井上亮/編 藤原書店

113 498.6 ポスト・コロナの文明論 浜本隆志/著 明石書店

114 498.6 中国コロナの真相  (新潮新書) 宮崎紀秀/著 新潮社

115 498.6 ばっちり安心な新型コロナ感染対策旅行編20 矢野邦夫/著 ヴァンメディカル

116 498.6 たちどまって考える  (中公新書ラクレ) ヤマザキマリ/著 中央公論新社

117 499.0 現場で使える新人登録販売者便利帖 仲宗根恵/著 翔泳社

118 499.1 中高生から知っておきたい「くすりの正しい使い方」 齋藤百枝美/編著 宮本法子/編著 薬事日報社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 507.7 技術英語の基本を学ぶ例文300 中山裕木子/著 研究社

2 507.9 Nゲージで愉しむブルートレインの半世紀  イカロス出版

3 509.6 中国工場トラブル回避術 小田淳/著 日経BP

4 509.6 誰も教えてくれない「部品工場の納期遅れ」の解決策 本間峰一/著 日刊工業新聞社

5 509.8 すぐに使える衛生委員会の基本と実務 村木宏吉/著 労務行政

6 510.9 建設DX 木村駿/著 日経アーキテクチュア/編 日経BP

7 511.3 土質力学入門 三田地利之/著 森北出版

8 516 よくわかる最新鉄道の技術と仕組み 秋山芳弘/監修 阿佐見俊介/著 秀和システム

9 518.8 都市の<隙間>からまちをつくろう 大谷悠/著 学芸出版社

10 519 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷昌弘/著 ナツメ社

11 519 「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕/著 ベレ出版

12 519.7 日本から“農薬”が消える日 天野礼子/編・著 ネイチュアエンタープライズ

13 520.8 日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

14 520.9 実践・建築の企画営業 秋山英樹/著 清文社

15 520.9 これならわかる建築確認申請 上野タケシ/著 大庭明典/著 ナツメ社

16 521.8 よくわかる日本の城 日本城郭検定公式参考書 加藤理文/著 小和田哲男/監修 ワン・パブリッシング

17 521.8 1からわかる日本の城 西股総生/著 JBpress

18 521.8 和室学 松村秀一/編 服部岑生/編 平凡社

19 523.0 WONDER ARCHITECTURE 白井良邦/著 扶桑社

20 523.0 世界の夢の動物園 ナターシャ・ムーザー/著 百合田香織/
訳 エクスナレッジ

21 523.1 にっぽん建築散歩 続 小林泰彦/著 山と溪谷社

22 524 世界で一番やさしい建築構造 江尻憲泰/著 エクスナレッジ

23 524.2 世界で一番やさしい木材 木の研究会/著 エクスナレッジ

24 525.1 いちばんやさしいパースと背景画の描き方 中山繁信/著 エクスナレッジ

25 525.3 建築施工単価  '20-10秋 経済調査会/編集 経済調査会

26 526.6 喫茶とインテリア 2  大福書林

27 527.0 昭和レトロ間取り探訪 橋爪紳也/著 青幻舎

28 527 初めての人にもできる!古民家再生絵本 松井郁夫/著 ウエルパイン書店

29 527 30代夫婦が建てたナチュラルで明るい家  主婦と生活社

30 527.1 人生100年の家づくり 建築知識/編 エクスナレッジ

31 527.1 木造住宅設計の教科書 和田浩一/編著 橋本幸博/著 技術評論社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 527.1 センスを磨く!住宅デザインの新ルール 外観・外構編/インテリア編  エクスナレッジ

33 527.3 愛せるキッチン、愛する暮らし 田原由紀子/著 光文社

34 528.2 地中熱ヒートポンプシステム 北海道大学環境システム工学研究室/編 オーム社

35 528.4 テーマでとく光のデザイン手法と技術 日本建築学会/編 彰国社

36 531.9 初心者のための機械製図 藤本元/監修 御牧拓郎/監修 森北出版

37 532 わかる!使える!機械加工入門 澤武一/著 日刊工業新聞社

38 534.6 そうか!わかった!プラント配管の原理としくみ 西野悠司/著 日刊工業新聞社

39 535.2 超弩級複雑腕時計図鑑  世界文化社

40 536.5 東急電鉄完全ガイド  ネコ・パブリッシング

41 537.0 自動車新常態(ニューノーマル) 中西孝樹/著 日経BP日本経済新聞出版本部

42 538.7 ブルーインパルスパーフェクト・ガイドブック  イカロス出版

43 538.9 宇宙に行くことは地球を知ること  (光文社新書) 野口聡一/著 矢野顕子/著 光文社

44 538.9 JAXAの研究開発と評価 張替正敏/著 山谷清志/著 晃洋書房

45 541.1 よくわかる過渡現象 奥平鎭正/著 森北出版

46 545.8 「ルンバ」を作った男コリン・アングル「共創力」 大谷和利/著 小学館

47 547.4 初心者でもしっかりわかる図解ネットワーク技術 網野衛二/著 日経BP

48 547.5 図解まるわかり5Gのしくみ 飯盛英二/著 田原幹雄/著 翔泳社

49 547.5 まるわかり!5Gビジネス 2021 日本経済新聞出版/編 日経BP日本経済新聞出版本部

50 548.2 超カンタン!今どきの自作PC I O編集部/編集 工学社

51 548.2 コンピュータアーキテクチャ 馬場敬信/著 オーム社

52 548.3 ヒューマノイドロボット 梶田秀司/編著 オーム社

53 548.3 ロボット工学の基礎 川崎晴久/著 森北出版

54 549 超カンタン!電子工作のはじめ方 I O編集部/編集 工学社

55 578.4 身近なプラスチックがわかる 西岡真由美/著 岩田忠久/監修 技術評論社

56 583.7 世界で一番やさしい家具設計 和田浩一/著 エクスナレッジ

57 588.3 「幸福(しあわせ)のチョコレート」を探しにどこまでも 木野内美里/著 新潮社

58 588.5 できるビジネスマンは日本酒を飲む 中條一夫/著 時事通信出版局

59 588.5 ビジネスエリートが知っている教養としての日本酒 友田晶子/著 あさ出版

60 588.6 天然系調味料の知識 石田賢吾/著 幸書房

61 589.2 第一印象で素敵な人になるおしゃれの法則 石田純子/監修 主婦の友社

62 589.2 HOW TO KICKS CUSTOMIZE CUSTOMIZE KICKS MAGAZINE編集部/編・著 グラフィック社

63 589.2 大人の服選びの教科書 霜鳥まき子/著 サンマーク出版

64 590 楽しく続けられる和の習慣70 君野倫子/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

65 590.4 家時間 内田彩仍/著 主婦と生活社

66 590.4 くらしの豆知識 2021年版 国民生活センター/編集 国民生活センター

67 591 定年前後のお金の正解 板倉京/著 ダイヤモンド社

68 591 ゆるっとお金と暮らしを整える本 日経WOMAN編集部/編 日経BP

69 593.3 男の子にも女の子にも似合う服 高島まりえ/著 日本ヴォーグ社

70 593.3 手ぬいでかんたん!ほどかずそのまま着物をリメイク 高橋恵美子/著 ブティック社

71 593.3 秋冬に着たいワンピース・チュニック・トップス  ブティック社

72 593.3 長く楽しむシャツワンピース  ブティック社

73 593.4 ミシンABC  扶桑社

74 593.8 振袖の華やか帯結び250選 山野愛子ジェーン/監修 安田多賀子/監
修 世界文化社

75 593.8 着物がすっきり「片づく」本  プレジデント社

76 594 かんたん!かわいい!ディズニー手作りマスク 佐々木公子/著 ブティック社

77 594 ハギレのアイデア  ブティック社

78 594 ハンドメイドカフェ VOL.5  アップルミンツ

79 594 和布で作る縁起がいい飾りもの  ブティック社

80 594.2 ひまつぶ刺しゅう 上田歩武/著 オークラ出版

81 594.2 散歩で見つけた草花刺しゅう ささきみえこ/著 日本ヴォーグ社

82 594.2 カラフルで愛らしい刺し子のふきんと小物 sashikonami/著 日本ヴォーグ社

83 594.2 白糸刺繡 中野聖子/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 594.2 nekogaoの刺繡ブローチと小物 nekogao/著 ブティック社

85 594.2 かわいい縁起物刺しゅう  アップルミンツ

86 594.3 どうぶつあみぐるみ いちかわみゆき/著 文化学園文化出版局

87 594.3 マルティナさんのカラフル糸で編むレッグウエア 梅村マルティナ/著 NHK出版

88 594.3 シンプルで、着心地のいいニット 風工房/著 日本ヴォーグ社

89 594.3 はじめてでもこれ1冊できちんとわかる棒針編みの基本BOOK 鎌田恵美子/著 マイナビ出版

90 594.3 Seeknitの編み物案内 近畿編針株式会社/著 小学館

91 594.3 かぎ針編みのパターンマジック マリア グルベリィ/著 上月聡子/訳 日本ヴォーグ社

92 594.3 かぎ針で編むどうぶつのバッグ 小鳥山いん子/著 日本文芸社

93 594.3 東海えりかの編み込みニット 東海えりか/著 日本ヴォーグ社

94 594.3 林ことみのこれであなたもSock Knitter 林ことみ/著 日本ヴォーグ社

95 594.3 おかしなあみもの フィグインク/編 西東社

96 594.3 働くセーター 保里尚美/著 文化学園文化出版局

97 594.3 はじめてのクロッシェ meetang/著 学研プラス

98 594.3 た・の・し・い編み込み図案と小物 山下ひとなつ/著 グラフィック社

99 594.3 かぎ針で編むアランと編み込み模様のニット帽  アップルミンツ

100 594.3 かぎ針で編む四季の行事あみぐるみ  アップルミンツ

101 594.3 かわいい赤ちゃんニット  日本ヴォーグ社

102 594.3 かわいい子供のニット帽A-Z  アップルミンツ

103 594.3 クリスマスモチーフ&オーナメント  アップルミンツ

104 594.3 心和むあみぐるみ  ブティック社

105 594.3 こどものニットこもの  ブティック社

106 594.3 爽やかに彩るレース編み  ブティック社

107 594.3 手編みの帽子・マフラー・スヌードBOOK  アップルミンツ

108 594.3 日常使いのかぎ針バッグ  アップルミンツ

109 594.6 今すぐ作りたいビーズリング187点 奥美有紀/著 ブティック社

110 594.7 実用派エコバッグ  日本ヴォーグ社

111 594.9 trois Mの羊毛フェルト基礎BOOK trois M/著 日本ヴォーグ社

112 595.4 いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊奈美/著 小学館

113 595.5 神錯覚メイク CeCe/著 KADOKAWA

114 596 定番10品からレシピが広がるおかず力 石原洋子/著 学研プラス

115 596 私の心と体が喜ぶ甘やかしごはん 1人前食堂Mai/著 KADOKAWA

116 596 これでいいウー・ウェンのありのままの一皿 ウーウェン/著 婦人之友社

117 596.0 パリのしあわせスープ私のフランス物語 上野万梨子/著 世界文化社

118 596 まいにち腸活スープ 奥薗壽子/著 小林暁子/監修 PHPエディターズ・グループ

119 596 ぐっち夫婦の下味冷凍で毎日すぐできごはん ぐっち夫婦/著 扶桑社

120 596 おいしい酒肴(おつまみ)は白飯にも合う。 栗原心平/著 平凡社

121 596 ホットクックのからだが喜ぶレシピ 小林まさみ/著 小林まさる/著 世界文化社

122 596 新婚ふたりごはん さくぱん/著 KADOKAWA

123 596 おむすび 佐藤初女/著 主婦の友社

124 596 切るだけ&漬けるだけ!おうちで簡単ミールキット 柴田真希/著 学研プラス

125 596 選び放題!鍋レシピ250 主婦の友社/編 主婦の友社

126 596 鍋おかず100 鈴木理乃/著 永岡書店

127 596 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木登紀子/著 小学館

128 596 志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻/著 日経BP

129 596 つくおきthe BEST nozomi/著 光文社

130 596 小鍋でつまみ 福森道歩/著 東京書籍

131 596 はじめての「味つけ冷凍」 藤井恵/著 文化学園文化出版局

132 596 365日の作りおき macaroni/著 KADOKAWA

133 596 松井美緒のおいしい手仕事 松井美緒/写真と文 世界文化社

134 596 がんばらなくてもできるおいしい!すぐレシピ もあいかすみ/著 KADOKAWA

135 596 ハーブと薬味のごちそうレシピ 若井めぐみ/著 三空出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

136 596.2 日本料理の仕事大観 下巻 榎園豊治/著 旭屋出版

137 596.2 アジアの台所に立つとすべてがゆるされる気がした コウケンテツ/著 新泉社

138 596.2 いしかわのおかず 服部一景/編著 開港舎

139 596.2 和食をつなぐ ベターホーム協会/編集 ベターホーム協会

140 596.3 カフェ丼 adito/著 旭屋出版

141 596.3 まいにち豆腐レシピ 工藤詩織/著 牛尾理恵/レシピ 池田書店

142 596.3 めんどうな日でも作りたくなる極上パスタ 小林諭史/著 KADOKAWA

143 596.3 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下千恵/著 新星出版社

144 596.3 ジョーさん。のカマンベールチーズやみつきレシピ ジョーさん。/著 大和書房

145 596.3 ごちそう煮たまご 源川暢子/著 吉田麻子/料理監修 フローラル出版

146 596.4 10分で完成!たっきーママの朝ラク!スープジャー弁当 奥田和美/著 扶桑社

147 596.4 ばぁばのおせち 鈴木登紀子/著 文化学園文化出版局

148 596.4 ソロキャンごはん natsucamp/著 学研プラス

149 596.4 ゆーママのスープのお弁当 松本有美/著 飛鳥新社

150 596.4 山好きのための簡単レシピBOOK  枻出版社

151 596.6 romi-unieのうちで作るからおいしいおやつ いがらしろみ/著 オレンジページ

152 596.6 クッキーの絵本 えん93/著 大泉書店

153 596.6 ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶晶子/著 家の光協会

154 596.6 失敗なしで絶対おいしい!チーズケーキとチョコレートケーキ 高石紀子/著 主婦と生活社

155 596.6 「エスプリ・ド・ビゴ」のホームベーカリーで食パンレシピ 藤森二郎/著 世界文化社

156 596.6 お菓子はさらにおいしく作れます! ムラヨシマサユキ/著 主婦と生活社

157 596.6 ムラヨシマサユキのクッキー ムラヨシマサユキ/著 西東社

158 596.6 しあわせのイラストパン Ran/著 KADOKAWA

159 596.6 ザッパなおやつ riyusa/著 小学館

160 596.6 ジンジャースイーツ 若山曜子/著 立東舎

161 596.7 コーヒーのある暮らし 鈴木樹/監修 池田書店

162 596.7 純喫茶とあまいもの 京都編 難波里奈/著 誠文堂新光社

163 596.7 ザスタディオブコーヒー 堀口俊英/著 新星出版社

164 597 私のカントリー NO.113  主婦と生活社

165 598.2 コウノドリはじめての妊娠・出産ガイド 鈴ノ木ユウ/絵 荻田和秀/監修 講談社

166 599 カリスマシッターが教える“困ったとき”の育児ワザ 育児サポートを考える会/編 翔泳社

167 599.0 そんなふう 川内倫子/著 ナナロク社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域活性化システム論 桂信太郎/著 那須清吾/著 千倉書房

2 601.1 ナゴヤ2030 ナゴヤドリームプラン検討会/編 桜山社

3 601.1 地域産業のイノベーションと流通戦略 西田安慶/編著 千倉書房

4 611.1 有機農業のチカラ 大江正章/著 コモンズ

5 611.7 13歳からの食と農 関根佳恵/著 かもがわ出版

6 611.7 都市農業経営論 八木洋憲/著 日本経済評論社

7 611.9 人類堆肥化計画 東千茅/著 創元社

8 612.9 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック ジャン=ポール・シャルヴェ/著 太田佐絵子
/訳 原書房

9 614.8 図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口伸/監修 誠文堂新光社

10 615.2 食卓の危機 安田節子/著 三和書籍

11 616.7 豆の歴史 ナタリー・レイチェル・モリス/著 竹田円/
訳 原書房

12 626.2 トウガラシ 寺岸明彦/著 農山漁村文化協会

13 627.8 たのしい路上園芸観察 村田あやこ/著 グラフィック社

14 627.9 季節を楽しむボタニカルリース 唐津攝子/著 ナツメ社

15 645.7 猫と東大。 東京大学広報室/編 ミネルヴァ書房

16 645.7 獣医師が考案した長生き猫ごはん 林美彩/著 古山範子/監修 世界文化社

17 645.7 ネコの博物図鑑 サラ・ブラウン/著 角敦子/訳 原書房

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 645.9 ペット訴訟ハンドブック 渋谷寛/著 日本加除出版

19 660 鮮度を保つ漁業の科学 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

20 662.1 魚の疑問50 高橋正征/著 成山堂書店

21 666.9 タナゴのすべて 赤井裕/ほか共著 エムピージェー

22 670.9 初歩からきちんと英文契約書 仲谷栄一郎/著 中央経済社

23 673.3 テレワーク・オンライン時代の営業術 菊原智明/著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

24 673.3 無敗営業チーム戦略 高橋浩一/著 日経BP

25 673.3 EC通販で勝つBPO活用術 高山隆司/著 佐藤俊幸/著 ダイヤモンド社

26 673.3 アマゾン化する未来 ブライアン・デュメイン/著 小林啓倫/訳 ダイヤモンド社

27 673.3 会わずに売れるメール営業 平野友朗/著 秀和システム

28 673.3 誰でもトクする「ポイ活」BOOK 「ポイ活」スタート研究会/著 KADOKAWA

29 673.3 すごい接客 宮田佳子/著 現代書林

30 673.3 メルカリプロ技BESTセレクション リンクアップ/著 小川ひとみ/監修 技術評論社

31 673.7 ワークマン式「しない経営」 土屋哲雄/著 ダイヤモンド社

32 673.8 コンビニはどうなる 中村昌典/著 花伝社

33 673.9 ポイントカード集客術 難波かおり/著 BABジャパン

34 673.9 全店舗閉店して会社を清算することにしました。 福井寿和/著 実業之日本社

35 673.9 接客・サービス業のリーダーにとって一番大切なこと 船坂光弘/著 PHP研究所

36 673.9 不動産激変  (祥伝社新書) 牧野知弘/著 祥伝社

37 674 超クリエイティブ 三浦崇宏/著 文藝春秋

38 674.3 世界のフェス&イベント・デザイン ヴィクショナリー/編 小林豊子/訳 グラフィック社

39 675 戦略から始めるエンゲージメントマーケティング 小川共和/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

40 675 サブスクリプション 小宮紳一/著 創元社

41 675 不況を乗り切るマーケティング図鑑 酒井光雄/著 プレジデント社

42 675 世界一シンプルな増客マシーンの作り方 マーカス・シェリダン/著 神田昌典/日本語版
監修 実業之日本社

43 675 最初から「100回客」を集める方法 高田靖久/著 同文舘出版

44 675 地場伝統企業のものづくりブランディング 長沢伸也/著 川村亮太/著 晃洋書房

45 675 図解でわかるデジタルマーケティングいちばん最初に読む本 野上眞一/著 アニモ出版

46 675 超図解・新しいマーケティング入門 博報堂マーケティングスクール/著 日経BP

47 675 キャッシュレス・マーケティング 長谷部智也/著 日経BP日本経済新聞出版本部

48 675 集中演習デジタルマーケターのためのテクノロジー入門 山田良太/著 インプレス

49 675 ブランド・インキュベーション戦略 和田充夫/著 梅田悦史/著 有斐閣

50 675.1 売れるパッケージデザイン150の鉄則 小川亮/著 日経BP

51 675.3 デザインリサーチの教科書 木浦幹雄/著 ビー・エヌ・エヌ新社

52 681.3 弁護士のための後遺障害の実務 稲葉直樹/著 野俣智裕/著 学陽書房

53 682.1 新型コロナ禍の交通 上岡直見/著 緑風出版

54 685 高齢者のモビリティ デイビット・W.エビー/著 リサ・J.モル
ナー/著 京都大学学術出版会

55 685 自動運転&MaaSビジネス参入ガイド 下山哲平/著 翔泳社

56 685.1 図解道路交通法 道路交通法実務研究会/編 東京法令出版

57 686.2 大阪環状線、御堂筋線古地図さんぽ 生田誠/著 フォト・パブリッシング

58 686.2 電車の走る街 アメリカ篇 石本祐吉/著 アグネ技術センター

59 686.2 新幹線を運行する技術  (SBビジュアル新書) 梅原淳/著 SBクリエイティブ

60 686.2 路線百科東海道本線 結解喜幸/編 交通新聞社

61 686.2 旅は途中下車から  (交通新聞社新書) 土屋武之/著 交通新聞社

62 686.2 世界の鉄道大全集 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

63 686.2 JR特急列車年鑑 2021  イカロス出版

64 686.9 広島電鉄の文化と魅力 大賀寿郎/著 フォト・パブリッシング

65 689 観光再生 村山慶輔/著 プレジデント社

66 689.2 インバウンド再生 宗田好史/著 学芸出版社

67 689.4 観光まちづくりリーダー論 井手拓郎/著 法政大学出版局

68 689.5 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック 2021 ディズニーファン編集部/編 講談社

69 699.2 アメリカ公共放送の歴史 志柿浩一郎/著 明石書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 699.2 新テレビ学講義 松井英光/著 茉莉花社

71 699.6 「沁みる夜汽車」の物語 2 NHK沁みる夜汽車制作チーム/著 ビジネス社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.3 新型コロナはアートをどう変えるか  (光文社新書) 宮津大輔/著 光文社

2 701.5 スケッチで学ぶ美術解剖学 加藤公太/著 玄光社

3 702.1 正倉院宝物の輝き 大橋一章/編著 松原智美/編著 里文出版

4 702.1 旅する日曜美術館 東海・近畿・中国・四国・九州 NHK「日曜美術館」制作班/編 NHK出版

5 702.1 旅する日曜美術館 北海道・東北・関東・甲信越・北陸 NHK「日曜美術館」制作班/編 NHK出版

6 702.1 世界をこの眼で見ぬきたい。 平野暁臣/編 小学館クリエイティブ

7 702.1 土倉文珠堂 ふるさと草子刊行会/編
信濃毎日新聞社出版部(制
作)

8 702.1 神々への美宝 宗像大社/企画・監修 山村善太郎/写真 求龍堂

9 702.8 芸術家たち 2 河内タカ/著 オークラ出版

10 704 アウラの方へ 柴橋伴夫/著 未知谷

11 706.7 美術の経済 小川敦生/著 インプレス

12 718 仏像に会う 西山厚/著 ウェッジ

13 718 仏像さんを師とせよ 八坂寿史/著 淡交社

14 723 描いてわかる西洋絵画の教科書 ナカムラクニオ/著 玄光社

15 723 ワシントン・ナショナル・ギャラリー三十六肖像 松岡將/写真・文 同時代社

16 723.1 驚異の静物画 芸術新聞社/編 芸術新聞社

17 723.3 背徳の西洋美術史 池上英洋/著 青野尚子/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

18 723.3 ラファエロ  (中公新書) 深田麻里亜/著 中央公論新社

19 723.3 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 細川祐子/著 明石書店

20 725 人物デッサンパーフェクトノート クリス・レガスピ/著 戸沢佳代子/監修 グラフィック社

21 725.5 イロドリアルの超リアルな色鉛筆画 イロドリアル/著 ソーテック社

22 726.1 iPad & クリスタで描くゆるゆるマンガ道 青木俊直/著 玄光社

23 726.1 手塚治虫のマンガの教科書 手塚治虫/著 手塚プロダクション/監修 興陽館

24 726.1 少女マンガのブサイク女子考 トミヤマユキコ/著 左右社

25 726.1 マンガ! ニコル・クーリッジ・ルーマニエール/編 松
葉涼子/編 三省堂

26 726.5 CLIP STUDIO PAINT PRO公式ガイドブック セルシス/監修 エムディエヌコーポレーショ
ン

27 726.6 金箔のコウモリ エドワード・ゴーリー/著 柴田元幸/訳 河出書房新社

28 727 伝わるデザインの授業 武田英志/著 翔泳社

29 727.8 ふるいけやの呪縛 伊藤文人/著 みらいパブリッシング

30 727.8 大人かわいい手帳&ノートの書き方 島野真希/監修 世界文化社

31 727.8 時代をひらく書体をつくる。 雪朱里/著 グラフィック社

32 728 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川一美/著 誠文堂新光社

33 739 篆刻鑑賞と分析のコツ 川内伯豐/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

34 743.5 夕景・夜景の正しい撮り方  ワン・パブリッシング

35 748 SL×信州 吉村和敏/著 フォトセレクトブックス

36 749.2 印刷博物館とわたし 樺山紘一/著 千倉書房

37 750 困ったときのおへやあそび 近藤理恵/著 かもがわ出版

38 750.2 民藝と手仕事 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社

39 751.3 図説英国美しい陶磁器の世界 Cha Tea紅茶教室/著 河出書房新社

40 753 有職の色彩図鑑 八條忠基/著 淡交社

41 754.9 紙で作るリアル風景 太田隆司/著 ホビージャパン

42 754.9 はじめて作るかんたんユニット折り紙 新宮文明/著 ブティック社

43 754.9 エコクラフトで作る和風のかごバッグと小物入れ  ブティック社

44 757.0 ザ・フィンランドデザイン  パイインターナショナル

45 757.3 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社

46 757.8 アルヴァ・アアルトのインテリア アルヴァ・アアルト/作 小泉隆/文・写真 学芸出版社

47 760.4 音楽のよろこび 吉田秀和/著 河出書房新社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 761.5 挫折しないコード入門 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

49 762.3 マウリツィオ・ポリーニ 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

50 762.3 つながりと流れがよくわかる西洋音楽の歴史 岸本宏子/著 酒巻和子/著 アルテスパブリッシング

51 762.3 ブラームスを演奏する クライヴ・ブラウン/著 ニール・ペレス・
ダ・コスタ/著 音楽之友社

52 762.8 究極のピアニストたち 音楽の友/編 レコード芸術/編 音楽之友社

53 762.8 音楽の肖像 堀内誠一/著 谷川俊太郎/著 小学館

54 763.0 楽器の歴史 佐伯茂樹/著 河出書房新社

55 763.2 ピアノの歴史 小倉貴久子/著 河出書房新社

56 763.5 ギター・サウンド地下実験室 井戸沼尚也/著 リットーミュージック

57 763.5 初心者のためのエレキ・ギター講座 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

58 763.5 初心者のためのライア教則本 ゲルハルト・バイルハルツ/著 井手芳弘/編
訳 イザラ書房

59 763.6 初心者のトロンボーン基礎教本 2020 須賀裕之/編著 自由現代社(発売)

60 764.2 応用がきく!上田晴子のライヴ・レッスン 上田晴子/著 西尾洋/著 音楽之友社

61 764.7 ジャズ・プレーヤーのための実践理論教室 納浩一/著 リットーミュージック

62 764.7 AORライトメロウプレミアム 01 金澤寿和/著 福田直木/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

63 764.7 ザ・ブルーハーツ 陣野俊史/著 河出書房新社

64 764.7 恋するふたり ウィル・バーチ/著 丸山京子/訳
シンコーミュージック・エン
タテイメント

65 767.8 日本の流行歌 生明俊雄/著 ミネルヴァ書房

66 767.8 清春 清春/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

67 767.8 ディスカバー・マイケルTHE BOOK 西寺郷太/著 NHK-FM「ディスカバー・マイケ
ル」制作班/編 スモール出版

68 767.8 ひかりぼっち マヒトゥ・ザ・ピーポー/著 佐内正史/写真 イースト・プレス

69 768.1 やさしい三味線講座 2020 千葉登世/編著 自由現代社(発売)

70 770.4 ポジティブシンキングにならないために 狩野良規/著 国書刊行会

71 772.1 何はなくとも三木のり平 小林のり一/著 戸田学/編 青土社

72 778.0 NO RULES リード・ヘイスティングス/著 エリン・メイ
ヤー/著

日経BP日本経済新聞出版本部

73 778.2 A MOVIE 大林宣彦/著 立東舎

74 778.2 押井守監督が語る映画で学ぶ現代史 押井守/著 野田真外/著 日経BP

75 778.2 映画『羅生門』展 国立映画アーカイブ/監修 映像産業振興機構/
監修 国書刊行会

76 778.2 映画人が語る日本映画史の舞台裏 配給興行編 谷川建司/編 森話社

77 778.2 水のように 浪花千栄子/著 朝日新聞出版

78 778.2 高倉健からアホーと呼ばれた男 山平重樹/著 かや書房

79 778.4 映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブック 桜風涼/著 玄光社

80 778.4 映像制作のための自宅で整音テクニック 三島元樹/著 玄光社

81 778.7 機動戦士ガンダム音楽全集 講談社/編 講談社

82 778.7 高畠聡アニメーション精密背景原図集 高畠聡/著 玄光社

83 778.7 シネアスト宮崎駿 ステファヌ・ルルー/著 岡村民夫/訳 みすず書房

84 778.8 麒麟がくる 完結編 池端俊策/ほか作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

85 779.1 棚からつぶ貝 イモトアヤコ/著 文藝春秋

86 779.1 落語の行間 日本語の了見 重金敦之/著 左右社

87 779.1 パパが貴族 山田ルイ53世/著 双葉社

88 779.3 トリックといかさま図鑑 マシュー・L.トンプキンス/著 定木大介/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

89 780.7 「運動できない」を「できる!」に変えるキッズエクササイズ 安部たけのり/著 秀和システム

90 780.7 ざんねんな筋トレ図鑑 小島央/著 マキノ出版

91 780.7 女子選手のコーチングメソッド 佐藤雅幸/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

92 780.7 動ける強いカラダを作る!ケトルベル 花咲拓実/著 日東書院本社

93 780.7 100歳まで動ける体 ニコラス・ペタス/著 講談社

94 781.4 最新ピラーティスアナトミィ ラエル・イサコウィッツ/共著 カレン・ク
リッピンジャー/共著 ガイアブックス

95 781.4 どんなに体が硬い人でもやわらかくなるラク伸びストレッチ なぁさん/著 PHP研究所

96 782 新型コロナ時代のランニング 金哲彦/著 KADOKAWA

97 782.3 地球のはしからはしまで走って考えたこと 北田雄夫/著 集英社

98 782.3 自由。 末續慎吾/著 ダイヤモンド社

99 783.1 ステフィン・カリー マーカス・トンプソンⅡ/著 東山真/訳 ごま書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

100 783.1 考えるバスケットボール!超自主練66 中川直之/著 エクシア出版

101 783.4 世界を変えてやれ! 稲若健志/著 東洋館出版社

102 783.4 フットボール風土記 宇都宮徹壱/著 カンゼン

103 783.4 ドリブルデザイナー岡部将和が教える超ドリブル講座 岡部将和/著 KADOKAWA

104 783.4 見るだけでうまくなる!ラグビーの基礎 長島章/著 ベースボール・マガジン社

105 783.5 船水兄弟読本 ソフトテニス・マガジン/編 ベースボール・マガジン社

106 783.5 バドミントン舛田圭太流ノック術 舛田圭太/著 バドミントン・マガジン/編 ベースボール・マガジン社

107 783.6 卓球超観戦術 松下浩二/著 カンゼン

108 783.7 野村克也、「野村再生工場」を語る 野村克也/著 プレジデント社

109 783.7 使いこなされる力。 森野将彦/著 東京ニュース通信社

110 783.8 ゴルフの上達を阻む「首の痛み」の正体とは!? 秋山誠司/著 辰巳出版

111 783.8 ゴルフはインパクトの前後30cm 大塚友広/著 幻冬舎

112 783.8 ゴルフ歴1年で70台に突入できる30cmトレ 大塚友広/著 幻冬舎

113 783.8 最大効率「インパクト」で飛ばす! 菅原大地/著 KADOKAWA

114 783.8 誰もいわなかったゴルフの基本 中井学/著 河出書房新社

115 783.8 最速!ゴルフ上達「4plane+2face」メソッド 山田直知/著 辰巳出版

116 786 週末ライト・サバイバルのすすめ カメ五郎/著 KADOKAWA

117 786.1 下山の哲学 竹内洋岳/著 太郎次郎社エディタス

118 786.3 はじめてのソロキャン完全ガイド BE-PAL編集部/著 小学館

119 787.1 海のルアー釣り完全BOOK 村越正海/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

120 788.3 沢村忠に真空を飛ばせた男 細田昌志/著 新潮社

121 788.5 ジョッキー×ジョッキー 藤岡佑介/著 武豊/ほか述 イースト・プレス

122 788.7 イラストマニュアル・はじめてのレーシングカート 菊池宥孝/著 秀和システム

123 789.0 加賀藩・無拍子流の真実 萩原八兵衛/著 北國新聞社

124 790.4 紙モノ・コレクション大百科 三遊亭あほまろ/著 切手の博物館

125 791.2 古典で旅する茶の湯八〇〇年史 竹本千鶴/著 淡交社

126 791.7 実用茶事 2 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

127 793 はじめよう花のある暮らし 真子やすこ/著・監修 マナコフラワーアカデ
ミー/編 日東書院本社

128 795.0 私と井山、師弟の歩み 石井邦生/著 日本棋院

129 795 打ち込みの法則 金萬樹/著 洪敏和/訳 東京創元社

130 795 村川大介のAI流はこわくない 村川大介/著 NHK出版

131 796 詰むや詰まざるや 伊藤宗看/著 伊藤看寿/著 平凡社

132 796 イメージと読みの将棋観 藤井聡太/ほか著 日本将棋連盟

133 796 将棋名人戦七番勝負 第78期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

134 796.9 チェス定跡と戦い方 有田謙二/著 河出書房新社

135 798 藤田浩子の手・顔・からだでおはなし 藤田浩子/編著 保坂あけみ/絵 一声社

136 798.5 Unity C#ゲームプログラミング入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 809.2 世界最高の話し方 岡本純子/著 東洋経済新報社

2 809.2 その声を変えなければ結果は出ない 船津明生/著 三恵社

3 809.4 即興スピーチ術 大嶋友秀/著 芸術新聞社

4 810.4 ことばのみがきかた 今野真二/著 春陽堂書店

5 810.4 すばやく鍛える読解力  (幻冬舎新書) 樋口裕一/著 幻冬舎

6 814 言葉が思いつかない人のための「語彙トレ55」 近藤勝重/著 大和出版

7 814.7 図解でわかる時事重要テーマ100 2022年度版 日経HR編集部/編著 日経HR

8 816 14歳からの文章術 小池陽慈/著 笠間書院

9 830 中学校3年分の英語が教えられるほどよくわかる 長沢寿夫/著 ベレ出版

10 831.1 イギリス英語で音読したい! 小川直樹/著 研究社

11 833.2 難訳・和英オノマトペ辞典 松本道弘/著 さくら舎

12 834.4 英熟語の鬼100則 時吉秀弥/著 明日香出版社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 835 読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑 こあらの学校/著 KADOKAWA

14 837.5 村上春樹が英語で楽しく読める本 村上春樹を英語で読む会/編著 コスモピア

15 837.8 まいにち英会話 石原真弓/著 ナツメ社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 マナーはいらない 三浦しをん/著 集英社

2 902.0 西洋文学にみる異類婚姻譚 山内淳/監修 小鳥遊書房

3 904 例外状態の道化師(ジョーカー) 笠井潔/著 南雲堂

4 904 ハリウッド・リメイク桃太郎 藤井青銅/著 柏書房

5 905 ことばと vol.2(2020autumn)  書肆侃侃房

6 908.1 くちずさみたくなる名詩 下重暁子/選・著 海竜社

7 909.3 世界の児童文学をめぐる旅 池田正孝/著 エクスナレッジ

8 910.2 太宰治単行本にたどる検閲の影 安藤宏/編著 斎藤理生/編著 秀明大学出版会

9 910.2 暴流(ぼる)の人三島由紀夫 井上隆史/著 平凡社

10 910.2 村上春樹のせいで イムキョンソン/著 渡辺奈緒子/訳 季節社

11 910.2 響映する日本文学史 島内裕子/著 左右社

12 910.2 東海道五十三次をよむ 鈴木健一/編 三弥井書店

13 910.2 苦海・浄土・日本  (集英社新書) 田中優子/著 集英社

14 910.2 彼女たちの三島由紀夫 中央公論新社/編 中央公論新社

15 910.2 推理作家の出来るまで 上巻・下巻 都筑道夫/著 フリースタイル

16 910.2 やさしい漱石 西村好子/著 不知火書房

17 910.2 三島由紀夫 浜崎洋介/著 NHK出版

18 910.2 夏目漱石の中国紀行 原武哲/著 鳥影社

19 910.2 私の人間論 福田恆存/著 ビジネス社

20 910.2 「憂国忌」の五十年 三島由紀夫研究会/編 啓文社書房

21 910.2 花に風 宮田俊行/著 海鳥社

22 910.2 恋愛学で読みとく文豪の恋  (光文社新書) 森川友義/著 光文社

23 910.2 わが昭和史 吉本隆明/著 ビジネス社

24 910.2 魂の邂逅 米本浩二/著 新潮社

25 910.2 佐野洋子  河出書房新社

26 911.1 日本とは和歌 松浦光修/著 慧文社

27 911.1 藤原定家『明月記』の世界  (岩波新書 新赤版) 村井康彦/著 岩波書店

28 911.1 和歌史 渡部泰明/著 KADOKAWA

29 911.4 はじめまして現代川柳 小池正博/編著 書肆侃侃房

30 911.4 カメレオン 徳道かづみ/著 港の人

31 911.5 こんこん狐に誘われて 田村隆一さんのこと 橋口幸子/著 左右社

32 911.6 作詩の技法 なかにし礼/著 河出書房新社

33 913.2 読み替えられた日本書紀 斎藤英喜/著 KADOKAWA

34 913.2 蛇神をめぐる伝承 佐佐木隆/著 青土社

35 913.2 読み解き古事記 神話篇 (朝日新書) 三浦佑之/著 朝日新聞出版

36 913.4 挑発する軍記 大津雄一/著 勉誠出版

37 913.4 昔物語治聞集 中根千絵/編著 加美甲多/編著 三弥井書店

38 913.5 假名草子集成 第64巻  東京堂出版

39 914.4 徒然草抜書 小松英雄/著 花鳥社

40 914.6 阿佐ケ谷アタリデ大ザケノンダ 青柳いづみこ/著 平凡社

41 914.6 見果てぬ花 浅田次郎/著 小学館

42 914.6 回想のすすめ  (中公新書ラクレ) 五木寛之/著 中央公論新社

43 914.6 海をあげる 上間陽子/著 筑摩書房

44 914.6 身捨つるほどの祖国はありや 牛島信/著 幻冬舎

45 914.6 女の節目は両A面 岡田育/著 TAC株式会社出版事業部

46 914.6 あかるい死にかた 木内みどり/著 集英社インターナショナル

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 914.6 寂聴残された日々 瀬戸内寂聴/著 朝日新聞出版

48 914.6 人間の道理 曾野綾子/著 河出書房新社

49 914.6 江戸から見ると 1～2 田中優子/著 青土社

50 914.6 りん語録 谷村志穂/著 集英社

51 914.6 言葉はどこからやってくるのか 蓮實重彦/著 青土社

52 914.6 大人の条件 林伸次/著 産業編集センター

53 914.6 たべる生活 群ようこ/著 朝日新聞出版

54 914.6 幻のえにし 渡辺京二/編著 弦書房

55 915.6 私とあなたのあいだ 温又柔/著 木村友祐/著 明石書店

56 915.6 玉電松原物語 坪内祐三/著 新潮社

57 915.6 またいつか歩きたい町 森まゆみ/著 新潮社

58 916 夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田敦子/著 主婦の友社

59 916 猫だましい ハルノ宵子/著 幻冬舎

60 916 誰だって誰かのヒーローになれる 広岡真生/著 言叢社

61 916 毒親と絶縁する  (集英社新書) 古谷経衡/著 集英社

62 918.6 赤線本 渡辺豪/監修・解説 イースト・プレス

63 921 いつかたこぶねになる日 小津夜景/著 素粒社

64 921.7 時計工場 竹内新/訳 田原/企画 みらいパブリッシング

65 923.7 時間の河 齋藤晴彦/訳 田原/企画 みらいパブリッシング

66 923.7 雨に呼ぶ声 余華/著 飯塚容/訳 アストラハウス

67 928 新釈漢文大系 詩人編3  明治書院

68 928.7 時間の入り口 徳間佳信/訳 田原/企画 みらいパブリッシング

69 929.1 韓国の小説家たち 1 イギホ/著 ピョンヘヨン/著 クオン

70 929.1 大都会の愛し方 パクサンヨン/著 オヨンア/訳 亜紀書房

71 929.3 ナクツァン ナクツァン・ヌロ/著 棚瀬慈郎/訳 集広舎

72 929.7 バグダードのフランケンシュタイン アフマド・サアダーウィー/著 柳谷あゆみ/
訳 集英社

73 929.8 インド神話物語ラーマーヤナ 上・下 デーヴァダッタ・パトナーヤク/文・画 沖田
瑞穂/監訳 原書房

74 930.2 カズオ・イシグロと日本 田尻芳樹/編 秦邦生/編 水声社

75 931.7 21世紀イギリス詩人の群像 臼井雅美/著 PHPエディターズ・グループ

76 933.7 ミラクル・クリーク アンジー・キム/著 服部京子/訳 早川書房

77 933.7 眠れる美女たち 上・下 スティーヴン・キング/著 オーウェン・キ
ング/著 文藝春秋

78 933.7 ミスエデュケーション エミリー・M.ダンフォース/著 有澤真庭/訳 サウザンブックス社

79 933.7 ノーザン・ライツ ハワード・ノーマン/著 川野太郎/訳 みすず書房

80 933.7 オズの魔法使い 上・下 ライマン・フランク・ボーム/著 マイケル・
パトリック・ハーン/編 原書房

81 933.7 ハイランド・クリスマス M.C.ビートン/著 松井光代/訳 文芸社

82 933.7 ラスト・タイクーン F.スコット・フィッツジェラルド/著 上岡伸
雄/編訳 作品社

83 934.6 新編獄中記 オスカー・ワイルド/著 宮崎かすみ/編訳 中央公論新社

84 936 泰緬鉄道からの生還 アルバート・モートン/著 ディビット・モー
トン/監修 雄山閣

85 953.6 サンソン回想録 オノレ・ド・バルザック/著 安達正勝/訳 国書刊行会

86 953.7 洪水 フィリップ・フォレスト/著 澤田直/訳 河出書房新社

87 954.7 本当の豊かさ ジャン・ジオノ/著 山本省/訳 彩流社

88 963 ドン・キホーテのスペイン社会史 岩根圀和/著 彩流社

89 963 きらめく共和国 アンドレス・バルバ/著 宇野和美/訳 東京創元社

90 973 海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ/著 関口英子/訳 新潮社

91 973 まっぷたつの子爵 イタロ・カルヴィーノ/著 村松真理子/訳 白水社

92 982 桜の園 アントン・チェーホフ/著 安達紀子/訳 未來社

93 983 マリーナの三十番目の恋 ウラジーミル・ソローキン/著 松下隆志/訳 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F アンダークラス 相場英雄/著 小学館

2 F わたしは灰猫 青山繁晴/著 扶桑社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F みがわり 青山七恵/著 幻冬舎

4 F 江戸染まぬ 青山文平/著 文藝春秋

5 F お探し物は図書室まで 青山美智子/著 ポプラ社

6 F ピグマリオンの涙 阿木慎太郎/著 祥伝社

7 F #塚森裕太がログアウトしたら 浅原ナオト/著 幻冬舎

8 F 賢者の棘 麻見和史/著 講談社

9 F 大井川殺人事件 梓林太郎/著 祥伝社

10 F 乱都 天野純希/著 文藝春秋

11 F 僕は令和で棋士になる 新井政彦/著 マイナビ出版

12 F 星に帰れよ 新胡桃/著 河出書房新社

13 F 夢七日 夜を昼の國 いとうせいこう/著 文藝春秋

14 F 壺の中にはなにもない 戌井昭人/著 NHK出版

15 F イスランの白琥珀 乾石智子/著 東京創元社

16 F ファーブル君の妖精図鑑 井上雅彦/著 講談社

17 F 八月の銀の雪 伊与原新/著 新潮社

18 F 影に対して 遠藤周作/著 新潮社

19 F ババヤガの夜 王谷晶/著 河出書房新社

20 F 東シナ海開戦 1 大石英司/著 中央公論新社

21 F もしかしてひょっとして 大崎梢/著 光文社

22 F 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田愛/著 KADOKAWA

23 F 小説牡丹灯籠 大橋崇行/著 柳家喬太郎/監修 二見書房

24 F 首イラズ 岡田秀文/著 光文社

25 F とわの庭 小川糸/著 新潮社

26 F 白野真澄はしょうがない 奥田亜希子/著 東京創元社

27 F 翔 岳真也/著 牧野出版

28 F 落葉の記 勝目梓/著 文藝春秋

29 F ニッポンチ! 河治和香/著 小学館

30 F 探偵は友人ではない 川澄浩平/著 東京創元社

31 F 小麦の法廷 木内一裕/著 講談社

32 F 浅草迄 北野武/著 河出書房新社

33 F 戀童夢幻 木下昌輝/著 新潮社

34 F 善医の罪 久坂部羊/著 文藝春秋

35 F びこうず 倉本美津留/著 ワニブックス

36 F カラ売り屋、日本上陸 黒木亮/著 KADOKAWA

37 F 死の扉 小杉健治/著 双葉社

38 F 絶局 坂岡真/著 小学館

39 F アンと愛情 坂木司/著 光文社

40 F 相剋 笹本稜平/著 双葉社

41 F 伊達女 佐藤巖太郎/著 PHP研究所

42 F いつの空にも星が出ていた 佐藤多佳子/著 講談社

43 F サード・キッチン 白尾悠/著 河出書房新社

44 F 動物警察24時 新堂冬樹/著 光文社

45 F ヒゲとナプキン 杉山文野/原案 乙武洋匡/著 小学館

46 F 夜明けのすべて 瀬尾まいこ/著 水鈴社

47 F 化け者心中 蟬谷めぐ実/著 KADOKAWA

48 F 古事記異聞 4 高田崇史/著 講談社

49 F 完全犯罪の恋 田中慎弥/著 講談社

50 F 白日 月村了衛/著 KADOKAWA

51 F コーチ 堂場瞬一/著 東京創元社

52 F 小さな宇宙ベンチャーが起こしたキセキ 永崎将利/著 アスコム

53 F 鬼人幻燈抄 5 中西モトオ/著 双葉社

54 F 朱色の命 長野修/著 論創社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 F 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山七里/著 講談社

56 F 扇物語 西尾維新/著 講談社

57 F 人類最強のヴェネチア 西尾維新/著 講談社

58 F 愛の伊予灘ものがたり 西村京太郎/著 実業之日本社

59 F 焼餃子 蜂須賀敬明/著 双葉社

60 F 小説アドルフ・ヒトラー 3 濱田浩一郎/著 アルファベータブックス

61 F そして、海の泡になる 葉真中顕/著 朝日新聞出版

62 F エール 下 林宏司/原案 清水友佳子/作 NHK出版

63 F 一橋桐子<76>の犯罪日記 原田ひ香/著 徳間書店

64 F 階段にパレット 東直子/著 ポプラ社

65 F ぼくもだよ。 平岡陽明/著 角川春樹事務所

66 F 夜のこと pha/著 扶桑社

67 F 今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は 福徳秀介/著 小学館

68 F きのうのオレンジ 藤岡陽子/著 集英社

69 F 屋根の上のおばあちゃん 藤田芳康/著 河出書房新社

70 F 水と礫 藤原無雨/著 河出書房新社

71 F だまされ屋さん 星野智幸/著 中央公論新社

72 F S.O.P.大阪遷都プロジェクト 増田晶文/著 ヨシモトブックス

73 F 小説 増田みず子/著 田畑書店

74 F ふたりでちょうど200% 町屋良平/著 河出書房新社

75 F 空洞のなかみ 松重豊/著 毎日新聞出版

76 F その果てを知らず 眉村卓/著 講談社

77 F 霊能者たち 嶺里俊介/著 光文社

78 F 肉体のジェンダーを笑うな 山崎ナオコーラ/著 集英社

79 F されど家族、あらがえど家族、だから家族は 山田佳奈/著 双葉社

80 F 真夜中のカーボーイ 山田五郎/著 幻冬舎

81 F 湖の女たち 吉田修一/著 新潮社

82 F 吹上奇譚 第3話 吉本ばなな/著 幻冬舎

83 F 攫い鬼 輪渡颯介/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B311.8 三島由紀夫事件 別冊宝島編集部/編 宝島社

2 B596.0 ゴハンですよ 東海林さだお/著 大和書房

3 B723 近代絵画 小林秀雄/著 新潮社

4 B786.1 植村直己冒険の軌跡 中出水勲/著 山と溪谷社

5 B929.7 シオンズ・フィクション シェルドン・テイテルバウム/編 エマヌエ
ル・ロテム/編 竹書房

6 B933.7 地球防衛戦線 3 ダニエル・アレンソン/著 金子浩/訳 早川書房

7 B933.7 葬儀を終えて アガサ・クリスティー/著 加賀山卓朗/訳 早川書房

8 B933.7 ナイトメア・アリー ウィリアム・リンゼイ・グレシャム/著 矢口
誠/訳 扶桑社

9 B933.7 真夜中のデッド・リミット 上・下 スティーヴン・ハンター/著 染田屋茂/訳 扶桑社

10 B933.7 ガン・ストリート・ガール エイドリアン・マッキンティ/著 武藤陽生/
訳 早川書房

11 B949.6 最後の巡礼者 上・下 ガード・スヴェン/著 田口俊樹/訳 竹書房

12 B949.8 毒花を抱く女 ルイース・ボイイエ・アブ・イェンナス/著
不二淑子/訳 早川書房

13 BF 天使のアイディア 青柳碧人/著 祥伝社

14 BF 猫河原家の人びと 3 青柳碧人/著 新潮社

15 BF 線路上の殺意 鮎川哲也/著 西村京太郎/著 双葉社

16 BF スパイ武士道 池波正太郎/著 新潮社

17 BF 襲大鳳 下 今村翔吾/著 祥伝社

18 BF 帰って来た刺客 小杉健治/著 二見書房

19 BF 奇病 小杉健治/著 双葉社

20 BF 狐のちょうちん 佐々木裕一/著 講談社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 BF くもの頭領 佐々木裕一/著 講談社

22 BF 王都の落伍者 沢村凛/著 新潮社

23 BF 鬼絹の姫 沢村凛/著 新潮社

24 BF 小説イタリア・ルネサンス 1 塩野七生/著 新潮社

25 BF ダーティペアの大跳躍 高千穂遙/著 早川書房

26 BF 剣鬼攻防 鳥羽亮/著 祥伝社

27 BF 本所おけら長屋 15 畠山健二/著 PHP研究所

28 BF メガバンク最後通牒 波多野聖/著 幻冬舎

29 BF 古傷痕(ふるきず) 藤井邦夫/著 双葉社

30 BF 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 7 山本巧次/著 宝島社

31 BF 手のひらアストラル 吉野泉/著 東京創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G596.2 日本の食事 ベティー・レイノルズ/著 チャールズ・イー・タトル出
版

2 G754 The Ultimate Book of Origami Animals 新宮文明/著 チャールズ・イー・タトル出
版

3 G754.9 FANTASTIC ORIGAMI FLYING CREATURES 福井久男/著
チャールズ・イー・タトル出
版

4 GE おつきさまこんばんは 林明子/作 ロバート キャンベル/英訳 福音館書店

5 GE かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/作 じんぐうてるお/
訳 ラボ教育センター

6 GE きんぎょがにげた 五味太郎/作 ロバート キャンベル/英訳 福音館書店

7 GE サンドイッチサンドイッチ 小西英子/作 ロバート キャンベル/英訳 福音館書店

8 GE たまごのあかちゃん かんざわとしこ/文 やぎゅうげんいちろう/
絵 福音館書店

9 GE どうぶつのおかあさん 小森厚/文 薮内正幸/絵 福音館書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T209.6 魚津の米騒動 中田尚/著 中田尚

2 T209.7 秘密特攻隊マルレ 北日本放送放送本部報道制作局報道制作部/
編 北日本放送

3 T250 氷見春秋 第81号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

4 T251 氷見の郷の古代 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

5 T318.3 富山市くらしの便利帳 2020 富山市市民生活相談課/編 富山市市民生活相談課

6 T318.3 コンパクトシティのアーバニズム 中島直人/編 高柳百合子/編 東京大学出版会

7 T344 令和3年度予算編成について 富山市財務部/編 富山市財務部

8 T364 富山市の国保と年金 令和2年度 富山市福祉保健部保険年金課/編 富山市福祉保健部保健年金課

9 T369.1 写真で見る富山の赤十字130年の歩み 日本赤十字社富山県支部/編 日本赤十字社富山県支部

10 T610.5 農林水産業の動き 令和2年7月 富山市農林水産部/編 富山市農林水産部

11 T688 コンベンションスケジュール 令和2年10月～ (令和2年9月調査) 富山コンベンションビューロー/編
富山コンベンションビュー
ロー

12 T748 万華鏡 306号  ふるさと開発研究所

13 T810 方言は今も生きている 山田豪/著 文芸社

14 T908 四季 第48号 北日本四季の会/編 北日本四季の会

15 T913.6 富山県俳句連盟合同句集 第45集 中坪達哉/編 富山県俳句連盟

16 T915 ANTHOLOGY TOYAMA 2020 富山県詩人協会/編 富山県詩人協会

17 T915 欅 Ⅲ  池田瑛子

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あかずきんちゃんとウイルスオオカミ あくざわめぐみ/作絵 教育画劇

2 C おそうじおそうじおおそうじ すとうあさえ/脚本 くすはら順子/絵 童心社

3 C おばあさんとマンガス  ともだちだいすき イチンノロブ・ガンバートル/脚本 バーサン
スレン・ボロルマー/絵 童心社

4 C おばけのおうさまゴホンゴホン 田中六大/作絵 教育画劇

5 C おばけのしんたいそくてい 苅田澄子/脚本 長谷川知子/絵 童心社

6 C キジムナーにあったサンラー さえぐさひろこ/脚本 宮澤ナツ/絵 童心社

T 郷土資料

T 郷土資G 外国語資料

C かみしばい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 C きつねのえんそく はせがわさとみ/脚本 市居みか/絵 童心社

8 C こんやはなつまつり かわしまえつこ/脚本 松成真理子/絵 童心社

9 C さんじょう!てあらいかめん よしむらあきこ/作絵 教育画劇

10 C ちいさいプールのチャプン 津田真一/脚本 はやしますみ/絵 童心社

11 C でてきておつきさま! 苅田澄子/脚本 くすはら順子/絵 童心社

12 C とちもちもちもちおいしいね 土田義晴/脚本・絵 童心社

13 C どんぐりのうんどうかい あべしまこ/脚本 夏目尚吾/絵 童心社

14 C ながいきしてね七五三 やすいすえこ/脚本 福田岩緒/絵 童心社

15 C にょろにょろり とよたかずひこ/脚本・絵 童心社

16 C ぴょんたのいす あべしまこ/脚本 ひろかわさえこ/絵 童心社

17 C よわむしさんぺいおばけたいじ 内田麟太郎/脚本 久住卓也/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E 赤ずきん ビアトリクス・ポター/再話 ヘレン・オクセ
ンバリー/絵 文化学園文化出版局

2 E あの湖のあの家におきたこと トーマス・ハーディング/文 ブリッタ・テッ
ケントラップ/絵 クレヨンハウス

3 E あるひとつぜんおねえちゃん ウティヒャ・マルモン/さく アン=カトリン・
ベール/え

ワールドライブラリー

4 E アンデルセンの夢の旅 ハインツ・ヤーニッシュ/文 マーヤ・カステ
リック/絵 西村書店

5 E アンパンマンとくろいとり やなせたかし/作・絵 フレーベル館

6 E おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス 1～6 上田勢子/訳 呉本慶子/日本語版監修 子どもの未来社

7 E おしゃべりくらげ あまんきみこ/作 みずうちさとみ/絵 JULA出版局

8 E おばけのジョージー メリーメリークリスマス! ロバート・ブライト/さく こみやゆう/やく 好学社

9 E おもしろあいうえおかるたのえ本 とよながもりと/さく 学研プラス

10 E オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ/ぶん マイク・ボルト/え マイクロマガジン社

11 E ガチャガチャぽん! ナカオマサトシ/ぶん 森あさ子/え マイクロマガジン社

12 E カヨちゃんちはとうふ屋さん 荒尾美知子/文 つちだよしはる/絵 あすなろ書房

13 E きらぼしちゃんともりのクリスマス もちなおみ/作 布川愛子/絵 岩崎書店

14 E きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかやみわ/さく 小学館

15 E クリスマス・イブのねがいごと トレーシー・コーデュロイ/作 サラ・マッ
シーニ/絵 岩崎書店

16 E クリスマスかぞえうた 西村敏雄/さく 白泉社

17 E クリスマスツリーをかざろうよ トミー・デ・パオラ/作 福本友美子/訳 光村教育図書

18 E くるまはこびます 小風さち/ぶん 鈴木周作/え 福音館書店

19 E ゲナポッポ クリハラタカシ/著 白泉社

20 E こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ/作・絵 三原泉/訳 徳間書店

21 E こたつ 麻生知子/作 福音館書店

22 E こたつうし かわまたねね/作 長谷川義史/絵
世界文化ワンダークリエイ
ト

23 E このかみなあに? 谷内つねお/さく 福音館書店

24 E ざわざわざわ ながたしんさく/著 東急エージェンシー

25 E サンタクロースっているの? いもとようこ/絵・訳 フランシス・P.チャー
チ/文 金の星社

26 E サンタさんのおとしもの 三浦太郎/作 あすなろ書房

27 E しあわせなクレヨン 丸山陽子/作 BL出版

28 E シェルパのポルパ 冬虫夏草とおおきなヤク 石川直樹/文 梨木羊/絵 岩波書店

29 E しかくいので 新井洋行/作 講談社

30 E 島の子げんたの春休み 荒尾美知子/文 福田岩緒/絵 あすなろ書房

31 E すずめのうんどうぼうしつくります 西本鶏介/作 黒井健/絵 金の星社

32 E ぜったいにあけちゃダメ? ビル・コッター/さく サンクチュアリ出版

33 E とっくんトラックゆきのひにぶぶー いわむらかずお/作・絵 ひさかたチャイルド

34 E 鳥箱先生とフゥねずみ 宮沢賢治/作 吉田尚令/絵 三起商行

35 E ながいながいねこのおかあさん キューライス/ぶん ヒグチユウコ/え 白泉社

36 E 那須与一 神田伯山/監修 石崎洋司/文 講談社

37 E なにしてるの? 鈴木まもる/作 ポプラ社

38 E なにかがいる 佐藤雅彦/作 ユーフラテス/作 福音館書店

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 E にじいろのせかい 刀根里衣/著 NHK出版

40 E ニマとおにばば ピエール・ベルトラン/文 チェンジャンホ
ン/絵 徳間書店

41 E ねこのオーランドー3びきのグレイス キャスリーン・ヘイル/さく こみやゆう/や
く 好学社

42 E ねずみくんのクリスマスのおうちさがし レベッカ・ハリー/え 木原悦子/やく
世界文化ワンダークリエイ
ト

43 E のびるじどうしゃ 平山暉彦/さく 福音館書店

44 E ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤ノリコ/著 白泉社

45 E はしのうえのおおかみ 奈街三郎/作 花之内雅吉/絵 鈴木出版

46 E はじまりは、まっしろな紙 キョウ・マクレア/文 ジュリー・モース
タッド/絵 フレーベル館

47 E バスザウルス 五十嵐大介/著 亜紀書房

48 E パックンバーガーくん 乾栄里子/文 西村敏雄/絵 講談社

49 E 花さき山 斎藤隆介/文 滝平二郎/絵 岩崎書店

50 E パンダのパンだ 牛窪良太/作 アリス館

51 E ひきだしマンションとおてがみちゃん ひらぎみつえ/作 ほるぷ出版

52 E ひとりひとり 谷川俊太郎/詩 いわさきちひろ/絵 講談社

53 E 100さいの森 松岡達英/著 伊藤弥寿彦/監修 講談社

54 E 氷上カーニバル あべ弘士/作 のら書店

55 E 福助はみた おおなり修司/文 きむらよしお/絵 絵本館

56 E ふぶきのみちはふしぎのみち 種村有希子/作 アリス館

57 E ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 斉藤洋/作 武田美穂/絵 講談社

58 E ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット/作 こうのすゆきこ/訳 福音館書店

59 E ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

60 E ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム・ラマース/ぶん ミルヤ・プラーフマ
ン/え ほるぷ出版

61 E ぼくはケンちゃん はしもとえつよ/作 偕成社

62 E ボクはしっている 神山ますみ/さく イマジネイション・プラス

63 E ポラーノの広場 宮沢賢治/作 みやこしあきこ/絵 三起商行

64 E 迷子の魂 オルガ・トカルチュク/文 ヨアンナ・コン
セホ/絵 岩波書店

65 E 曲垣平九郎 神田伯山/監修 石崎洋司/文 講談社

66 E まほうの木 アンドレイ・ウサチョフ/作 イーゴリ・オレ
イニコフ/絵 東洋書店新社

67 E まほうつかいウーのふしぎなえ エド・エンバリー/作 小宮由/訳 文溪堂

68 E みかんおいしくなーれ 矢野アケミ/さく 大日本図書

69 E みどりバアバ ねじめ正一/作 下田昌克/絵 童心社

70 E もぐらくんのねがいごと キムサングン/作絵 猪川なと/訳 岩崎書店

71 E もみのきそのみをかざりなさい 五味太郎/著 KTC中央出版

72 E もりねこ くさかみなこ/文 品田紗桜里/絵 文研出版

73 E ゆかいなえいごとかずのだいずかん アラン・サンダース/作 高津由紀子/訳 偕成社

74 E 雷電為右衛門 神田伯山/監修 石崎洋司/文 講談社

75 E ルドルフ赤い鼻のトナカイ ロバート・L.メイ/作 アントニオ・ハビエー
ル・カパロ/イラスト 子どもの未来社

76 E ルルロロのてあらいだいすき! あいはらひろゆき/さく まついくみ/作画 サニーサイド

77 E レミーさんのひきだし 斉藤倫/作 うきまる/作 小学館

78 E わかってるって しもかわらゆみ/さく イマジネイション・プラス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 プログラマーになろう! キキ・プロッツマン/著 片岡律子/訳 化学同人

2 K031 学校なぞなぞ 5～6 ながたみかこ/文 多屋光孫/絵 汐文社

3 K159 きみを変える50の名言 2期2 佐久間博/文 汐文社

4 K159 世界に勇気と希望をくれたメッセージ 1 パトリック・ハーラン/著・監修 稲葉茂勝/
編 岩崎書店

5 K164 世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン/著 松村一男/日
本語版監修 河出書房新社

6 K210 日本の歴史366 小和田哲男/監修 TOA/絵 主婦の友社

7 K280 世界のすごい女子伝記 キャスリン・ハリガン/文 サラ・ウォルシュ/
絵 講談社

8 K289 アレクサンドロス大王  (ちくまプリマー新書) 澤田典子/著 筑摩書房

9 K290 ウソみたいだけど実在する!世界のめっちゃスゴい国  JTBパブリッシング

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 K291 よくわかる!日本の都道府県 ユーキャン地理歴史研究会/編 ユーキャン学び出版

11 K307 常識なのに!大人も実は知らない小学社会科のギモン 村瀬哲史/著 宝島社

12 K317 警察署図鑑 梅澤真一/監修 金の星社

13 K320 小学生からのなんでも法律相談 3巻 小島洋祐/監修 高橋良祐/監修 文研出版

14 K333 地球村の子どもたち 2 石井光太/著 少年写真新聞社

15 K333 SDGs 日能研教務部/企画・編集 日能研

16 K335 学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡和輝/著 若林杏樹/マンガ 小学館

17 K361 他者を感じる社会学  (ちくまプリマー新書) 好井裕明/著 筑摩書房

18 K366 障害者とともに働く  (岩波ジュニア新書) 藤井克徳/著 星川安之/著 岩波書店

19 K368 子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル・ブライアン/作 中井はるの/訳 集英社

20 K369 子どもが安全にくらすために読む絵本 1 タナカヒロシ/作 ベースボール・マガジン社

21 K382 おもしろ大発見!世界スゴすぎ事典 須藤健一/監修 池田書店

22 K383 世界の家 世界のくらし 1 ERIKO/著 汐文社

23 K388 会えるかも!?妖怪ずかん よしながこうたく/著 ようかいガマとの/著 あかね書房

24 K407 科学者になりたい君へ 佐藤勝彦/著 河出書房新社

25 K420 絵でさぐる音・光・宇宙 コリン・スチュアート/著 シモ・アバディ
ア/絵 岩崎書店

26 K445 わくわく小惑星ずかん 吉川真/監修 恒星社厚生閣

27 K446 ねえねえはかせ、かぐや姫はどうやって月に帰ったの? 寺田健太郎/作 いぬいまやこ/絵 大阪大学出版会

28 K451 ビジュアル都道府県別日本の地理と気候 中部・近畿編 浅井建爾/著 ゆまに書房

29 K457 スーパービジュアル恐竜図鑑 ジョン・ウッドワード/著 小林快次/日本語版
監修 講談社

30 K457 クジラが歩いていたころ ドゥーガル・ディクソン/作 ハンナ・ベイ
リー/絵 化学同人

31 K457 あの恐竜どこにいた?地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス・バーカー/著 ダレン・ナイシュ/著 創元社

32 K465 ウイルスって何だろう? 武村政春/監修 PHP研究所

33 K469 こうしてヒトになった マイケル・ブライト/作 ハンナ・ベイリー/
絵 化学同人

34 K471 くらべてみよう!学校のまわりの外国から来た植物 3 亀田龍吉/写真・文 汐文社

35 K480 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん 1～4 木坂涼/文 村田浩一/監修 偕成社

36 K480 大人も知らない!?生きものの実は… 下戸猩猩/監修 文響社

37 K480 ぼくたち、わるもの? ソフィー・コリガン/著 バーバラ・テイ
ラー/監修 サンマーク出版

38 K481 ウンチでわかるいきもの図鑑 アンディ・シード/文 クレア・アルモン/絵 NHK出版

39 K481 世界一キモイいきもの図鑑 アンディ・シード/文 クレア・アルモン/絵 NHK出版

40 K487 サンゴ礁の海 大方洋二/著 岩崎書店

41 K487 まるごとサメ事典 菅原嘉子/文 ウエタケヨーコ/絵 ポプラ社

42 K489 クジラをめぐる冒険 石川創/著 旬報社

43 K489 どうぶつのおっぱいずかん 今泉忠明/監修 高岡昌江/文 学研プラス

44 K491 信じられない現実のうんこ科学図鑑 DK社/編著 増田まもる/監訳 東京書籍

45 K493 ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 2 稲葉茂勝/著 山本太郎/監修 新日本出版社

46 K493 教えて!感染症 1 土井洋平/監修 小峰書店

47 K498 ひとりでできる!みんなで楽しい!子どもヨガ 1 ヘッセ杉山ナオコ/著 今津貴美/監修 ベースボール・マガジン社

48 K501 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 2 白坂洋一/監修 汐文社

49 K507 学校で知っておきたい知的財産権 1 おおつかのりこ/著 細野哲弘/監修 汐文社

50 K518 ごみはどこへいく?ごみゼロ大事典 1 丸谷一耕/共著 古木二郎/共著 少年写真新聞社

51 K537 世界の自動車大図鑑  スタジオタッククリエイティ
ブ

52 K589 12歳のスタイルブック 服部裕子/スタイリングと文 サトウユカ/物語
と絵 文響社

53 K596 12つきのおはなし&パンレシピ Goma/作・絵 フレーベル館

54 K611 今日からなくそう!食品ロス 3 上村協子/監修 幸運社/編 汐文社

55 K619 納豆の本 全国納豆協同組合連合会/総監修 宮崎祥子/
編 岩崎書店

56 K649 こちら、まほろば動物病院 鷲塚貞長/著 つちや書店

57 K686 鉄道ものしり大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

58 K686 電車のヒミツ 「旅と鉄道」編集部/編集 天夢人

59 K760 ブルー・アイランド先生の週刊おんがく通信 青島広志/文と絵 学研プラス

60 K769 ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッスン 厚木彩/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

61 K780 きみも体育がすきになる 3 遠山健太/監修 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 K780 パラスポーツ大百科 5 藤田紀昭/監修 岩崎書店

63 K798 eスポーツはじめて事典 2～3 筧誠一郎/監修 文溪堂

64 K798 みかんアート 笹川勇/著 主婦の友社

65 K817 13歳からの読解力 山口謠司/著 PHPエディターズ・グループ

66 K913 少年探偵響 7 秋木真/作 しゅー/絵 KADOKAWA

67 K913 虹のランナーズ 浅田宗一郎/作 渡瀬のぞみ/絵 PHP研究所

68 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 12 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

69 K913 5分後に美味しいラスト エブリスタ/編 河出書房新社

70 K913 5分後に不思議の国のラスト エブリスタ/編 河出書房新社

71 K913 ジャンプして、雪をつかめ! おおぎやなぎちか/作 くまおり純/絵 新日本出版社

72 K913 美爆音!ぼくらの青春シンフォニー オザワ部長/著 pon-marsh/絵 岩崎書店

73 K913 おばけのアッチとコロッケとうさん 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

74 K913 ドラねこまじんのボタン 如月かずさ/作 コマツシンヤ/絵 偕成社

75 K913 へんくつさんのお茶会 楠章子/作 井田千秋/絵 学研プラス

76 K913 卒業旅行 小手鞠るい/著 偕成社

77 K913 ねこの町の小学校 小手鞠るい/作 くまあやこ/絵 講談社

78 K913 チョコルとチョコレートの魔女 こばやしゆかこ/著 岩崎書店

79 K913 牛飼い農家の山田さんち 酒井りょう/著 かもがわ出版

80 K913 ぼくのとうさんわたしのおかあちゃん さくら文葉/作 フロネーシス桜蔭社

81 K913 虹いろ図書館のひなとゆん 櫻井とりお/著 河出書房新社

82 K913 江戸の空見師 嵐太郎 佐和みずえ/作 しまざきジョゼ/絵 フレーベル館

83 K913 探検!いっちょかみスクール 魔法使いになるには編 宗田理/作 静山社

84 K913 世にも奇妙な商品カタログ 5 地図十行路/作 望月けい/絵 KADOKAWA

85 K913 ねこやなぎ食堂 レシピ3 つくもようこ/作 かわいみな/絵 講談社

86 K913 トップラン つげみさお/作 森川泉/絵 国土社

87 K913 おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル/さく・え ポプラ社

88 K913 恋話(こいばな)ミラクル1ダース にかいどう青/著 講談社

89 K913 24時間のキョーフ 4 日本児童文学者協会/編 軽部武宏/絵 フレーベル館

90 K913 世々と海くんの図書館デート 1～2 野村美月/作 U35/絵 講談社

91 K913 ぼくの席がえ 花田鳩子/作 藤原ヒロコ/絵 PHP研究所

92 K913 ウィズ・ユー 濱野京子/作 くもん出版

93 K913 ルヴニール 春間美幸/著 長浜めぐみ/イラスト 小学館

94 K913 妖怪の子預かります 8 廣嶋玲子/作 Minoru/絵 東京創元社

95 K913 ひかりの森のフクロウ 広瀬寿子/作 すがわらけいこ/絵 国土社

96 K913 IQ探偵ムー 踊る大運動会 深沢美潮/作 山田J太/画 ポプラ社

97 K913 保健室経由、かねやま本館。 3 松素めぐり/著 おとないちあき/装画・挿画 講談社

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

99 K913 理花のおかしな実験室 1 やまもとふみ/作 nanao/絵 KADOKAWA

100 K929 インド神話 沖田瑞穂/編訳 岩波書店

101 K933 橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン/作 田中奈津子/
訳 講談社

102 K933 インディゴをさがして クララ・キヨコ・クマガイ/作 早川敦子/訳 小学館

103 K933 マジックウッズ戦記 3上・3下 クレシッダ・コーウェル/作 相良倫子/訳 小峰書店

104 K933 夜の妖精フローリー ローラ・エイミー・シュリッツ/作 日当陽子/
訳 学研プラス

105 K933 雪山のエンジェル ローレン・セントジョン/作 さくまゆみこ/訳 評論社

106 K933 ネバームーア 2 ジェシカ・タウンゼント/著 田辺千幸/訳 早川書房

107 K933 ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン/著 櫛田理絵/訳 PHP研究所

108 K933 アラゲイジアの物語 1 クリストファー・パオリーニ/作 大嶌双恵/
訳 静山社

109 K933 アンの娘リラ L.M.モンゴメリ/作 村岡花子/訳 講談社

110 K933 列車探偵ハル M.G.レナード/著 サム・セッジマン/著 早川書房

111 K943 人形つかいマリオのお話 ラフィク・シャミ/作 松永美穂/訳 徳間書店

112 K949 やかまし村はいつもにぎやか アストリッド・リンドグレーン/作 イング
リッド・ヴァン・ニイマン/絵 岩波書店

113 K973 ピノピノよもうよ ロベルト・ピウミーニ/原作 アンナ・クル
ティ/絵 学研プラス
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