
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 表現を究める ドミニク・チェン/著 川添愛/著 ポプラ社

2 002 自由になるための技術リベラルアーツ 山口周/著 講談社

3 002 生活を究める 渡邊恵太/著 トミヤマユキコ/著 ポプラ社

4 007.1 おバカな答えもAIしてる ジャネル・シェイン/著 千葉敏生/訳 光文社

5 007.1 TRANSFORM クリス・ダフィ/著 夏目大/訳 ダイヤモンド社

6 007.1 AIの雑談力  (角川新書) 東中竜一郎/著 KADOKAWA

7 007.3 自在化身体論 稲見昌彦/著 北崎充晃/著 エヌ・ティー・エス

8 007.3 最新AI・デジタル業界大研究 AI・デジタル産業研究会/著 産学社

9 007.3 プロダクトマネジメントのすべて 及川卓也/著 曽根原春樹/著 翔泳社

10 007.3 中国オンラインビジネスモデル図鑑 王沁/著 かんき出版

11 007.3 Zoom目指せ達人基本&活用術 川上恭子/著 野々山美紀/著 マイナビ出版

12 007.3 YouTube基本+活用ワザ 田口和裕/著 森嶋良子/著 インプレス

13 007.3 SEのトリセツ 津田徹/著 松野実/漫画 ビジネス教育出版社

14 007.3 ITロードマップ 2021年版 野村総合研究所IT基盤技術戦略室/著 NRI
セキュアテクノロジーズ/著 東洋経済新報社

15 007.3 「くだらない」文化を考える 平井智尚/著 七月社

16 007.3 プロとして使うZoom 平田幸一/著 インプレス

17 007.3 炎上する社会 吉野ヒロ子/著 弘文堂

18 007.3 LINE&Instagram & Facebook & Twitter便利技BESTセレクション リンクアップ/著 技術評論社

19 007.6 Illustratorデザインベーシック 井上のきあ/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

20 007.6 WordPress設計とデザイン魔法のレシピ 今井剛/著 ナツメ社

21 007.6 初心者からちゃんとしたプロになるPHP基礎入門 柏岡秀男/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

22 007.6 1週間でC++の基礎が学べる本 亀田健司/著 インプレス

23 007.6 できるAccessパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 きたみあきこ/著 国本温子/著 インプレス

24 007.6 はじめてのGmail入門 桑名由美/著 秀和システム

25 007.6 大学生のための情報リテラシー 篠原正典/監修 上出浩/著 ミネルヴァ書房

26 007.6 React.js & Next.js超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

27 007.6 Django 田中潤/共著 伊藤陽平/共著
エムディエヌコーポレー
ション

28 007.6 Excel & Wordの資料をスマートに見せる本 中山真敬/著 宝島社

29 007.6 Pythonで学ぶアルゴリズムの教科書 廣瀬豪/著 インプレス

30 007.6 ほんの一手間で劇的に変わるHTML&CSSとWebデザイン実践講座 Mana/著 SBクリエイティブ

31 007.6 今さら聞けないパソコン仕事の効率アップ50 森田圭美/著 ビジネスプラスサポート/監修 同文舘出版

32 007.6 Excel自動化<最強>時短仕事術 守屋恵一/著 立山秀利/技術監修 技術評論社

33 007.6 動かして学ぶ!Laravel開発入門 山崎大助/著 翔泳社

34 007.6 入門Python 3 Bill Lubanovic/著 鈴木駿/監訳 オライリー・ジャパン

35 007.6 スマホで困ったときに開く本 2021-2022  朝日新聞出版

36 010.2 図書館にドン・キホーテがいた頃 東條文規/著 ポット出版プラス

37 012.0 日本の図書館建築 五十嵐太郎/編 李明喜/編 勉誠出版

38 015.9 障害者サービスと著作権法
日本図書館協会障害者サービス委員会/編
日本図書館協会著作権委員会/編 日本図書館協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 017 学校司書のための学校図書館サービス論 学校図書館問題研究会/編 樹村房

40 017 学校図書館サービス論 前田稔/著 堀川照代/著 放送大学教育振興会

41 019.1 世界一わかりやすい「速読」の教科書 斉藤英治/著 三笠書房

42 019.5 新・絵本はこころの処方箋 岡田達信/著 瑞雲舎

43 020.2 書物史研究の日仏交流 日仏図書館情報学会/編 樹村房

44 021.3 「文章起業」で月100万円稼ぐ! 藤原将/著 大和出版

45 021.4 新世代エディターズファイル 影山裕樹/編著 桜井祐/編著 ビー・エヌ・エヌ

46 023.0 文春の流儀 木俣正剛/著 中央公論新社

47 024.0 本屋と図書館の間にあるもの 伊藤清彦/著 内野安彦/著 郵研社

48 031 江戸のことば絵事典 石上阿希/著 KADOKAWA

49 049 コロナとバカ  (小学館新書) ビートたけし/著 小学館

50 070.1 真実をつかむ  (角川新書) 相澤冬樹/著 KADOKAWA

51 070.1 伝える技術はこうみがけ! 新庄秀規/著 藤山純久/著 中央公論新社

52 070.4 フォトジャーナリストが撮った世界の現実 川畑嘉文/著 新評論

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 結果を出したい人は哲学を学びなさい 小川仁志/著 毎日新聞出版

2 104 幸福論3.0 小川仁志/著 方丈社

3 112 自然の哲学史 米虫正巳/著 講談社

4 131.8 幸せに年を重ねる方法 キケロ/著 フィリップ・フリーマン/編 文響社

5 140 世界最先端の研究が教えるさらにすごい心理学 内藤誼人/著 総合法令出版

6 140 心理学実践編  ニュートンプレス

7 140.2 心理学超全史 上・下 ウェイド・E.ピックレン/著 川口潤/監訳 ニュートンプレス

8 141.3 一度読むだけで忘れない読書術 池田義博/著 SBクリエイティブ

9 141.5 考えることこそ教養である 竹中平蔵/著
クロスメディア・パブ
リッシング

10 141.5 問いの立て方  (ちくま新書) 宮野公樹/著 筑摩書房

11 141.5 人は簡単には騙されない ヒューゴ・メルシエ/著 高橋洋/訳 青土社

12 141.6 「恐怖」のパラドックス フランク・ファランダ/著 清水寛之/監訳 ニュートンプレス

13 146.8 「悩みすぎる」人のトリセツ 大嶋信頼/著 秀和システム

14 146.8 ママ、怒らないで。 斎藤裕/著 斎藤暁子/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

15 146.8 あなたの苦しみを誰も知らない クラウディア・ブラック/著 水澤都加佐/監
訳 金剛出版

16 150 マルクス・ガブリエル新時代に生きる「道徳哲学」  (NHK出版新書) マルクス・ガブリエル/述 丸山俊一/著 NHK出版

17 152.1 モダンラブさまざまな愛のかたち ダニエル・ジョーンズ/編 桑原洋子/訳 河出書房新社

18 158 私は正しい 安藤俊介/著 産業編集センター

19 159 イドコロをつくる 伊藤洋志/著 東京書籍

20 159 ブレイクセルフ 伊藤羊一/著 世界文化社

21 159 どうして、わたしはわたしなの? トミ・ウンゲラー/著 アトランさやか/訳 現代書館

22 159 AI、テレワーク時代に生き残るための才能の見つけ方・活かし方 清水久/著 ごま書房新社

23 159 じぶん経済圏 田口智隆/著 みらいパブリッシング

24 159 最後の講義完全版 適応力 新時代を生き抜く術 出口治明/著 主婦の友社

25 159 できる人の考え方のルール リチャード・テンプラー/著 桜田直美/訳
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

26 159 ストレスをぶっ飛ばす言葉 精神科医Tomy/著 興陽館

27 159 世界最先端の研究から生まれたすごいメンタル・ハック 内藤誼人/著 清談社Publico

28 159 「科学的」は武器になる 早野龍五/著 新潮社

29 159 非常識に生きる 堀江貴文/著
小学館集英社プロダク
ション

30 159 世界一しあわせなフィンランド人は、幸福を追い求めない フランク・マルテラ/著 夏目大/訳
ハーパーコリンズ・ジャ
パン

31 159.4 人生がうまくいかないと感じる人のための超アウトプット入門 安達裕哉/著 河出書房新社

32 159.4 タイムマネジメント大全 池田貴将/著 大和書房

33 159.4 社会人1年目からの読む・書く・考える・伝える技術 木山泰嗣/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

34 159.4 人生を変えるお金の話 仙石実/著 青木仁志/著 アチーブメント

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

35 159.4 仕事と人生  (講談社現代新書) 西川善文/著 講談社

36 159.4 フィッシュ! スティーヴン・C.ランディン/著 ハ
リー・ポール/著 早川書房

37 159.6 自分をもっと大切に 堀口雅子/著 あさ出版

38 159.6 君なら、越えられる。涙が止まらない、こんなどうしようもない夜も yuzuka/著 大和書房

39 159.7 70歳からの人生の整え方 櫻井秀勲/著 きずな出版

40 159.7 はじめて世に出る青年へ 渋沢栄一/著 徳間書店

41 159.7 明日死んでもいいための44のレッスン  (幻冬舎新書) 下重暁子/著 幻冬舎

42 159.7 55歳、大人のまんなか 広瀬裕子/著
PHPエディターズ・グルー
プ

43 168 ヒンドゥー教10講  (岩波新書 新赤版) 赤松明彦/著 岩波書店

44 169 新宗教の現在地 いのうえせつこ/著 山口広/監修 花伝社

45 175.9 御朱印でめぐる広島岡山の神社 『地球の歩き方』編集室/著 地球の歩き方

46 198.2 中世教皇史 G.バラクロウ/著 藤崎衛/訳 八坂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 危機の世界史 ダン・カーリン/著 渡会圭子/訳 文藝春秋

2 204 歴史を変えた自然災害 ルーシー・ジョーンズ/著 大槻敦子/訳 原書房

3 204 大図鑑コードの秘密 ポール・ルンダ/編 浜口稔/訳 明石書店

4 210.4 日本史は逆から学べ 河合敦/著 光文社

5 210.4 新説の日本史  (SB新書) 河内春人/著 亀田俊和/著 SBクリエイティブ

6 210.4 恋する日本史 『日本歴史』編集委員会/編 吉川弘文館

7 211 気候変動から読みなおす日本史 1～2 中塚武/監修 臨川書店

8 214 日本中世史入門 秋山哲雄/編 田中大喜/編 勉誠出版

9 214 城郭考古学の冒険  (幻冬舎新書) 千田嘉博/著 幻冬舎

10 214.2 日本史大図解承久の乱 本郷和人/監修 宝島社

11 214.7 列島の戦国史 5 池享/企画編集委員 久保健一郎/企画編集
委員 吉川弘文館

12 215.8 変革の目撃者 上・下 アーネスト・M.サトウ/著 楠家重敏/訳 晃洋書房

13 217.4 「暮し」のファシズム 大塚英志/著 筑摩書房

14 219.3 大名の「定年後」 青木宏一郎/著 中央公論新社

15 219.3 知る・見る・歩く!江戸城 加藤理文/監修 ワン・パブリッシング

16 219.3 古墳時代東国の地域経営 若狭徹/著 吉川弘文館

17 219.6 古代近江の三都 小笠原好彦/著 サンライズ出版

18 222.0 戦争の中国古代史  (講談社現代新書) 佐藤信弥/著 講談社

19 222.6 紅衛兵とモンゴル人大虐殺 楊海英/著 筑摩書房

20 280.4 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 山崎圭一/著 SBクリエイティブ

21 289.1 コシノジュンコ56の大丈夫 コシノジュンコ/著 世界文化社

22 289.1 渋沢栄一92年の生涯 秋の巻 白石喜太郎/著 国書刊行会

23 289.1 半藤一利の昭和史  文藝春秋

24 289.3 ウィリアム・アダムス  (ちくま新書) フレデリック・クレインス/著 筑摩書房

25 290 世界246の首都と主要都市  (地球の歩き方BOOKS) 地球の歩き方編集室/編 地球の歩き方

26 290.9 世界の魅力的な奇岩と巨石139選  (地球の歩き方BOOKS)  地球の歩き方

27 291.0 大きくてよくわかる全国の御城印+武将印 淡交社編集局/編 淡交社

28 291 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 藤田哲史/著 実業之日本社

29 291 誇れる郷土ガイド 中部編2021年版
古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・
編集

シンクタンクせとうち総合
研究機構

30 291.1 北海道の鉄道旅大図鑑 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

31 291.1 札幌 富良野・小樽・旭山動物園  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

32 291.1 十勝・帯広 2021 (まっぷるマガジン)  昭文社

33 291.1 函館  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

34 291.1 北海道  (ブルーガイド)  実業之日本社

35 291.1 るるぶ北海道  '22  JTBパブリッシング

36 291.2 秋田  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 291.2 東北  (ブルーガイド)  実業之日本社

38 291.2 東北  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

39 291.2 福島  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

40 291.3 大東京のらりくらりバス遊覧 続 泉麻人/著 なかむらるみ/絵 東京新聞

41 291.3 歩く地図東京散歩 2022  成美堂出版

42 291.3 おとなの温泉宿ベストセレクション100 2021 (まっぷるマガジン)  昭文社

43 291.3 群馬  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

44 291.3 高尾山ハイキング案内  山と溪谷社

45 291.3 東京完全版 2021  JTBパブリッシング

46 291.3 東京のトリセツ  昭文社

47 291.3 栃木のトリセツ  昭文社

48 291.3 日光・那須  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

49 291.3 るるぶこどもとあそぼ!首都圏  '22  JTBパブリッシング

50 291.4 大学的新潟ガイド 新潟大学人文学部附置地域文化連携セン
ター/編 昭和堂

51 291.4 金沢 能登・加賀温泉郷  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

52 291.4 金沢・北陸  (ブルーガイド)  実業之日本社

53 291.4 佐渡  (地球の歩き方JAPAN)  地球の歩き方

54 291.5 地形がわかる東海道五十三次 大石学/監修 朝日新聞出版

55 291.5 名古屋の江戸を歩く 溝口常俊/編著 風媒社

56 291.5 伊豆  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

57 291.5 伊勢志摩  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

58 291.5 信州  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

59 291.5 るるぶ清里蓼科  '22  JTBパブリッシング

60 291.5 るるぶ浜松浜名湖三河  '22  JTBパブリッシング

61 291.5 るるぶ飛驒高山  '22  JTBパブリッシング

62 291.5 るるぶ山梨  '22  JTBパブリッシング

63 291.6 滋賀・びわ湖  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

64 291.6 るるぶ淡路島  '22  JTBパブリッシング

65 291.6 るるぶ京都  '22  JTBパブリッシング

66 291.6 るるぶ滋賀びわ湖  '22  JTBパブリッシング

67 291.6 るるぶ奈良  '22  JTBパブリッシング

68 291.7 瀬戸内海 倉敷・尾道・広島・宮島  (ブルーガイド)  実業之日本社

69 291.7 広島・宮島  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

70 291.7 るるぶ鳥取  '22  JTBパブリッシング

71 291.7 るるぶ山口萩下関  '22  JTBパブリッシング

72 291.8 香川  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

73 291.8 四国  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

74 291.8 るるぶ香川高松琴平小豆島直島  '22  JTBパブリッシング

75 291.8 るるぶ高知四万十  '22  JTBパブリッシング

76 291.9 奄美大島  (地球の歩き方JAPAN)  地球の歩き方

77 291.9 石垣・宮古 竹富島・西表島  '22 (まっぷるマガジン)  昭文社

78 291.9 るるぶ石垣宮古竹富島西表島  '22  JTBパブリッシング

79 291.9 るるぶ大分別府  '22  JTBパブリッシング

80 291.9 るるぶ沖縄ドライブ  '22  JTBパブリッシング

81 292.5 ぶらっとヒマラヤ 藤原章生/著 毎日新聞出版

82 293.6 愛しのアンダルシアを旅して南スペインへ 中村恵美子/著 イカロス出版

83 295.3 LAフード・ダイアリー 三浦哲哉/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 日本の構造  (講談社現代新書) 橘木俊詔/著 講談社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 302.2 中国 赤間清広/著 毎日新聞出版

3 302.2 ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ  (講談社現代新書) 近藤大介/著 講談社

4 302.2 超大国中国のあゆみ 厳善平/著 晃洋書房

5 302.2 中国の何が問題か? ジェニファー・ルドルフ/編 マイケル・
ソーニ/編 藤原書店

6 302.5 現代カナダを知るための60章 飯野正子/総監修 竹中豊/総監修 明石書店

7 302.5 池上彰の世界の見方 アメリカ 2 池上彰/著 小学館

8 304 時代の異端者たち 青木理/著 翁長雄志/ほか述 河出書房新社

9 304 天声人語 2020年7月-12月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

10 304 武器としての理系思考 武田邦彦/著 ビジネス社

11 304 パンデミック以後  (朝日新書) エマニュエル・トッド/著 大野博人/聞き
手 朝日新聞出版

12 309 ニュー・アソシエーショニスト宣言 柄谷行人/著 作品社

13 311.7 現代民主主義  (中公新書) 山本圭/著 中央公論新社

14 312.1 自民党幹事長二階俊博伝 大下英治/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

15 312.1 政権奪取秘史 大下英治/著 さくら舎

16 312.1 明治十四年の政変  (インターナショナル新書) 久保田哲/著
集英社インターナショナ
ル

17 312.5 アメリカを動かす宗教ナショナリズム  (ちくま新書) 松本佐保/著 筑摩書房

18 312.8 世界の指導者図鑑 2021〜2022年版 (地球の歩き方BOOKS) 『地球の歩き方』編集室/著 地球の歩き方

19 312.9 教養としての「地政学」入門 出口治明/著 日経BP

20 316.1 日本学術会議会員の任命拒否 小森田秋夫/著 花伝社

21 316.1 プライバシーという権利  (岩波新書 新赤版) 宮下紘/著 岩波書店

22 316.4 政治活動入門 外山恒一/著 百万年書房

23 316.8 アンジェラ・デイヴィスの教え アンジェラ・デイヴィス/著 フランク・
バラット/編 河出書房新社

24 317.7 注釈警察官職務執行法 古谷洋一/編著 立花書房

25 318 自治体経営の生産性改革 玉村雅敏/編著 公人の友社

26 318.2 都市格を磨く 山出保/著 北國新聞社

27 318.3 公務員の働き方デザイン 島田正樹/著 学陽書房

28 318.6 まちづくり大全 田中道雄/著 中央経済社

29 318.9 すべての人を温かく迎え入れる村リアーチェ アントニオ・リナルディス/著 中挟知延
子/訳 八千代出版

30 319 やさしく学べる国際政治経済 孫根志華/著 文眞堂

31 319.1 「敦煌」と日本人 榎本泰子/著 中央公論新社

32 319.2 中国が抱える9つの国際問題 宮家邦彦/著 ビジネス教育出版社

33 319.3 ヨーロッパ冷戦史  (ちくま新書) 山本健/著 筑摩書房

34 319.8 核なき時代を生きる君たちへ 安斎育郎/著 かもがわ出版

35 320.7 リーガルイングリッシュ 阿部博友/著 中央経済社

36 323.1 憲法 2 新井誠/著 曽我部真裕/著 日本評論社

37 324.1 民間団体認定制度 碓井光明/著 信山社出版

38 324.4 債権法入門 生田敏康/著 法律文化社

39 324.5 アメリカ人が驚く日本法 樋口範雄/著 商事法務

40 324.6 暮らしにかかわる法律と税金 遠藤みち/著 ビーケイシー

41 324.7 Q&Aおひとりさま高齢単身者の相続・老後資金対策 101会/編著 清文社

42 324.7 身内が亡くなったあとの『手続』と『相続』 岡信太郎/監修 本村健一郎/監修 三笠書房

43 324.7 Q&Aでわかる!デジタル遺産の相続 笹川豪介/著 関原秀行/著 きんざい

44 324.7 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 相続研究会/著 秀和システム

45 324.7 遺産分割実務マニュアル 東京弁護士会法友全期会相続実務研究会/
編集 ぎょうせい

46 324.7 普通の家でも起こる相続トラブル対策入門
細越善斉/監修 円満相続を応援する士業
の会/共同監修 あさ出版

47 324.9 中華人民共和国民法典 胡光輝/著 日本加除出版

48 325.1 最新商業登記の基本と実務 松岡慶子/監修 三修社

49 325.2 一人でできる定款作成から会社設立登記まで 安達敏男/著 吉川樹士/著 日本加除出版

50 325.2 会社法 神田秀樹/著 弘文堂

51 325.2 Before/After会社法改正 田中亘/編著 梅野晴一郎/編著 弘文堂

52 325.2 知りたいことがすぐわかる図解会社法のしくみ 中島成/著 日本実業出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 326.2 大崎事件と私 鴨志田祐美/著 LABO

54 326.2 名誉毀損判例・実務全書 升田純/著 民事法研究会

55 326.3 犯罪学 ティム・ニューバーン/著 岡邊健/監訳 ニュートンプレス

56 326.5 塀の中の残念なおとな図鑑 美達大和/著 主婦の友社

57 326.9 <犯罪大国アメリカ>のいま 西山隆行/著 弘文堂

58 327.0 女性と戦後司法 中村久瑠美/著 論創社

59 327.1 ひとり行政書士の開業・集客・受任ガイド 上山雅子/著 中央経済社

60 327.3 倒産判例百選 松下淳一/編 菱田雄郷/編 有斐閣

61 327.6 ひとりぼっちが怖かった 朝日新聞社会部/著 幻冬舎

62 327.6 裁判員制度ナビゲーション 2020 最高裁判所/編 最高裁判所

63 329.8 国際関係私法入門 松岡博/編 有斐閣

64 330 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか? 奥野一成/著 ダイヤモンド社

65 330.4 中学生から知っておきたい!悪い大人にお金をだまし取られない全知識 イケダハヤト/著 主婦の友社

66 331.2 今こそ読みたいガルブレイス  (インターナショナル新書) 根井雅弘/著
集英社インターナショナ
ル

67 331.7 超訳ケインズ『一般理論』 ジョン・メイナード・ケインズ/原著 山形浩生
/編・訳・解説 東洋経済新報社

68 332.0 パンデミックは資本主義をどう変えるか ロベール・ボワイエ/著 山田鋭夫/訳 藤原書店

69 332.2 チャイナ・イノベーション 2 李智慧/著 日経BP

70 332.8 危機突破力 加来耕三/著 日経BP

71 333.6 日本化におびえる世界 太田康夫/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

72 333.8 日本のSDGs 高橋真樹/著 大月書店

73 334.3 少子化論 続 松田茂樹/著 学文社

74 334.4 在日ムスリムの声を聴く 大橋充人/著 晃洋書房

75 334.4 越えていく人 神里雄大/著 亜紀書房

76 335 起業家精神のルーツCHUTZPAH インバル・アリエリ/著 前田恵理/訳 CCCメディアハウス

77 335 定年ひとり起業 大杉潤/著 自由国民社

78 335 新型コロナウイルスと企業法務 竹平征吾/編著 牟礼大介/編著 商事法務

79 335 今日から法務パーソン 藤井豊久/編著 守田達也/編著 商事法務

80 335 経営者になったら押さえておくべき法律知識 淵邊善彦/著 第一法規

81 335 これからのお金のつかみ方 増田裕介/著 主婦の友社

82 335.1 小さな会社のSDGs実践の教科書 青柳仁士/著 翔泳社

83 335.1 会社を伸ばす社長の心得と法則 井上達也/著 明日香出版社

84 335.1 最後の弟子が松下幸之助から学んだ経営の鉄則 江口克彦/著 フォレスト出版

85 335.1 SDGsをISO 14001/9001で実践する 黒柳要次/著 日本規格協会

86 335.1 すべての経営者が知っておくべき理想の引退を迎えるための心得 古小路勝利/著 同友館

87 335.1 成功へと導くヒューマンライツ経営 松田純一/著 湊信明/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

88 335.1 ロッテ創業者 重光武雄の経営 柳町功/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

89 335.2 Shapers 伊藤豊/著
クロスメディア・パブ
リッシング

90 335.3 社長の想いを引き継ぐ事業承継の進め方 飯島彰仁/監修 中小企業の事業承継を支援する
士業の会/共同監修 あさ出版

91 335.3 社長が突然死んだら? 伊勢田篤史/著 税務経理協会

92 335.3 弁護士が教える!事例でわかる中小企業の法律トラブル対応 川上善行/著 学陽書房

93 335.3 社長、会社を誰に、どう継がせますか? 門澤慎/著 佐奈徹也/著 かんき出版

94 335.7 地方自治体への営業 伊藤健太郎/著 みらいパブリッシング

95 336 弁護士に学ぶ!企業不祥事・謝罪対応のゴールデンルール 奥山倫行/著 民事法研究会

96 336 高速PDCA見るだけノート 川原慎也/監修 宝島社

97 336 世界一やさしいコンサルティングプロジェクトの説明書 ストラテジーテック・コンサルティング/著
クロスメディア・パブ
リッシング

98 336 ダイナモ人を呼び起こせ 知識創造プリンシプルコンソーシアム/著 日経BP

99 336 AI経営のリスクマネジメント 寺嶋正尚/編著
日経BP日本経済新聞出版
本部

100 336 世界のビジネス書50の名著 T.バトラー=ボードン/著 大間知知子/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

101 336.1 事業成長につなげるデジタルテクノロジーの教科書 片山智弘/著 大学教育出版

102 336.1 DX経営図鑑 金澤一央/著 DX Navigator編集部/著 アルク

103 336.1 CISOハンドブック 高橋正和/著 荒木粧子/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

104 336.1 これからのデザイン経営 永井一史/著
クロスメディア・パブ
リッシング

105 336.1 ZERO IMPACT 鉢嶺登/著 日経BP

106 336.1 意思決定分析と予測の活用 馬場真哉/著 講談社

107 336.1 Hope for tomorrow 松井昌代/監修 プレジデント社

108 336.1 世界標準のテクノロジー教養 山本康正/著 幻冬舎

109 336.2 これからのデザイン思考 小山田那由他/著 エムディエヌコーポレーショ
ン

110 336.2 POSITIVE DEVIANCE リチャード・パスカル/著 ジェリー・ス
ターニン/著 東洋経済新報社

111 336.2 This is Lean
ニクラス・モーディグ/著 パール・オー
ルストローム/著 翔泳社

112 336.3 これからのマネジャーは邪魔をしない。 石倉秀明/著 フォレスト出版

113 336.3 リフレクション 熊平美香/著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

114 336.3 オニオン・リーダーシップ 中谷英峰/著 中央公論新社

115 336.3 チームワーキング 中原淳/著 田中聡/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

116 336.3 できる上司は会話が9割 林健太郎/著 三笠書房

117 336.3 これからのマネジャーが大切にすべきこと ヘンリー・ミンツバーグ/著 池村千秋/訳 ダイヤモンド社

118 336.4 ビジネスマナー解体新書 岩崎智子/監修 ナツメ社

119 336.4 テレワークを導入・運用するときこれだけは知っておきたい労務管理 HRプラス社会保険労務士法人/著 アニモ出版

120 336.4 稼げる話術 鴨頭嘉人/著 宝島社

121 336.4 ジョブ型雇用と採用戦略 小林毅/著 ベストブック

122 336.4 ジョブ型人事制度の教科書 柴田彰/著 加藤守和/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

123 336.4 オンライン採用 伊達洋駆/著
日本能率協会マネジメン
トセンター

124 336.4 女性が共に、より羽ばたくために ザ・ドリーム・コレクティブ/著 現代書林

125 336.4 電話応対これができればOKです! 直井みずほ/監修 ナツメ社

126 336.4 超ジョブ型人事革命 西尾太/著 日経BP

127 336.4 人が動きたくなる言葉を使っていますか ひきたよしあき/著 大和書房

128 336.4 不況に対応する「雇用調整」の実務 布施直春/著 中央経済社

129 336.4 リモートマネジメントの教科書 武藤久美子/著
クロスメディア・パブ
リッシング

130 336.5 ミスしない大百科 飯野謙次/著 宇都出雅巳/著 SBクリエイティブ

131 336.5 徹底解説RPAツールWinActor導入・応用完全ガイド NTTアドバンステクノロジ株式会社/監修
清水亮/著 秀和システム

132 336.5 Google Workspace完全マニュアル 桑名由美/著 秀和システム

133 336.5 Microsoft Teams仕事術 椎野磨美/著 技術評論社

134 336.5 できるはんこレス入門 清水理史/著 法林岳之/著 インプレス

135 336.5 できるUiPath StudioXはじめての業務RPA 清水理史/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

136 336.5 新人のための『仕事のミスゼロ』チェックリスト50
藤井美保代/著 ビジネスプラスサポート/
監修 同文舘出版

137 336.5 テレワークの働き方を変えるMicrosoft Teams完全ガイド 松下典子/著 飯田成康/著 インプレス

138 336.5 今すぐ使えるかんたんテレワーク入門 リンクアップ/著 技術評論社

139 336.8 財務3表一体理解法  (朝日新書) 國貞克則/著 朝日新聞出版

140 336.8 財務3表図解分析法  (朝日新書) 國貞克則/著 朝日新聞出版

141 336.8 財務3表一体理解法 発展編 (朝日新書) 國貞克則/著 朝日新聞出版

142 336.8 助成金申請の実務 田中実/著 中央経済社

143 336.9 監査役監査の基本がわかる本 EY新日本有限責任監査法人/編 同文舘出版

144 336.9 リモート経理完全マニュアル 井ノ上陽一/著 ダイヤモンド社

145 336.9 税理士の事件簿 楠木尚成/著 現代書林

146 336.9 会計の地図 近藤哲朗/著 沖山誠/著 ダイヤモンド社

147 336.9 記載例でわかる消費税複数税率の申告実務 令和3年版 佐々木京子/著 平川会計パートナーズ/編
著 ぎょうせい

148 336.9 ゼロからスタート!富田茂徳の簿記2級1冊目の教科書
富田茂徳/著 LEC東京リーガルマインド/
監修 KADOKAWA

149 337.2 「お金」で読み解く日本史 島崎晋/著 SBクリエイティブ

150 338.1 お金偏差値30からの株式投資  (扶桑社新書) 足立武志/著 扶桑社

151 338.1 今さら聞けない投資の超基本 泉美智子/著 奥村彰太郎/監修 朝日新聞出版

152 338.1 イェール大学流投資戦略
デビッド・F.スウェンセン/著 大輪秋彦/
監訳 パンローリング

153 338.1 藤巻健史の資産運用大全  (幻冬舎新書) 藤巻健史/著 幻冬舎

154 338.1 はじめての米国株1年生新・儲かるしくみ損する理由がわかる本 安恒理/著 明日香出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

155 338.2 史料で読む日本の金融 浜中秀一郎/著 きんざい

156 338.3 日銀ETF問題 平山賢一/著 中央経済社

157 338.6 中小企業金融における保険の役割 浅井義裕/著 中央経済社

158 338.6 日本政策金融公庫の融資活用ガイド さむらい行政書士法人/著 セルバ出版

159 338.7 サラ金の歴史  (中公新書) 小島庸平/著 中央公論新社

160 361.2 マクルーハン・プレイ 中澤豊/著 実業之日本社

161 361.2 ディスタンクシオン 1～2 ピエール・ブルデュー/著 石井洋二郎/訳 藤原書店

162 361.4 気弱さんのための言いにくいモノの言い方 五百田達成/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

163 361.4 友人の社会史 石田光規/著 晃洋書房

164 361.4 他人に気をつかいすぎて疲れる人の心理学 加藤諦三/著 青春出版社

165 361.4 クリティカル・ワード メディア論 門林岳史/編 増田展大/編 フィルムアート社

166 361.4 CULTURE HACKS
リチャード・コンラッド/著 福井久美子/
訳 ダイヤモンド社

167 361.4 今まであなたのこと友達だと思ってたのに ソンユミ/著 吉川南/訳 かんき出版

168 361.4 人の心は一瞬でつかめる ジョン・ネフィンジャー/著 マシュー・
コフート/著 あさ出版

169 361.5 日本大衆文化論アンソロジー
日文研大衆文化研究プロジェクト/編 伊
藤慎吾/編集委員 太田出版

170 361.6 21世紀の《想像の共同体》 安立清史/著 弦書房

171 361.8 絶望死 ニコラス・D.クリストフ/著 シェリル・
ウーダン/著 朝日新聞出版

172 361.9 初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析 安藤明之/著 日本評論社

173 364 すぐにもらえるお金と使えるサービス 溝口知実/著・監修 自由国民社

174 364 経済学で考える社会保障制度 安岡匡也/著 中央経済社

175 364.6 障害年金の手続きから社会復帰まで 漆原香奈恵/著 秀和システム

176 365 ギフトエコノミー リーズル・クラーク/著 レベッカ・ロッ
クフェラー/著 青土社

177 365.5 デジノグラフィ 博報堂生活総合研究所/著 宣伝会議

178 366.0 世界で学ぶ、働くことは生きること 生田博子/編著 村井浩二/著 書肆侃侃房

179 366.2 老後レス社会  (祥伝社新書) 朝日新聞特別取材班/著 祥伝社

180 366.2 “経験ゼロ”から始めるAI時代の新キャリアデザイン 石角友愛/著 KADOKAWA

181 366.2 「副業」の研究 川上淳之/著 慶應義塾大学出版会

182 366.2 障害者の経営学 寺島雅隆/著 三恵社

183 366.3 失われた賃金を求めて イミンギョン/著 小山内園子/訳 タバブックス

184 366.9 モチベーションに火をつける働き方の心理学 池田浩/著 日本法令

185 367.1 DV・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS相談 社会的包摂サポートセンター/編 全国女
性シェルターネット/監修 明石書店

186 367.2 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会/編 服藤早苗/ほか執筆 岩波書店

187 367.3 「子育て」のとらわれを超える 根ケ山光一/著 新曜社

188 367.3 「ふつうの家族」にさようなら 山口真由/著 KADOKAWA

189 367.5 「男らしさ」はつらいよ ロバート・ウェッブ/著 夏目大/訳 双葉社

190 367.6 毒になる親 スーザン・フォワード/著 玉置悟/訳 毎日新聞出版

191 367.6 ひきこもりソーシャルワーク 山本耕平/著 かもがわ出版

192 367.7 新型コロナと人生100年時代 新聞通信調査会/編 新聞通信調査会

193 367.7 おひとりさまの認知症 高瀬義昌/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

194 367.9 「不倫」という病 片田珠美/著 大和書房

195 367.9 ティーンズ・ボディーブック 北村邦夫/著 伊藤理佐/イラスト 中央公論新社

196 367.9 LGBT法律相談対応ガイド 東京弁護士会LGBT法務研究部/編著 第一法規

197 368.2 戦争孤児たちの戦後史 3  吉川弘文館

198 368.3 自死遺族として生きる 若林一美/著 青弓社

199 368.6 キツネ目 岩瀬達哉/著 講談社

200 368.6 冷酷 小野一光/著 幻冬舎

201 368.6 お金で騙す人お金に騙される人 ベン・カールソン/著 岡本千晶/訳 原書房

202 369.0 マイノリティデザイン 澤田智洋/著 ライツ社

203 369.1 脱「いい子」のソーシャルワーク 坂本いづみ/著 茨木尚子/著 現代書館

204 369.1 事例でわかる介護現場の外国人材受け入れ方と接し方ガイド 結城康博/編集代表 金井怜己/編集代表 ぎょうせい

205 369.2 男が介護する  (中公新書) 津止正敏/著 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

206 369.3 誰もが<助かる>社会 渥美公秀/編 石塚裕子/編 新曜社

207 369.3 魂の発電所 池尾伸一/著 徳間書店

208 369.3 福島モノローグ いとうせいこう/著 河出書房新社

209 369.3 原発事故自治体からの証言  (ちくま新書) 今井照/編 自治総研/編 筑摩書房

210 369.3 原発避難者「心の軌跡」 今井照/編著 朝日新聞福島総局/編著 公人の友社

211 369.3 起こった事は最悪だけど、出会った事は最高。 大土雅宏/著 東京キララ社

212 369.3 子どもの命と未来を守る!「防災」新常識 奥村奈津美/著 辰巳出版

213 369.3 永訣
金菱清/編 東北学院大学震災の記録プロ
ジェクト/編 新曜社

214 369.3 新復興論 小松理虔/著 ゲンロン

215 369.3 クライシスマネジメントの本質 西條剛央/著 山川出版社

216 369.3 災害列島・日本 3.11写真記録委員会/編 芥川仁/ほか撮影 扶桑社

217 369.3 キャンプ×防災のプロが教える新時代の防災術 寒川一/監修 学研プラス

218 369.3 災害・社会リスクへの処方箋 末次忠司/著 技報堂出版

219 369.3 津波を乗り越えた町々 谷口雅彦/写真・文 双葉社

220 369.3 東日本大震災からのスタート 東北大学災害科学国際研究所/編 東北大学出版会

221 369.3 今どき防災バイブル 冨川万美/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

222 369.3 コンセントの向こう側 中筋純/著 小学館

223 369.3 パッと見!防災ブック 野村功次郎/著 大泉書店

224 369.3 東日本大震災と原発事故からの10年 東日本国際大学健康社会戦略研究所/編 東日本国際大学出版会

225 369.3 東電福島原発事故自己調査報告 細野豪志/著 開沼博/編 徳間書店

226 369.3 おしゃれ防災アイデア帖 Misa/著 山と溪谷社

227 369.3 潜匠 矢田海里/著 柏書房

228 369.3 わかな十五歳 わかな/著 ミツイパブリッシング

229 369.3 東日本大震災10年復興の歩み  河北新報社

230 369.4 見えない妊娠クライシス 佐藤拓代/編著 松岡典子/著 かもがわ出版

231 369.4 福島の子どもたち 鈴木庸裕/編著 伊藤弥/ほか著 かもがわ出版

232 369.4 宮城まり子とねむの木学園 渡邊弘/著 潮出版社

233 369.9 セルフヘルプ・グループとサポート・グループ実施ガイド 高松里/著 金剛出版

234 371.4 自傷行為への学校での対応 坂口由佳/著 新曜社

235 371.4 チャイルド・アートの発達心理学 鈴木忠/著 新曜社

236 371.4 FACESいじめをこえて NHK「FACES」プロジェクト/著 KADOKAWA

237 371.4 教師が知らない「子どものスマホ・SNS」新常識 藤川大祐/著 教育開発研究所

238 371.4 子どもが不登校になったら読む本 rika/著 Clover出版

239 372.1 日本の教育はダメじゃない  (ちくま新書) 小松光/著 ジェルミー・ラプリー/著 筑摩書房

240 372.2 アジア教育情報シリーズ 1巻～3巻 大塚豊/監修 一藝社

241 374.3 伝わり方が劇的に変わる!6つの声を意識した声かけ50 熱海康太/著 東洋館出版社

242 374.3 教師のコミュニケーション大全 三好真史/著 東洋館出版社

243 374.4 今、子どもたちに伝えたい入学式・卒業式の校長式辞40選 学校講話・メッセージ研究会/編集 教育開発研究所

244 374.6 保護者のお悩み解決します! くまゆうこ/著 小野田正利/著 東洋館出版社

245 375 中学生の勉強大全 道山ケイ/著 主婦の友社

246 375.1 できるMicrosoft Teams for Educationすぐに始めるオンライン授業 清水理史/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

247 375.1 教師の授業技術大全 三好真史/著 東洋館出版社

248 375.4 まるごと体育遊び・ゲーム 黒井信隆/編著 いかだ社

249 375.4 理科総合大百科 2021  少年写真新聞社

250 375.8 英語でビブリオバトル実践集 木村修平/編著 近藤雪絵/編著 子どもの未来社

251 376.1 保育に役立つあそびのアイデア 阿部直美/著 浅野ななみ/著 成美堂出版

252 376.1 3〜5歳児育ちをとらえる!あそびと10の姿 阿部恵/著 学研教育みらい

253 376.1 かわいい!保育のデコ文字おたすけブック イシグロフミカ/著 玄光社

254 376.1 幼稚園・保育園のためのおたより文例&イラスト集 押田可奈子/著 技術評論社

255 376.1 すぐに使える!カモさんのかわいいペープサート カモ/著 新星出版社

256 376.1 離れてあそぼう 桐川敦子/著 東洋館出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

257 376.1 0〜5歳児春夏秋冬環境づくりすぐに使える378のアイディア 瀧川光治/著 ひかりのくに

258 376.1 実践!0・1・2歳児わくわく手作りおもちゃ 西坂小百合/監修 ナツメ社

259 376.1 あるく・はなす・かんがえる ウルリケ・ペッター/著 入間カイ/訳 水声社

260 376.1 子どものための食事マナー みんなのお箸プロジェクト/監修 メイト

261 376.1 0.1.2歳児毎日できるふだんあそび100 安井素子/著 高崎温美/著 学研教育みらい

262 376.8 親が偏差値思考をやめれば、不思議なほどわが子は伸びる 青木唯有/著 幻冬舎

263 376.8 大学図鑑! 2022 オバタカズユキ/監 しりあがり寿/絵 ダイヤモンド社

264 376.8 成果の方程式 萩原湧人/著 学研プラス

265 377.0 女性リーダー育成への挑戦 昭和女子大学女性文化研究所/編 御茶の水書房

266 377.1 オンライン授業で大学が変わる 堀和世/著 大空出版

267 377.9 内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機完全版  '23年度版 坂本直文/著 高橋書店

268 377.9 新しいキャリアデザイン 見舘好隆/監修・著 保科学世/ほか著 九州大学出版会

269 378.8 家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいDCD発達性協調運動障害 伊藤祐子/監修 ミネルヴァ書房

270 378.8 発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング 上野良樹/著 作業療法チーム/著 ぶどう社

271 378.8 発達の気になる子の体の動き しくみとトレーニング 川上康則/監修 ナツメ社

272 379.7 LIMITLESS超加速学習 ジム・クウィック/著 三輪美矢子/訳 東洋経済新報社

273 379.9 子育てのノロイをほぐしましょう 赤木和重/著 日本評論社

274 379.9 ポジティブ育児メソッド 浦谷裕樹/著 プレジデント社

275 379.9 我が家はこうして読解力をつけました 佐藤亮子/著 くもん出版

276 379.9 敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本「立ち直る力」育成編 長岡真意子/著 秀和システム

277 379.9 いま、子育てどうする? 弘田陽介/話し手 棚澤明子/聞き手 彩流社

278 379.9 勉強に自己肯定感は必要ない 本多ゆきえ/著 西日本出版社

279 379.9 耳をすまして目をこらす 宮里暁美/著 赤ちゃんとママ社

280 379.9 モンテッソーリ式おうち子育て エロイーズ・リックマン/著 山内めぐみ/訳 ダイヤモンド社

281 383.5 赤毛の文化史 ジャッキー・コリス・ハーヴィー/著 北田
絵里子/訳 原書房

282 383.8 日本外食全史 阿古真理/著 亜紀書房

283 383.8 食の文化史 大塚滋/著 吉川弘文館

284 383.8 図説英国王室の食卓史 スーザン・グルーム/著 矢沢聖子/訳 原書房

285 383.8 茶の文化史 孔令敬/著 鷗出版

286 384.7 性の歴史 ナンセン&ピカール/編著 藤本悠里/訳 文響社

287 385.6 墓じまい・改葬ハンドブック 大橋理宏/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

288 386.1 日本の祭り 2020～21年版 日本の祭りネットワーク/編 日本の祭りネットワーク

289 387 牛頭天王と蘇民将来伝説 川村湊/著 作品社

290 387 図説魔女の文化史 セリヌ・デュ・シェネ/著 蔵持不三也/訳 原書房

291 388 図説異形の生態 ジャン=バティスト・ド・パナフィユー/著 カ
ミーユ・ランヴェルサッド/画 原書房

292 388.0 昔話と子どもの空想 東京子ども図書館/編纂 東京子ども図書館

293 388.1 ツッコミ読み!裏切りの日本昔話 ながたみかこ/著 笠間書院

294 388.3 ヨーロッパの都市伝説  (祥伝社新書) 片野優/著 須貝典子/著 祥伝社

295 389.0 生態人類学は挑む MONOGRAPH1  京都大学学術出版会

296 391.2 神雷部隊始末記 加藤浩/著 ホビージャパン

297 397.2 就職先は海上自衛隊 文系女子大生の逆襲篇 時武ぼたん/著 潮書房光人新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 私の科学者ライフ 女性科学者に明るい未来をの会/編 日本評論社

2 404 宇宙研究のつれづれに 池内了/著 青土社

3 404 ロケット科学者の思考法 オザン・ヴァロル/著 安藤貴子/訳 サンマーク出版

4 404 良心から科学を考える 同志社大学良心学研究センター/編 岩波書店

5 404 迷走生活の方法 福岡伸一/著 文藝春秋

6 404 科学資本のパラダイムシフト  (知の新書) 矢野雅文/著
文化科学高等研究院出版
局

7 404 科学の歳時記 渡辺政隆/文 山本美希/絵 教育評論社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 407 発表倫理 山崎茂明/著 樹村房

9 407 科学絵本の世界100  平凡社

10 410 数学
ポール・パーソンズ/著 ゲイル・ディクソ
ン/著 ニュートンプレス

11 410 アートのための数学 牟田淳/著 オーム社

12 417 統計学 今野紀雄/監修 新星出版社

13 417 多様性工学 中田亨/著 日科技連出版社

14 417 ダークデータ デイヴィッド・J.ハンド/著 黒輪篤嗣/訳 河出書房新社

15 417 統計学の基礎から学ぶExcelデータ分析の全知識 三好大悟/著 堅田洋資/監修 インプレス

16 417 難しい数式はまったくわかりませんが、確率・統計を教えてください! ヨビノリたくみ/著 SBクリエイティブ

17 420.4 物理学者のすごい思考法  (インターナショナル新書) 橋本幸士/著
集英社インターナショナ
ル

18 429.6 文系のためのめっちゃやさしい超ひも理論 松尾泰/監修 ニュートンプレス

19 429.6 超ひも理論と宇宙のすべてを支配する数式  ニュートンプレス

20 440 はやぶさ2全軌跡と宇宙の最前線 高橋典嗣/監修 昭文社

21 440.4 宇宙まるごとQ&A 北本俊二/著 原田知広/著 理工図書

22 440.4 小さなことにあくせくしなくなる天文学講座 谷口義明/著
PHPエディターズ・グルー
プ

23 441.1 三体問題  (ブルーバックス) 浅田秀樹/著 講談社

24 442 天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック/著 川添節子/訳 原書房

25 448.9 その問題、デジタル地図が解決します 中島円/著 ベレ出版

26 451 ゼロからわかる天気と気象  ニュートンプレス

27 451.8 気候で読み解く人物列伝 日本史編 田家康/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

28 452 なぞとき深海1万メートル 蒲生俊敬/著 窪川かおる/著 講談社

29 457.8 ifの地球生命史 土屋健/著 服部雅人/イラスト 技術評論社

30 460.3 学名の秘密 スティーヴン・B.ハード/著 上京恵/訳 原書房

31 460.4 生命の謎に迫る 太田猛彦/特別監修 藤嶋昭/特別監修 学研プラス

32 461 WHAT IS LIFE? ポール・ナース/著 竹内薫/訳 ダイヤモンド社

33 464 これだけ!生化学 稲垣賢二/監修 生化学若い研究者の会/著 秀和システム

34 467.0 遺伝 ジョン・ウォラー/著 廣野喜幸/監訳 ニュートンプレス

35 467.2 寿命遺伝子  (ブルーバックス) 森望/著 講談社

36 468.8 湘南波の下水族館 佐藤輝/著 鍵井靖章/著 青菁社

37 469.2 目的に合わない進化 上・下 アダム・ハート/著 柴田譲治/訳 原書房

38 470 野の花拡大図鑑 岩槻秀明/著 日本文芸社

39 470.4 大事なことは植物が教えてくれる 稲垣栄洋/著 マガジンハウス

40 480.9 ベジタリアン哲学者の動物倫理入門 浅野幸治/著 ナカニシヤ出版

41 481.1 つのじまんつのくらべ 小宮輝之/文・写真 メディアパル

42 482.1 岐阜県の動物 向井貴彦/編著 森部絢嗣/編著 岐阜新聞社

43 486.7 野生ミツバチの知られざる生活 トーマス・シーリー/著 西尾義人/訳 青土社

44 488.0 草木鳥鳥文様 梨木香歩/文 ユカワアツコ/絵 福音館書店

45 488.2 庭や街で愛でる野鳥の本 大橋弘一/著 山と溪谷社

46 488.2 時間軸で探る日本の鳥 黒沢令子/編著 江田真毅/編著 築地書館

47 488.9 カラスをだます  (NHK出版新書) 塚原直樹/著 NHK出版

48 490.1 行動科学でより良い社会をつくる 瓜生原葉子/著 文眞堂

49 490.1 欧米に寝たきり老人はいない 宮本顕二/著 宮本礼子/著 中央公論新社

50 490.2 病気の日本近代史  (小学館新書) 秦郁彦/著 小学館

51 490.4 からだのトリビア教えます Part2 中尾篤典/著 羊土社

52 490.9 漢方がみちびく心と体のレジリエンス<回復力> 萩原圭祐/著 大阪大学出版会

53 491.5 ビジュアル「毒」図鑑200種 齋藤勝裕/著 秀和システム

54 491.7 プロバイオティクス物語 古賀泰裕/著 毎日新聞出版

55 492 病気がみえる vol.2 医療情報科学研究所/編集 メディックメディア

56 492.1 シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相 ジョン・キャリールー/著 関美和/訳 集英社

57 492.1 健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本 小橋隆一郎/著 主婦の友社

58 492.9 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策 洪愛子/編集 中央法規出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

59 492.9 新型コロナウイルス ナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部/編 日本看護協会出版会

60 493.1 花粉症と人類  (岩波新書 新赤版) 小塩海平/著 岩波書店

61 493.1 つくられた放射線「安全」論 島薗進/著 専修大学出版局

62 493.1 アレルギー マーク・ジャクソン/著 大塚宜一/監訳 時空出版

63 493.1 スタンフォード大学発食物アレルギー克服プログラム ケアリー・ナドー/著 スローン・バーネット/
著 CCCメディアハウス

64 493.1 あの人も転んだこの人も転んだ 武藤芳照/著 日本転倒予防学会/監修 三恵社

65 493.2 「心臓弁膜症」と言われたら読む本 柴山謙太郎/著 田端実/著 中外医学社

66 493.2 専門医が教える動悸・息切れ・胸の痛みが気になったら最初に読む本 山下武志/著 あさ出版

67 493.2 下肢静脈瘤  文響社

68 493.3 その息切れはCOPDです 石本修/著 さくら舎

69 493.4 胃を切った人が元気になる献立&レシピ 主婦の友社/編 主婦の友社

70 493.4 スッキリ解決!腸のお悩みQ&A 松生恒夫/著 海竜社

71 493.4 腸すっきり!スーパー快便力 山名哲郎/著 主婦の友社

72 493.6 テレワークの腰痛・肩こりは自分で治せる! 酒井慎太郎/著 学研プラス

73 493.6 イラストでわかる骨・筋肉・神経のしくみ事典 田中利和/著 ナツメ社

74 493.7 心療内科・精神科の薬、やめ方・使い方 石川憲彦/著 ジャパンマシニスト社

75 493.7 精神疾患とは何だろうか 石丸昌彦/著 左右社

76 493.7 発達障害はなぜ誤診されるのか 岩波明/著 新潮社

77 493.7 科学的に正しい認知症予防講義 浦上克哉/著 翔泳社

78 493.7 家族のための認知症ケア 繁田雅弘/監修 NHK出版

79 493.7 HSPとグレーゾーンな人たち 高田明和/著 廣済堂出版

80 493.7 大人の発達障害の真実 傳田健三/著 誠信書房

81 493.7 ADHD脳で困ってる私がしあわせになる方法 中島美鈴/著 主婦の友社

82 493.7 敏感すぎる人のいつものしんどい疲れがすーっとラクになる本 長沼睦雄/著 永岡書店

83 493.7 認知症 笑顔がよみがえる治し方 松野晋太郎/著 主婦の友社

84 493.7 お父さんが発達障害とわかったら読む本 宮尾益知/監修 河出書房新社

85 493.8 ガマンしていませんか?帯状疱疹の痛み 岡秀昭/著 西田裕介/著 ライフサイエンス出版

86 493.8 今だから知りたいワクチンの科学 中西貴之/著 宮坂昌之/監修 技術評論社

87 494.2 メスを超える 杉本真樹/著 東洋経済新報社

88 494.6 Q&Aでわかる痔のすべて 平田雅彦/著 主婦の友社

89 494.9 腎機能自力で強化!腎臓の名医が教える最新1分体操大全 上月正博/著 文響社

90 496.7 鼻専門医が教える「熟睡」を手にする最高の方法 黄川田徹/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

91 497.5 最新インプラント治療 覚本貴仁/著 阿部出版

92 498 北欧から「生きやすい社会」を考える 赤地葉子/著 新曜社

93 498 なぜ社会は分断するのか 伊藤浩志/著 専修大学出版局

94 498.1 ワクチンいかに決断するか R.E.ニュースタット/著 H.V.ファインバー
グ/著 藤原書店

95 498.3 長生き1分片足立ち 伊賀瀬道也/著 文響社

96 498.3 自律神経の名医が教えるココロとカラダの疲れとり大全 小林弘幸/著 SBクリエイティブ

97 498.3 順天堂大学医学部健康スポーツ室式長生き部屋トレ 順天堂大学医学部附属順天堂医院健康スポーツ
室/監修 文響社

98 498.3 老い楽のすゝめ 日ノ下文彦/著 文芸社

99 498.3 最新研究が示す病気にならない新常識  (新潮新書) 古川哲史/著 新潮社

100 498.3 医師が教える内臓疲労回復 松尾伊津香/著 中田航太郎/監修
クロスメディア・パブ
リッシング

101 498.5 最強でエレガントな免疫を作る100のレッスン エリカ・アンギャル/著 幻冬舎

102 498.5 歪められた食の常識 ティム・スペクター/著 寺町朋子/訳 白揚社

103 498.5 お手軽気血ごはん 瀬戸佳子/著 文化学園文化出版局

104 498.5 食品免疫学のプロが書いたウイルスに負けない最高の食事術 戸塚護/著 扶桑社

105 498.5 脳の不調を治す食べ方 ウーマ・ナイド/著 長谷川圭/訳 KADOKAWA

106 498.5 美人をつくる!毎日の「こうじ水」 野崎ゆみこ/著 光文社

107 498.5 一生健康パワーサラダ 牧田善二/著 行正り香/著 日本文芸社

108 498.5 老化をとめる本 牧田善二/著 フォレスト出版

109 498.5 香りで料理を科学するフードペアリング大全
ベルナール・ラウース/著 ピーター・
クーカイト/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 498.5 健康食大全 ウィリアム・リー/著 田中文/訳 早川書房

111 498.5 科学者たちが語る食欲 デイヴィッド・ローベンハイマー/著 ス
ティーヴン・J.シンプソン/著 サンマーク出版

112 498.6 次なるパンデミックを回避せよ 井田徹治/著 岩波書店

113 498.6 新型コロナデータで迫るその姿 浦島充佳/著 化学同人

114 498.6 感染症と憲法 大林啓吾/編 青林書院

115 498.6 新型コロナ対策Book 玉川進/著 留萌消防組合消防本部/著 近代消防社

116 498.6 医学探偵ジョン・スノウ サンドラ・ヘンペル/著 杉森裕樹/訳 大修館書店

117 498.6 定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 2020年後半 森達也/編著 論創社

118 499.0 創薬ベンチャーに学ぶプロモーション戦略 冨田健司/著 中央経済社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 フクシマ後10年 橘川武郎/著 文眞堂

2 501.8 LONG LIFE DESIGN 2 ナガオカケンメイ/企画・構成 D&DEPARTMENT PROJECT

3 502 人類とイノベーション マット・リドレー/著 大田直子/訳 ニューズピックス

4 509.6 メカニズム展開で開発生産性を上げろ 伊藤朋之/著 笠間稔/著 日刊工業新聞社

5 509.6 上手な機械学習と統計的品質管理の使い方入門 渡邉克彦/著 日科技連出版社

6 517 地図とデータで見る水の世界ハンドブック ダヴィド・ブランション/著 オーレリー・ボワ
シエール/地図製作 原書房

7 518.8 未来都市はムラに近似する 北山恒/著 彰国社

8 518.8 図解パブリックスペースのつくり方 忽那裕樹/編著 平賀達也/編著 学芸出版社

9 518.8 都市計画の構造転換 日本都市計画学会/編著 鹿島出版会

10 519.1 サーキュラーエコノミー 梅田靖/編著 21世紀政策研究所/編著 勁草書房

11 519.1 気候危機とコロナ禍  (知の新書) 松下和夫/著
文化科学高等研究院出版
局

12 519.7 産廃編年史50年 杉本裕明/著 環境新聞社

13 519.7 テロと産廃 杉本裕明/著 花伝社

14 519.7 これは廃棄物?だれが事業者?お答えします!廃棄物処理 龍野浩一/著 第一法規

15 520.4 小さな声からはじまる建築思想 神田順/著 現代書館

16 520.9 世界で一番やさしい建築物省エネ法 ビューローベリタスジャパン建築認証事業本部
インサービス検査事業本部/著 エクスナレッジ

17 521.8 よみがえる白鳳の美 加藤朝胤/著 鈴木嘉吉/著 朝日新聞出版

18 521.8 日本の歴史的建造物  (中公新書) 光井渉/著 中央公論新社

19 523.1 日本近現代建築の歴史 日埜直彦/著 講談社

20 524.8 YKK AP創業30年-その歩みと将来ビジョン-  創樹社

21 524.9 響きをみがく 石合力/著 朝日新聞出版

22 525.5 ?で考えれば人生は100倍おもしろい 佐田時信/著
PHPエディターズ・グルー
プ

23 526.7 国立代々木競技場と丹下健三 豊川斎赫/著 TOTO出版

24 527 リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法 池田聡/著
クロスメディア・パブ
リッシング

25 527 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 主婦の友社/編 主婦の友社

26 527 居心地のいい家をつくる注目の設計士&建築家100人の仕事  パイインターナショナル

27 527.1 伊礼智の住宅設計作法 3 伊礼智/著 新建新聞社

28 527.1 整う住まい。  エクスナレッジ

29 527.3 わたしの理想のキッチン 雅姫/著 集英社

30 528.4 新編電気設備工事施工図の書き方 日本電設工業協会/編 単行本企画編集専門委員
会/監修 日本電設工業協会

31 536 特急列車のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

32 536 先を見過ぎた鉄道車両たち 富田松雄/著 イカロス出版

33 536 国鉄色車両ガイドブック 広田尚敬/写真 坂正博/文 誠文堂新光社

34 540.9 DR・VPP・アグリゲーター入門 市村健/著 オーム社

35 540.9 電力・エネルギー産業を変革する50の技術 電力50編集委員会/監修 オーム社/編 オーム社

36 540.9 カーボンニュートラル実行戦略：電化と水素、アンモニア 戸田直樹/著 矢田部隆志/著 エネルギーフォーラム

37 543.5 私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡 安斎育郎/著 かもがわ出版

38 543.5 廃炉 稲泉連/著 新潮社

39 543.5 原発「廃炉」地域ハンドブック 尾松亮/編著 乾康代/著 東洋書店新社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 543.5 ごめんなさい、ずっと噓をついてきました。 加藤就一/著 書肆侃侃房

41 543.5 原発事故10年目の真実 菅直人/著 幻冬舎

42 543.5 原発事故は終わっていない 小出裕章/著 毎日新聞出版

43 543.5 福島第一原発事故の「真実」 NHKメルトダウン取材班/著 講談社

44 543.5 フクシマ戦記 上・下 船橋洋一/著 文藝春秋

45 548.2 フェリカの真実 立石泰則/著 草思社

46 548.2 富岳 世界4冠スパコンが日本を救う 日経クロステック/編集 日経BP

47 548.2 Raspberry Piクックブック Simon Monk/著 水原文/訳 オライリー・ジャパン

48 549.8 ソニー半導体の奇跡 斎藤端/著 東洋経済新報社

49 556.9 日本海軍潜水艦戦記 勝目純也/著 イカロス出版

50 562.7 放射能の人類学 内山田康/著 青土社

51 564.0 最新鉄鋼業界大研究 一柳朋紀/著 産学社

52 578.4 プラスチックと歩む ナタリー・ゴンタール/著 エレーヌ・サン
ジエ/著 原書房

53 578.5 NEVER STOP フィリップ・コトラー/著 古森重隆/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

54 588.0 おいしいダイバーシティ 横山真也/著 ころから

55 588.5 モルトウイスキー・コンパニオン マイケル・ジャクソン/著 山岡秀雄/監修・
訳

パイインターナショナル

56 589.2 オフィシャル・サブカルオヤジ・ハンドブック 佐藤誠二朗/著 集英社

57 589.7 文房具 暮らしの図鑑編集部/編 高木芳紀/監修 翔泳社

58 590 自分らしく暮らす人の「家時間」 主婦の友社/編 主婦の友社

59 590 暮らしのおへそ Vol.31  主婦と生活社

60 590.4 日めくりだより 高山なおみ/著 扶桑社

61 590.4 主婦業9割削減宣言 唐仁原けいこ/著 中央公論新社

62 591 38歳までに受けたい「甘くない」お金の授業 井上ヨウスケ/著 ぱる出版

63 591 知っておきたいお金の常識 渋谷和宏/著 角川春樹事務所

64 592.7 DIYで作る猫との暮らし  キャンプ

65 593.3 ATELIER to nani IRO季節をまとう一年の服 伊藤尚美/著 文化学園文化出版局

66 593.3 Atelier AngelicaのドレスBOOK 住友亜希/著 日本ヴォーグ社

67 593.3 a sunny spotシンプルで着やすいまいにち服 村田繭子/著 KADOKAWA

68 593.3 ノスタルジック&スウィートな大人服と女の子服  ブティック社

69 593.3 毎日着たいシャツとブラウス  ブティック社

70 594.2 バルジェロ刺繡 ローラ・アンジェル/著 リンジー・アン
ジェル/著 グラフィック社

71 594.2 オーガンジー刺繡 natsuki hirose/著 河出書房新社

72 594.2 おとぎの森の動物刺繡 ヤマノウチユイ/著 河出書房新社

73 594.3 エコアンダリヤで編むおしゃれバッグと夏の帽子 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

74 594.3 5種類のコットン糸で編む一年中のニット小物 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

75 594.3 ロシアの可愛い指人形 井岡美保/著 産業編集センター

76 594.3 ルナヘヴンリィの大人のかぎ針編みアクセサリー 中里華奈/著 翔泳社

77 594.3 #あみむす なると/著 日東書院本社

78 594.3 かぎ針編みのエコバッグと毎日バッグ  ブティック社

79 594.3 金票で編むちいさなレース編み  ブティック社

80 594.3 ころんとカワイイ!かぎ針で編む巾着ポーチ  アップルミンツ

81 594.3 春夏美しい大人の編みもの  ブティック社

82 594.3 春夏のかぎ針あみ vol.23  日本ヴォーグ社

83 594.3 ヨーロッパの手あみ 2021/春夏  日本ヴォーグ社

84 594.6 とっても可愛い!ディズニーユニベアシティビーズモチーフ 阿部仁美/著 ブティック社

85 594.7 まいにちのエコバッグ 青木恵理子/著 朝日新聞出版

86 594.7 斉藤謠子の手のひらのいとしいもの 斉藤謠子/著 日本ヴォーグ社

87 594.7 大人が持ちたい日常バッグ  ブティック社

88 594.9 まんまる織りのアクセサリーと暮らしこもの 蔭山はるみ/著 誠文堂新光社

89 594.9 そぼろのふわもこ縫いぐるみチャーム そぼろ/著 文化学園文化出版局

90 595 読む友利新チャンネル 友利新/著 飛鳥新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

91 595.6 ほぐピラWORKOUT 星野由香/著 講談社

92 595.6 ぽっこりお腹を狙い撃ち 松井薫/講師 日本放送協会/編集 NHK出版

93 595.6 “がんばり筋”をほぐせばおなかも脚も細くなる! miey/著 学研プラス

94 595.6 生きてるだけでやせる図鑑 本島彩帆里/著 西東社

95 596.0 作家の手料理 秋山十三子/ほか著 野村麻里/編 平凡社

96 596 AYAの栄養たっぷり!食べて楽しい!家族ごはん AYA/著 扶桑社

97 596 arikoの副菜の鬼 ariko/著 主婦の友社

98 596.0 おいしいものでできている 稲田俊輔/著 リトルモア

99 596 きちんとおいしい!超早っ!ひとり分ごはんレシピ 今井亮/著 学研プラス

100 596 初めてのひとりキッチン 上田淳子/著 講談社

101 596 作業10分!低温調理器で、お店レベルのとろけるrecipe 牛尾理恵/著 主婦の友社

102 596 業務田スー子のヒルナンデス!冷凍食品ずるうまレシピ 業務田スー子/著 ワニブックス

103 596 かんたん!味つけの黄金比ポン酢とマヨは1：1がいい 倉橋利江/著 新星出版社

104 596 「さ・し・す・せ・そ」だけでできる黄金比レシピ 近藤幸子/著 ワン・パブリッシング

105 596 このひと皿で五感がめざめる、パワースープ 坂田阿希子/著 文化学園文化出版局

106 596 時間がない人のための超速つくりおき313 食のスタジオ/編 西東社

107 596 絶品ずぼらめし ずぼらめしじぇーぴー/著 宝島社

108 596 罪悪感なしのひとり鍋ごはん 高嶋純子/著 三空出版

109 596 志麻さんのベストおかず プレミアムなほぼ100円おかず編 タサン志麻/著 扶桑社

110 596 手抜きじゃないよ、工夫だよ!かんたん自炊レッスン ちびかばクッキング/著 KADOKAWA

111 596.0 Neverland Diner 都築響一/編 ケンエレブックス

112 596 一生使えるレシピ 中村奈津子/著 KADOKAWA

113 596 テレワーク時代のラクうまごはん 中元千鶴/著 シーアンドアール研究所

114 596 カレー、ときどき水餃子 根本きこ/著 KADOKAWA

115 596.0 家族の味 平野レミ/著 和田誠/絵 ポプラ社

116 596 塩分1日6gわがまま男をうならせるうまい!減塩めし
本田よう一/料理 女子栄養大学出版部『栄
養と料理』/編 女子栄養大学出版部

117 596 パパッと激うまっ☆キングレシピ ポンポコ団キング/著 KADOKAWA

118 596 糖質オフのレンチンレシピ 牧田善二/著 牧野直子/料理 新星出版社

119 596 やみつき節約めし 松山絵美/著 主婦と生活社

120 596 忙しくても30分で一汁三菜ごはん mariko/著 池田書店

121 596.0 普通のおいしいをつくるひと Mizuki/著 主婦の友社

122 596 祥子さんこの知恵、いただきます 村上祥子/著 東京書籍

123 596 のほほん御膳 こころのたね。yasuyo/著 誠文堂新光社

124 596 柳澤式ゆる糖質オフのラクやせスープと鍋ベストレシピ 柳澤英子/著 扶桑社

125 596.0 いつか出会った郷土の味 夢枕獏/著 三栄

126 596.2 石井好子のヨーロッパ家庭料理 石井好子/著 河出書房新社

127 596.2 フランス仕込みの魔女のレシピ ここっとさん/著 KADOKAWA

128 596.2 フレンチテクニック 上巻 柴田書店/編 柴田書店

129 596.2 小鍋でいろいろアヒージョ 田村つぼみ/著 東京書店

130 596.3 梅干しを漬けてわかること 有元葉子/著 文化学園文化出版局

131 596.3 一度は使ってみたい野菜で、何度でもつくりたいレシピ 植松良枝/著 プレジデント社

132 596.3 1/2日分の野菜レシピ 小田真規子/著 女子栄養大学出版部

133 596.3 イチバン親切な小麦粉料理の教科書 川上文代/著 新星出版社

134 596.3 おうちでヴィーガン Natsuki/著 幻冬舎

135 596.4 包丁もまな板もいらない10分弁当 Akarispmt's Kitchen/著 KADOKAWA

136 596.4 akinoichigoの日本全国!ご当地キャラ弁47 稲熊由夏/著 主婦と生活社

137 596.4 これがほんとのお弁当のきほん 井原裕子/著 成美堂出版

138 596.4 THE男前BBQレシピ77 岡野永佑/著 山と溪谷社

139 596.4 毎日作り続けられるぐっち夫婦のお弁当大作戦 ぐっち夫婦/著 家の光協会

140 596.4 栗原心平のごちそうキャンプ 栗原心平/著 小学館

141 596.4 焚き火料理の本 小雀陣二/著 山と溪谷社

- 15 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

142 596.4 かんたん園児のおべんとう 阪下千恵/著 新星出版社

143 596.4 ゆーママの5分おかずのお弁当 松本有美/著 扶桑社

144 596.4 ワタナベマキの10の定番弁当 ワタナベマキ/著 扶桑社

145 596.6 私の家庭菓子 内田真美/著 KTC中央出版

146 596.6 魔法のおやつをめしあがれ 太田さちか/著 文化学園文化出版局

147 596.6 ホットケーキミックスで愛されお菓子 荻田尚子/著 学研プラス

148 596.6 プロのための製菓技法 生地 金子美明/著 藤生義治/著 誠文堂新光社

149 596.6 プロのための製菓技法 クリーム 興野燈/著 藤巻正夫/著 誠文堂新光社

150 596.6 味わいリッチな焼き菓子レシピ gemomoge/著 KADOKAWA

151 596.6 世界のおやつ 鈴木文/著 パイインターナショナル

152 596.6 THEシンプル焼き菓子 藤野貴子/著 学研プラス

153 596.6 カフェのお菓子 毛宣惠/著 家の光協会

154 596.6 私のてきとうなお菓子作り 溝呂木一美/著 ワニブックス

155 596.6 みのたけ製菓のアイスボックスクッキー みのたけ製菓/著 マキノ出版

156 596.6 スイッチ「ピ!」で焼きたて!炊飯器でパンとケーキができちゃった! 吉永麻衣子/著 主婦の友社

157 596.6 おいしい理由がつまってるわたしの好きな10のお菓子 若山曜子/著 文化学園文化出版局

158 596.7 無職、ときどきハイボール 酒村ゆっけ、/著 ダイヤモンド社

159 596.7 カクテルをたしなむ人のレッスン&400レシピ Liquid Liquid/著 木田竜典/監修 日本文芸社

160 597 狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール しかまのりこ/著 彩図社

161 597 日本の住まいで楽しむ北欧インテリアのベーシック 森百合子/著 パイインターナショナル

162 597.5 親子の整理収納 梶ケ谷陽子/著 梶ケ谷一花/著 G.B.

163 597.5 ずぼらな私にもできる汚部屋脱出モノ減らしトレーニング 三吉まゆみ/著 主婦の友社

164 598.3 あかちゃんからのかぞくの医学 本間真二郎/著 クレヨンハウス

165 599 子どもは希望を拓いてゆく 有井悦子/著 かもがわ出版

166 599 米国最強経済学者にして2児の母が読み解く子どもの育て方ベスト エミリー・オスター/著 堀内久美子/訳 サンマーク出版

167 599 孫育ての新常識 小屋野恵/著
メイツユニバーサルコン
テンツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 「国土学」が解き明かす日本の再興 大石久和/著 海竜社

2 601.1 地域創造の国際戦略 藤原直樹/編著 飯田星良/著 学芸出版社

3 606.9 博覧会の世紀1851-1970 橋爪紳也/著・監修 乃村工藝社/編集 青幻舎

4 612.1 日本の食卓の将来と食料生産の強靱化について考える 大杉立/ほか著 日本学術協力財団/編集 日本学術協力財団

5 613.4 環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識 後藤逸男/著 渡辺和彦/著 全国肥料商連合会

6 615 最新農業技術作物 vol.13 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

7 615.6 農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協/編 農山漁村文化協会

8 625.4 柿 今井敬潤/著 法政大学出版局

9 626.9 袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川正/著 秀和システム

10 627 花のことば12ケ月 川崎景介/監修 山と溪谷社/編 山と溪谷社

11 627 草花の「困った!」解決ナビ 室谷優二/著 主婦の友社

12 627.8 花の寄せ植え オザキフラワーパーク/監修 池田書店

13 645.6 ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿  '21〜 '22  実業之日本社

14 645.7 獣医にゃんとすの猫をもっと幸せにする「げぼく」の教科書 獣医にゃんとす/著 オキエイコ/画 二見書房

15 645.8 ネズミ完全飼育 大野瑞絵/著 三輪恭嗣/監修 誠文堂新光社

16 645.8 フクロモモンガ飼育バイブル 田向健一/監修 升水翔兵/協力
メイツユニバーサルコン
テンツ

17 651.1 誰のための熱帯林保全か 笹岡正俊/編 藤原敬大/編 新泉社

18 653.2 樹木もの知り事典 平凡社/編 平凡社

19 653.6 松の文化誌 ローラ・メイソン/著 田口未和/訳 原書房

20 653.8 竹の文化誌 スザンヌ・ルーカス/著 山田美明/訳 原書房

21 659 狩猟教書 久保俊治/著 山と溪谷社

22 664.6 魚貝もの知り事典 平凡社/編 平凡社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 666.6 マダイの科学 家戸敬太郎/編著 朝倉書店

24 666.8 ノリの科学 二羽恭介/編著 朝倉書店

25 673.3 「優良顧客」と「悪質顧客」を100%見抜く方法 東弘樹/著 Clover出版

26 673.3 ECを始めるなら別会社をつくりなさい 岩井淳行/著
クロスメディア・パブ
リッシング

27 673.3 リモート営業の極意 財津優/著 WAVE出版

28 673.3 接客サービスマナーベーシックマニュアル 澤野弘/監修 日本サービスマナー協会

29 673.7 トップ販売員のInstagram力 艸谷真由/著 大和出版

30 673.7 実践!店舗DX 日本経済新聞出版/編
日経BP日本経済新聞出版
本部

31 673.7 リテール・デジタルトランスフォーメーション 三嶋憲一郎/著 FABRIC TOKYO/著 インプレス

32 673.9 最新不動産業界大研究 伊藤歩/著 産学社

33 673.9 悪条件サロンでも年商1000万円を実現する経営のルール 岩山ひろみ/著 合同フォレスト

34 673.9 こんなにおもしろい探偵業の仕事 金澤秀則/著 児玉総合情報事務所/監修 中央経済社

35 673.9 京都喫茶店クロニクル 田中慶一/著 淡交社

36 673.9 「食」情報インフルエンサーの教科書 横井裕之/著 徳間書店

37 673.9 5万円以下の「ボロ戸建て」で不動産投資を成功させる“55”のコツ! 脇田雄太/著 ごま書房新社

38 674.3 ステートメント宣言。 岡本欣也/著 宣伝会議

39 674.3 ステキな広告ジオラマ 情景師アラーキー/著 誠文堂新光社

40 674.4 最新広告業界の動向とカラクリがよくわかる本 蔵本賢/著 林孝憲/著 秀和システム

41 675 顧客をつかんで離さないD2Cの教科書 角間実/著 フォレスト出版

42 675 集客の教科書 川村洋次/著 潮地良明/著 中央経済社

43 675 最新D2Cの基本と仕組みがよ〜くわかる本 長橋賢吾/著 秀和システム

44 675.4 物流戦略見るだけノート 角井亮一/監修 宝島社

45 675.4 ベーシック流通と商業 原田英生/著 向山雅夫/著 有斐閣

46 675.4 物流改革大全 船井総研ロジ株式会社ロジスティクスコ
ンサルティング部/編 中央経済社

47 681 MaaSが都市を変える 牧村和彦/著 学芸出版社

48 686.0 数字でみる鉄道 2020年版 国土交通省鉄道局/監修 運輸総合研究所

49 686.0 鉄道高速化物語 小島英俊/著 創元社

50 686.2 戦時下の地下鉄 枝久保達也/著 青弓社

51 686.2 東京メトロとファン大研究読本 久野知美/著 南田裕介/監修 カンゼン

52 686.2 ぞっこん!愛しの名列車 櫻井寛/著 天夢人

53 686.2 JR路線大全 8 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

54 686.2 南正時の知られざる廃線 南正時/著 天夢人

55 686.2 絶滅危惧鉄道 2021  イカロス出版

56 686.5 利用者“0”人駅 西崎さいき/執筆 イカロス出版

57 687 世界のエアラインPROFILE 奥田章順/本文執筆 イカロス出版

58 687.5 フライトナビ 2021改訂新版  イカロス出版

59 689.5 子どもと楽しむ!東京ディズニーリゾート 2021-2022 ディズニーファン編集部/編 講談社

60 689.5 東京ディズニーランド完全ガイド 2021-2022 講談社/編 講談社

61 689.8 星野リゾートの事件簿 2 中沢康彦/著 日経BP

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 704 芸術の補助線 酒井忠康/著 みすず書房

2 704 表現文化論入門 寒河江光徳/編 村上政彦/編 第三文明社

3 704 未来のアートと倫理のために 山田創平/編著 左右社

4 709.1 企業と美術 田中裕二/著 法政大学出版局

5 713.0 かたわらに 沢田英男/著 亜紀書房

6 720.7 「超」絵画ワークショップ 笹井祐子/著 藤原成一/著 青弓社

7 720.8 電線絵画 加藤陽介/企画・編集 求龍堂

8 721.2 鳥獣戯画を読む 伊藤大輔/著 名古屋大学出版会

9 721.8 北斎さんぽ 片山喜康/著 青幻舎

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 721.9 美人画づくし 3 池永康晟/監修 芸術新聞社

11 722.1 平壌美術(アート) 文凡綱/著 白凛/訳 青土社

12 723.1 ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ 小森陽一/著 松本猛/著 かもがわ出版

13 723.1 さまよえる絵筆 弘中智子/編著 清水智世/編著 みすず書房

14 723.3 もっと知りたいモディリアーニ 島本英明/著 東京美術

15 723.3 ナチス絵画の謎 前田良三/著 みすず書房

16 725 3ステップでらしく描ける伝わる絵の見本帖 OCHABI Institute/著 インプレス

17 725.4 初めてでもできる!『黒板アート』の描き方事典 小野大輔/著 明治図書出版

18 725.5 3色から始める描こう!リアル色鉛筆 三上詩絵/著 日貿出版社

19 725.6 カラーボールペン画入門 オガワヒロシ/著 日貿出版社

20 726.5 4色ボールペンでかんたん!かわいい手帳イラスト Igloo*dining*/著 河出書房新社

21 726.5 しぜんのおくりもの
イザベル・シムレール/文・絵 石津ちひろ/
訳 岩波書店

22 726.6 ウサギ ジョン・マーズデン/文 ショーン・タン/絵 河出書房新社

23 728 半切ハンドブック 2  芸術新聞社

24 740.2 しゃにむに写真家 吉田亮人/著 亜紀書房

25 742.6 ポートレートのためのオールドレンズ入門 鈴木啓太/著 玄光社

26 743 シネマティック・フォトの撮り方 上田晃司/著 玄光社

27 743 すずちゃんが教える写真の十八番 鈴木知子/著 インプレス

28 748 絶景姫路城 大西義和/写真 光村推古書院

29 748 こんな写真を撮ってきた 椎名誠/著 新日本出版社

30 748 日本の現代写真 日本写真家協会/編 田沼武能/監修 クレヴィス

31 748 ピリカ 半田菜摘/著 エイアンドエフ

32 748 OFF GRID LIFE フォスター・ハンティントン/著 樋田まほ/
訳 トゥーヴァージンズ

33 748 闘争の時代 前田春人/著 未來社

34 748 読売報道写真集 2021  読売新聞東京本社

35 749.0 最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 榎木由紀子/著 秀和システム

36 751.8 庭づくりを楽しみつくすガーデンクラフトLesson 原嶋早苗/著 成美堂出版

37 753.3 遊牧民と村々のラグ 前田慎司/編著 グラフィック社

38 754.9 季節のイベント折り紙 いまいみさ/著 日東書院本社

39 754.9 活発脳をつくる60歳からの切り紙 古賀良彦/監修 くまだまり/切り紙制作 主婦の友社

40 754.9 nanahoshiの花おりがみBOOK たかはしなな/著 メイツユニバーサルコンテン
ツ

41 754.9 ユニット折り紙エッセンス 布施知子/著 日貿出版社

42 754.9 ユニット折り紙ファンタジー 布施知子/著 日貿出版社

43 754.9 新作クラフトバンド全集 松田裕美/著 徳間書店

44 754.9 紙バンドで楽しく作る暮らしの雑貨とかごバッグ  ブティック社

45 757 デザインはどのように世界をつくるのか スコット・バークン/著 千葉敏生/訳 フィルムアート社

46 757.3 COLOR DESIGN ingectar-e/著 KADOKAWA

47 759 出会いに心ときめくお雛さまの世界 萬眞智子/著 世界文化社

48 760.8 迷うもまたよし!クラシック・レーベルの歩き方 レコード芸術/編 音楽之友社

49 761 一般音楽論 清水響/著 リットーミュージック

50 761.4 ポピュラー音楽作曲のための旋律法 高山博/著 リットーミュージック

51 762.1 ダーリンの進化論 高嶋ちさ子/著 小学館

52 762.3 樂聖と絃 音楽の友/編 音楽之友社

53 763.2 はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ講座 2021 自由現代社編集部/編著 遠藤尚美/監修 自由現代社(発売)

54 763.2 見て弾くかんたんピアノ・レパートリー 2021 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

55 763.4 あるヴァイオリンの旅路 フィリップ・ブローム/著 佐藤正樹/訳 法政大学出版局

56 763.5 音楽理論ぬきでギター・ボキャブラを増やす方法 いちむらまさき/著 リットーミュージック

57 763.7 さらに美しく奏でる複音ハーモニカ旋律を極めるテクニックがわかる本 田邊峯光/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

58 764.6 オレンジの悪魔は教えずに育てる 田中宏幸/著 ダイヤモンド社

59 764.7 ジャズ超名盤研究 3 小川隆夫/著 シンコーミュージック・エン
タテイメント

60 764.7 YMO 1978-2043 吉村栄一/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

61 764.7 ヴァン・ヘイレン  河出書房新社

62 767.8 ジョニ・ミッチェル アルバム・ガイド&アーカイヴス 五十嵐正/監修
シンコーミュージック・エン
タテイメント

63 767.8 緊急事態宣言の夜に さだまさし/著 幻冬舎

64 768.1 やさしい大正琴講座 2021 泉田由美子/編著 自由現代社(発売)

65 778.7 林原めぐみのぜんぶキャラから教わった 林原めぐみ/著 KADOKAWA

66 778.7 アニメと戦争 藤津亮太/著 日本評論社

67 778.7 アニメーションの女王たち ナサリア・ホルト/著 石原薫/訳 フィルムアート社

68 778.7 アニメディスクガイド80's MOBSPROOF編集部/編 河出書房新社

69 778.7 アニメーションの前向き行動力 横田正夫/著 金子書房

70 778.8 大河ドラマの黄金時代  (NHK出版新書) 春日太一/著 NHK出版

71 778.8 おちょやん Part2 八津弘幸/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

72 779.0 nigger ディック・グレゴリー/著 ロバート・リプサイ
ト/著 現代書館

73 779 ギャグ語辞典 高田文夫/文 松岡昇/文 誠文堂新光社

74 779.1 まくらが来りて笛を吹く 春風亭一之輔/著 朝日新聞出版

75 779.9 我が師・志村けん 乾き亭げそ太郎/著
集英社インターナショナ
ル

76 780 スポーツが愛するテクノロジー 柏原全孝/著 世界思想社

77 780.1 パラリンピックブレイン 中澤公孝/著 東京大学出版会

78 780.7 実力を発揮するためのスポーツメンタル実践法 衣川竜也/著 三恵社

79 780.7 5歳からの最新!キッズ・トレーニング 木村匡宏/著 KADOKAWA

80 780.7 ケトルベルアドバンス 松下タイケイ/著 日貿出版社

81 782.3 子どもの足がギュンッと速くなるキッズラントレ 秋本真吾/著 KADOKAWA

82 782.4 跳躍 吉田孝久/著 ベースボール・マガジン社

83 783.2 「連係力」を極める!バレーボールセッター上達のポイント50 蔦宗浩二/著
メイツユニバーサルコン
テンツ

84 783.4 コリシの言葉 石原孝/著 さくら舎

85 783.4 ムサシと武蔵 鈴木武蔵/著 徳間書店

86 783.4 平畠啓史の日本一わかりやすいJリーグ語辞典 平畠啓史/著 ワニブックス

87 783.4 徹する力 明神智和/著 KADOKAWA

88 783.4 アナリティックマインド 森本美行/著 東洋館出版社

89 783.5 テニス・インテリジェンス 田中信弥/著 KADOKAWA

90 783.5 中西洋介のアカデミック・バドミントン 中西洋介/著 バドミントン・マガジン/編 ベースボール・マガジン社

91 783.5 ソフトテニス ダブルス必勝の戦術 西田豊明/監修 篠原秀典/監修 メイツユニバーサルコンテン
ツ

92 783.6 マスターズで勝つ!大人の卓球 長谷部攝/監修 Nittaku/協力 メイツユニバーサルコンテン
ツ

93 783.7 もう下剋上とは言わせない 井口資仁/著 日本文芸社

94 783.7 赤の継承 緒方孝市/著 光文社

95 783.7 女學生たちのプレーボール 竹内通夫/著 あるむ

96 783.7 メジャーリーグに学ぶ超一流だけが持っている成功思考 タック川本/著 産業編集センター

97 783.7 補欠のミカタ 元永知宏/著 徳間書店

98 783.7 経営の正解はすべて社員が知っている 山室晋也/著 ポプラ社

99 783.8 ゴルフスイングの新事実 小澤康祐/著 KADOKAWA

100 783.8 スゴい!ゴルフコース品定め。 川田太三/著 ゴルフダイジェスト社

101 783.8 森守洋流ラウンドレッスンで教えている成功の法則 森守洋/著 主婦の友社

102 784.3 スキー研究100年の軌跡と展望 日本スキー学会/編 新井博/編著 道和書院

103 788.1 白鵬の脳内理論 大庭大業/著 白鵬翔/監修
ベースボール・マガジン
社

104 788.2 ダンプ松本『ザ・ヒール』 平塚雅人/著 小学館

105 788.5 勝ち馬がわかる競馬の教科書 鈴木和幸/著 池田書店

106 788.5 こんな日もある 古井由吉/著 講談社

107 789 道場「経営」入門 小池一也/著 BABジャパン

108 791 百万人の茶道コーチング講座  (淡交新書) 岡本浩一/著 淡交社

109 791.0 茶の湯のトリビア  (淡交新書) 中村幸/著 淡交社

110 791.2 茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ  (淡交新書) 石塚修/著 淡交社

111 791.2 茶会記を読み解く 神津朝夫/著 淡交社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

112 791.6 水屋の研究 飯島照仁/著 淡交社

113 791.8 辻留の盛り付け 平晴彦/著 淡交社

114 793 游行 福森雅武/著・花 亥辰舎

115 794 福田豊のモダンビリヤード 福田豊/著 BABジャパン

116 795 囲碁名人戦全記録 第45期 朝日新聞文化くらし報道部/編 朝日新聞社

117 796 横歩取り後手番の逆襲 上村亘/著 マイナビ出版

118 796 対振り飛車左美濃戦法 中座真/著 マイナビ出版

119 796.0 絆-棋士たち 野澤亘伸/著 日本将棋連盟

120 796 よくわかる将棋・囲い事典 本間博/著 マイナビ出版

121 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第6巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

122 798.5 ステップアップUnity 吉成祐人/著 伏木秀樹/著 技術評論社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801 ことばをめぐる17の視点 アンドレア・モロ/著 今井邦彦/訳 大修館書店

2 809.2 周りの9割が味方に変わる話し方 浅沼道郎/著 みらいパブリッシング

3 809.6 オンラインで仕事が変わる、組織が変わる、学びが変わる 香取一昭/著 大川恒/著
日経BP日本経済新聞出版
本部

4 809.6 じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河野哲也/著 河出書房新社

5 810.4 心に染み入る日本の美しい大和言葉 高橋こうじ/著 実業之日本社

6 816.5 これから研究を書くひとのためのガイドブック 佐渡島紗織/著 吉野亜矢子/著 ひつじ書房

7 821.2 白川静博士の漢字の世界へ 福井県教育委員会/編 福井県教育委員会

8 825 中国語音読 金子真生/著 ナツメ社

9 830.2 ブックレット英語史概説 西原哲雄/著 開拓社

10 834 ストーリーで読む英語の本 土屋正美/著 東京図書出版

11 835 音読で英文法をモノにする本 岩村圭南/著 アルク

12 835 学習英文法拡充ファイル 千葉修司/著 開拓社

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

14 837.8 超図解3分英会話フレーズ1500 相澤真耶/著 片山実/企画 KADOKAWA

15 837.8 朝から晩までつぶやく英語表現200  (ちくま新書) キャサリン・A.クラフト/著 里中哲彦/編
訳 筑摩書房

16 849.8 スウェーデン語トレーニングブック 當野能之/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.0 「感想文」から「文学批評」へ 小林真大/著 小鳥遊書房

2 901.3 一生忘れない怖い話の語り方 吉田悠軌/著 KADOKAWA

3 904 漢字を使った文化はどう広がっていたのか 金文京/編 文学通信

4 904 東アジアに共有される文学世界 小峯和明/編 文学通信

5 904 東アジアの自然観 ハルオ・シラネ/編 文学通信

6 904 はじめに交流ありき 染谷智幸/編 文学通信

7 904 日々翻訳ざんげ 田口俊樹/著 本の雑誌社

8 908.3 覚醒するシスターフッド サラ・カリー/著 柚木麻子/著 河出書房新社

9 908.3 幻想と怪奇 5 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

10 909.3 物語のものがたり 梨木香歩/著 岩波書店

11 910.2 されく魂 池澤夏樹/著 河出書房新社

12 910.2 小林秀雄の眼 江藤淳/著 中央公論新社

13 910.2 日本の川読み歩き 岡村直樹/著 天夢人

14 910.2 探偵小説と<狂気> 鈴木優作/著 国書刊行会

15 910.2 現代中国と日本文学の翻訳 孫軍悦/著 青弓社

16 910.2 恩田陸 白の劇場  河出書房新社

17 910.4 物語を歩く 佐藤義隆/著 あさ出版パートナーズ

18 910.5 北陸古典研究 第35号 北陸古典研究会/編 北陸古典研究会

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 911.1 和歌・短歌のすすめ 谷知子/編 島村輝/編 花鳥社

20 911.1 3653日目 塔短歌会・東北/編 荒蝦夷

21 911.1 短歌遠足帖 東直子/著 穂村弘/著 ふらんす堂

22 911.1 百人一首  (講談社現代新書) 水原紫苑/著 講談社

23 911.3 あの時 高野ムツオ/著 佐々木隆二/写真 朔出版

24 911.3 自由律俳句と詩人の俳句 樽見博/著 文学通信

25 911.5 野口米次郎と「神秘」なる日本 堀まどか/著 和泉書院

26 911.5 未(イマ)来タル 和合亮一/著 徳間書店

27 913.5 假名草子集成 第65巻  東京堂出版

28 914.6 みっちんの声 石牟礼道子/著 池澤夏樹/著 河出書房新社

29 914.6 大人の流儀 10 伊集院静/著 講談社

30 914.6 心の対話 岡潔/著 林房雄/著 土曜社

31 914.6 <3.11>はどう語られたか 金井美恵子/著 平凡社

32 914.6 ここじゃない世界に行きたかった 塩谷舞/著 文藝春秋

33 914.6 マスクは踊る 東海林さだお/著 文藝春秋

34 914.6 生き抜く力 曽野綾子/著 海竜社

35 914.6 ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野綾子/著 ポプラ社

36 914.6 夢のつづき 谷口江里也/著 未知谷

37 914.6 しつこくわるい食べもの 千早茜/著 ホーム社

38 914.6 もはや僕は人間じゃない 爪切男/著 中央公論新社

39 914.6 Go Toマリコ 林真理子/著 文藝春秋

40 914.6 おとなになってはみたけれど 飛田和緒/著 扶桑社

41 914.6 噓かまことか 平岩弓枝/著 文藝春秋

42 914.6 作家と猫 平凡社編集部/編 平凡社

43 914.6 ないようである、かもしれない 星野概念/著 ミシマ社

44 914.6 わたしのおひとりさま人生 松原惇子/著 海竜社

45 914.6 ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下奈都/著 光文社

46 914.6 老いる意味  (中公新書ラクレ) 森村誠一/著 中央公論新社

47 914.6 むしろ、考える家事 山崎ナオコーラ/著 KADOKAWA

48 915.6 路傍の反骨、歌の始まり 姜信子/著 中川五郎/著 港の人

49 915.6 ゼロエフ 古川日出男/著 講談社

50 915.6 わたしが行ったさびしい町 松浦寿輝/著 新潮社

51 916 母親を失うということ 岡田尊司/著 光文社

52 916 ガリンペイロ 国分拓/著 新潮社

53 916 二重のまち/交代地のうた 瀬尾夏美/著 書肆侃侃房

54 916 戦場の漂流者・千二百分の一の二等兵 半田正夫/語り 稲垣尚友/著 弦書房

55 916 母はもう春を理解できない 藤川幸之助/著 harunosora

56 916 在宅介護 止められなかった虐待 藤野絢/著 あっぷる出版社

57 918.6 佐野洋子とっておき作品集 佐野洋子/著 筑摩書房

58 929.1 もう死んでいる十二人の女たちと パクソルメ/著 斎藤真理子/訳 白水社

59 931.6 無垢の歌 ウィリアム・ブレイク/著 池澤春菜/訳 毎日新聞出版

60 933.6 仮面の陰に
ルイザ・メイ・オルコット/著 大串尚代/
訳 幻戯書房

61 933.6 疫病短編小説集 R.キプリング/ほか著 K.A.ポーター/ほか
著 平凡社

62 933.7 クララとお日さま カズオ・イシグロ/著 土屋政雄/訳 早川書房

63 933.7 フラッシュ ヴァージニア・ウルフ/著 岩崎雅之/訳 幻戯書房

64 933.7 ダンバー エドワード・セント・オービン/著 小川高義/
訳 集英社

65 933.7 父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ/著 松本剛史/訳 文藝春秋

66 933.7 ドラキュラのチャチャチャ キム・ニューマン/著 鍛治靖子/訳 アトリエサード

67 933.7 アナと雪の女王エピソード0 マリ・マンクーシ/著 講談社/編集 講談社

68 933.7 マハラジャの葬列 アビール・ムカジー/著 田村義進/訳 早川書房

69 933.7 宇宙の春 ケン・リュウ/著 古沢嘉通/編・訳 早川書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 933.7 グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス/著 中川五郎/訳 朝日出版社

71 936 悪魔の細菌 ステファニー・ストラスディー/著 トー
マス・パターソン/著 中央公論新社

72 936 アンオーソドックス デボラ・フェルドマン/著 中谷友紀子/訳 辰巳出版

73 936 私の名前を知って シャネル・ミラー/著 押野素子/訳 河出書房新社

74 942.7 光のない。 エルフリーデ・イェリネク/著 林立騎/訳 白水社

75 953.7 グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ/著 藤田真利子/訳 東京創元社

76 963 帝国の動向 フェルナンド・デル・パソ/著 寺尾隆吉/
訳 水声社

77 986 チェルノブイリの祈り
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/著
松本妙子/訳 岩波書店

78 989.8 ヴァイゼル・ダヴィデク パヴェウ・ヒュレ/著 井上暁子/訳 松籟社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 泳ぐ者 青山文平/著 新潮社

2 F 馬疫 茜灯里/著 光文社

3 F 居酒屋ぼったくり おかわり!2 秋川滝美/著 アルファポリス

4 F 邪神の天秤 麻見和史/著 講談社

5 F 救急患者X 麻生幾/著 幻冬舎

6 F 草原のサーカス 彩瀬まる/著 新潮社

7 F あなたも名探偵 市川憂人/著 米澤穂信/著 東京創元社

8 F 9月9日9時9分 一木けい/著 小学館

9 F 覇王の神殿(ごうどの) 伊東潤/著 潮出版社

10 F 雨と短銃 伊吹亜門/著 東京創元社

11 F 田中家の三十二万石 岩井三四二/著 光文社

12 F 旅する54字の物語 氏田雄介/編著 武田侑大/絵 PHP研究所

13 F 小さな神たちの祭り 内館牧子/著 潮出版社

14 F 恋に焦がれたブルー 宇山佳佑/著 集英社

15 F 再建の神様 江上剛/著 PHP研究所

16 F 白昼夢 江戸川乱歩/著 長山靖生/編 小鳥遊書房

17 F 道連れ彦輔居直り道中 逢坂剛/著 毎日新聞出版

18 F 代理母、はじめました 垣谷美雨/著 中央公論新社

19 F 僕らは風に吹かれて 河邉徹/著 ステキブックス

20 F リリアン 岸政彦/著 新潮社

21 F 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本惟/著 新潮社

22 F 天の川の舟乗り 北山猛邦/著 東京創元社

23 F 無刑人 熊谷達也/著 潮出版社

24 F ウィーン近郊 黒川創/著 新潮社

25 F 鬼ものがたり 桑原茂夫/著 春陽堂書店

26 F ここは何処、明日への旅路 小嵐九八郎/著 アーツアンドクラフツ

27 F 大義 今野敏/著 徳間書店

28 F 小説品川心中 坂井希久子/著 柳家喬太郎/監修 二見書房

29 F 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木紫乃/著 KADOKAWA

30 F 帝国の弔砲 佐々木譲/著 文藝春秋

31 F 佐左木俊郎探偵小説選 2 佐左木俊郎/著 竹中英俊/編 論創社

32 F 階層樹海 椎名誠/著 文藝春秋

33 F ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史/著 実業之日本社

34 F あしたの官僚 周木律/著 新潮社

35 F 168時間の奇跡 新堂冬樹/著 中央公論新社

36 F 君と、君がいる彼方 末浦広海/著 中央公論新社

37 F 櫓太鼓がきこえる 鈴村ふみ/著 集英社

38 F 麦本三歩の好きなもの 第2集 住野よる/著 幻冬舎

39 F その扉をたたく音 瀬尾まいこ/著 集英社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 F 1話3分で驚きの結末!大どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社

41 F 消えた依頼人 田村和大/著 PHP研究所

42 F 傷痕のメッセージ 知念実希人/著 KADOKAWA

43 F 或るギリシア棺の謎 柄刀一/著 光文社

44 F つまらない住宅地のすべての家 津村記久子/著 双葉社

45 F 鳴かずのカッコウ 手嶋龍一/著 小学館

46 F 小説火の鳥 大地編上・下 手塚治虫/原案 桜庭一樹/著 朝日新聞出版

47 F 七面鳥 レ・ロマネスクTOBI/著 リトルモア

48 F 幕間のモノローグ 長岡弘樹/著 PHP研究所

49 F ムーンライト・イン 中島京子/著 KADOKAWA

50 F 広告の会社、作りました 中村航/著 ポプラ社

51 F 風巻 鳴神響一/著 早川書房

52 F 「雪国」殺人事件 西村京太郎/著 中央公論新社

53 F 激震 西村健/著 講談社

54 F 三つの嶺 新田次郎/著 小学館

55 F 悪の芽 貫井徳郎/著 KADOKAWA

56 F いわいごと 畠中恵/著 文藝春秋

57 F 君の心を読ませて 浜口倫太郎/著 実業之日本社

58 F どの口が愛を語るんだ 東山彰良/著 講談社

59 F 報復の密室 平野俊彦/著 講談社

60 F 共謀小説家 蛭田亜紗子/著 双葉社

61 F きみの傷跡 藤野恵美/著 KADOKAWA

62 F オムニバス 誉田哲也/著 光文社

63 F 疼くひと 松井久子/著 中央公論新社

64 F 南総里見八犬伝 5 松尾清貴/文 静山社

65 F 青い孤島 森沢明夫/著 双葉社

66 F 卑弥呼とよばれた少女 森山光太郎/著 朝日新聞出版

67 F 山の人魚と虚ろの王 山尾悠子/著 国書刊行会

68 F 血も涙もある 山田詠美/著 新潮社

69 F 小説しろひげ在宅診療所 山中光茂/著 角川春樹事務所

70 F 湯どうふ牡丹雪 山本一力/著 KADOKAWA

71 F 血の代償 渡辺裕之/著 中央公論新社

72 F きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺優/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B772.1 オーストリア滞在記 中谷美紀/著 幻冬舎

2 B791.2 茶の湯 熊倉功夫/著 中央公論新社

3 B910.2 文豪ナビ司馬遼太郎 新潮文庫/編 新潮社

4 B914.6 グリーンピースの秘密 小川糸/著 幻冬舎

5 B923.6 聊斎志異 蒲松齢/著 黒田真美子/訳 光文社

6 B933.7 終身刑の女 レイチェル・クシュナー/著 池田真紀子/
訳 小学館

7 B933.7 危険な男 ロバート・クレイス/著 高橋恭美子/訳 東京創元社

8 B933.7 ビーフ巡査部長のための事件 レオ・ブルース/著 小林晋/訳 扶桑社

9 B933.7 燃える川 ピーター・ヘラー/著 上野元美/訳 早川書房

10 B933.7 ロンドン謎解き結婚相談所
アリスン・モントクレア/著 山田久美子/
訳 東京創元社

11 B973 老いた殺し屋の祈り マルコ・マルターニ/著 飯田亮介/訳
ハーパーコリンズ・ジャ
パン

12 BF 今夜、もし僕が死ななければ 浅原ナオト/著 新潮社

13 BF 六畳間のピアノマン 安藤祐介/著 KADOKAWA

14 BF 猫まくら 泉ゆたか/著 実業之日本社

15 BF 江戸橋慕情 稲葉稔/著 光文社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 BF 勘定侍柳生真剣勝負 3 上田秀人/著 小学館

17 BF ひとでちゃんに殺される 片岡翔/著 新潮社

18 BF 幻の船を追え 倉阪鬼一郎/著 徳間書店

19 BF 怨み籠の密室 小島正樹/著 双葉社

20 BF 生きてこそ 小杉健治/著 祥伝社

21 BF 口封じ 小杉健治/著 二見書房

22 BF 失意ノ方 佐伯泰英/著 文藝春秋

23 BF 白鶴ノ紅 佐伯泰英/著 文藝春秋

24 BF 三つ巴 佐伯泰英/著 文藝春秋

25 BF 初鯨 坂岡真/著 双葉社

26 BF 絶体絶命ラジオスター 志駕晃/著 毎日新聞出版

27 BF 超短編!大どんでん返し
小学館文庫編集部/編 青崎有吾/ほか
著

小学館

28 BF あきない世傳金と銀 10 高田郁/著 角川春樹事務所

29 BF イン・ザ・ダスト 長沢樹/著 早川書房

30 BF サンドの女 原田ひ香/著 実業之日本社

31 BF 薬屋のひとりごと 10 日向夏/著 主婦の友インフォス

32 BF 一周忌 藤井邦夫/著 双葉社

33 BF 青葉雨 藤原緋沙子/著 幻冬舎

34 BF 満月珈琲店の星詠み 2 望月麻衣/著 桜田千尋/画 文藝春秋

35 BF 悲劇への特急券 横溝正史/著 島田一男/著 双葉社

36 BF 花人始末 和田はつ子/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T209.5 政隣記 享和元-3年 津田政隣/著 高木喜美子/ほか校訂・編集 桂書房

2 T232 Amazing Trip vol.2～4 富山市/編 ANA総合研究所/編 富山市

3 T232.6 富山市番神山古墳・番神山横穴墓群発掘調査報告書 富山市教育委員会埋蔵文化財センター/編
エイ・テック/編 富山市教育委員会

4 T234.1 富山市友坂遺跡発掘調査報告書 毛野考古学研究所富山支所/編 富山市教育委員会

5 T251 泉9号墳 氷見市教育委員会/編 氷見市教育委員会

6 T290.9 富山産業観光図鑑 2020  
富山県広域産業観光推進委
員会

7 T318.3 富山市議会臨時会会議録 令和3年2月 富山市議会/編 富山市議会

8 T318.3 富山市中心市街地活性化基本計画 第3期 富山市/編 富山市

9 T318.3 富山市公共交通沿線居住推進事業 令和2年度 富山市活力都市創造部居住対策課居住誘導
係/編

富山市活力都市創造部居住対
策課居住誘導係

10 T318.3 富山市まちなか居住推進事業 令和2年度 富山市活力都市創造部居住対策課居住誘導
係/編

富山市活力都市創造部居住対
策課居住誘導係

11 T318.3 富山市景観ガイドブック 2020
富山市活力都市創造部都市計画課都市景観
係/編

富山市活力都市創造部都市計
画課都市景観係

12 T318.3 富山市民意識調査結果報告書 令和2年12月 富山市企画管理部企画調整課/編 富山市企画管理部企画調整課

13 T318.3 富山市の個人情報保護 令和元年度 富山市企画管理部文書法務課/編
富山市企画管理部文書法
務課

14 T318.3 富山市の情報公開 令和元年度 富山市企画管理部文書法務課/編
富山市企画管理部文書法
務課

15 T318.3 市議会臨時会 議案概要書 令和3年2月 富山市議会/編 富山市議会

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

17 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 令和3年3月 富山市議会/編 富山市議会

18 T318.3 富山市議会臨時会議案 令和3年2月 富山市議会/編 富山市議会

19 T343 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 令和元年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

20 T344 予算に関する説明書 令和3年度 富山市/編 富山市

21 T345 税務概要 令和2年度 富山市財務部納税課/編 富山市

22 T353 富山市統計書 第16回 令和2年度版 富山市企画管理部情報統計課統計係/編 富山市

23 T366.1 富山市商工労働部の概要 令和2年度 富山市商工労働部商業労政課/作成 富山市

24 T370.6 研究紀要 第16集(令和2年度) 富山市小学校長会/編 富山市小学校長会

25 T373 富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

26 T374 学校の保健・災害のあらまし 令和2年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

27 T375.3 人権教育推進のために 令和3年3月 富山県教育委員会生涯学習・文化財室/編 富山県教育委員会

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 T488 スズメのケージ内繁殖とその発展 大田保文/編著 大田保文

29 T498.5 富山市食品衛生監視指導計画 令和2年度 富山市保健所/編 富山市保健所

30 T519.5 富山市環境報告書 第1部・第2部 富山市環境部環境政策課/編 富山市環境部環境政策課

31 T520 能作文徳|野生のエディフィス 能作文徳/著 LIXIL出版

32 T527 富山で建てる! 2021 北日本新聞社/編 北日本新聞社

33 T611.7 富山市えごま6次産業化推進プラン 富山市/編 富山市

34 T670 富山市商工業振興資金融資制度マニュアル 令和2年4月 富山市商業労政課/編 富山市商業労政課

35 T674.9 TOYAMA ADC年鑑 2017～2019 富山アートディレクターズクラブ/編
富山アートディレクター
ズクラブ

36 T674.9 富山市屋外広告物条例の手引き 2020 富山市活力都市創造部都市計画課/編
富山市活力都市創造部都市計
画課

37 T675 市場概要 令和2年度 富山市公設地方卸売市場/編 富山市公設地方卸売市場

38 T681 富山市交通安全実施計画 令和2年度 富山市/編 富山市

39 T706 美の祭典 越中アートフェスタ 2020
美の祭典越中アートフェスタ実行委員会
事務局/編

美の祭典越中アートフェ
スタ実行委員会

40 T723 ずっと人間描かれ 水上泰財/著 武蔵野美術大学出版局

41 T760 とやま音楽文化 VOL.4 とやま音楽文化協会/企画・制作 中村義
朗/編 中尾哲雄

42 T775 鈴木忠志と利賀村 杉田欣次/著 向井嘉之/著 能登印刷出版部

43 T780 富山県高校スポーツ記録 第38号 2020 富山県高等学校体育連盟/編 富山県高等学校体育連盟

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アヒルかも!ウサギかも! エイミー・クラウス・ローゼンタール/著
トム・リヒテンヘルド/著 光文社

2 E ありえない! エリック・カール/作 アーサー・ビナー
ド/訳 偕成社

3 E ありがとう 谷川俊太郎/詩 えがしらみちこ/絵 講談社

4 E いきものづくしものづくし 1～2 しもかわらゆみ/ほか作 福音館書店

5 E いっぽいっぽのくつ 潮田玲子/作 かべやふよう/絵 フレーベル館

6 E おかしのずかん 大森裕子/作 福田淳子/監修 白泉社

7 E おせんべいわれた 岡田よしたか/著 出版ワークス

8 E おてがみ たちもとみちこ/さく・え 教育画劇

9 E おばけのやだもん まほうのカレーライス ひらのゆきこ/さく・え 教育画劇

10 E かいぞくタコせんちょう 二宮由紀子/文 市原淳/絵 KADOKAWA

11 E 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ/作・絵 お
びかゆうこ/訳 徳間書店

12 E 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

13 E クマとオオカミ ダニエル・サルミエリ/さく やまぐちふ
みお/やく 評論社

14 E くまのルイス
トム・リヒテンヘルド/文 ジュリー・
ローウィン・ゾック/絵 BL出版

15 E ぐん太 夢枕獏/文 飯野和好/絵 小学館

16 E さくららら 升井純子/文 小寺卓矢/写真 アリス館

17 E しんごうぴよぴよぴーい くにすえたくし/え 視覚デザイン研究所/
さく

視覚デザイン研究所

18 E そばにいるよ スムリティ・ホールズ/文 スティーブ・
スモール/絵 化学同人

19 E たいせつな気づき Tomos Roberts/著 Nomoco/絵 創元社

20 E た・ま・ご ケビン・ヘンクス/作 中川ひろたか/訳 光村教育図書

21 E 小さな小さなウイルスの大きなはなし 伊沢尚子/文 坂井治/絵 くもん出版

22 E ちゃーぷちゃぷあひるちゃん 渡辺朋/文 村上康成/絵 文響社

23 E でんしゃでどうぶつえん 丸山誠司/作 交通新聞社

24 E でんしゃのつくりかた 溝口イタル/え 交通新聞社

25 E なんでもない 鈴木のりたけ/作・絵 アリス館

26 E にげてさがして ヨシタケシンスケ/著 赤ちゃんとママ社

27 E にんにん!さすけまる ねこまき/え たきのみわこ/ぶん 白泉社

28 E ねたふりゆうちゃん 阿部結/著 白泉社

29 E はしごしゃののびるくん 正高もとこ/作 鎌田歩/絵 岩崎書店

30 E はっきりきこえているかな? せべまさゆき/絵 木場由紀子/監修 金の星社

31 E はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわゆみこ/作 世界文化ワンダークリエイト

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 E バルバルさん きょうはこどもデー 乾栄里子/文 西村敏雄/絵 福音館書店

33 E はろるどのそらのたび クロケット・ジョンソン/作 小宮由/訳 出版ワークス

34 E はんぶんこ! よねづゆうすけ/作 講談社

35 E ぷあぷあ うしろよしあき/文 かまたみつよ/絵 KADOKAWA

36 E ぷっくりえんどうまめ いわさゆうこ/さく 童心社

37 E ぽかぽかぐ〜ん 角野栄子/作 よしむらめぐ/絵 小学館

38 E まえとうしろどんなくるま? 4 こわせもりやす/作 偕成社

39 E 水がすきじゃなかったアヒル スティーブ・スモール/絵と文 青山南/訳 化学同人

40 E みんなとおなじくできないよ 湯浅正太/作 石井聖岳/絵 日本図書センター

41 E めがねがね tupera tupera/さく ひさかたチャイルド

42 E ももんちゃんどこへいくのかな? とよたかずひこ/さく・え 童心社

43 E モルモットのちゃもとけだまーず なかやみわ/さく 金の星社

44 E よだかの星 宮澤賢治/作 小林敏也/画 好学社

45 E ライオンごうのたび もりおかよしゆき/さく やまぐちようす
け/え あかね書房

46 E るーくんのベッド はせがわさとみ/作 アリス館

47 E わらいのひみつ おおのこうへい/作・絵 雨宮俊彦/監修 フレーベル館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K031 ムズムズムズい!絵なぞなぞ111 クイズ法人カプリティオ/なぞなぞ制作 永岡書店

2 K031 ニッポン第1号ものがたり 楠木誠一郎/著 講談社

3 K031 学校クイズ ワン・ステップ/編 金の星社

4 K031 なぞなぞ ワン・ステップ/編 金の星社

5 K031 身近なアノ名前クイズ100  JTBパブリッシング

6 K070 はじめてのニュース・リテラシー  (ちくまプリマー新書) 白戸圭一/著 筑摩書房

7 K147 47都道府県本当は怖い昔話 上巻・下巻 野宮麻未/著 怖い話研究会/著 理論社

8 K159 世界に勇気と希望をくれたメッセージ 3～4
パトリック・ハーラン/著・監修 稲葉茂
勝/編 岩崎書店

9 K216 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 1～2 古舘明廣/著 岩崎書店

10 K280 すてきで偉大な女性たちが世界を「あっ!」と言わせた ケイト・パンクハースト/作 増子久美/訳 化学同人

11 K280 すてきで偉大な女性たちが世界を変えた ケイト・パンクハースト/作 田元明日菜/
訳 化学同人

12 K280 すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト・パンクハースト/作 橋本あゆみ/
訳 化学同人

13 K280 すてきで偉大な女性たちが歴史をつくった ケイト・パンクハースト/作 堀江里美/訳 化学同人

14 K280 5分でわかる!世界の偉人・超人110  JTBパブリッシング

15 K281 郷土の発展につくした先人 5 北俊夫/監修 偕成社

16 K288 激レア名字クイズ100 高信幸男/監修 JTBパブリッシング

17 K289 池田菊苗 清水洋美/文 里見和彦/絵 汐文社

18 K289 ガウディ  (ちくまプリマー新書) 鳥居徳敏/著 筑摩書房

19 K312 こども地政学 船橋洋一/監修 バウンド/著 カンゼン

20 K319 平和の女神さまへ 平和ってなんですか? 小手鞠るい/作 サトウユカ/絵 講談社

21 K320 人権と自然をまもる法ときまり 4 笹本潤/法律監修 藤田千枝/編 大月書店

22 K333 SDGsを学んで新聞を作ろう 1 ニシ工芸児童教育研究所/編 金の星社

23 K333 SDGsのきほん 13～14  ポプラ社

24 K335 はじまりはひとつのアイデアから 3～4 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

25 K361 友だちづきあいってむずかしい オナー・ヘッド/文 小林玲子/訳 岩崎書店

26 K369 池上彰と考える災害とメディア 2 池上彰/監修 文溪堂

27 K369 子どもへのハラスメント 喜多明人/監修 PHP研究所

28 K369 防災学習ガイドもしものときにそなえよう地震 国崎信江/監修 金の星社

29 K369 福祉用具の図鑑 徳田克己/監修 金の星社

30 K369 福島に生きる凛ちゃんの10年 豊田直巳/写真・文 農山漁村文化協会

31 K369 つくって役立つ!防災工作 プラス・アーツ/監修 学研プラス

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 K372 SDGs時代の国際協力  (岩波ジュニア新書) 西村幹子/著 小野道子/著 岩波書店

33 K375 調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド 稲葉茂勝/著 秋田喜代美/監修 新日本出版社

34 K385 あたらしいマナー・エチケット事典 3～4  岩崎書店

35 K386 きせつと行事を楽しむずかん 夏 長谷川康男/監修 岩崎書店

36 K404 しぜんとかがくのはっけん!366クイズ 田中千尋/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

37 K407 おいしい!ふしぎ!理科実験スイーツ WILLこども知育研究所/編著 ダンノマリコ/料
理 金の星社

38 K407 きせつのあそび はる・なつ  理論社

39 K407 きせつのあそび あき・ふゆ  理論社

40 K452 ネコ博士が語る海のふしぎ
ドミニク・ウォーリマン/文 ベン・
ニューマン/絵 徳間書店

41 K457 激ヨワ人類史 長谷川政美/監修 ウラケン・ボルボック
ス/マンガ 西東社

42 K470 じぶんでよめるしょくぶつずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

43 K470 くさばな  学研プラス

44 K475 あなたのあしもとコケの森 鵜沢美穂子/文 新井文彦/写真 文一総合出版

45 K480 だれの子? 坂東元/監修 講談社/編 講談社

46 K481 池の水なぜぬくの? 安斉俊/著・絵 勝呂尚之/監修 くもん出版

47 K486 日本のチョウ大図鑑 2 福田晴男/監修・著 かとうけいこ/著 国土社

48 K489 No.1図鑑 動物 藤原尚太郎/監修 文響社

49 K491 いちばんやさしい「脳」の絵本 ベティナ・イップ/文 ミア・ニルソン/絵 河出書房新社

50 K493 細菌ラボ
リチャード・プラット/文 ジョン・ケ
リー/絵 小学館

51 K498 知っておきたい!新しい生活様式 1 佐藤昭裕/監修 あかね書房

52 K498 とつぜんつらいことがおきたら オナー・ヘッド/文 川野太郎/訳 岩崎書店

53 K518 めざせ!ごみゼロマスター 2 和田由貴/監修 WAVE出版

54 K519 ツリーハウスの風 楠木誠一郎/作 大管雅晴/絵 講談社

55 K519 ぼくらの青 佐藤まどか/作 大庭賢哉/絵 講談社

56 K519 はかって、へらそうCO2 1.5℃大作戦 1 地球環境戦略研究機関/監修 さ・え・ら書房

57 K519 持続的な社会を考える新しい環境問題 1～2 古沢広祐/監修 金の星社

58 K519 この星を救うために知っておくべき100のこと ローズ・ホール/ほか文 パルコ・ポロ/ほ
かイラスト 小学館

59 K520 建築家になりたい君へ 隈研吾/著 河出書房新社

60 K556 帆船軍艦 スティーブン・ビースティー/画 リ
チャード・プラット/文 あすなろ書房

61 K585 和紙の美しさと歴史 増田勝彦/監修 金の星社

62 K585 和紙のよさと作り方 増田勝彦/監修 金の星社

63 K593 服育ナビ! 2 有吉直美/監修 鈴木出版

64 K594 はじめての手づくり針を使わない手芸 Loving moon/ほか著 日東書院本社

65 K594 はじめてでもカンタン!手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室/編 理論社

66 K596 お菓子はすごい! 柴田書店/編 菅又亮輔/ほか著 柴田書店

67 K611 食卓からSDGsをかんがえよう! 2 稲葉茂勝/著 服部幸應/監修 岩崎書店

68 K611 未来を変えるレストラン 小林深雪/作 めばち/絵 講談社

69 K657 たけのこなんのこ?  ひさかたチャイルド

70 K681 気をつけよう!自転車トラブル 2 日本交通安全教育普及協会/監修 汐文社

71 K686 おおさかの電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

72 K750 伝統工芸のよさを伝えよう 増田勝彦/監修 金の星社

73 K754 気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙 1 寺西恵里子/作 汐文社

74 K754 ギュギュっと牛乳パック工作大作戦 ミッション2～3 吉田未希子/著 いかだ社

75 K779 動画でかんたん!おもしろ手品 沢しんや/監修
メイツユニバーサルコン
テンツ

76 K780 パラリンピックは世界をかえる
ローリー・アレクサンダー/作 アラン・
ドラモンド/絵 福音館書店

77 K783 動画で差がつく!小学生のテニス上達メソッド55 増田健太郎/監修
メイツユニバーサルコン
テンツ

78 K784 冬のスポーツを楽しむ本 1 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

79 K814 イラストでわかるオノマトペじてん 小野正弘/監修 成美堂出版

80 K910 平安男子の元気な!生活  (岩波ジュニア新書) 川村裕子/著 岩波書店

81 K913 オンライン! 21 雨蛙ミドリ/作 大塚真一郎/絵 KADOKAWA

82 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 13 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 K913 おひさまはだかんぼ 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

84 K913 ぴかぴかのウーフ 神沢利子/作 井上洋介/絵 ポプラ社

85 K913 おもちゃの国へようこそ 如月かずさ/作 はたこうしろう/絵 小峰書店

86 K913 サイコーの通知表 工藤純子/著 講談社

87 K913 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤ノリコ/著 白泉社

88 K913 ようこそ!へんてこ小学校 あたり?はずれ?うらない大集合! スギヤマカナヨ/作・絵 KADOKAWA

89 K913 わたし、パリにいったの たかどのほうこ/著 のら書店

90 K913 ウサギのトリン 2 高畠じゅん子/作 小林ゆき子/絵 小峰書店

91 K913 世にも奇妙な商品カタログ 6 地図十行路/作 望月けい/絵 KADOKAWA

92 K913 華麗なる探偵アリス&ペンギン 16 南房秀久/著 あるや/イラスト 小学館

93 K913 葉っぱにのって 濱野京子/作 しろさめ/絵 金の星社

94 K913 十年屋 5 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

95 K913 はんぴらり! 1～2 廣嶋玲子/作 九猫あざみ/絵 童心社

96 K913 夢をかなえる未来ノート 本田有明/著 PHP研究所

97 K913 一年生なんだもん 村上しいこ/さく ひがしちから/え 学研プラス

98 K913 理花のおかしな実験室 2 やまもとふみ/作 nanao/絵 KADOKAWA

99 K913 強制終了、いつか再起動 吉野万理子/著 講談社

100 K913 クルミ先生とまちがえたくないわたし 令丈ヒロ子/作 雛川まつり/絵 ポプラ社

101 K913 こんなにおもしろい日本の神話 2 渡邉卓/著 汐文社

102 K933 エミリときどきマーメイド 1 リズ・ケスラー/作 田中亜希子/訳 文響社

103 K933 ほんとうのことしかいえない真実の妖精 マット・ヘイグ/文 クリス・モルド/絵 西村書店

104 K943 バンビ フェーリクス・ザルテン/作 酒寄進一/訳 福音館書店

105 K949 ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ/作 菱木晃子/訳 あすなろ書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 217 昭和史入門 上・下 保阪正康/著 埼玉福祉会

2 914.6 いまも、君を想う 川本三郎/著 埼玉福祉会

3 914.6 それでもこの世は悪くなかった 佐藤愛子/著 埼玉福祉会

4 914.6 無所属の時間で生きる 城山三郎/著 埼玉福祉会

5 914.6 隅っこの四季 出久根達郎/著 埼玉福祉会

6 914.6 それなりに生きている 群ようこ/著 埼玉福祉会

7 F 落陽 1～2 朝井まかて/著 大活字文化普及協会

8 F あるじは信長 上・下 岩井三四二/著 埼玉福祉会

9 F 密室本能寺の変 風野真知雄/著 大活字文化普及協会

10 F あんちゃん 上・下 北原亞以子/著 埼玉福祉会

11 F まるまるの毬 上・下 西條奈加/著 埼玉福祉会

12 F 一人っ子同盟 上・下 重松清/著 埼玉福祉会

13 F 縁の川 1～2 辻堂魁/著 大活字文化普及協会

14 F 天満橋まで 1～2 辻堂魁/著 大活字文化普及協会

15 F 希みの文 1～2 辻堂魁/著 大活字文化普及協会

16 F 長いお別れ 上・下 中島京子/著 埼玉福祉会

17 F ナミヤ雑貨店の奇蹟 上・下 東野圭吾/著 埼玉福祉会

18 F 吉原手引草 上・下 松井今朝子/著 埼玉福祉会

19 F 奥羽の二人 上・下 松本清張/著 埼玉福祉会

20 F 黙示 上・中・下 真山仁/著 埼玉福祉会

21 F 祈りの証明 上・下 森村誠一/著 埼玉福祉会

22 F 虹の生涯 上1・上2・下1・下2 森村誠一/著 大活字文化普及協会

大活字本

★大活字本とは、読みやすいように通常の図書よりも大きな活字で印刷された図書のことです。

小さな文字は読みづらいという方におすすめします。
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