
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 007 情報科学入門 野本弘平/著 朝倉書店

2 007.1 音声UX 安藤幸央/著 技術評論社

3 007.1 AIの倫理学 M.クーケルバーク/著 直江清隆/訳者代
表 丸善出版

4 007.1 イラストで学ぶ人工知能概論 谷口忠大/著 講談社

5 007.1 ディープラーニング実装入門 吉崎亮介/著 祖父江誠人/著 インプレス

6 007.3 今すぐ使えるかんたんYouTube入門 AYURA/著 技術評論社

7 007.3 YouTube Perfect GuideBook タトラエディット/著 ソーテック社

8 007.3 世界一わかりやすいZoomマスター養成講座 タナカミカ/著 真鍋郷/著 つた書房

9 007.3 デジタルエコノミーの罠 マシュー・ハインドマン/著 山形浩生/
訳 NTT出版

10 007.3 オンライン講座のつくりかた 原麻衣子/著 同文舘出版

11 007.3 ITエンジニアのための中国語入門 細谷竜一/著 中野志穂/著 インプレス

12 007.3 今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業で活用する本 マイカ/著 技術評論社

13 007.3 いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本 八木太亮/著 江口立哉/著 インプレス

14 007.3 ひとりではじめるコンテンツビジネス入門 山田稔/著 つた書房

15 007.5 スキルアップ!情報検索 中島玲子/著 安形輝/著 日外アソシエーツ

16 007.6 Excel VBAコードレシピ集 大村あつし/著 古川順平/著 技術評論社

17 007.6 はじめてのAndroidプログラミング 金田浩明/著 SBクリエイティブ

18 007.6 データサイエンス短期集中コース Andrew Kelleher/共著 Adam Kelleher/共著 オーム社

19 007.6 はじめてでも上手に描ける入門!ドット絵道場 せたも/著 cocopon/著 ナツメ社

20 007.6 ひと目でわかるフォントが活きるデザインの基本。 伊達千代/監修 MdN編集部/編 エムディエヌコーポレーショ
ン

21 007.6 図解!HTML&CSSのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田亨/著 秀和システム

22 007.6 できるWindows 10パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 広野忠敏/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

23 007.6 できるWindows 10 法林岳之/著 一ケ谷兼乃/著 インプレス

24 007.6 JavaScriptモダンプログラミング完全ガイド Cay S.Horstmann/著 吉川邦夫/訳 インプレス

25 007.6 いちばんやさしい60代からのiPad 増田由紀/著 日経BP

26 007.6 絵で見てわかるブロックチェーンの仕組み 米津武至/著 翔泳社

27 007.6 ゼロから学ぶPythonプログラミング 渡辺宙志/著 講談社

28 007.6 世界一わかりやすいエクセル&ワード  ワン・パブリッシング

29 007.6 とてもやさしいスマホの本  英和出版社

30 010.2 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2020 植村八潮/編著 野口武悟/編著 電子出版制作・流通協議会

31 010.4 たまたま、図書館長。 鳥越美奈/著 郵研社

32 011.1 図書館政策セミナー「公立図書館の所管問題を考える」講演録 日本図書館協会図書館政策企画委員会/編 日本図書館協会

33 019.5 認定絵本士養成講座テキスト 絵本専門士委員会課程認定部会認定絵本士養
成講座テキスト作成ワーキンググループ/編集

絵本専門士委員会独立行政法
人国立青少年教育振興機構

34 019.5 青春の本棚 高見京子/編著 全国学校図書館協議会

35 019.9 アナキスト本をよむ 栗原康/著 新評論

36 021.4 初心者からちゃんとしたプロになるInDesign基礎入門 森裕司/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

37 041 暁烏敏賞入選論文 第36回 白山市/編 白山市

38 049 雑学の森 雑学の森探険隊/編 青春出版社

39 049 世界の教養大全 ロイド/著 ミッチンソン/著 マガジンハウス

40 051.6 2016年の週刊文春 柳澤健/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 053 カンマの女王 メアリ・ノリス/著 有好宏文/訳 柏書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 世界哲学史 別巻 (ちくま新書) 伊藤邦武/責任編集 山内志朗/責任編集 筑摩書房

2 104 オン・ビーイング・ミー J.デイヴィッド・ヴェルマン/著 青木滋之/監
訳 ニュートンプレス

3 104 哲学JAM 赤版 仲正昌樹/著 共和国

4 104 対話の技法 納富信留/著 笠間書院

5 116 思考実験が教えるあなたの脳の鍛え方 北村良子/著 青春出版社

6 116 絵でわかるパラドックス大百科  ニュートンプレス

7 134.2 カント純粋理性批判 御子柴善之/著 KADOKAWA

8 134.2 崇高の分析論 ジャン=フランソワ・リオタール/著 星野太/
訳 法政大学出版局

9 134.9 現象学とは何か 竹田青嗣/編著 西研/編著 河出書房新社

10 134.9 はじめてのウィトゲンシュタイン 古田徹也/著 NHK出版

11 140 ポジティブ心理学 小林正弥/著 講談社

12 140 幸運と不運の心理学 村上幸史/著 ちとせプレス

13 141.3 見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル 4 池田義博/著 サンマーク出版

14 141.5 OPEN TO THINK 池田義博/著 朝日新聞出版

15 146.8 「また断れなかった…」がなくなる本 石原加受子/著 河出書房新社

16 146.8 あきらめる勇気 古宮昇/著 フォレスト出版

17 146.8 ほどよい距離が見つかる本 古宮昇/著 すばる舎

18 146.8 身勝手な世界に生きるまじめすぎる人たち イルセ・サン/著 枇谷玲子/訳 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

19 146.8 心理カウンセラーをめざす人の本  '21年版 新川田譲/監修 コンデックス情報研究所/編
著 成美堂出版

20 146.8 ブリーフセラピー入門 日本ブリーフサイコセラピー学会/編 遠見書房

21 146.8 遠隔心理支援スキルガイド 前田正治/編著 桃井真帆/編著 誠信書房

22 147.0 <こっくりさん>と<千里眼> 一柳廣孝/著 青弓社

23 159 1行書くだけ日記 伊藤羊一/著 SBクリエイティブ

24 159 最高の生き方 大久保秀夫/著 ビジネス社

25 159 ほっとする生き方 斎藤茂太/著 新講社

26 159 誰も教えてくれなかった金持ちになるための濃ゆい理論 上念司/著 扶桑社

27 159 ほっといて欲しいけど、ひとりはいや。 ダンシングスネイル/著 生田美保/訳 CCCメディアハウス

28 159 CupOfTherapyいっしょに越えよう 長倉顕太/著 あさ出版

29 159 Be Yourself 前野マドカ/著 前野隆司/著 WAVE出版

30 159.4 やめる時間術 尾石晴/著 実業之日本社

31 159.4 稼ぐことから逃げるな 株本祐己/著 KADOKAWA

32 159.4 卒サラの教科書 木村拓也/著 秀和システム

33 159.4 2000社の赤字会社を黒字にした社長のノートfinal  (講談社現代新書) 丹羽宇一郎/著 講談社

34 159.4 人生の公式ルートにとらわれない生き方 平岩康佑/著 KADOKAWA

35 159.7 60歳からの生き方哲学 円熟した大人の作り方 齋藤孝/著 笠間書院

36 159.7 60代ミッション 齋藤孝/著 西東社

37 159.7 賢く歳をかさねる人間の品格  (SB新書) 坂東眞理子/著 SBクリエイティブ

38 162.1 仏像破壊の日本史  (宝島社新書) 古川順弘/著 宝島社

39 162.1 日本宗教史 4  吉川弘文館

40 164 図解世界5大神話入門 中村圭志/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

41 175.5 こまいぬ 3 宮本和義/写真・文 アトリエM5

42 175.9 見るだけで大開運!絶景×神社 島田裕巳/監修 宝島社

43 175.9 御朱印でめぐる静岡富士伊豆の神社 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

44 175.9 御朱印でめぐる東京の七福神 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

45 175.9 御朱印でめぐる東北の神社 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

46 175.9 御朱印でめぐる新潟佐渡の神社 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

47 175.9 御朱印でめぐる福岡の神社 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

48 182.1 知っておきたい!日本の仏教 大角修/監修 枻出版社

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

49 182.1 仏法僧の現在(いま) 木村文輝/著 八千代出版

50 183.2 寂聴般若心経 瀬戸内寂聴/著 中央公論新社

51 186.9 西国四十九薬師霊場札所めぐりお薬師さま巡礼ルートガイド 関西札所めぐりの会/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

52 186.9 御朱印でめぐる埼玉のお寺 『地球の歩き方』編集室/著 ダイヤモンド・ビッグ社

53 188.4 人のために生きればいい 瀧口宥誠/著 PHPエディターズ・グループ

54 188.5 現代山岳信仰曼荼羅 藤田庄市/著 天夢人

55 188.6 『往生要集』入門 阿満利麿/著 筑摩書房

56 188.8 禅百題 鈴木大拙/著 河出書房新社

57 188.8 現代「只管打坐」講義 藤田一照/著 佼成出版社

58 192.5 不寛容論 森本あんり/著 新潮社

59 198.9 アーミッシュの老いと終焉 堤純子/著 未知谷

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 MASTERゴンザレスのクレイジー考古学 丸山ゴンザレス/著 双葉社

2 209 世界のピラミッドWonderland 河江肖剰/ほか編著 佐藤悦夫/ほか編著 グラフィック社

3 209 海から見た歴史 川勝平太/編 網野善彦/ほか著 藤原書店

4 209.5 世界史から読み解く「コロナ後」の現代 佐藤けんいち/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

5 209.5 大航海時代の日本人奴隷 ルシオ・デ・ソウザ/著 岡美穂子/著 中央公論新社

6 210.4 その日なぜ信長は本能寺に泊まっていたのか  (中公新書ラクレ) 中村彰彦/著 中央公論新社

7 210.4 日本史「今日は何の日」事典 吉川弘文館編集部/編 吉川弘文館

8 211 最速で身につく日本史 角田陽一郎/著 アスコム

9 213 日本はこうしてつくられた 安部龍太郎/著 小学館

10 214 災害と生きる中世 水野章二/著 吉川弘文館

11 214.2 仏都鎌倉の一五〇年 今井雅晴/著 吉川弘文館

12 214.7 列島の戦国史 8～9 池享/企画編集委員 久保健一郎/企画編集委
員 吉川弘文館

13 214.7 逆転の戦国史 砂原浩太朗/著 小学館

14 214.7 戦国大名の戦さ事情 渡邊大門/著 柏書房

15 217 記憶で書き直す歴史 韓国挺身隊問題対策協議会・2000年女性国際
戦犯法廷証言チーム/編 金富子/編訳 岩波書店

16 217.6 朝鮮戦争を戦った日本人 藤原和樹/著 NHK出版

17 219.3 江戸東京名所事典 笠間書院編集部/編 笠間書院

18 219.4 朝倉氏の城郭と合戦 佐伯哲也/著 戎光祥出版

19 219.5 城の政治戦略 大石泰史/著 KADOKAWA

20 219.5 伝えておきたい大津山のこと 中村哲郎/著 松下幸子

21 222.0 太平天国  (岩波新書 新赤版) 菊池秀明/著 岩波書店

22 222.0 貞観政要 呉兢/著 道添進/編訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

23 222.0 暗黒大陸中国の真実 続 ラルフ・タウンゼント/著 田中秀雄/訳 芙蓉書房出版

24 222.4 後藤新平の台湾 渡辺利夫/著 中央公論新社

25 225.0 日本がアジアを目覚めさせた プロビール・ビカシュ・シャーカー/著 ハート出版

26 230 世界史を突き動かした英仏独三国志 関眞興/著 ウェッジ

27 233.0 図説英国貴族の令嬢 村上リコ/著 河出書房新社

28 238.8 第二次大戦下リトアニアの難民と杉原千畝 シモナス・ストレルツォーバス/著 赤羽俊昭/
訳 明石書店

29 253.0 南北戦争 小川寛大/著 中央公論新社

30 256.0 古代マヤ文明  (中公新書) 鈴木真太郎/著 中央公論新社

31 280.4 人望力 瀧澤中/著 致知出版社

32 280.8 俠の歴史 東洋編下 上田信/編著 清水書院

33 281.0 日本史に学ぶ成功者たちの勉強法 加来耕三/著 クロスメディア・パブリッシ
ング

34 281.0 ざんねんな日本史 本郷和人/著 宝島社

35 285.3 アメリカ人の物語 5 西川秀和/著 悠書館

36 288.3 安倍家の素顔 安倍寛信/著 オデッセー出版

37 288.3 加賀藩前田家と朝廷 千葉拓真/著 山川出版社

38 288.4 推古天皇 義江明子/著 ミネルヴァ書房

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 288.6 紋の辞典 波戸場承龍/著 波戸場耀次/著 雷鳥社

40 289.1 熊楠 安藤礼二/著 河出書房新社

41 289.1 戦国大名・北条氏直 黒田基樹/著 KADOKAWA

42 289.1 渋沢栄一  (平凡社新書) 橘木俊詔/著 平凡社

43 289.1 「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯 永峯光寿/著 三野村暢禧/編 高文研

44 289.1 むさぼらなかった男 中村彰彦/著 文藝春秋

45 289.1 明智光秀  (中公新書) 福島克彦/著 中央公論新社

46 289.1 鬼才 森功/著 幻冬舎

47 289.1 渋沢栄一「論語と算盤」の思想入門  (NHK出版新書) 守屋淳/著 NHK出版

48 289.3 自由を求めて 上・下 オミッド・スコビー/著 キャロリン・ドゥラ
ンド/著 扶桑社

49 289.3 グロリア・スタイネム グロリア・スタイネム/著 ジェフ・ブラック
ウェル/編 あすなろ書房

50 289.3 ブライアン・スティーヴンソン ブライアン・スティーヴンソン/著 ジェフ・
ブラックウェル/編 あすなろ書房

51 289.3 第三の性「X」への道 ジェマ・ヒッキー/著 上田勢子/訳 明石書店

52 289.3 12の場所からたどるマリー・アントワネット 上・下 ジャン=クリスティアン・プティフィス/編 土
居佳代子/訳 原書房

53 290.9 0メートルの旅 岡田悠/著 ダイヤモンド社

54 290.9 旅の賢人たちがつくった海外グルメ旅最強ナビ 丸山ゴンザレス/編 世界トラベラー情報研究
会/編 辰巳出版

55 291.0 不思議な島旅  (朝日新書) 清水浩史/著 朝日新聞出版

56 291.0 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井秀郎/編 山川出版社

57 291.0 全国むかし町めぐり  G.B.

58 291.0 地方民鉄旅ガイド 2020-2021年版  日本民営鉄道協会

59 291.1 わがラストラン、北海道 芦原伸/著 天夢人

60 291.2 岩手  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

61 291.3 横丁の戦後史 フリート横田/著 中央公論新社

62 291.3 茨城  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

63 291.3 埼玉  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

64 291.5 いざ!登る信濃の山城 中嶋豊/著 信濃毎日新聞社

65 291.5 伊勢神宮参拝旅完全ガイド  東京ニュース通信社

66 291.5 おとなの旅と宿 2020 (まっぷるマガジン)  昭文社

67 291.6 365日京都絶景の旅 いろは出版/編集 いろは出版

68 291.6 るるぶ兵庫  '22  JTBパブリッシング

69 291.7 山口・萩・下関  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

70 291.9 鹿児島  '21 (まっぷるマガジン)  昭文社

71 292.0 ルンタ 竹沢うるま/著 小学館

72 292.5 おいしい暮らし 北インド編 有沢小枝/著 教育評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 ずばり東京2020 武田徹/著 筑摩書房

2 302.2 地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ/著 セシル・マラン/地図
製作 原書房

3 302.5 「アウトロー超大国」アメリカの迷走 菅谷洋司/著 現代書館

4 304 有題無題 巖浩/著 弦書房

5 304 心の絶対法則 内海聡/著 ユサブル

6 304 日本の論点 2021〜22 大前研一/著 プレジデント社

7 304 パンデミック後の世界10の教訓 ファリード・ザカリア/著 上原裕美子/
訳

日経BP日本経済新聞出版本部

8 304 2040年の未来予測 成毛眞/著 日経BP

9 307 エマニュエル・トッドの思考地図 エマニュエル・トッド/著 大野舞/訳 筑摩書房

10 311.1 リベラルとは何か  (中公新書) 田中拓道/著 中央公論新社

11 311.2 おのがデモンに聞け 都築勉/著 吉田書店

12 311.2 日本政治思想史 続 広岡守穂/著 有信堂高文社

13 311.4 保守思想とは何だろうか 桂木隆夫/著 筑摩書房

14 312.1 武器としての政治思想 大井赤亥/著 青土社

15 312.1 税金ビジネスの正体 大村大次郎/著 ビジネス社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 312.1 強い内閣と近代日本 関口哲矢/著 吉川弘文館

17 312.1 ロッキード 真山仁/著 文藝春秋

18 312.1 喧嘩の流儀 読売新聞政治部/著 新潮社

19 312.2 「小さな主語」で語る香港デモ 石井大智/編著 現代人文社

20 312.5 分断のアメリカ 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版本部

21 312.6 ベネズエラ 坂口安紀/著 中央公論新社

22 313.7 デモクラシーの整理法  (岩波新書 新赤版) 空井護/著 岩波書店

23 316.1 これって個人情報なの?意外と知らない実務の疑問 稲葉一人/共著 阿部晋也/共著 税務研究会出版局

24 316.1 Q&A個人情報取扱実務全書 日本弁護士連合会情報問題対策委員会/編 民事法研究会

25 316.8 世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ/著 人権学習コレクティブ/
監訳 明石書店

26 316.8 命のビザ、遙かなる旅路 続 北出明/著 パレード

27 317.3 ブラック霞が関  (新潮新書) 千正康裕/著 新潮社

28 317.7 やさしく学べる危険物関係の法律 石原鉄郎/著 第一法規

29 317.7 防火・消火・耐火が一番わかる 榎本満帆/著 浅川新/著 技術評論社

30 317.7 危険物取扱者のための危険物まるわかり辞典 危険物法令実務研究会/編 第一法規

31 317.7 地下ガスによる火災 堀江博/著 高文研

32 318.0 自治体まちづくりと地域社会 関谷龍子/著 時潮社

33 318 住民論 渡部朋宏/著 公人の友社

34 318.2 知事の真贋  (文春新書) 片山善博/著 文藝春秋

35 318.5 こうすればうまくいく行政のデジタル化 石井大地/著 ぎょうせい

36 318.5 自治体職員現場のお悩み解決Q&A 静岡県市町行財政総合相談窓口/編著 ぎょうせい

37 318.6 過疎に打ち克つ 宮口侗廸/著 原書房

38 319 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2021 池上彰/著 毎日新聞出版

39 319 トライバル化する世界 クルト・ドゥブーフ/著 臼井陽一郎/監
訳 明石書店

40 319.0 テレビが伝えない国際ニュースの真相  (SB新書) 茂木誠/著 SBクリエイティブ

41 319.2 アジアは日本をどう見てきたか 小倉和夫/著 アジア・ユーラシア総合研究
所

42 319.5 アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序 川島真/編 森聡/編 東京大学出版会

43 319.5 冷たい戦争から熱い平和へ 下 マイケル・マクフォール/著 松島芳彦/
訳 白水社

44 319.8 広島平和記念資料館は問いかける  (岩波新書 新赤版) 志賀賢治/著 岩波書店

45 319.8 ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか? ゲイル・ルンデスタッド/著 李敬史/訳 彩図社

46 321 法解釈入門 山下純司/著 島田聡一郎/著 有斐閣

47 321.1 超解読!はじめてのヘーゲル『法の哲学』  (講談社現代新書) 竹田青嗣/著 西研/著 講談社

48 323.1 緊急事態と憲法 右崎正博/著 大江京子/著 学習の友社

49 323.1 憲法をプラクティカルに変える 根本匠/著 中央公論新社

50 324 落語でわかる「民法」入門 森章太/著 日本実業出版社

51 324 民法 3  有斐閣

52 324.7 よくわかる!相続への対応 辻中修/著 三恵社

53 324.8 相続・認知症で困らない家族信託まるわかり読本 宮田浩志/著 近代セールス社

54 325.2 ここだけ押さえる!会社法のきほん 神田秀樹/監修 ナツメ社

55 325.2 はじめての人でもできる!株式会社の変更登記と手続き実務マニュアル 中村啓一/監修 森島大吾/監修 三修社

56 326.2 回想イトマン事件 大塚将司/著 岩波書店

57 326.2 袴田事件の謎 浜田寿美男/著 岩波書店

58 326.3 月経と犯罪 田中ひかる/著 平凡社

59 326.9 囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー/著 梶山あゆみ/
訳 紀伊國屋書店

60 327.0 裁判官だから書けるイマドキの裁判 日本裁判官ネットワーク/著 岩波書店

61 327 記者のための裁判記録閲覧ハンドブック ほんとうの裁判公開プロジェクト/著 新聞通信調査会

62 327.1 裁判官になるには 飯島一孝/著 ぺりかん社

63 327.1 お気の毒な弁護士 山浦善樹/著 山田隆司/聞き手・編 弘文堂

64 329.4 分野別国際条約ハンドブック 森肇志/著 藤澤巌/著 有斐閣

65 330.4 ビジネスの未来 山口周/著 プレジデント社

66 331.2 戦後経済学史の群像 野原慎司/著 白水社

67 331.7 新自由主義の暴走 ビンヤミン・アッペルバウム/著 藤井清美/
訳 早川書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

68 332.0 改革か革命か トーマス・セドラチェク/著 デヴィッド・グ
レーバー/著 以文社

69 332.1 会計の日本史 大村大次郎/著 清談社Publico

70 332.1 日経キーワード 2021-2022 日経HR編集部/編著 日経HR

71 332.1 新型コロナ・ショックとwithコロナ時代に向けて 連合総合生活開発研究所/編集 連合総合生活開発研究所

72 332.5 格差のない未来は創れるか? ジョシュア・ガンズ/著 アンドリュー・
リー/著 ビジネス教育出版社

73 333.6 この一冊でわかる世界経済の新常識 2021 熊谷亮丸/監修 大和総研/編著 日経BP

74 333.6 大転換の時代 ジム・ロジャーズ/著 花輪陽子/監修・
訳 プレジデント社

75 333.8 青年海外協力隊員になるには 益田美樹/著 ぺりかん社

76 333.8 図解SDGs入門 村上芽/著 日経BP日本経済新聞出版本部

77 334.4 外国にルーツを持つ女性たち 嶋田和子/著 ココ出版

78 335 しょぼい起業で生きていく 持続発展編 えらいてんちょう/著 イースト・プレス

79 335 ルール・チェンジ 森・濱田松本法律事務所/編 日経BP日本経済新聞出版本部

80 335.1 やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門 泉貴嗣/著 技術評論社

81 335.1 経営トップの仕事 稲田将人/著 ダイヤモンド社

82 335.1 CSR活動の経済分析 遠藤業鏡/著 中央経済社

83 335.1 ゼロからの二代目経営 大原照平/著 日本経営センター

84 335.1 内部通報制度の理論と実務 中央総合法律事務所/編 商事法務

85 335.2 スタートアップとテクノロジーの世界地図 山本康正/著 ダイヤモンド社

86 335.3 危機でも大丈夫!「小さな会社」のつくり方・変わり方 山本憲明/著 明日香出版社

87 335.4 アクティビスト オーウェン・ウォーカー/著 染田屋茂/
訳

日経BP日本経済新聞出版本部

88 335.4 商社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 治良博史/著 技術評論社

89 335.4 会社の廃業をめぐる法務と税務 三森仁/共著 高杉信匡/共著 日本法令

90 335.7 地域創生と未来志向型官民連携 日本政策投資銀行/編著 日本経済研究所/編
著

ダイヤモンド・ビジネス企画

91 335.8 もしわたしが「株式会社流山市」の人事部長だったら 手塚純子/著 木楽舎

92 336 トヨタの描く未来 桑原晃弥/著 リベラル社

93 336 MBAの超基本見るだけノート 嶋田毅/監修 宝島社

94 336 トコトンやさしいSCMの本 鈴木邦成/著 日刊工業新聞社

95 336 最新目標管理フレームワークOKRの基本と実践がよ〜くわかる本 Resily株式会社/著 秀和システム

96 336.1 経営とデザインのかけ算 尾崎美穂/著 合同フォレスト

97 336.1 インビンシブル・カンパニー アレックス・オスターワルダー/著 イヴ・ピ
ニュール/著 翔泳社

98 336.1 スケールフリーネットワーク 島田太郎/著 尾原和啓/著 日経BP

99 336.1 図解実践ロードマップ入門 出川通/著 言視舎

100 336.3 ザ・インターナルブランディング 栗原隆人/著 鵜川将成/著 同友館

101 336.3 未来を共創する経営チームをつくる 鈴木義幸/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

102 336.3 学びを最大化するTTPSマネジメント 中尾隆一郎/著 鈴木利和/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

103 336.4 オンラインコミュニケーション35の魔法 片桐あい/著 自由国民社

104 336.4 自分から動く部下が育つ「8つのパワーフレーズ」 木山美佳/著 同文舘出版

105 336.4 「30秒で伝える」全技術 桐生稔/著 KADOKAWA

106 336.4 対話型OJT 関根雅泰/著 林博之/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

107 336.4 超実践Google流資料作成術ワークショップ コール・ヌッスバウマー・ナフリック/著 村
井瑞枝/訳 日本実業出版社

108 336.4 企業経営を誤らない、「同一労働同一賃金」の具体的な進め方 二宮孝/著 労働調査会

109 336.4 心に刺さる「物語」の力 キンドラ・ホール/著 湊麻里/訳 パンローリング

110 336.4 上司と部下のメンタルヘルス・マネジメント対策 松本桂樹/共著 榎本正己/共著 税務研究会出版局

111 336.4 テレワークで人を動かすリーダーのメール術 吉田幸弘/著 秀和システム

112 336.5 いちばんやさしいMicrosoft Teams超入門 清水香里/著 日経BP

113 336.8 ビジネススクールで身につける会計×戦略思考 大津広一/著 日経BP日本経済新聞出版本部

114 336.8 銀行からの融資完全マニュアル 川北英貴/著 すばる舎

115 336.8 中小企業の資金調達大全 塩見哲/著 日本法令

116 336.8 小さな会社の決算書読み方使い方がわかる本 冨田健太郎/著 安藤祐貴/著 自由国民社

117 336.9 80分でマスター!ガチ速簿記入門 金川顕教/著 扶桑社

118 336.9 企業不正の調査報告書を読む 安岡孝司/著 日経BP

119 337.4 紙幣と旅する 高康治/著 PHPエディターズ・グループ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

120 338 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 伊藤亮太/著 技術評論社

121 338 金融リテラシー入門 基礎編/応用編 幸田博人/編著 川北英隆/編著 金融財政事情研究会

122 338.0 ファイナンス論・入門 俊野雅司/著 白須洋子/著 有斐閣

123 338.1 貯金40万円が株式投資で4億円 かぶ1000/著 ダイヤモンド社

124 338.1 超ど素人がはじめる米国株 20代怠け者/著 翔泳社

125 338.8 イェール大学流資産形成術 デビッド・F.スウェンセン/著 長岡半太郎/監
修 パンローリング

126 338.8 つみたてNISAの教科書 風呂内亜矢/著 ナツメ社

127 338.8 毎月1万円で2000万円つくる!つみたて投資・仕組み術 森永康平/著 明日香出版社

128 338.8 失敗しない投資信託を教えてください 柳生大穂/執筆 横山利香/解説・監修 スタンダーズ

129 338.8 いちからわかる!つみたてNISA & iDeCo 山中伸枝/監修 インプレス

130 338.8 最新不動産ファンドがよ〜くわかる本 脇本和也/著 秀和システム

131 342.1 財政危機の経済社会学 寺岡寛/著 信山社出版

132 345 税金のホント 近藤雅人/著 日本法令

133 345 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋創/著 井上マサキ/著 ダイヤモンド社

134 345.3 図解所得税 令和2年版 長内昌三/編 大蔵財務協会

135 345.3 医療費控除のすべてがわかる本 令和3年3月申告用 藤本清一/編集代表 税務研究会/編集 税務研究会出版局

136 345.5 厳しい税務調査がやってくる 秋山清成/著 中央経済社

137 345.5 図解いちばんやさしく丁寧に書いた相続税申告の本 須田邦裕/監修 成美堂出版

138 349.4 新型コロナ対策と自治体財政 平岡和久/著 森裕之/著 自治体研究社

139 349.5 自治体職員のための固定資産税の課税実務Q&A 海老原洋/著 第一法規

140 360 SDGs人材からソーシャル・プロジェクトの担い手へ 佐藤真久/著 広石拓司/著 みくに出版

141 360.4 パンク社会学 前田益尚/著 晃洋書房

142 361.0 いまを生きるための社会学 友枝敏雄/編 樋口耕一/編 丸善出版

143 361.2 ヴェーバー入門  (ちくま新書) 中野敏男/著 筑摩書房

144 361.3 「3密」から「3疎」への社会戦略 金光淳/著 明石書店

145 361.3 世界のグローバルリーダーが使いこなす交渉の秘訣 竹村和浩/著 自由国民社

146 361.4 一生折れない自信がつく話し方 青木仁志/著 アチーブメント出版

147 361.4 本物の気づかい 井上裕之/著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

148 361.4 無意識のバイアス ジェニファー・エバーハート/著 山岡希美/
訳 明石書店

149 361.4 「お話上手さん」が考えていること おばけ3号/著 KADOKAWA

150 361.5 どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑 御手洗昭治/編著 小笠原はるの/著 総合法令出版

151 361.7 都市に聴け 町村敬志/著 有斐閣

152 361.8 日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション デラルド・ウィン・スー/著 マイクロアグ
レッション研究会/訳 明石書店

153 364.3 「定年」前後の手続きと生活プラン 2021  日本実業出版社

154 364.5 労災保険給付の手続き 東京労働基準協会連合会/編集 東京労働基準協会連合会

155 365.3 住宅のプロが教える失敗しない!マイホームの建て方・買い方 佐藤秀雄/著 ナツメ社

156 365.3 はじめて家を買う人の教科書 三浦康司/著 自由国民社

157 365.8 生協の道 西村一郎/著 同時代社

158 366.0 あなたの会社、その働き方は幸せですか? 出口治明/著 上野千鶴子/著 祥伝社

159 366.0 日本人の働き方100年  新聞通信調査会

160 366.1 実務家のための労務相談 野田進/編 鹿野菜穂子/編 有斐閣

161 366.2 しっかり学べる副業の学校 アフィリエイト編 KYOKO/著 ソシム

162 366.2 無理しない働き方 陶貴行/著 服部一史/著 日本能率協会マネジメントセ
ンター

163 366.2 高年齢者雇用安定法 平井彩/著 田中朋斉/著 労務行政

164 366.3 ハラスメント裁判例77 君嶋護男/著 労働調査会

165 366.3 労働安全衛生とハラスメント 贄川由美子/著 千葉茂/著 緑風出版

166 366.8 「非正規」六法 飯野たから/著 横山裕一/監修 自由国民社

167 366.8 「徴用工」問題とは何か  (中公新書) 波多野澄雄/著 中央公論新社

168 367.2 カサンドラ フローレンス・ナイチンゲール/著 木村正
子/訳 日本看護協会出版会

169 367.2 ルポルタージュイスラムに生まれて 読売新聞中東特派員/著 ミネルヴァ書房

170 367.3 ベストパートナーの対話術 ジャニス・エイブラムズ・スプリング/著 マ
イケル・スプリング/著 パンローリング

171 367.3 マザリング 中村佑子/著 集英社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

172 367.4 「一人で生きる」が当たり前になる社会 荒川和久/著 中野信子/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

173 367.7 老いの落とし穴  (幻冬舎新書) 遙洋子/著 幻冬舎

174 367.7 老人はAI社会をどう生きるか  (祥伝社新書) 平松類/著 祥伝社

175 367.9 10代の<性の悩み>白書 思春期外来in上野皮フ科・婦人科クリニッ
ク/著 扶桑社

176 368.6 クリミナル・イノベーション エレイン・シャノン/著 棚橋志行/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

177 368.6 中高生からの防犯 武田信彦/著 ぺりかん社

178 368.6 サイバーグレートゲーム 土屋大洋/著 千倉書房

179 368.6 U  (講談社現代新書) 森達也/著 講談社

180 369 地域包括支援体制のいま 黒田研二/編著 日本生命済生会『地域福祉研
究』編集委員会/監修 ミネルヴァ書房

181 369.1 あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 沖藤典子/著 岩波書店

182 369.2 毎日できる!高齢者のらくらく健康指遊び・手遊び 大石亜由美/著 いかだ社

183 369.2 相談支援専門員のための実践事例集 埼玉県相談支援専門員協会/編集 中央法規出版

184 369.2 高齢者のための健康レクリエーション 斉藤道雄/編著 成美堂出版

185 369.2 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだたまこ/著 WAVE出版

186 369.2 介護事業のためのBCP入門 サンタフェ総合研究所/編 実業之日本社

187 369.2 難聴者と中途失聴者の心理学 難聴者の心理学的問題を考える会/編 今尾真
弓/ほか著 かもがわ出版

188 369.2 世界はチャレンジにあふれている 山崎摩耶/著 日本医療企画

189 369.3 核被害の歴史 稲岡宏蔵/著 緑風出版

190 369.3 テレビは原発事故をどう報道したか 小田桐誠/著 秀和システム

191 369.3 震災と死者 北原糸子/著 筑摩書房

192 369.3 スマホで見る阪神淡路大震災 木戸崇之/著 朝日放送テレビ株式会社/
著 西日本出版社

193 369.3 大切な家族と自分を災害から守るはじめての防災ブック 国崎信江/監修 クリエイティブ・スイート/編
著 ナツメ社

194 369.3 「防災・危機管理」実践の勘どころ 齋藤富雄/著 晃洋書房

195 369.4 子ども虐待対応法的実務ガイドブック 根ケ山裕子/編著 日本加除出版

196 369.4 命あるがままに 野辺明子/編著 前田浩利/編著 中央法規出版

197 369.4 むすびえのこども食堂白書 湯浅誠/編 全国こども食堂支援センター・む
すびえ/著 本の種出版

198 370.4 流行に踊る日本の教育 石井英真/編著 熊井将太/ほか著 東洋館出版社

199 371.3 子育ての経済学 マティアス・ドゥプケ/著 ファブリツィオ・
ジリボッティ/著 慶應義塾大学出版会

200 371.4 ソーシャルディスタンスでデジタル化する社会の闇 高瀬堅吉/著 徳間書店

201 371.4 育てにくい子の家族支援 高山恵子/著 合同出版

202 371.5 にほんでいきる 毎日新聞取材班/編 明石書店

203 373.2 ルポ「日の丸・君が代」強制 永尾俊彦/著 緑風出版

204 374.3 できるGoogle for Educationコンプリートガイド導入・運用・実践編 ストリートスマート/著 できるシリーズ編集
部/著 インプレス

205 375 SDGsライフキャリアBOOK 佐藤真久/監修 ETIC/編集協力 宣伝会議

206 375 自宅学習の強化書 葉一/著 フォレスト出版

207 375.1 誰でもできる!オンライン学級のつくり方 秋山貴俊/編著 東洋館出版社

208 375.1 小学校にオンライン教育がやってきた! 上松恵理子/著 三省堂

209 376.1 すぐできる0・1・2歳児の手あそび&ピアノ伴奏 阿部直美/編著 中央法規出版

210 376.1 AI保育革命 貞松成/著 プレジデント社

211 378 ヴィゴツキー理論でのばす障害のある子どものソーシャルスキル アーラ・ザクレーピナ/著 広瀬信雄/訳 明石書店

212 378.8 ママのピンチを救う本 司馬理英子/著 主婦の友社

213 378.8 発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック 土橋圭子/編 渡辺慶一郎/編 有斐閣

214 378.8 子どもの発達障害とソーシャルスキルトレーニングのコツがわかる本 西永堅/著 ソシム

215 379.7 東大教授が教える!デキる大人の勉強脳の作り方 池谷裕二/監修 オゼキイサム/絵 日本図書センター

216 379.9 自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て 小川大介/著 KADOKAWA

217 379.9 エール イヤイヤ期のママへ 主婦の友社/編 主婦の友社

218 379.9 エール プレ思春期のママへ 主婦の友社/編 主婦の友社

219 379.9 男の子を大きく伸ばす方法ダメにしない秘訣 たかもりくみこ/著 さくら舎

220 379.9 子供がぐんぐん伸びる「オンライン学習」活用術 前田大介/著 松永暢史/著 ワニ・プラス

221 379.9 お母さんに知ってほしい思春期男子の正しいトリセツ 柳沢幸雄/著 SBクリエイティブ

222 380.1 みんなの民俗学  (平凡社新書) 島村恭則/著 平凡社

223 382.1 講座日本民俗学 1～2 小川直之/ほかシリーズ編集 朝倉書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

224 382.1 採集民俗論 野本寛一/著 昭和堂

225 382.2 樺太アイヌ民族誌 大貫恵美子/著 阪口諒/訳 青土社

226 383.1 イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 撫子凛/著 丸山伸彦/監修 マール社

227 383.8 古代メソポタミア飯 遠藤雅司/著 古代オリエント博物館/監
修 大和書房

228 383.8 朝日文左衛門の食卓 大下武/著 ゆいぽおと

229 383.8 「共食」の社会史 原田信男/著 藤原書店

230 383.8 魚食から文化を知る 平川敬治/著 鳥影社

231 383.8 英国の喫茶文化 クレア・マセット/著 野口結加/訳 論創社

232 383.8 餅と日本人 安室知/著 吉川弘文館

233 385.6 ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の手続きとマナー 市川愛/監修 相原雄憲/監修 成美堂出版

234 385.6 「死」の文化史 マイケル・ケリガン/著 廣幡晴菜/訳 原書房

235 385.6 一番よくわかる身近な人が亡くなったときの届け出・手続き・生活設計
TOTAL/監修 グラディアトル法律事務所/監
修 西東社

236 385.9 よいマナーでよい人生を! マンリオ・カデロ/著 勉誠出版

237 385.9 最新困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー・作法の会/編著 西東社

238 386.1 知っておきたいお正月の手引書 東條英利/著 勉誠出版

239 386.8 盆踊りの戦後史 大石始/著 筑摩書房

240 388.1 日本異界図典 朝里樹/監修 G.B.

241 388.1 日本怪異伝説事典 えいとえふ/著 朝里樹/監修 笠間書院

242 388.1 妖しい刀剣 東郷隆/著 出版芸術社

243 388.1 十二支妖異譚 福井栄一/著 工作舎

244 389 文化人類学のエッセンス 春日直樹/編 竹沢尚一郎/編 有斐閣

245 389.0 応援の人類学 丹羽典生/編著 青弓社

246 391.1 戦争論 カール・フォン・クラウゼヴィッツ/著 加藤
秀治郎/訳

日経BP日本経済新聞出版本部

247 392.1 自衛官になるには 岡田真理/著 ぺりかん社

248 395.3 基地問題の国際比較 川名晋史/編 明石書店

249 396.2 自衛隊最強の部隊へ 災害派遣編 二見龍/著 誠文堂新光社

250 397.2 オールアバウト海上自衛隊  イカロス出版

251 398.2 20世紀の世界航空戦史 秦郁彦/編 潮書房光人新社

252 399.2 超訳孫子の兵法「最後に勝つ人」の絶対ルール 田口佳史/著 三笠書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 401 はじめての科学哲学 八木沢敬/著 岩波書店

2 404 科学とはなにか  (ブルーバックス) 佐倉統/著 講談社

3 404 「メカニクス」の科学論 佐藤文隆/著 青土社

4 410 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる 小杉拓也/著 ベレ出版

5 410 おとな数学塾 中島隆夫/著 ぱる出版

6 410 AI時代に生きる数学力の鍛え方 芳沢光雄/著 東洋経済新報社

7 410.7 数学パズル大図鑑 小谷善行/監修 ニュートンプレス

8 411.1 武器になる「わり算」 柳谷晃/著 KADOKAWA

9 411.4 数学で考える!世界をつくる方程式50 リッチ・コクラン/著 松原隆彦/監訳 ニュートンプレス

10 413.5 文系のためのめっちゃやさしい三角関数 山本昌宏/監修 ニュートンプレス

11 417 分析者のためのデータ解釈学入門 江崎貴裕/著 ソシム

12 419.1 和算 小川束/著 中央公論新社

13 420 寺田寅彦『物理学序説』を読む 細谷暁夫/著 窮理舎

14 429.5 核融合エネルギーのきほん 「核融合エネルギーのきほん」出版委員会/
編 誠文堂新光社

15 431.1 118元素全百科 ジェームス・M.ラッセル/著 森寛敏/監
訳 ニュートンプレス

16 443.4 連星からみた宇宙  (ブルーバックス) 鳴沢真也/著 講談社

17 443.8 藤井旭の星座をさがそう 藤井旭/著 誠文堂新光社

18 443.9 宇宙の終わり  ニュートンプレス

19 445 地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ/著 熊谷玲美/
訳 柏書房

20 448.9 地図づくりの現在形 宇根寛/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 450 美しすぎる地学事典 渡邉克晃/著 秀和システム

22 451.6 雪崩事故事例集190 出川あずさ/著 山と溪谷社

23 451.9 南極と北極 山内恭/著 丸善出版

24 452 日本の海洋保全政策 牧野光琢/著 東京大学出版会

25 453.2 日本列島の未来 中島淳一/著 ナツメ社

26 457 図説化石の文化史 ケン・マクナマラ/著 黒木章人/訳 原書房

27 461.1 種を語ること、定義すること 網谷祐一/著 勁草書房

28 462.1 コタン生物記 1～3 更科源蔵/著 更科光/著 青土社

29 463.6 LIFE SCIENCE 吉森保/著 日経BP

30 467.2 生物進化と細胞外DNA 西田洋巳/著 丸善プラネット

31 469 利己的なサル ニコラス・マネー/著 世波貴子/訳 さくら舎

32 470 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾一樹/著 大和書房

33 470.4 うめしゅんの世界花探訪 梅沢俊/著 北海道新聞社

34 473.7 驚異の珪藻世界 出井雅彦/著 佐藤晋也/著 創元社

35 481.3 空飛ぶヘビとアメンボロボット デイヴィッド・フー/著 的場知之/訳 化学同人

36 482 絶滅危惧種を喰らう 秋道智彌/編 岩崎望/編 勉誠出版

37 484.7 タコは海のスーパーインテリジェンス 池田譲/著 化学同人

38 486.1 虫は人の鏡 養老孟司/著 海野和男/写真 毎日新聞出版

39 486.5 神秘の昆虫ビワハゴロモ図鑑 丸山宗利/著 エクスナレッジ

40 487.5 ま〜るい魚図鑑 松浦啓一/著 エクスナレッジ

41 489.5 世界で一番美しい野生ネコ図鑑 水口博也/編著 秋山知伸/編著 誠文堂新光社

42 489.9 恋するサル 黒鳥英俊/著 CCCメディアハウス

43 490 ヘルスデザインシンキング ボン・ク/著 エレン・ラプトン/著 ビー・エヌ・エヌ

44 490.4 医学 歴史と未来 井村裕夫/著 羊土社

45 490.4 仏になったら仏を殴れ 長尾和宏/著 ブックマン社

46 490.4 自身を守り家族を守る医療リテラシー読本 松村むつみ/著 翔泳社

47 490.7 メンター・チェーン ロバート・カニーゲル/著 熊倉鴻之助/
訳 工作舎

48 491.3 肺炎にならない!のどを強くする方法 稲川利光/著 大和書房

49 491.3 脳の大統一理論 乾敏郎/著 阪口豊/著 岩波書店

50 491.3 WAYFINDING道を見つける力 M.R.オコナー/著 梅田智世/訳 インターシフト

51 491.3 あなたを守るかむリズム 小林弘幸/著 サンマーク出版

52 491.3 「嫌いっ!」の運用  (小学館新書) 中野信子/著 小学館

53 491.3 誤嚥性肺炎で死にたくなければのど筋トレしなさい  (幻冬舎新書) 西山耕一郎/著 幻冬舎

54 491.3 スマホ脳  (新潮新書) アンデシュ・ハンセン/著 久山葉子/訳 新潮社

55 491.3 脳を司る「脳」  (ブルーバックス) 毛内拡/著 講談社

56 491.3 健康の科学知識  ニュートンプレス

57 491.8 たたかう免疫 NHKスペシャル取材班/著 講談社

58 492.9 ナイチンゲールと「三重の関心」 フローレンス・ナイチンゲール/著 早野ZITO
真佐子/訳 日本看護協会出版会

59 493.1 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 竹内修二/監修 松永保子/監修 ナツメ社

60 493.1 喘息・花粉症・食物アレルギー 永田真/著 徳山研一/著 ライフサイエンス出版

61 493.2 劇的に血管の老化を防ぎ元気にする食べ方 井上正子/監修 辰巳出版

62 493.4 図解ですぐわかる自力でみるみる改善!脂肪肝 栗原毅/著 河出書房新社

63 493.4 甲状腺の病気 野口仁志/監修 内野眞也/監修 主婦の友社

64 493.6 らく〜に1分!ゆるテーブルスクワット 吉原潔/著 主婦と生活社

65 493.7 家族が認知症かも?と思ったときのファーストブック 河野和彦/監修 KADOKAWA

66 493.7 セックス依存症  (幻冬舎新書) 斉藤章佳/著 幻冬舎

67 493.7 アルツハイマー征服 下山進/著 KADOKAWA

68 493.7 良心をもたない人たちへの対処法 マーサ・スタウト/著 秋山勝/訳 草思社

69 493.7 「相手の気持ちが読み取れる」認知症ケアが実践できる人材の育て方 田中元/著 ぱる出版

70 493.7 認知症かもしれない家族のためにできること 千葉京子/編 鷹野朋実/編 弘文堂

71 493.7 父と娘の認知症日記 長谷川和夫/著 南高まり/著 中央法規出版

72 493.7 敏感すぎるあなたが生きやすくなるヒント デボラ・ワード/著 井口景子/訳 CCCメディアハウス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

73 493.7 不安に負けない気持ちの整理術 和田秀樹/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

74 493.8 人類と感染症、共存の世紀 デイビッド・ウォルトナー=テーブズ/著 片岡
夏実/訳 築地書館

75 493.8 パンデミックvs.江戸幕府 鈴木浩三/著 日経BP日本経済新聞出版本部

76 493.8 人類は感染症とともに生きていく ミーラ・センティリンガム/著 石黒千秋/訳 羊土社

77 493.8 ちゃんと知りたい!新型コロナの科学 出村政彬/著 日経サイエンス

78 493.8 パンデミック PETER MOORE/著 加藤茂孝/監訳 丸善出版

79 493.9 成功する子は食べ物が9割幼児食 細川モモ/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

80 493.9 発達障害の悩みに答える一問一答 宮尾益知/著 河出書房新社

81 494.5 がん手術を成功にみちびくプレハビリテーション 佐藤典宏/著 大月書店

82 494.5 がん治療の現在 永山悦子/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

83 494.6 図解手指の痛み・しびれ解消事典 大井宏之/著 学研プラス

84 494.6 痛みかゆみ便秘に悩んだらオシリを洗うのはやめなさい 佐々木みのり/著 あさ出版

85 494.7 股関節の痛みと向き合うための5章 ライフサイエンス出版医療編集室/編 ライフサイエンス出版

86 494.8 かゆみをなくすための正しい知識 順天堂かゆみ研究センター/著 毎日新聞出版

87 494.9 腎機能をアップする最善の知恵とコツ 主婦の友社/編 主婦の友社

88 495 不調を知らせるカラダサイン図鑑 工藤孝文/著 工藤あき/執筆協力 WAVE出版

89 495.5 帝王切開で出産したママに贈る30のエール 細田恭子/編著 竹内正人/著 中央法規出版

90 496 視力を失わないために今すぐできること 深作秀春/著 主婦の友社

91 496.3 老眼近視乱視遠視も治せる白内障手術のすべて 赤星隆幸/著 KADOKAWA

92 498.0 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか 岩田健太郎/著 徳永哲/著 日本看護協会出版会

93 498 日本人の健康を社会科学で考える 小塩隆士/著 日経BP日本経済新聞出版本部

94 498.0 医療崩壊の真実 渡辺さちこ/著 アキよしかわ/著
エムディエヌコーポレーショ
ン

95 498.1 医療の経済学 河口洋行/著 日本評論社

96 498.3 ココロとカラダの地図帳 石垣英俊/著 小岩信義/監修 池田書店

97 498.3 熟睡法ベスト101 白濱龍太郎/著 アスコム

98 498.3 整えるヨガ 廣田なお/著 ダイヤモンド社

99 498.3 人気ヨガインストラクターになる本 YMCメディカルトレーナーズスクール/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

100 498.5 赤ちゃんのための補完食入門 相川晴/著 川口由美子/監修 彩図社

101 498.5 世界でいちばん素敵な栄養素の教室 飯田薫子/監修 三才ブックス

102 498.5 食べて、やせる!おうちdeダイエット 菊池真由子/著 三笠書房

103 498.5 本当にやせたいのならこのスープを毎日飲んでください 小林弘幸/監修 扶桑社

104 498.5 「人類700万年の進化」が教えてくれる理想の食事術 NHKスペシャル「食の起源」取材班/著 主婦と生活社

105 498.5 慈恵医大病院栄養士の50歳からの「栄養を捨てない」食べ方 濱裕宣/著 赤石定典/著 講談社

106 498.5 長生きしたけりゃ小麦は食べるな 本間良子/著 アスコム

107 498.5 最強の体は食事で作れる! 牧田善二/著 学研プラス

108 498.6 新型コロナウイルス感染症 飯田泰士/著 現代企画室

109 498.6 自衛隊感染予防BOOK JWings別冊編集部/編集 イカロス出版

110 498.6 PCRは、RNAウイルスの検査に使ってはならない 大橋眞/著 ヒカルランド

111 498.6 日本のコロナ対策はなぜ迷走するのか 上昌広/著 毎日新聞出版

112 498.6 新型コロナの科学  (中公新書) 黒木登志夫/著 中央公論新社

113 498.6 武漢脱出記 ビンタオ・チェン/著 深田孝太朗/訳 中央公論新社

114 498.6 感染症と日本人 長野浩典/著 弦書房

115 498.6 なぜ新型コロナを止められなかったのか リチャード・ホートン/著 吉嶺英美/訳 青土社

116 498.6 ウイルスとは何か 村上陽一郎/著 中村桂子/著 藤原書店

117 499.8 ゆるめる・温める・巡らせる 鈴木七重/著 エクスナレッジ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 504 2030年 ピーター・ディアマンディス/著 スティーブ
ン・コトラー/著 ニューズピックス

2 507.2 標準特許法 高林龍/著 有斐閣

3 507.2 意匠法 茶園成樹/編 有斐閣

4 507.2 知的財産法入門 茶園成樹/編 有斐閣

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 509.6 ISO 9001/14001規格要求事項と審査の落とし穴からの脱出 国府保周/著 日本規格協会

6 510.9 これではまずい!インフラの維持・補修 日経コンストラクション/編 日経BP

7 511.7 よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 岩瀬泰己/著 岩瀬文夫/著 秀和システム

8 518.8 テンポラリーアーキテクチャー Open A/編 公共R不動産/編 学芸出版社

9 518.8 遊環構造デザイン 仙田満/著 左右社

10 519 気候変動から世界をまもる30の方法 国際環境NGO FoE Japan/編 合同出版

11 519 新・環境倫理学のすすめ 加藤尚武/著 丸善出版

12 519 ドローダウン ポール・ホーケン/編著 江守正多/監訳 山と溪谷社

13 519.0 地球を滅ぼす炭酸飲料 ホープ・ヤーレン/著 小坂恵理/訳 築地書館

14 519.0 地球環境問題へのアプローチ 横山丈太郎/著 成文堂

15 519.1 自治体環境行政の基礎 筑紫圭一/著 北村喜宣/編 有斐閣

16 521 北海道建築物大図鑑 本久公洋/著 北海道新聞社

17 521 図説日本建築の歴史 矢ケ崎善太郎/編著 高井昭/著 学芸出版社

18 521 日本のたてもの  青幻舎

19 524.5 世界で一番やさしい木造詳細図 猪野忍/著 中山繁信/著 エクスナレッジ

20 525.1 図解建築計画の知識 建築計画の知識編集委員会/編 オーム社

21 526.6 夢のホテルのつくりかた 稲葉なおと/著 エクスナレッジ

22 527 世界一わかりやすい「最高に心地のいい家」をつくる方法 主婦の友社/編 主婦の友社

23 527.1 家づくりのお手本 アンドウ・アトリエ/著 エクスナレッジ

24 527.1 「奇跡」と呼ばれた日本の名作住宅  エクスナレッジ

25 527.1 間取りのすごい新常識  エクスナレッジ

26 536 JR車両セレクション  交通新聞社

27 536.2 ディーゼル特急全史 寺本光照/著 イカロス出版

28 536.8 きちんと知りたい!スポーツバイクメカニズムの基礎知識 菊地武洋/著 伊崎智弘/著 日刊工業新聞社

29 537.0 トヨタの危機管理 野地秩嘉/著 プレジデント社

30 537.9 消防自動車を買う時に読む本 橋本政靖/著 イカロス出版

31 538 航空機ビジュアル図鑑 ザック・スコット/著 イカロス出版

32 538.7 日本海軍機図鑑 歴史群像編集部/編 ワン・パブリッシング

33 538.9 宇宙飛行士選抜試験  (SB新書) 内山崇/著 SBクリエイティブ

34 538.9 ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 NHK小惑星リュウグウ着陸取材班/著 講談社

35 547.3 スピーカー技術の100年 3 佐伯多門/著 誠文堂新光社

36 547.4 ひと目でわかるAzure Active Directory 竹島友理/著 日経BP

37 547.4 図解入門TCP/IP みやたひろし/著 SBクリエイティブ

38 547.7 ラジオの技術・産業の百年史 岡部匡伸/著 勉誠出版

39 548.2 PC自作の鉄則! 2021 日経WinPC/編 日経BP

40 549.3 現場で役立つ電源回路の基本と仕組み 清水暁生/著 野口卓朗/著 秀和システム

41 549.3 基礎から学ぶ電子回路 竹田仰/著 工学社

42 549.8 入門半導体デバイス 古澤伸一/著 森北出版

43 550 よくわかる最新船舶の基本と仕組み 川崎豊彦/著 秀和システム

44 557.8 図解海上衝突予防法 藤本昌志/著 成山堂書店

45 559.1 日本の機関銃写真集 吉川和篤/著 イカロス出版

46 576.7 世界香水ガイド 2 ルカ・トゥリン/著 タニア・サンチェス/著 原書房

47 585.7 JISを背景とした段ボール包装の変遷 五十嵐清一/著 クリエイト日報出版部

48 588.5 ウイスキーの愉しみ方 橋口孝司/著 あさ出版

49 588.5 麴親子の発酵はすごい! 山元正博/著 山元文晴/著 ポプラ社

50 588.5 高級ビールで日本を変える 若林洋平/著 ぴあ

51 588.9 食のバリューチェーン戦略 田中好雄/著 エヌ・ティー・エス

52 589.2 もう、服は買わない コートニー・カーヴァー/著 栗木さつき/訳 ダイヤモンド社

53 589.2 私はわたし、Age83のストリートスナップ 木村眞由美/著 KADOKAWA

54 589.7 90s〜2010sサンリオのデザイン グラフィック社編集部/編 グラフィック社

55 590 捨てればいいってもんじゃない エヌケン/著 KADOKAWA

56 590 いちばんわかりやすい家事のきほん大事典 成美堂出版編集部/編 成美堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 590 あたらしい暮らしを作る。 竹村真奈/編著 翔泳社

58 590 暮らしのなかのSDGs アノニマ・スタジオ/編 KTC中央出版

59 590 シン・カジテク 本田麻湖/著 みんなの暮らし日記ONLINE編集
部/編 翔泳社

60 591 幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本 竹下さくら/著 秀和システム

61 591 おひとりさまの大往生お金としあわせを貯めるQ&A 畠中雅子/著 主婦の友社

62 591 お金が貯まる!世帯年収500万円から始める共働き夫婦の超効率家計簿 福島えみ子/著 江尻尚平/著 徳間書店

63 593 服のはなし 行司千絵/著 岩波書店

64 593.1 帯を切らずにつくれるかんたん作り帯 和らく会/著 河出書房新社

65 593.3 着るのが楽しい着物リメイクのきほん 藤岡幸子/監修 朝日新聞出版

66 593.3 SEW BASIC! 吉川幸士/著 ブティック社

67 593.3 女の子の特別な日のドレス  ブティック社

68 593.3 コットンフレンドソーイング vol.5  ブティック社

69 593.3 ステキを作る60代からのソーイング vol.6  ブティック社

70 593.5 クローゼットの引き算 金子由紀子/著 河出書房新社

71 594 十二か月の和の小箱と飾り物 西浦美喜子/著 グラフィック社

72 594 ハンドメイドの通園通学グッズ  ブティック社

73 594.2 立体刺繡の花と蝶々 PieniSieni/著 誠文堂新光社

74 594.2 ねこだらけ刺しゅう450  アップルミンツ

75 594.3 抱っこしたくなるあみぐるみワンコ 眞道美恵子/著 日本文芸社

76 594.3 かぎ針で編むキュートななりきり帽子&小物 寺西恵里子/著 日東書院本社

77 594.3 かぎ針と棒針で編むはじめてのマフラーとポカポカ小物 寺西恵里子/著 日東書院本社

78 594.3 ニットで身体ぽっかぽか!おウチdeあみもの小物 寺西恵里子/著 日東書院本社

79 594.3 松本かおるのプチぐるみ&着せ替え大全集 松本かおる/著 アップルミンツ

80 594.3 かぎ針で編むエコたわし&クリーナー minao/著 日東書院本社

81 594.3 編み込みと模様編みの棒針パターン  アップルミンツ

82 594.3 アラン模様110  日本ヴォーグ社

83 594.3 かぎ針編みのバラこもの  アップルミンツ

84 594.3 とびだせ!かぎ針編みの3Dパターンブック  アップルミンツ

85 594.7 はじめて作るバッグ  ブティック社

86 594.7 バッグ&ポーチのベストBOOK  ブティック社

87 594.9 組み合わせてつくるドール服 allnurds内山順子/著 グラフィック社

88 594.9 トラディショナルパターンの縫い方レッスン  ブティック社

89 595 はじめてのクレイケア 川端奈那/著 グラフィック社

90 595.4 髪の明るさは女性の一生を照らす 百瀬三香/著 扶桑社

91 595.5 こっそりマスク内美容 川上愛子/監修 Tommy/監修 主婦の友社

92 595.6 簡単ストレッチですぐにペタ腹!10秒おなか伸ばし 坂詰真二/著 光文社

93 595.6 食べて寝るだけ!「カラダ最適化」ダイエット 左藤桂子/著 徳間書店

94 595.6 人生を変えるすきま宅トレ MONA/著 主婦の友社

95 596 アイラップレシピ アイラップ愛好会/著 山と溪谷社

96 596 魔法のエイジングケアレシピ Atsushi/著 KADOKAWA

97 596 季節の果物で作るおいしいジャムレシピ100 飯田順子/著 主婦の友社

98 596 てんきち母ちゃんの15分!スープひとつで満足ごはん 井上かなえ/著 講談社

99 596 料理の意味とその手立て ウーウェン/著 タブレ

100 596.0 世界の台所探検 岡根谷実里/著 青幻舎

101 596 #おにゃ式糖質オフの「食べてやせる」レシピ おにゃ/著 工藤孝文/監修 扶桑社

102 596 今日、これ買ってきた 笠原将弘/著 学研プラス

103 596.0 恥ずかしい料理 梶谷いこ/著 平野愛/写真 誠光社

104 596.0 面(ジャケ)食い 久住昌之/著 光文社

105 596 食の科学 ガイ・クロスビー/著 石川伸一/監訳 ニュートンプレス

106 596 ベジブロス タカコ ナカムラ/著 パンローリング

107 596.0 料理と利他 土井善晴/著 中島岳志/著 ミシマ社

108 596.0 好きに食べたい 服部みれい/著 毎日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

109 596 居酒屋ふじ井 藤井恵/著 永岡書店

110 596 世界一美味しい!やせつまみの本 藤井恵/著 主婦と生活社

111 596 完食!家ごはん 藤原美樹/著 主婦の友社

112 596 魔法使いたちの料理帳 2 オーレリア・ボーポミエ/著 田中裕子/訳 原書房

113 596 大人かわいい飾り切り ほりえさちこ/著 主婦の友社

114 596 めんどくさいがなくなる「明日ラク」レシピ! 本多理恵子/著 清流出版

115 596 ラクしておいしい!Mizukiの1品晩ごはん Mizuki/著 扶桑社

116 596 いちばん親切でおいしい低温調理器レシピ 脇雅世/著 世界文化社

117 596 毎日燃えメシ  枻出版社

118 596.2 日本料理の仕事大観 上巻 榎園豊治/著 旭屋出版

119 596.2 阿闍梨さまの料理番 鳥居本幸代/著 春秋社

120 596.2 雑煮365日 松本栄文/著 NHK出版

121 596.3 なんにも考えたくない日はスープかけごはんで、いいんじゃない? 有賀薫/著 ライツ社

122 596.3 から揚げっ!照り焼きっ!ハンバーグッ! 市瀬悦子/著 グラフィック社

123 596.3 肉×野菜のそそる!おかず 市瀬悦子/著 学研プラス

124 596.3 料理マスターズ北沢正和の四季を彩るデトックス料理 北沢正和/著 日本食糧新聞社

125 596.3 魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 栗原友/著 文藝春秋

126 596.3 野菜の恩返し 平野レミ/著 主婦の友社

127 596.3 野菜・豆腐体にいいおかず860品  ワン・パブリッシング

128 596.4 太らないスープ弁当&夜遅スープ103レシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

129 596.4 一生役立つスガ家のおせちとハレの日の作りおき スガ/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

130 596.6 糖質オフチーズケーキ&シフォンケーキ 石橋かおり/著 KADOKAWA

131 596.6 キャラクターいっぱいのちぎりパン umi/著 juruママ/著 ブティック社

132 596.6 季節を味わう癒しのお菓子 長田佳子/著 扶桑社

133 596.6 大人気YouTuber“cook kafemaru”の罪深いスイーツ kafemaru/著 KADOKAWA

134 596.6 nichinichi「ニチニチ」のぜんぶまるパン 川島善行/著 パルコエンタテインメント事
業部

135 596.6 材料4つで本当においしいお菓子 福田淳子/著 学研プラス

136 596.6 魔法のパンケーキ 藤沢せりか/著 マイナビ出版

137 596.6 糖質10g以下とはまるで思えないやせおかし 本間節子/著 主婦の友社

138 596.6 英国菓子知っておきたい100のこと 牟田彩乃/著 産業編集センター

139 596.6 ムラヨシマサユキのシフォンケーキ研究室 ムラヨシマサユキ/著 グラフィック社

140 596.6 推しにささげるスイーツレシピ メリリル/著 グラフィック社

141 596.6 ベルギーパティシエがていねいに教えるとっておきのごほうびスイーツ レソンシエル/著 KADOKAWA

142 596.7 酒と酒場の博物誌 南條竹則/著 春陽堂書店

143 597 スペースエイジ・インテリア グラフィック社編集部/編 グラフィック社

144 597.5 集中できないのは、部屋のせい。 米田まりな/著 PHP研究所

145 597.5 図と写真でわかる玄関から始める片づいた暮らし 広沢かつみ/著 青春出版社

146 597.5 心理タイプ別片づけ術 安田マキ/著 松下さおり/著 扶桑社

147 597.5 1日5分からの断捨離 やましたひでこ/著 大和書房

148 598.3 病気がわかる事典 山川達郎/監修 林田康男/監修 成美堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域ブランドのグローバル・デザイン 薄上二郎/著 白桃書房

2 601.1 イノベーターはあなたの中にいる 齊藤義明/著 東洋経済新報社

3 611.1 農政改革の原点 奥原正明/著 日経BP日本経済新聞出版本部

4 611.2 村の日本近代史  (ちくま新書) 荒木田岳/著 筑摩書房

5 611.2 北海道開拓の素朴な疑問を関先生に聞いてみた 関秀志/著 亜璃西社

6 616.6 農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ 農文協/編 農山漁村文化協会

7 619.8 カフェ・バッハ コーヒー焙煎の技術 田口護/著 田口康一/著 旭屋出版

8 627.0 BISES共感のエナジー 八木波奈子/著 文芸社

9 627 身近な四季の花がよくわかる便利帳 山田幸子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 627.5 菊の文化誌 トゥイグス・ウェイ/著 春田純子/訳 原書房

11 627.5 魅惑の蘭事典 フランソワーズ・ルクフル/仏語監修 フィ
リップ・ルクフル/仏語監修 グラフィック社

12 627.7 暮らしを彩る美しい牡丹と芍薬 ジェーン・イースト/著 ジョージアナ・レー
ン/著 グラフィック社

13 629 庭 242  建築資料研究社

14 629.2 日本の庭こぼれ話 龍居竹之介/著 三月書房

15 645.6 犬と一緒に生き残る防災BOOK 犬防災編集部/編 日東書院本社

16 645.7 岩合さんちのネコ兄弟 岩合光昭/著 クレヴィス

17 645.8 モルモット飼育バイブル 田向健一/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

18 646.9 手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤竜二/著 農山漁村文化協会

19 664.7 エビの歴史 イヴェット・フロリオ・レーン/著 龍和子/
訳 原書房

20 666.7 ミカドヤモリの教科書 西沢雅/著 川添宣広/写真・編 笠倉出版社

21 666.9 錦鯉の飼い方 アクアライフ編集部/編 エムピージェー

22 670.9 ネイティブ思考でしっかり伝わるビジネス英会話 チャールズ・マッケニー/著 長尾和夫/監修 三修社

23 671.2 電子商取引・電子決済の法律相談 渡邊涼介/著 梅本大祐/著 青林書院

24 673.3 ポイント制度のしくみと会計・税務 EY新日本有限責任監査法人/編 中央経済社

25 673.3 メルカリ完全マニュアル 小山田紘子/著 染谷昌利/監修 秀和システム

26 673.3 リモート営業で結果を出す人の48のルール 菊原智明/著 河出書房新社

27 673.3 中小企業の「DX」営業マニュアル 清永健一/著 ごま書房新社

28 673.3 フリマアプリで人生をふりかえる 主婦の友社/編 主婦の友社

29 673.3 妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。 ズュータン/著 ポプラ社

30 673.3 ネットショップ運営攻略大全 竹内謙礼/著 技術評論社

31 673.3 成果報酬型セールスマネジメント プロレド・パートナーズ/著 ダイヤモンド・ビジネス企画

32 673.7 リユース革命 木暮康雄/著 幻冬舎

33 673.8 新しいチェーンストア戦略 吉田繁治/著 ビジネス社

34 673.9 リース法務ハンドブック 有吉尚哉/編著 原田伸彦/編著 金融財政事情研究会

35 673.9 結局、賢く生きるより素直なバカが成功する エンリケ/著 講談社

36 673.9 不動産鑑定評価書を読みこなすための基礎知識 黒沢泰/著 清文社

37 673.9 料理人のための1分間マネジメント 力石寛夫/著 柴田書店

38 673.9 スタッフの声の出し方ひとつで飲食店は大きく伸びる! 福田記子/著 旭屋出版

39 673.9 ゼロからスタート!水野健の宅建士1冊目の教科書 2021年度版
水野健/著 LEC東京リーガルマインド/監
修 KADOKAWA

40 674.3 どうする?デザイン ingectar-e/著 翔泳社

41 674.3 VISUALIZE 60 日本デザインセンター/編 誠文堂新光社

42 674.3 あたらしいロゴとツール展開 BNN編集部/編 ビー・エヌ・エヌ

43 675 マーケティング機能の再構築 青嶋稔/著 中央経済社

44 675 トリガー 楠本和矢/著 イースト・プレス

45 675 SNSマーケティング見るだけノート 坂本翔/監修 宝島社

46 675 オノマトペ・マーケティング 坂本真樹/著 オーム社

47 675 Good Service ルー・ダウン/著 ヤナガワ智予/訳 ビー・エヌ・エヌ

48 675 新デジタル時代にCX向上を実現する「顧客体験フィードバック」 三室克哉/著 鈴村賢治/著 東洋経済新報社

49 675 グローバル・マーケティングの基本 森辺一樹/著 日本実業出版社

50 675.1 トコトンやさしい包装の本 石谷孝佑/著 水口眞一/著 日刊工業新聞社

51 675.3 デザイン、アート、イノベーション 森永泰史/著 同文舘出版

52 675.4 物流革命 2021 角井亮一/監修 日本経済新聞出版/編 日経BP日本経済新聞出版本部

53 681.1 長寿社会の地域公共交通 西村茂/著 自治体研究社

54 681.3 中野ジェームズ修一の「運転寿命」をのばすドライバー体操 中野ジェームズ修一/著 主婦の友社

55 686 鉄道の基礎知識 所澤秀樹/著 創元社

56 686.2 渋沢栄一と鉄道 小川裕夫/著 天夢人

57 686.2 日本の鉄道365日 櫻田純/監修 辰巳出版

58 686.2 「小さな鉄道」の記憶 旅の文化研究所/編 七月社

59 686.2 JR路線大全 1 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

60 686.2 鉄道伝説 2 BSフジ「鉄道伝説」制作班/著 辰巳出版

61 686.2 大手私鉄はどこを目指すのか? 平賀尉哲/著 天夢人
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 686.2 乗れない鉄道をゆく  イカロス出版

63 686.3 鉄道業界就職ガイドブック 2022  イカロス出版

64 687.9 世界の絶景空港撮りある記 チャーリィ古庄/著 イカロス出版

65 689 数字でみる観光 2020年度版 日本観光振興協会/編 日本観光振興協会

66 689.2 ポスト・オーバーツーリズム 阿部大輔/編著 石本東生/著 学芸出版社

67 689.5 子どもといく東京ディズニーランドナビガイド 2021-2022  講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 ImagineFXの描くための解剖学 イマジンFX/編 阿久津裕彦/監修 グラフィック社

2 701.5 リシェの美術解剖学 ポール・リシェ/著 坂井建雄/監訳 ライフサイエンス出版

3 702.0 現代アートを殺さないために 小崎哲哉/著 河出書房新社

4 702.0 現代アート入門 デイヴィッド・コッティントン/著 松井裕美/
訳 名古屋大学出版会

5 702.0 洞窟の経験 吉田裕/編 福島勲/編 水声社

6 702.3 ビジネスエリートのための!リベラルアーツ 西洋美術 小倉康之/監修 池上英洋/執筆 すばる舎

7 704 ゴシックの解剖 唐戸信嘉/著 青土社

8 704 青騎士 カンディンスキー/編 フランツ・マルク/編 白水社

9 724.1 水墨画用語ハンドブック 日貿出版社/編 伊藤昌/監修 日貿出版社

10 726.1 釣りキチ三平の夢 藤澤志穂子/著 世界文化社

11 726.1 マンガキャラ動作・ポーズ100 YANAMi/監修 西東社

12 726.1 多様性を楽しむ生き方  (小学館新書) ヤマザキマリ/著 小学館

13 726.5 ジョージ・クルックシャンク 清水一嘉/著 彩流社

14 726.5 イラスト映えBOOK 田村桂一/著 山口真理子/著 翔泳社

15 726.5 ノーマン・ロックウェルカバー画集 ノーマン・ロックウェル/画 クリスト
ファー・フィンチ/著 玄光社

16 726.6 シンデレラ 自由をよぶひと レベッカ・ソルニット/著 アーサー・ラッカ
ム/挿画 河出書房新社

17 727 スケッチ&フィニッシュ ミルトン・グレイザー/著 河村めぐみ/訳 トゥーヴァージンズ

18 727.6 ポスターアート集 幻影 ローラン・デュリュー/著 石田亜矢子/訳 グラフィック社

19 727.8 bechoriのカラフルハンドレタリング bechori/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

20 728 石飛博光書道入門 石飛博光/著 芸術新聞社

21 728.3 中國硯大全 1 楠文夫/編著 平凡社

22 728.5 さらさらと書くひらがな万葉集 国分佳代/著 光文社

23 728.5 基本が身につくかな書道の教科書 田中紫水/著 池田書店

24 742.2 これからはじめる写真フィルム  日本カメラ社

25 743 デジタル一眼カメラ知っておきたい撮影の基礎知識200 河野鉄平/著 玄光社

26 748 熊猫的(パンダの)時間 菅野ぱんだ/著 ハガツサブックス

27 748 Colorful Life幸せな色を探して 三井昌志/著 日経ナショナルジオグラ
フィック社

28 754.9 上原かなえのペーパークラフト 上原かなえ/著 ブティック社

29 754.9 暮らしが華やぐ実用折り紙 小林一夫/監修 池田書店

30 754.9 リアル折り紙 すごいぞ!恐竜と古代からの生きもの編 福井久男/著 河出書房新社

31 754.9 かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ moko/著 日本ヴォーグ社

32 756 チェインメイルジュエリーの技法書 ゲネス多絵/監修 誠文堂新光社

33 757.0 TIMELESS石岡瑛子とその時代 河尻亨一/著 朝日新聞出版

34 757.0 佐藤可士和の対話ノート 佐藤可士和/著 誠文堂新光社

35 757 よくわかるデザイン心理学 日比野治雄/監修 BB STONEデザイン心理学研
究所/著 日刊工業新聞社

36 757.3 カラーデザインの教科書 日本カラーマイスター協会/著 秀和システム

37 760.4 神の降り立つ楽堂にて 礒山雅/著 森岡めぐみ/編著 アルテスパブリッシング

38 760.4 音楽はお好きですか? 藤岡幸夫/著 敬文舎

39 761 水野式音楽理論のトリック 水野正敏/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

40 761.9 すぐに役立つ移調楽器の読み方 伊藤辰雄/著 音楽之友社

41 762.1 ピアニストを生きる-清水和音の思想 清水和音/著 青澤隆明/編著 音楽之友社

42 762.1 荘村清志弾いて飲んで酔いしれて 荘村清志/著 吉田純子/編著 アルテスパブリッシング

43 762.3 ベートーヴェンは凄い! 三枝成彰/編著 五月書房新社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 762.3 ベートーヴェン  (文春新書) 中野雄/著 文藝春秋

45 762.3 ベートーヴェンは怒っている! 野口剛夫/編著 アルファベータブックス

46 762.3 伝記オリヴィエ・メシアン 上・下 ピーター・ヒル/著 ナイジェル・シメオネ/
著 音楽之友社

47 763 入門世界の民族楽器 若林忠宏/著 東京堂出版

48 763.2 ポピュラーピアノのための音楽理論全書 秋谷えりこ/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

49 763.2 弾きながらマスター!ピアノ・コード入門 2020 岡素世/編著 自由現代社(発売)

50 763.2 いちばんやさしいピアノ・コード入門 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

51 763.4 「無伴奏チェロ組曲」を求めて エリック・シブリン/著 武藤剛史/訳 白水社

52 764.7 阿部薫2020 大友良英/ほか著 大島彰/編集 文遊社

53 764.7 ビートルズの語感 小島智/著 DU BOOKS

54 764.7 音楽理論まるごとハンドブック 2020 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

55 764.7 ラプソディ・イン・ジョン・W・レノン 立川直樹/著
パルコエンタテインメント事
業部

56 764.7 ジャケ買いしてしまった!! 中野俊成/著 ジャズジャパン

57 764.7 スティーヴ・ハケット自伝 スティーヴ・ハケット/著 上西園誠/訳
シンコーミュージック・エン
タテイメント

58 764.7 細野晴臣と彼らの時代 門間雄介/著 文藝春秋

59 764.7 ジョン・レノン&オノ・ヨーコ プレイボーイ・インタヴュー1980完全版 ジョン・レノン/述 オノヨーコ/述
シンコーミュージック・エン
タテイメント

60 767.0 我が人生の応援歌(エール)  (小学館新書) 藤原正彦/著 小学館

61 767.7 海沼実の唱歌・童謡読み聞かせ 2 海沼実/著 東京新聞

62 767.8 登紀子自伝 加藤登紀子/著 トキコ・プランニング

63 767.8 新人作詞家作曲家代表作品集 2021年度版 北村英明/監修 新人作詞家の会/編 ろまん社

64 767.8 きみが夢にでてきたよ モモコグミカンパニー/著 SW

65 769.1 魅せる日本舞踊 二代目花柳壽應/監修 二代目花柳輔蔵/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

66 771.7 殺陣・技斗魅せるアクションのコツ ジャパンアクションエンタープライズ/監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

67 772.1 2・5次元クロニクル2017-2020 上田麻由子/著 筑摩書房

68 773.2 おのずから出で来る能 玉村恭/著 春秋社

69 778.0 スクリーンが待っている 西川美和/著 小学館

70 778.2 黒澤明の映画 喧々囂々 岩本憲児/著 論創社

71 778.2 小津安二郎「東京物語」ほか 小津安二郎/著 田中真澄/編 みすず書房

72 778.2 家族と社会が壊れるとき  (NHK出版新書) 是枝裕和/著 ケン・ローチ/著 NHK出版

73 778.2 リドリー・スコット 佐野亨/編 辰巳出版

74 778.2 映画にかけた夢 石原プロモーション58年の軌跡  朝日新聞出版

75 778.4 filmmaker's eyeレンズの言語 グスタボ・メルカード/著 Bスプラウト/訳 ボーンデジタル

76 778.7 アニメと声優のメディア史 石田美紀/著 青弓社

77 778.7 災害ドキュメンタリー映画の扉 是恒さくら/編 高倉浩樹/編 新泉社

78 778.7 ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言。 鈴木敏夫/言葉 木村俊介/選 KADOKAWA

79 778.8 刑事コロンボの帰還 山口雅也/総指揮 菊池篤/構成 二見書房

80 779.1 噺家の女房が語る落語案内帖 櫻庭由紀子/著 笠間書院

81 779.1 人志とたけし 杉田俊介/著 晶文社

82 779.1 明治の一発屋芸人たち 永嶺重敏/著 勉誠出版

83 779.1 ゴミ人間 西野亮廣/著 KADOKAWA

84 779.1 おれは無関心なあなたを傷つけたい 村本大輔/著 ダイヤモンド社

85 780.2 心が奮い立つ!トップアスリート35人のメンタル術 児玉光雄/著 秀和システム

86 780.7 こどものメンタルは4タイプ 飯山晄朗/著 大和書房

87 780.7 ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 高松平藏/著 晃洋書房

88 780.7 筋力トレーニング解剖学アドバンス! 豊島悟/著 山口典孝/監修 ベースボール・マガジン社

89 782.3 日本陸上界の真実 帖佐寛章/著 ベースボール・マガジン社

90 782.3 歴史を変えた挑戦 前田康弘/著 KADOKAWA

91 782.4 記録が伸びる!陸上競技跳躍 森長正樹/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

92 782.5 記録が伸びる!陸上競技投てき 小山裕三/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

93 783.1 B.LEAGUE誕生 大島和人/著 日経BP

94 783.2 最強の鉄壁となる!バレーボールブロック必勝のポイント50 山村宏太/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

95 783.4 おっさんJリーガーが年俸120円でも最高に幸福なわけ 安彦考真/著 小学館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

96 783.4 サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間八宏/著 エクスナレッジ

97 783.4 ラグビーが好きやねん 鎮勝也/著 ベースボール・マガジン社

98 783.4 サッカープレーモデルの教科書 浜吉正則/著 カンゼン

99 783.4 高校ラグビー花園の記憶 ラグビーマガジン/編著 ベースボール・マガジン社

100 783.5 軟式庭球からソフトテニスへ日本代表の全歴史  ベースボール・マガジン社

101 783.7 消えた甲子園 朝日放送テレビ「2020高校野球僕らの夏」取
材班/著 集英社

102 783.7 ベースボールインテリジェンス 川相昌弘/著 カンゼン

103 783.7 無名の開幕投手 佐藤啓/著 桜山社

104 783.8 自己最速のヘッドスピードを叩き出すスイングの最終法則 安藤秀/著 日本文芸社

105 783.8 倉本昌弘の自由奔放ゴルフ 倉本昌弘/著 マガジンランド

106 783.8 うで体ゴルフ・あし体ゴルフ  (青春新書PLAY BOOKS) 鴻江寿治/著 青春出版社

107 783.8 ゴルフはYouTubeだけでは上手くならない 和田泰朗/著 主婦の友社

108 784.3 ニッポンのゲレンデ 2021 (ブルーガイド・グラフィック)  実業之日本社

109 786.1 マタギに学ぶ登山技術  (ヤマケイ新書) 工藤隆雄/著 山と溪谷社

110 786.1 OLD BUT GOLD 杉野保/著 飯山健治/写真 山と溪谷社

111 786.1 アルパインクライミング 保科雅則/著 山と溪谷社

112 786.3 車中泊入門  (ヤマケイ新書) 武内隆/著 山と溪谷社

113 787.6 幕末期の江戸幕府鷹場制度 安田寛子/著 ザ・ブック

114 788.1 大相撲力士名鑑 令和3年版 亰須利敏/編著 水野尚文/編著 共同通信社

115 788.2 日本プロレス70年史 昭和編 週刊プロレス/編 ベースボール・マガジン社

116 788.6 競輪という世界  (文春新書) 轡田隆史/著 堤哲/著 文藝春秋

117 789.0 路上の伝説 朝倉未来/著 KADOKAWA

118 789.3 剣道の礼法と作法 馬場武典/著 体育とスポーツ出版社

119 791.0 茶の湯と日本人と 小堀宗実/著 幻冬舎

120 793 毎日が楽しくなるイラスト花図鑑 エリ/著 彩流社

121 795 武闘派棋士・結城聡が教える囲碁戦いの考え方 結城聡/著 マイナビ出版

122 796 将棋名人戦七番勝負全記録 第78期 朝日新聞文化くらし報道部/編 朝日新聞社

123 796 証言羽生世代  (講談社現代新書) 大川慎太郎/著 講談社

124 796 将棋囲い事典100+ 将棋世界編集部/編 日本将棋連盟

125 796 将棋界のレジェンドチーム康光の軌跡 森内俊之/著 佐藤康光/著 日本将棋連盟

126 798.3 頭をつかう新習慣!ナゾときタイム 松丸亮吾/著 NHK「あさイチ」制作班/著 NHK出版

127 798.5 Pythonでつくるゲームプログラミング入門 松浦健一郎/著 司ゆき/著 秀和システム

128 798.5 たった1日で基本が身に付く!Unity超入門 リブロワークス/著 技術評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 発話の権利 定延利之/編 ひつじ書房

2 801 AB+ 松田行正/著・造本 LIXIL出版

3 801.0 はじめての言語哲学 八木沢敬/著 岩波書店

4 801.9 新しい手話 2021 全日本ろうあ連盟/編集 全日本ろうあ連盟

5 809.6 一番いい答え 太田龍樹/著 ワニブックス

6 810.4 なぜ、読解力が必要なのか?  (講談社+α新書) 池上彰/著 講談社

7 810.4 コトバノケイコ 河野景子/著 学研プラス

8 810.4 恥ずかしい日本語 山口謠司/著 廣済堂出版

9 810.4 大人の語彙力見るだけノート 吉田裕子/監修 宝島社

10 811.0 文字とことば 吉村武彦/編 吉川真司/編 岩波書店

11 813.1 辞典語辞典 見坊行徳/文 稲川智樹/文 誠文堂新光社

12 814 文豪の名句名言事典 山口謠司/監修 平山健/編 さくら舎

13 814.7 日本と世界の時事キーワード 2021-2022年版 時事問題リサーチ/編著 ナツメ社

14 815.0 日本語文法史キーワード事典 青木博史/編 高山善行/編 ひつじ書房

15 816 日本語の勘 中村明/著 青土社

16 816 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉豊/著 小川真理子/著 日経BP

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 816.6 心を伝える、すぐに役立つ手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全 杉本祐子/著 主婦の友社

18 829.1 世界一わかりやすい韓国語の教科書 YUKIKAWA/著 KADOKAWA

19 830.7 英語独習法  (岩波新書 新赤版) 今井むつみ/著 岩波書店

20 830.7 ジュビロ磐田の通訳が教える超実践的英語勉強法 ジョージ赤阪/著 アルク

21 831.1 英語の正しい発音学習 上村禎子/著 三省堂書店

22 834.5 発信型英語スーパーレベル類語使い分けマップ 植田一三/編著 中坂あき子/著 ベレ出版

23 835 時制とアスペクトの仕組みを明確にする学習英文法のフォーマット 田川憲二郎/著 開拓社

24 835 英米の文法書に学ぶ英文法基礎論 田子内健介/著 開拓社

25 835 オー・ヘンリーで学ぶ英文法 山本史郎/著 西村義樹/著 アスク出版

26 837.5 ヒット曲で楽しく学ぶ英語 高橋基治/著 レイニー先生/著 学研プラス

27 837.8 ゼロからスタート日・英くらべてわかる英会話 山崎祐一/著 ジェイ・リサーチ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 物語づくりのための黄金パターン69 組織・集団・舞台編 榎本秋/編著 榎本海月/著 DBジャパン

2 901.3 このミステリーがすごい! 2021年版 『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社

3 908.3 幻想と怪奇 4 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

4 910.2 戦後文学のみた<高度成長> 伊藤正直/著 吉川弘文館

5 910.2 地図で読む松本清張 北川清/著 徳山加陽/著 帝国書院

6 910.2 村上春樹の動物誌  (早稲田新書) 小山鉄郎/著 早稲田大学出版部

7 910.2 志賀直哉の短編小説を読み直す 島村輝/著 かもがわ出版

8 910.2 文豪たちの西洋美術 谷川渥/著 河出書房新社

9 910.2 NHKラジオ深夜便文豪通信 中川越/著 NHK『ラジオ深夜便』制作班/著 河出書房新社

10 910.2 本格ミステリの本流 南雲堂/編 浅木原忍/著 南雲堂

11 910.2 池波正太郎  河出書房新社

12 910.4 野の古典 安田登/著 紀伊國屋書店

13 910.7 国文学研究資料館 2020 国文学研究資料館/編 国文学研究資料館

14 911.1 自由 大口玲子/著 書肆侃侃房

15 911.1 ときめく心 桔梗亜紀/著 水曜社

16 911.1 世界が海におおわれるまで 佐藤弓生/著 書肆侃侃房

17 911.1 歌人番外列伝|異色歌人逍遙 塩川治子/著 短歌研究社

18 911.1 生流転 島村眞智子/著 冨山房インターナショナル

19 911.1 万葉樵話 多田一臣/著 筑摩書房

20 911.1 百人一首解剖図鑑 谷知子/著 エクスナレッジ

21 911.1 広い世界と2や8や7 永井祐/著 左右社

22 911.1 プレス・コードの影 中根誠/著 短歌研究社

23 911.1 「恋と革命」の死 岸上大作 福島泰樹/著 皓星社

24 911.1 木曜日 盛田志保子/著 書肆侃侃房

25 911.3 よくわかる俳句歳時記 石寒太/編著 ナツメ社

26 911.3 名句鑑賞アルバム 片山由美子/選句・鑑賞 NHK出版

27 911.3 泥天使 照井翠/著 コールサック社

28 911.5 叡智の鳥 川瀬慈/著 Tombac

29 911.5 隣の国のことばですもの 金智英/著 筑摩書房

30 911.5 いまきみがきみであることを 白井明大/詩 カシワイ/画 書肆侃侃房

31 911.5 振り返ってみたら、そこに詩が 中原道夫/著 土曜美術社出版販売

32 911.5 三谷風子詩集 三谷風子/著 能登印刷出版部

33 911.6 くどきぶしの世界 倉田喜弘/編著 ゆまに書房

34 912.3 謹訳世阿弥能楽集 上 世阿弥/著 林望/訳著 檜書店

35 912.6 それぞれの山崎正和 サントリー文化財団/編 アステイオン編集委
員会/編 CCCメディアハウス

36 912.6 多和田葉子の<演劇>を読む 谷川道子/編 谷口幸代/編 論創社

37 912.6 三島の子どもたち 日比野啓/著 白水社

38 914.4 方丈記 鴨長明/著 前田信弘/編訳 日本能率協会マネジメントセ
ンター

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 914.6 空を見てますか… 12 池辺晋一郎/著 新日本出版社

40 914.6 男の業の物語 石原慎太郎/著 幻冬舎

41 914.6 芸人人語 太田光/著 朝日新聞出版

42 914.6 カレー沢薫のワクワク人生相談 カレー沢薫/著 太田出版

43 914.6 おばんでございます 桜木紫乃/著 北海道新聞社

44 914.6 遺言未満、 椎名誠/著 集英社

45 914.6 終の暮らし 曽野綾子/著 興陽館

46 914.6 定年後の作法  (ちくま新書) 林望/著 筑摩書房

47 914.6 アトリエ雑記 牧野伊三夫/著 本の雑誌社

48 914.6 相談の森 燃え殻/著 ネコノス

49 916 工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬 今野浩/著 青土社

50 916 愛してくれてありがとう 玉井義臣/著 藤原書店

51 916 発達障害・脱支援道 廣木道心/著 花風社

52 916 命の時間 松野正寿/著 ロングセラーズ

53 916 災害からの命の守り方 森松明希子/著 文芸社

54 918.6 移動図書館の子供たち 我妻俊樹/ほか著 柏書房

55 918.6 自転車に乗って 伊藤礼/ほか著 河出書房新社

56 919 漢詩雑話 近藤俊彦/著 海鳥社

57 923.7 風船 ペマ・ツェテン/著 大川謙作/訳 春陽堂書店

58 923.7 眠れる美男 李昻/著 藤井省三/訳 文藝春秋

59 929.1 天気が良ければ訪ねて行きます イドウ/著 清水博之/訳 アチーブメント出版

60 929.1 月に聞かせたい話 シンギョンスク/著 村山俊夫/訳 クオン

61 929.1 仕事の喜びと哀しみ チャンリュジン/著 牧野美加/訳 クオン

62 929.1 みんな知ってる、みんな知らない チョンミジン/著 ピョンヨングン/絵 U-NEXT

63 929.1 韓国文学を旅する60章 波田野節子/編著 斎藤真理子/編著 明石書店

64 929.1 続けてみます ファンジョンウン/著 オヨンア/訳 晶文社

65 929.1 囚人 1～2 黄晰暎/著 舘野晰/訳 明石書店

66 929.1 死にたいけどトッポッキは食べたい 2 ペクセヒ/著 山口ミル/訳 光文社

67 929.1 私は私に時間をあげることにした レディーダック/著 趙蘭水/訳 SBクリエイティブ

68 929.5 オメル・セイフェッティン短編選集 オメル・セイフェッティン/著 鈴木郁子/編
訳

大同生命国際文化基金

69 930.2 イギリス近代の中世主義 マイケル・アレクサンダー/著 野谷啓二/訳 白水社

70 931.4 梟とナイチンゲール 佐々部英男/訳 ゆいぽおと

71 933 片山廣子幻想翻訳集 片山廣子/著訳 未谷おと/編 幻戯書房

72 933.7 ゼアゼア トミー・オレンジ/著 加藤有佳織/訳 五月書房新社

73 933.7 ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム/著 三辺律子/訳 集英社

74 933.7 オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト/著 小川高義/訳 早川書房

75 933.7 マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト/著 粟飯原文
子/訳 早川書房

76 933.7 炎と血 1 ジョージ・R.R.マーティン/著 酒井昭伸/ほか
訳 早川書房

77 936 平和の下で マリオン・イングラム/著 北美幸/訳 小鳥遊書房

78 936 監獄の回想 アレキサンダー・バークマン/著 小田透/訳 ぱる出版

79 950.4 前-哲学的 内田樹/著 草思社

80 953.7 マダム・ピリンスカとショパンの秘密 エリック=エマニュエル・シュミット/著 船越
清佳/訳 音楽之友社

81 953.7 赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン/著 吉田洋之/訳 新潮社

82 963 恥さらし パウリーナ・フローレス/著 松本健二/訳 白水社

83 981 デーモン ミハイル・レールモントフ/詩 ミハイル・ヴ
ルーベリ/絵 エクリ

84 983 サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン/著 北川和美/訳 河出書房新社

85 989.2 イェレナ、いない女 イボ・アンドリッチ/著 田中一生/訳 幻戯書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 足利の血脈 秋山香乃/著 荒山徹/著 PHP研究所

2 F 観月 麻生幾/著 文藝春秋

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 F ヨンケイ!! 天沢夏月/著 ポプラ社

4 F バイター 五十嵐貴久/著 光文社

5 F いとまの雪 上・下 伊集院静/著 KADOKAWA

6 F さのよいよい 戌井昭人/著 新潮社

7 F 愚か者(フリムン)の島 乾緑郎/著 祥伝社

8 F じょかい 井上宮/著 光文社

9 F 芥川賞候補傑作選 平成編1 鵜飼哲夫/編 春陽堂書店

10 F 羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと/著 祥伝社

11 F 東シナ海開戦 2 大石英司/著 中央公論新社

12 F あずかりやさん 4 大山淳子/著 ポプラ社

13 F コロナと潜水服 奥田英朗/著 光文社

14 F 見えない星に耳を澄ませて 香月夕花/著 KADOKAWA

15 F 仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ 川上徹也/著 ポプラ社

16 F 連鎖感染 北里紗月/著 講談社

17 F 応仁悪童伝 木下昌輝/著 角川春樹事務所

18 F 月下美人を待つ庭で 倉知淳/著 東京創元社

19 F もどろき・イカロスの森 黒川創/著 春陽堂書店

20 F ラストは初めから決まっていた 小手鞠るい/著 ポプラ社

21 F ニューロンの樹海 小橋隆一郎/著 ロングセラーズ

22 F 天を測る 今野敏/著 講談社

23 F 彼女のスマホがつながらない 志駕晃/著 小学館

24 F ミッドナイト 柴田哲孝/著 双葉社

25 F ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂有紀/著 祥伝社

26 F 書医あづさの手控(クロニクル) 白戸満喜子/著 芳井アキ/画 文学通信

27 F 元彼の遺言状 新川帆立/著 宝島社

28 F 月の家の人びと 砂岸あろ/著 エディション・エフ

29 F フェオファーン聖譚曲(オラトリオ) op.3 菫乃薗ゑ/著 opsol book

30 F 処方箋のないクリニック 仙川環/著 小学館

31 F 快男児! 高橋銀次郎/著 日経BP

32 F 阿修羅草紙 武内涼/著 新潮社

33 F 創竜伝 15 田中芳樹/著 講談社

34 F おとぎカンパニー 妖怪編 田丸雅智/著 光文社

35 F ガイアの法則 2 千賀一生/著 ヒカルランド

36 F 世界から守ってくれる世界 塚本はつ歌/著 産業編集センター

37 F 贄のとき 中野睦夫/著 シングルカット

38 F キャッシー 中森明夫/著 文藝春秋

39 F 境界線 中山七里/著 NHK出版

40 F 十津川警部雪と戦う 西村京太郎/著 中央公論新社

41 F 月と私と甘い寓話(スイーツ) 野村美月/著 ポプラ社

42 F 旅する練習 乗代雄介/著 講談社

43 F さようならアルルカン/白い少女たち 氷室冴子/著 集英社

44 F 野良犬の値段 百田尚樹/著 幻冬舎

45 F 銀獣の集い 廣嶋玲子/著 東京創元社

46 F メイド・イン京都 藤岡陽子/著 朝日新聞出版

47 F 比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎翔/著 光文社

48 F じい散歩 藤野千夜/著 双葉社

49 F 猫がこなくなった 保坂和志/著 文藝春秋

50 F 三人 桝本壮志/著 文藝春秋

51 F 零から0へ まはら三桃/著 ポプラ社

52 F 当確師 十二歳の革命 真山仁/著 中央公論新社

53 F 日本一の殿さま大工 水嶋元/著 東洋出版

54 F おたがいさま 群ようこ/著 角川春樹事務所
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 F 棟居刑事と七つの事件簿 森村誠一/ほか著 論創社

56 F とんちき耕書堂青春譜 矢野隆/著 新潮社

57 F 神様には負けられない 山本幸久/著 新潮社

58 F 星になりたかった君と 遊歩新夢/著 実業之日本社

59 F 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成薫/著 集英社

60 F MEMORY 吉田恭教/著 南雲堂

61 F 別ればなしTOKYO2020 LiLy/著 幻冬舎

62 F クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺優/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B131 古代哲学史 田中美知太郎/著 講談社

2 B163.1 よくわかる山岳信仰 瓜生中/著 KADOKAWA

3 B292.2 台湾の秘湯迷走旅 下川裕治/著 広橋賢蔵/案内人 双葉社

4 B368.5 私は組長の息子でした 若井凡人/著 彩図社

5 B392.3 古代ローマ帝国軍非公式マニュアル フィリップ・マティザック/著 安原和見/訳 筑摩書房

6 B493.1 チッソは私であった 緒方正人/著 河出書房新社

7 B493.8 10の「感染症」からよむ世界史 脇村孝平/監修 造事務所/編著 日経BP日本経済新聞出版本部

8 B816 文章読本 吉行淳之介/選 日本ペンクラブ/編 中央公論新社

9 B914.6 山の独奏曲 串田孫一/著 山と溪谷社

10 B923.7 文学少女対数学少女 陸秋槎/著 稲村文吾/訳 早川書房

11 B933.7 レンブラントをとり返せ ジェフリー・アーチャー/著 戸田裕之/訳 新潮社

12 B933.7 幻の名車グレイゴーストを奪還せよ! 上・下 クライブ・カッスラー/著 ロビン・バーセ
ル/著 扶桑社

13 B933.7 地の告発 アン・クリーヴス/著 玉木亨/訳 東京創元社

14 B933.7 ナイト・エージェント マシュー・クワーク/著 堤朝子/訳 ハーパーコリンズ・ジャパン

15 B933.7 ランナウェイ ハーラン・コーベン/著 田口俊樹/訳 小学館

16 B933.7 ヴァルモンの功績 ロバート・バー/著 田中鼎/訳 東京創元社

17 B933.7 スター・キング エドモンド・ハミルトン/著 井上一夫/訳 東京創元社

18 B933.7 狂気の山脈にて H.P.ラヴクラフト/著 南條竹則/編訳 新潮社

19 B973 緑の髪のパオリーノ ジャンニ・ロダーリ/著 内田洋子/訳 講談社

20 BF 無双のよろめき 青木主水/著 小学館

21 BF 放課後探偵団 2 青崎有吾/著 斜線堂有紀/著 東京創元社

22 BF 忘れられた花嫁 赤川次郎/著 実業之日本社

23 BF 哀愁しんでれら 秋吉理香子/著 双葉社

24 BF りら荘事件 鮎川哲也/著 光文社

25 BF ご隠居は福の神 4 井川香四郎/著 二見書房

26 BF もちじゅわ中華まんの奇跡 石井睦美/著 中央公論新社

27 BF おしどり夫婦 稲葉稔/著 光文社

28 BF 武士の流儀 4 稲葉稔/著 文藝春秋

29 BF 浪人奉行 10ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

30 BF 偽計 上田秀人/著 徳間書店

31 BF 眠れない凶四郎 4 風野真知雄/著 文藝春秋

32 BF 出雲のあやかしホテルに就職します 9 硝子町玻璃/著 双葉社

33 BF ソードアート・オンライン 25 川原礫/著 KADOKAWA

34 BF 江戸旨いもの尽くし 菊池仁/編 今井絵美子/著 朝日新聞出版

35 BF 殺人依存症 櫛木理宇/著 幻冬舎

36 BF 翻りの訴 細腕敵討ち哀歌 小杉健治/著 光文社

37 BF 鬼役 31 坂岡真/著 光文社

38 BF 駆込み女 坂岡真/著 双葉社

39 BF 新・浪人若さま新見左近 6 佐々木裕一/著 双葉社

40 BF 屋根裏博物館(アチック・ミューゼアム)の事件簿 澤見彰/著 中央公論新社

41 BF 小説イタリア・ルネサンス 3 塩野七生/著 新潮社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 BF たまもかる 篠綾子/著 小学館

43 BF お勝手のあん 3 柴田よしき/著 角川春樹事務所

44 BF 九重家献立暦 白川紺子/著 講談社

45 BF 須賀敦子が選んだ日本の名作 須賀敦子/編 河出書房新社

46 BF 若殿八方破れ 3 鈴木英治/著 小学館

47 BF 隠れ町飛脚 三十日屋 鷹山悠/著 ポプラ社

48 BF 銀河英雄伝説列伝 1 田中芳樹/監修 石持浅海/ほか著 東京創元社

49 BF 大奥の縁 千野隆司/著 双葉社

50 BF 出世商人 1～2 千野隆司/著 文藝春秋

51 BF 初陣 鳥羽亮/著 角川春樹事務所

52 BF 苦界の娘 鳥羽亮/著 双葉社

53 BF 相勤者 鳴海章/著 実業之日本社

54 BF セカンドライフ 新津きよみ/著 徳間書店

55 BF ディープフィクサー千利休 波多野聖/著 幻冬舎

56 BF 私はスカーレット 3 林真理子/著 小学館

57 BF 大阪のお母さん 葉山由季/著 潮出版社

58 BF ハグとナガラ 原田マハ/著 文藝春秋

59 BF 回廊亭殺人事件 東野圭吾/著 光文社

60 BF いつか夜は明けても 福田和代/著 祥伝社

61 BF 読心刑事・神尾瑠美 藤崎翔/著 双葉社

62 BF 隅田川御用日記 雁もどる 藤原緋沙子/著 光文社

63 BF 愛の渇き 三島由紀夫/著 新潮社

64 BF 宴のあと 三島由紀夫/著 新潮社

65 BF 仮面の告白 三島由紀夫/著 新潮社

66 BF 金閣寺 三島由紀夫/著 新潮社

67 BF 禁色 三島由紀夫/著 新潮社

68 BF 午後の曳航 三島由紀夫/著 新潮社

69 BF 潮騒 三島由紀夫/著 新潮社

70 BF 手長姫 英霊の声 三島由紀夫/著 新潮社

71 BF 花ざかりの森・憂国 三島由紀夫/著 新潮社

72 BF 春の雪 三島由紀夫/著 新潮社

73 BF 真夏の死 三島由紀夫/著 新潮社

74 BF ノゾミくん、こっちにおいで 水生大海/著 ポプラ社

75 BF 死者と言葉を交わすなかれ 森川智喜/著 講談社

76 BF ぼくたちの答え 椰月美智子/著 角川春樹事務所

77 BF ひかりの魔女 3 山本甲士/著 双葉社

78 BF 夢で逢えたら 吉川トリコ/著 文藝春秋

79 BF たそがれ御堂筋 吉村喜彦/著 角川春樹事務所

80 BF 怪盗黒猫 2 和久田正明/著 二見書房

81 BF 天下一の粥 和田はつ子/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 G588.5 THE JAPANESE Saké BIBLE ブライアン・アッシュクラフト/著 江口崇/著
チャールズ・イー・タトル出
版

2 G594.2 Simply Sashiko 日本ヴォーグ社/著 チャールズ・イー・タトル出
版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T018 富山県公文書館年報 第33号(平成31年度・令和元年度) 富山県公文書館/編 富山県公文書館

2 T027 富山県公文書館文書目録 歴史文書35 富山県公文書館/編 富山県公文書館

3 T305 富大経済論集 第66巻第1・2・3合併号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

4 T314 富山県議会定例会会議録 令和2年9月 富山県議会/編 富山県議会

T 郷土資料

T 郷土資G 外国語資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 T316 人権に関する市民意識調査報告書 令和2年11月 富山市市民生活部市民生活相談課/編 富山市

6 T318.2 富山地区広域圏事務組合議会定例会議案 令和2年2月/11月 富山地区広域圏事務組合/編 富山地区広域圏事務組合

7 T318.2 富山地区広域圏事務組合議会臨時会議案 令和2年7月 富山地区広域圏事務組合/編 富山地区広域圏事務組合

8 T318.3 富山駅周辺整備事業の概要 2020 富山市活力都市創造部富山駅周辺地区整備
課/編 富山市

9 T318.3 富山市行政苦情オンブズマン活動状況報告書 令和元年度 富山市行政苦情オンブズマン事務局/編
富山市行政苦情オンブズマン
事務局

10 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

11 T318.3 市議会定例会 議案概要書 令和2年12月 富山市議会/編 富山市議会

12 T318.3 富山市議会定例会議案 令和2年9月/12月 富山市議会/編 富山市議会

13 T321 高岡法学 第39号 高岡法科大学法学会運営委員会/編 高岡法科大学法学会

14 T330 北陸ハンドブック 2021年版 日本政策投資銀行北陸支店企画調査課/編 日本政策投資銀行

15 T335 石黒産業70年の軌跡 石黒産業株式会社/編 石黒産業

16 T344 予算特別委員会会議録 令和2年9月 富山県議会/編 富山県議会

17 T344 予算の概要 令和2年度 富山市/編 富山市

18 T353 Toyama city information[富山市勢要覧] 2020 富山市/編 富山市

19 T367 富山市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 令和2年度 富山市市民生活部男女参画・市民協働課/編 富山市

20 T369 いろいろわかる社協ガイドブック 2020 富山市社会福祉協議会/編 富山市社会福祉協議会

21 T369 ささえあいプランとやま 2020年度～2024年度 富山市社会福祉協議会/編 富山市社会福祉協議会

22 T369 地区社協活動-虎の巻- 令和元年度 富山市社会福祉協議会/編 富山市社会福祉協議会

23 T369 地域共生社会の推進! 2020 富山市福祉政策課/ほか編 富山市福祉政策課

24 T369.2 みつけた!とやまde介護のお仕事 2021 Spring 富山県健康・福祉人材センター/編
富山県健康・福祉人材セン
ター

25 T369.7 富山市ボランティアセンター 2020 富山市ボランティアセンター/編 富山市ボランティアセンター

26 T377.3 学校案内 2020 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

27 T377.3 学生便覧 令和2年度 第15回生 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

28 T450.9 黒部峡谷ナチュラリスト研究会創立30周年記念誌 創立30周年記念誌編集委員会/編 黒部峡谷ナチュラリスト研究
会

29 T498 富山市立富山市民病院診療科案内 2020 富山市立富山市民病院/編 富山市立富山市民病院

30 T498 保健統計年報 第70号(平成30年) 富山県厚生部医務課/編 富山県厚生部医務課

31 T498 富山市病院事業経営改善計画 2020年度～2022年度 富山市病院事業局/編 富山市病院事業局

32 T498 富山市病院事業中長期計画 2020年度～2025年度 富山市病院事業局/編 富山市病院事業局

33 T498 富山まちなか病院ご案内 2021  富山まちなか病院

34 T519.5 広域圏事業概要 令和2年度 富山地区広域圏事務組合/編 富山地区広域圏事務組合

35 T648 両砺食肉組合60周年記念誌 花島直浩/編 尾田武雄/編 両砺食肉組合

36 T671 富山商工会議所創立140周年記念誌 富山商工会議所/編 富山商工会議所

37 T683 富山港 2020 富山港振興協議会/編 富山港外港建設促進期
成同盟会/編 富山港振興協議会

38 T683 富山港の統計 2019 富山市/編 富山港振興協議会/編 富山市

39 T686 富山駅イベントスペース利用案内 2020 富山市活力都市創造部富山駅周辺地区整備
課/編

富山市活力都市創造部富山駅
周辺地区整備課

40 T686.9 富山市路面電車事業概要 富山市活力都市創造部路面電車推進課/編 富山市

41 T687 はじまる富山物語。 令和2年度版 富山県観光・交通・地域振興局総合交通政策
室/ほか編 富山県

42 T702 トライアローグ 横浜美術館/企画・監修 愛知県美術館/企画・
監修 左右社

43 T706.9 富山市ガラス美術館記録集 2019年度 高嶋麻祐子/ほか編 富山市ガラス美術館

44 T708 インタラクション：響きあうこころ 赤松音呂/ほか執筆 青木智子/ほか編集 富山市ガラス美術館

45 T710 蓮如上人吉崎 庄川美術館/ほか編 庄川美術館友の会

46 T780.6 Active+Book 2020.4～2021.3 富山市体育協会/編 富山市体育協会

47 T786 薬師岳入門 富山市大山歴史民俗資料館/編 富山市大山歴史民俗資料館

48 T911.6 歌集もえぎ 第2集 富山VITAもえぎ短歌会/編 富山VITAもえぎ短歌会

49 T911.6 柚子の四季 林旦子/著 「現代・北陸歌人選集」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 C アンパンマンとカレーパンマン やなせたかし/作・絵 フレーベル館

2 C アンパンマンとだだんだん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

3 C アンパンマンとちびぞうくん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

4 C うしになったおとこのこ 津田真一/脚本 藤田勝治/絵 童心社

C かみしばい
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 C おもちのもっち かとうようこ/脚本 山本祐司/絵 童心社

6 C コケコッコーのおんどり やえがしなおこ/脚本 日紫喜洋子/絵 童心社

7 C それいけ!アンパンマン やなせたかし/作・絵 フレーベル館

8 C メロンパンナとひみつのはなぞの やなせたかし/作・絵 フレーベル館

9 C ろくじいさんのゆずおふろ すとうあさえ/脚本 早川純子/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あぁ、アジのひらきがたべたいっ! かねまつすみれ/作 青山友美/絵 文研出版

2 E アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/原作 宮崎駿/
企画 徳間書店

3 E アンパンマンとちくりん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

4 E いぬのせんせい ジェーン・グドール/作 ジュリー・リッティ/
絵 グランまま社

5 E ウィルとはるのおきゃくさん リンダ・アシュマン/文 チャック・グルニン
ク/絵 光村教育図書

6 E うーんうんうんちちゃん 渡辺朋/文 村上康成/絵 文響社

7 E うしとざん 高畠那生/作 小学館

8 E うまれたよ!ベニシジミ 新開孝/写真・文 岩崎書店

9 E おうさまのさる くすはら順子/作 文研出版

10 E おさるちゃんのおしごと 樋勝朋巳/作 小学館

11 E おそうじロボットのキュキュ こもりまこと/作 偕成社

12 E おにのおふろや 苅田澄子/作 りとうようい/絵 鈴木出版

13 E おれ、気仙大工になる! 荒尾美知子/文 すがわらけいこ/絵 あすなろ書房

14 E 悲しみのゴリラ ジャッキー・アズーア・クレイマー/文 シン
ディ・ダービー/絵 クレヨンハウス

15 E くつやさんとおばけ いわさきさとこ/作 BL出版

16 E こぐまとブランケット L.J.R.ケリー/文 たなかようこ/絵 早川書房

17 E こけももむらのゆうびんやさん よこたあきこ/ぶん みなみあきこ/え 岩崎書店

18 E ごちそうたべにきてください 茂市久美子/作 しもかわらゆみ/絵 講談社

19 E ことばたんてい きょうふのばらばらじけん 平田昌広/作 平田景/絵 新日本出版社

20 E ごはんのこすな きむらゆういち/作 童話屋

21 E シマフクロウとサケ 宇梶静江/古布絵制作・再話 藤原書店

22 E せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー/作 石井睦美/訳 光村教育図書

23 E ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター/さく サンクチュアリ出版

24 E そとであそべ きむらゆういち/作 童話屋

25 E たぬきのおまじない おおなり修司/文 丸山誠司/絵 絵本館

26 E ついておいでフロー! ジャーヴィス/作 青山南/訳 BL出版

27 E つばきレストラン おおたぐろまり/さく 福音館書店

28 E とっています 市原淳/作 世界文化ワンダークリエイト

29 E トムをみつけよう!古代ローマ NOSY CROW編集部/文 ファッティ・バーク/
絵 BL出版

30 E どろぼうねこのおやぶんさん 小松申尚/ぶん かのうかりん/え 文芸社

31 E ながれぼし 武田康男/監修・写真 小杉みのり/構成・文 岩崎書店

32 E なすびは何色? 山本泉/作 山田真奈未/絵 BL出版

33 E ナマケモノだから むらかみひとみ/さく イマジネイション・プラス

34 E なまはげ 池田まき子/文 早川純子/絵 汐文社

35 E なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキン/さく こみやゆう/や
く 出版ワークス

36 E 日本の神話えほん 2 ふしみみさを/文 ポール・コックス/絵 岩崎書店

37 E にんじゃじゃ! 岡本よしろう/作 文溪堂

38 E ねこのようしょくやさん KORIRI/さく・え 金の星社

39 E バスごっこ 香山美子/詞 *すまいるママ*/制作 世界文化ワンダークリエイト

40 E バレエはじめるの つがねちかこ/さく ほるぷ出版

41 E ぺこぺこペコリン こがようこ/作 くさかみなこ/絵 講談社

42 E ぼく、仮面ライダーになる! セイバー編 のぶみ/さく 講談社

43 E ぼくたちの「おとうに会う」作戦 荒尾美知子/文 ゴトウノリユキ/絵 あすなろ書房

44 E マザーテレサ マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ/文
ナターシャ・ローゼンバーグ/絵 ほるぷ出版

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

45 E マスクをとったら いりやまさとし/作 講談社

46 E 魔法の箱 三木卓/文 グナ・ミケルソネ/絵
写真文化首都北海道「写真の
町」東川町

47 E みえないこいぬぽっち ワンダ・ガアグ/作 こみやゆう/訳 好学社

48 E みたらみられた たけがみたえ/作 アリス館

49 E もじをよむのがにがてなんです 柳家花緑/語り 姫田真武/絵 ほるぷ出版

50 E ゆきだるまとかがみもち 林木林/作 岡本よしろう/絵 鈴木出版

51 E ゆめ 中野真典/作 講談社

52 E ようこそ!あかちゃん レイチェル・グリーナー/文 クレア・オー
ウェン/絵 大月書店

53 E ラプンツェル ベサン・ウルヴィン/作 関根麻里/訳 文化学園文化出版局

54 E リトルレッド ベサン・ウルヴィン/作 関根麻里/訳 文化学園文化出版局

55 E わかめ 青木優和/文 畑中富美子/絵 仮説社

56 E 私の名前は宗谷本線 荒尾美知子/文 堀川真/絵 あすなろ書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 プロのプロセス 1～4 NHK「アクティブ10プロのプロセス」制作班/
編 NHK出版

2 K007 プログラマーの一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

3 K007 クイズでわかる小学生からのネットのルール 鈴木朋子/監修 クイズ法人カプリティオ/クイ
ズ 主婦の友社

4 K010 見たい!知りたい!図書館はうら側もすごい! 小田光宏/監修 WAVE出版

5 K216 大注目!写真とイラストでわかる大正時代をのぞいてみよう 『大正時代をのぞいてみよう』編集委員会/編
著 汐文社

6 K289 渋沢栄一人物としごと こどもくらぶ/編 岩崎書店

7 K289 渋沢栄一伝 小前亮/作 小峰書店

8 K289 中谷宇吉郎 清水洋美/文 野見山響子/絵 汐文社

9 K289 わたしは大統領の奴隷だった エリカ・アームストロング・ダンバー/著
キャサリン・ヴァン・クリーヴ/著 汐文社

10 K289 車いすで国会へ 舩後靖彦/文 加藤悦子/文 子どもの未来社

11 K318 地方を生きる  (ちくまプリマー新書) 小松理虔/著 筑摩書房

12 K319 紛争解決ってなんだろう  (ちくまプリマー新書) 篠田英朗/著 筑摩書房

13 K320 小学生からのなんでも法律相談 4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 4 石井光太/著 少年写真新聞社

15 K333 SDGsのきほん 9～10 稲葉茂勝/著 ポプラ社

16 K333 マークで学ぶSDGs 蟹江憲史/監修 ほるぷ出版

17 K335 はじまりはひとつのアイデアから 2 ローウィ・バンディ・シコル/著 C.S.ジェニ
ングス/絵 鈴木出版

18 K337 渋沢栄一と一万円札物語 オフィス303/編 ほるぷ出版

19 K361 地域学をはじめよう  (岩波ジュニア新書) 山下祐介/著 岩波書店

20 K367 すし屋のすてきな春原さん 戸森しるこ/作 しんやゆう子/絵 講談社

21 K368 みんなはアイスをなめている 安田夏菜/作 黒須高嶺/絵 講談社

22 K369 感染しないひなん所生活 岡田晴恵/著 片岡信和/気象監修 フレーベル館

23 K369 「明るい未来」を子どもたちに 豊田直巳/写真・文 農山漁村文化協会

24 K369 命をつなぐ防災 1 舩木伸江/監修 偕成社

25 K375 想像力スイッチ 1 竹内龍人/編著 下村健一/監修 汐文社

26 K382 十二支えほん 谷山彩子/作 あすなろ書房

27 K382 アイヌ民族：歴史と現在  アイヌ民族文化財団

28 K383 昔のくらし昔の道具これなあに? 春風亭昇太/著 小林克/監修 幻冬舎

29 K388 鬼大図鑑 田村正彦/監修 さがわゆめこ/画 金の星社

30 K404 ジュニア空想科学読本 21 柳田理科雄/著 きっか/絵 KADOKAWA

31 K407 身近な材料でKids台所はおもしろ実験ラボ 青野裕幸/著 相馬惠子/著 いかだ社

32 K440 藤井旭の天文年鑑 2021年版 藤井旭/著 誠文堂新光社

33 K443 夏の星と星座 藤井旭/監修・写真 ほるぷ出版

34 K450 絶景のふしぎ100 佐野充/監修 偕成社

35 K465 ひと目でわかる!ウイルス大解剖 川口寧/監修 誠文堂新光社

36 K469 ビジュアル顔の大研究 原島博/監修 馬場悠男/監修 丸善出版

37 K470 びっくり!世界の不思議な植物 湯浅浩史/著 誠文堂新光社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 K480 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん 5～6 木坂涼/文 村田浩一/監修 偕成社

39 K480 変身する生きものずかん 1 柴田佳秀/監修・文 鈴木出版

40 K480 パンク動物記 パンク町田/文 竹添星児/絵 ポプラ社

41 K481 海でギリギリあきらめない生きざま。 鈴木香里武/著 しのはらえこ/絵 KADOKAWA

42 K481 アスリートな動物図鑑 成島悦雄/監修 石井直方/監修 ナツメ社

43 K486 虫っておもしろい!おどろき!世界のへんてこな虫 養老孟司/文 海野和男/写真 新日本出版社

44 K491 できるかな?人体おもしろチャレンジ 坂井建雄/監修 えほんの杜

45 K491 おなかの花園 ケイティ・ブロスナン/作 滝本安里/訳 化学同人

46 K493 感染症ってなんだろう? 岡田晴恵/著 岩崎書店

47 K493 知ってふせごう!身のまわりの感染症 1～3 近藤慎太郎/監修 旬報社

48 K493 教えて!感染症 3 土井洋平/監修 小峰書店

49 K493 14歳からの精神医学 宮田雄吾/著 日本評論社

50 K498 ひとりでできる!みんなで楽しい!子どもヨガ 2 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

51 K507 学校で知っておきたい知的財産権 3 おおつかのりこ/著 細野哲弘/監修 汐文社

52 K517 いま「水」を考える 1 沖大幹/監修 岩崎書店

53 K518 ごみはどこへいく?ごみゼロ大事典 2 丸谷一耕/共著 古木二郎/共著 少年写真新聞社

54 K518 めざせ!ごみゼロマスター 1 和田由貴/監修 WAVE出版

55 K596 はじめての旬やさいレシピ 春 新谷友里江/監修 ほるぷ出版

56 K596 楽しい草つみ花つみクッキング 1 農文協/編 農山漁村文化協会

57 K616 うねゆたかの田んぼの絵本 1～2 宇根豊/作 小林敏也/絵 農山漁村文化協会

58 K616 サツマイモ大図鑑 大木邦彦/文・構成 大竹道茂/監修 あかね書房

59 K650 山をつくる 菅聖子/文 小峰書店

60 K667 和食のだしは海のめぐみ 2 阿部秀樹/写真・文 偕成社

61 K686 でんしゃでまなぶにほんちず 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

62 K721 鳥獣戯画と絵巻物 山本聡美/監修 あかね書房

63 K723 レンブラントとフェルメール 高橋明也/監修 東京美術

64 K726 自由帳みせて! すずきこうせい/文・イラスト 福音館書店

65 K750 ぴょんぴょんぐんぐん とぶ・すすむおもちゃ まるばやしさわこ/工作監修・製作 新日本出版社

66 K754 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ 3 いしかわまりこ/作 汐文社

67 K764 響け、希望の音 田中宏和/著 フレーベル館

68 K780 パラスポーツ大百科 1～2 藤田紀昭/監修 岩崎書店

69 K782 わかるかな?小学生の陸上競技ルール 三浦敬司/著 ベースボール・マガジン社

70 K784 冬のスポーツを楽しむ本 2 日本オリンピック・アカデミー/監修 国土社
編集部/編集 国土社

71 K786 加藤英明スーパーサバイバル入門 加藤英明/著 新星出版社

72 K798 バスレクセレクション 1 神代洋一/編著 汐文社

73 K830 自分を励ます英語名言101  (岩波ジュニア新書) 小池直己/著 佐藤誠司/著 岩波書店

74 K913 およぐ! 麻生かづこ/作 大庭賢哉/絵 文研出版

75 K913 南極犬物語 綾野まさる/著 くまおり純/絵 ハート出版

76 K913 ジャレットと魔法のコイン あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

77 K913 カメくんとイモリくん 小雨ぼっこ いけだけい/作 高畠純/絵 偕成社

78 K913 ネムノキをきらないで 岩瀬成子/作 植田真/絵 文研出版

79 K913 くもとり山のイノシシびょういん かこさとし/文 かこさとし/絵 福音館書店

80 K913 エカシの森と子馬のポンコ 加藤多一/作 大野八生/絵 ポプラ社

81 K913 リンゴちゃんのいえで 角野栄子/作 長崎訓子/絵 ポプラ社

82 K913 あかいそりにのったウーフ 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

83 K913 ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

84 K913 おかあさんおめでとう 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

85 K913 くまの子ウーフ 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

86 K913 こんにちはウーフ 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

87 K913 さかなにはなぜしたがない 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

88 K913 はねるのだいすき 神沢利子/文 長新太/絵 絵本塾出版

89 K913 リトル☆バレリーナ 2 工藤純子/作 佐々木メエ/絵 学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 K913 噓吹きネットワーク 久米絵美里/著 PHP研究所

91 K913 オニタロウ こさかまさみ/文 北村人/絵 福音館書店

92 K913 科学探偵VS.暴走するAI 後編 佐東みどり/作 石川北二/作 朝日新聞出版

93 K913 しかくいまち 戸森しるこ/作 吉田尚令/絵 理論社

94 K913 学校の怪談5分間の恐怖 花子さん?だれそれ? 中村まさみ/作 金の星社

95 K913 めいたんていサムくんとあんごうマン 那須正幹/作 はたこうしろう/絵 童心社

96 K913 食虫植物ジャングル 萩原弓佳/作 十々夜/画 文研出版

97 K913 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原ゆたか/さく・え ポプラ社

98 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 12歳の物語 PHP研究所/編 PHP研究所

99 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 放課後ミステリー PHP研究所/編 PHP研究所

100 K913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋玲子/著 jyajya/著 偕成社

101 K913 妖怪の子預かります 9～10 廣嶋玲子/作 Minoru/絵 東京創元社

102 K913 へのへのもへじのおともだち 宮下すずか/作 市居みか/絵 くもん出版

103 K913 みけねえちゃんにいうてみな ともだちのひみつ 村上しいこ/作 くまくら珠美/絵 理論社

104 K913 はっぴょう会への道 山本悦子/作 下平けーすけ/絵 PHP研究所

105 K913 純情!卓球部 横沢彰/作 小松良佳/絵 新日本出版社

106 K933 青い機関車エドワード ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

107 K933 赤い機関車ジェームス ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

108 K933 大きな機関車ゴードン ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

109 K933 大きな機関車たち ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

110 K933 がんばりやの機関車 ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

111 K933 がんばれ機関車トーマス ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

112 K933 きえた機関車 ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

113 K933 機関車オリバー ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

114 K933 機関車トーマス ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

115 K933 機関車トーマスのしっぱい ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

116 K933 機関車トビーのかつやく ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

117 K933 機関車のぼうけん ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

118 K933 3だいの機関車 ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

119 K933 ダックとディーゼル機関車 ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

120 K933 小さな機関車たち ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

121 K933 小さなふるい機関車 ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

122 K933 ちびっこ機関車パーシー ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

123 K933 8だいの機関車 ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

124 K933 100さいの機関車 ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

125 K933 ふたごの機関車 ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

126 K933 みどりの機関車ヘンリー ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

127 K933 やっかいな機関車 ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

128 K933 山にのぼる機関車 ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

129 K933 ゆうかんな機関車 ウィルバート・オードリー/作 ジョン・ケ
ニー/絵 ポプラ社

130 K933 4だいの小さな機関車 ウィルバート・オードリー/作 レジナルド・
ダルビー/絵 ポプラ社

131 K933 わんぱく機関車 ウィルバート・オードリー/作 ガンバー・エ
ドワーズ/絵 ポプラ社

132 K933 動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン/作 武富博子/訳 ポプラ社

133 K933 消えない叫び R.L.スタイン/監修 R.L.スタイン/著 理論社

134 K933 町にきたヘラジカ フィル・ストング/作 クルト・ヴィーゼ/絵 徳間書店

135 K933 オン・ザ・カム・アップ アンジー・トーマス/作 服部理佳/訳 岩崎書店

136 K933 魔笛の調べ 1 S.A.パトリック/著 岩城義人/訳 評論社

137 K933 王女さまのお手紙つき ポーラ・ハリソン/物語原作 チーム151E☆/企
画・構成 学研プラス

138 K933 シロクマといっしょにお引っ越し!? マリア・ファラー/作 ダニエル・リエリー/
絵 あかね書房

139 K933 ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ/作 冨永星/訳 徳間書店

140 K933 暗号クラブ 18 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

141 K949 名探偵カッレ 危険な夏の島 アストリッド・リンドグレーン/作 菱木晃子/
訳 岩波書店
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