
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 一瞬でできる!頭の整理力 齋藤孝/著 ゴマブックス

2 007.1 AIは人間を憎まない トム・チヴァース/著 樋口武志/訳 飛鳥新社

3 007.1 進化が止まらない超人間AI 日経XTECH/編 日経BP

4 007.3 ゼロトラスト 勝村幸博/著 日経BP

5 007.3 監視資本主義 ショシャナ・ズボフ/著 野中香方子/訳 東洋経済新報社

6 007.3 シリコンバレーを越えて 上・下 ラメシュ・スリニヴァサン/著 大屋雄裕/監
訳 ニュートンプレス

7 007.3 ビジネスが広がるクラブハウス  （青春新書INTELLIGENCE） 武井一巳/著 青春出版社

8 007.3 デジタル馬鹿 ミシェル・デミュルジェ/著 鳥取絹子/訳 花伝社

9 007.3 良いデジタル化悪いデジタル化 野口悠紀雄/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

10 007.3 オンラインコミュニケーション講座 山崎紅/著 日経BP

11 007.3 はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡豊/著 秀和システム

12 007.3 オンラインのあたたかい場づくり自主研究ノート ver.1  ハンズオン埼玉

13 007.5 「超」メモ革命  （中公新書ラクレ） 野口悠紀雄/著 中央公論新社

14 007.5 デジタルアーカイブ・ベーシックス 5  勉誠出版(発売)

15 007.6 体験してわかるプログラミング教育 淺井登/著 技術評論社

16 007.6 縫うコンピュータグラフィックス 五十嵐悠紀/著 オーム社

17 007.6 伝わるWord資料作成術 伊佐恵子/著 日経PC21/編 日経BP

18 007.6 はじめてのAIリテラシー 岡嶋裕史/共著 吉田雅裕/共著 技術評論社

19 007.6 できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel関数 尾崎裕子/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

20 007.6 今すぐ使えるかんたんやさしくわかるMacBook入門 技術評論社編集部/著 マイカ/著 技術評論社

21 007.6 超速PC仕事術 木部智之/著 東洋経済新報社

22 007.6 この一冊で全部わかるWeb制作と運用の基本 小出修平/著 塚田一政/著 SBクリエイティブ

23 007.6 Webデザインの新しい教科書 こもりまさあき/共著 赤間公太郎/共著
エムディエヌコーポレー
ション

24 007.6 スラスラわかるPHP 志田仁美/著 アシアル株式会社/監修 翔泳社

25 007.6 Kotlinサーバーサイドプログラミング実践開発 竹端尚人/著 技術評論社

26 007.6 Django Webアプリ開発実装ハンドブック チーム・カルポ/著 秀和システム

27 007.6 できるキッズ子どもと学ぶLINE entryプログラミング入門 中川一史/監修 モウフカブール/著 インプレス

28 007.6 Windows 10は初期設定で使うな! 2021年最新版 日経PC21/編 日経BP

29 007.6 モダンExcel入門 村井直志/著 日経BP

30 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!タブレット超入門 森嶋良子/著 技術評論社

31 007.6 UXデザインの法則 Jon Yablonski/著 相島雅樹/訳 オライリー・ジャパン

32 007.6 インタフェースデザインの心理学 正 Susan Weinschenk/著 武舎広幸/訳 オライリー・ジャパン

33 014.6 “市民の図書館”の資料保存問題 山口源治郎/著 共同保存図書館・多摩

34 016.2 児童図書館の先駆者たち 東京子ども図書館/編纂 東京子ども図書館

35 016.5 大宅壮一文庫解体新書 阪本博志/編 勉誠出版(発売)

36 019.0 最後に殘るのは本 工作舎/編 工作舎

37 019.9 教養脳  （文春新書） 福田和也/著 文藝春秋

38 019.9 本屋大賞 2021 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 022.5 魅せるブックデザイン ヴィクショナリー/編 石田亜矢子/訳 グラフィック社

40 023.0 社史・本の雑誌 1～2 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

41 049 世界を「数字」で見てみたら  ブティック社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 114.2 死にかた論 佐伯啓思/著 新潮社

2 121.5 尊皇攘夷 片山杜秀/著 新潮社

3 123.8 論語物語 下村湖人/著 興陽館

4 131.3 はじめてのプラトン  （講談社現代新書） 中畑正志/著 講談社

5 131.5 自由を手に入れる方法 エピクテトス/著 アンソニー・A.ロング/編 文響社

6 135.5 ジャック・デリダとの交歓  （知の新書） 浅利誠/著 文化科学高等研究院出版局

7 139.3 生誕の災厄 E.M.シオラン/著 出口裕弘/訳 紀伊國屋書店

8 140 人間をかんがえる アルフレッド・アドラー/著 山下肇/訳 河出書房新社

9 140 心理学 ニッキー・ヘイズ/著 サラ・トムリー/著 ニュートンプレス

10 140.1 明日からネットで始める現象学 渡辺恒夫/著 新曜社

11 140.4 河合隼雄 河合隼雄/著 平凡社

12 140.8 シリーズ心理学と仕事 3 太田信夫/監修 北大路書房

13 141.2 皮膚はいつもあなたを守ってる 山口創/著 草思社

14 141.3 記憶と人文学 三村尚央/著 小鳥遊書房

15 141.5 本当に頭がいい人の思考習慣100 齋藤孝/著 宝島社

16 141.6 生贄探し  （講談社+α新書） 中野信子/著 ヤマザキマリ/著 講談社

17 141.7 マスクをするサル  （新潮新書） 正高信男/著 新潮社

18 141.9 何者かになりたい 熊代亨/著 イースト・プレス

19 143.7 怒れる老人 安藤俊介/著 産業編集センター

20 146.1 精神分析の歩き方 山崎孝明/著 金剛出版

21 146.8 ブレない私をつくる コリンヌ・スウィート/著 佐伯花子/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

22 146.8 認知行動療法で周囲の気持ちがわかる自分になる 玉井仁/監修
日本能率協会マネジメント
センター

23 146.8 ふと感じる寂しさ、孤独感を癒す本 根本裕幸/著 清流出版

24 146.8 親の支配脱出マニュアル 藤木美奈子/著 講談社

25 147 妖精の到来 アーサー・コナン・ドイル/著 井村君江/訳 アトリエサード

26 150.4 人生のトリセツ 小浜逸郎/著 徳間書店

27 159 それ、勝手な決めつけかもよ? 阿部広太郎/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

28 159 どうしようもない不安を乗り越えるとんでもなく賢い人生の送り方
ゲイリー・ジョン・ビショップ/著 高崎拓
哉/訳

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

29 159 習慣超大全 BJ.フォッグ/著 須川綾子/訳 ダイヤモンド社

30 159 やりきる力 堀江貴文/著 学研プラス

31 159.7 50歳からは、「これ」しかやらない 大塚寿/著 PHP研究所

32 159.8 1日1語、今日のあなたを元気にすることばのサプリ 上野陽子/著 三笠書房

33 161.3 宗教社会学 奥井智之/著 東京大学出版会

34 175 神社の起源と歴史 新谷尚紀/著 吉川弘文館

35 175.5 オオカミは大神 2 青柳健二/著 天夢人

36 175.9 縄文神社 首都圏篇 武藤郁子/著 飛鳥新社

37 180.4 ブッダが説いた幸せな生き方  （岩波新書 新赤版） 今枝由郎/著 岩波書店

38 185.9 お寺の日本地図  （文春新書） 鵜飼秀徳/著 文藝春秋

39 186.9 御朱印でめぐる東海のお寺 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

40 188.2 心に響く101の言葉 多川俊映/著 ウェッジ

41 188.4 伝教大師最澄 大久保良峻/著 法藏館

42 188.5 弘法大師の世界 武内孝善/監修 平凡社

43 188.7 くり返し読みたい親鸞 釈徹宗/監修 臼井治/画 リベラル社

44 188.7 親鸞 千葉乗隆/著 清水書院

45 188.7 仏華 弓場洋子/著 本願寺出版社

100  哲学100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 190 くらべてわかる!キリスト教イスラーム入門 齋藤孝/著 ビジネス社

47 195.6 教会実務を神学する 山崎龍一/著 教文館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 209 新世界海賊の作法 山田吉彦/監修 G.B.

2 209.3 高地文明  （中公新書） 山本紀夫/著 中央公論新社

3 209.5 16世紀「世界史」のはじまり  （文春新書） 玉木俊明/著 文藝春秋

4 210.2 発掘された日本列島 2021 文化庁/編 共同通信社

5 210.4 井沢式新ニッポン風土記 西日本編 井沢元彦/著 旅行読売出版社

6 210.4 “地形と気象”で解く!日本の都市誕生の謎 竹村公太郎/著 ビジネス社

7 211 日本史の基本ゆる図鑑 小和田哲男/監修 宝島社

8 211.2 「勘違い」だらけの日本文化史 八條忠基/著 淡交社

9 213 海洋の日本古代史  （PHP新書） 関裕二/著 PHP研究所

10 213 古代史の正体  （新潮新書） 関裕二/著 新潮社

11 213.2 アクセサリーの考古学 高田貫太/著 吉川弘文館

12 213.4 持統天皇と男系継承の起源  （ちくま新書） 武澤秀一/著 筑摩書房

13 214 地図で考える中世 榎原雅治/著 吉川弘文館

14 214 室町は今日もハードボイルド 清水克行/著 新潮社

15 214 中世は核家族だったのか 西谷正浩/著 吉川弘文館

16 214.2 図説鎌倉幕府 田中大喜/編著 戎光祥出版

17 214.6 <武家の王>足利氏 谷口雄太/著 吉川弘文館

18 214.7 戦国武将学 加来耕三/著 松柏社

19 214.7 戦国時代と一向一揆 竹間芳明/著 日本史史料研究会/監修 文学通信

20 214.8 関ケ原への道 水野伍貴/著 東京堂出版

21 217 アウトサイダーたちの太平洋戦争 高川邦子/著 芙蓉書房出版

22 217.5 国民義勇戦闘隊と学徒隊 斉藤利彦/著 朝日新聞出版

23 219.3 ふるさと東京今昔散歩 第2巻 坂崎幸之助/著 生田誠/著 フォト・パブリッシング

24 219.3 東京復興ならず  （中公新書） 吉見俊哉/著 中央公論新社

25 219.3 言いなりにならない江戸の百姓たち 渡辺尚志/著 文学通信

26 219.4 能登・加賀立国と地域社会 森田喜久男/著 同成社

27 219.6 古地図でたどる大阪24区の履歴書 本渡章/著 140B

28 219.9 沖縄戦の子どもたち 川満彰/著 吉川弘文館

29 219.9 占領下のトカラ 半田正夫/語り 稲垣尚友/著 弦書房

30 220.7 アジアの虐殺・弾圧痕を歩く 藤田賀久/著 えにし書房

31 222.8 シルクロード  （新潮新書） 中村清次/著 新潮社

32 223 東南アジア史10講  （岩波新書 新赤版） 古田元夫/著 岩波書店

33 225 一冊でわかるインド史 水島司/監修 河出書房新社

34 233.2 スコットランド通史 木村正俊/著 原書房

35 234.0 ドイツ史1800-1866 下 トーマス・ニッパーダイ/著 大内宏一/訳 白水社

36 235.0 ドレフュス事件 アラン・パジェス/著 吉田典子/訳 法政大学出版局

37 242.0 古代エジプト全史 河合望/著 雄山閣

38 280.4 お姫様と名建築 嶽本野ばら/著 ayumi./イラスト エクスナレッジ

39 281.0 南北朝武将列伝 北朝編 亀田俊和/編 杉山一弥/編 戎光祥出版

40 281.0 『名将言行録』に学ぶリーダー哲学 川崎享/著 東洋経済新報社

41 281.0 幕末維新英傑伝 菅野覚明/著 ミネルヴァ書房

42 281.0 世界に紹介したい日本の100人 ジェームス・M.バーダマン/著 長尾実佐子/
訳 山川出版社

43 281.0 心揺るがす講演を読む 2 水谷もりひと/監修・編集 宮崎中央新聞社

44 288.4 名画で読み解くプロイセン王家12の物語  （光文社新書） 中野京子/著 光文社

45 289.1 楠木正行・正儀 生駒孝臣/著 ミネルヴァ書房

46 289.1 清六の戦争 伊藤絵理子/著 毎日新聞出版

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 289.1 小池一子 小池一子/著 平凡社

48 289.1 私がフェミニズムを知らなかった頃 小林エリコ/著 晶文社

49 289.1 ツボちゃんの話 佐久間文子/著 新潮社

50 289.1 渋沢栄一自伝 渋沢栄一/著 興陽館

51 289.1 わたしは銭湯ペンキ絵師 田中みずき/著 秀明大学出版会

52 289.1 闇の盾 寺尾文孝/著 講談社

53 289.1 婆娑羅大名佐々木道誉  （文春新書） 寺田英視/著 文藝春秋

54 289.1 喜ばれる人になりなさい 永松茂久/著 すばる舎

55 289.1 「論語と算盤」渋沢栄一と二松学舎 二松学舎/編 朝日新聞出版

56 289.1 藤原仲麻呂  （中公新書） 仁藤敦史/著 中央公論新社

57 289.1 ウィーンに六段の調 萩谷由喜子/著 中央公論新社

58 289.1 だいじょうぶ、だいじょうぶよ 服部津貴子/著 愛育出版

59 289.3 ハーベン ハーベン・ギルマ/著 斎藤愛/訳 明石書店

60 289.3 エリザベス二世 ロッド・グリーン/著 龍和子/訳 原書房

61 289.3 エルサレム<以前>のアイヒマン
ベッティーナ・シュタングネト/著 香月恵
里/訳 みすず書房

62 289.3 ヘンリー八世 陶山昇平/著 晶文社

63 289.3 私たちの真実 カマラ・ハリス/著 藤田美菜子/訳 光文社

64 289.3 ファーブル伝 ジョルジュ=ヴィクトール・ルグロ/著 奥本
大三郎/訳 集英社

65 290 世界なんでもランキング  （地球の歩き方） 『地球の歩き方』編集室/著 地球の歩き方

66 290 教養としての地理 山岡信幸/著 PHP研究所

67 290 エピソードで読む世界の国243 2021▷2022 エピソードで読む世界の国243編集委員会/
編 山川出版社

68 290.4 1日1ページ、365日で世界一周 井田仁康/監修 成美堂出版

69 290.4 世界と日本の地理の謎を解く  （PHP新書） 水野一晴/著 PHP研究所

70 290.9 旅がくれたもの 蔵前仁一/著 旅行人

71 290.9 世界のすごい島300  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

72 291 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田龍昭/著 ベレ出版

73 291.0 教養としての日本地理 浅井建爾/著 エクスナレッジ

74 291.0 シニアバス旅のすすめ  （平凡社新書） 加藤佳一/著 平凡社

75 291.0 新青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

76 291.0 終着駅の日は暮れて 服部夏生/文 三原久明/写真 天夢人

77 291.1 るるぶ函館  '22  JTBパブリッシング

78 291.3 東京で見つける江戸  （平凡社新書） 香原斗志/著 平凡社

79 291.3 まち歩きが楽しくなる水路上観察入門 吉村生/著 高山英男/著 KADOKAWA

80 291.3 尾瀬と周辺の山をあるく 2021  JTBパブリッシング

81 291.5 岐阜百秀山 清水克宏/著 ナカニシヤ出版

82 291.5 信州の山 北部上巻・下巻 宮坂七郎/著 信毎書籍出版センター

83 291.5 アルプス・八ケ岳絶景トレッキングBOOK 2021  ネコ・パブリッシング

84 291.5 伊豆・箱根  '22 （まっぷるマガジン）  昭文社

85 291.5 河口湖・山中湖 富士山  '22 （まっぷるマガジン）  昭文社

86 291.5 岐阜のトリセツ  昭文社

87 291.5 ご当地絶景中部東海北陸  昭文社

88 291.5 るるぶ名古屋  '22  JTBパブリッシング

89 291.6 淡路島  （地球の歩き方JAPAN）  地球の歩き方

90 291.7 宮島・広島 尾道 倉敷  '22-'23年版  朝日新聞出版

91 291.7 山口のトリセツ  昭文社

92 291.9 「近い昔」の沖縄・33話 大城将保/著 高文研

93 291.9 石垣・宮古 竹富島 西表島  '22-'23年版  朝日新聞出版

94 291.9 鹿児島のトリセツ  昭文社

95 291.9 福岡 博多・天神  '22 （まっぷるマガジン）  昭文社

96 291.9 るるぶ九州  '22  JTBパブリッシング

97 291.9 るるぶ湯布院黒川  '22  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

98 292.3 遊んで、食べて、癒されてタイ・プーケットへ 鈴木さくらこ/著 イカロス出版

99 292.5 死を喰う犬 小林みちたか/著 産業編集センター

100 292.5 インドを旅する55章 宮本久義/編著 小西公大/編著 明石書店

101 292.5 インドの奥のヒマラヤへ 山本高樹/文・写真 産業編集センター

102 293.7 魅惑の絶景と美食旅ナポリとアマルフィ海岸周辺へ 祝美也子/著 イカロス出版

103 297.1 大学的オーストラリアガイド 鎌田真弓/編 昭和堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 リスク大全
深津嘉成/著 東京海上日動リスクコンサル
ティング(株)/編 インプレス

2 302 世界を知る101の言葉 マンディープ・ライ/著 鹿田昌美/訳 飛鳥新社

3 302.2 アラブに自殺、イジメ、老後不安はない ハムダなおこ/著 国書刊行会

5 304 どうせ死ぬから言わせてもらおう  （角川新書） 池田清彦/著 KADOKAWA

6 304 偉い人ほどすぐ逃げる 武田砂鉄/著 文藝春秋

8 304 無と意識の人類史 広井良典/著 東洋経済新報社

9 310.4 知徳国家のリーダーシップ 北岡伸一/著 野中郁次郎/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

10 311.7 ポピュリズムとファシズム エンツォ・トラヴェルソ/著 湯川順夫/訳 作品社

11 311.8 権威主義の誘惑 アン・アプルボーム/著 三浦元博/訳 白水社

13 312.1 日本政治コロナ敗戦の研究 御厨貴/著 芹川洋一/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

14 312.1 日本政治史講義 御厨貴/著 牧原出/著 有斐閣

15 312.8 女たちのポリティクス  （幻冬舎新書） ブレイディみかこ/著 幻冬舎

16 313.6 むずかしい天皇制 大澤真幸/著 木村草太/著 晶文社

17 314.8 選挙関係質疑応答集 国政情報センター/編 国政情報センター

18 315.2 中国共産党、その百年 石川禎浩/著 筑摩書房

19 315.5 米国共産党調書 江崎道朗/編訳 育鵬社

20 316.8 レイシズムを考える 清原悠/編 明戸隆浩/ほか著 共和国

21 316.8 アンチレイシストであるためには イブラム・X.ケンディ/著 児島修/訳 辰巳出版

23 316.8 命を落とした七つの羽根 タニヤ・タラガ/著 村上佳代/訳 青土社

24 316.8 ホワイト・フラジリティ ロビン・ディアンジェロ/著 貴堂嘉之/監訳 明石書店

25 316.8 14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ/著 久保美代子/訳 すばる舎

26 317.3 霞が関のリアル NHK取材班/著 岩波書店

27 317.6 救国のアーカイブ 倉山満/著 ワニブックス

28 317.7 今こそ、問われる地域防災力  （近代消防新書） 後藤一蔵/著 近代消防社

29 317.9 アメリカのシャーロック・ホームズ ケイト・ウィンクラー・ドーソン/著 高山
祥子/訳 東京創元社

30 318.0 地域研究ハンドブック 中野邦彦/著 本田正美/著 勁草書房

31 318.2 福岡市長高島宗一郎の日本を最速で変える方法 高島宗一郎/著 日経BP

32 318.5 公文書管理法を理解する 小谷允志/編著 日外アソシエーツ

33 318.5 自治体監査の12か月 馬場伸一/著 学陽書房

34 319.1 ベトナムを知れば見えてくる日本の危機 梅田邦夫/著 小学館

35 319.1 マオとミカド 城山英巳/著 白水社

36 319.2 中国(チャイナ)ファクターの政治社会学 川上桃子/編 呉介民/編 白水社

37 319.8 核の大分岐 太田昌克/著 かもがわ出版

38 320 実用各種証明書のとり方 証明書交付請求研究会/編著 日本法令

40 322.1 室町・戦国時代の法の世界 日本史史料研究会/監修 松園潤一朗/編 吉川弘文館

41 323.0 知って楽しい世界の憲法 西修/著 海竜社

42 323.1 9条の戦後史  （ちくま新書） 加藤典洋/著 筑摩書房

43 323.1 判例から学ぶ憲法・行政法 小山剛/編 川崎政司/編 法学書院

44 323.1 憲法を読み解く 渋谷秀樹/著 有斐閣

45 323.9 用地補償ハンドブック 補償実務研究会/編集 ぎょうせい

46 324.8 改正民法・不動産登記法 七戸克彦/著 ぎょうせい

47 326.1 はじめての刑法総論 尾崎哲夫/著 自由国民社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

48 327.1 悪魔の証明  （ちくま新書） 谷岡一郎/著 筑摩書房

49 327.5 特定調停法逐条的解説 濱田芳貴/編著 民事法研究会

50 327.8 少年法入門  （岩波新書 新赤版） 廣瀬健二/著 岩波書店

51 330.4 14歳の自分に伝えたい「お金の話」 藤野英人/著 マガジンハウス

52 331.1 なぜ、脱成長なのか ヨルゴス・カリス/著 スーザン・ポールソ
ン/著 NHK出版

53 331.1 消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神 橋本努/著 筑摩書房

54 332.0 逆境の資本主義 日本経済新聞社/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

55 332.0 資本主義だけ残った ブランコ・ミラノヴィッチ/著 西川美樹/訳 みすず書房

56 332.1 日本戦争経済史 小野圭司/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

57 332.1 日本経済図説  （岩波新書 新赤版） 宮崎勇/著 本庄真/著 岩波書店

58 332.4 超加速経済アフリカ 椿進/著 東洋経済新報社

59 332.5 マイケル・ジェンセンとアメリカ中産階級の解体 ニコラス・レマン/著 藪下史郎/訳 日経BP

60 333.6 貿易戦争は階級闘争である マシュー・C.クレイン/著 マイケル・ペ
ティス/著 みすず書房

61 333.6 教養としてのグローバル経済 齊藤誠/著 有斐閣

62 333.6 バブルの経済理論 櫻川昌哉/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

63 334.4 アンダーコロナの移民たち 鈴木江理子/編著 明石書店

64 334.7 資源の世界地図 飛田雅則/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

65 334.7 資源争奪の世界史 平沼光/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

67 335 人の倍稼ぐフリーランス46の心得 上阪徹/著 草思社

68 335 仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 小桧山美由紀/著 総合法令出版

69 335 会社の「偏差値」 坂本光司/著 あさ出版

70 335.1 伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営者図鑑 鈴木博毅/著 たきれい/イラスト かんき出版

71 335.1 イーロン・マスクの未来地図 竹内一正/著 宝島社

73 335.2 コロナ倒産の真相 帝国データバンク情報部/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

74 335.3 中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本 吉野智成/著 岡本健太/著 セルバ出版

75 335.4 最新業種別M&Aの成功ポイントがよ〜くわかる本 笹川敏幸/著 秀和システム

76 335.5 いわゆる財閥考 下谷政弘/著 日本経済評論社

77 335.7 PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本 寺沢弘樹/著 学陽書房

79 335.8 9割の社会問題はビジネスで解決できる 田口一成/著 PHP研究所

81 336 転職1年目の教科書 秋山進/著
日本能率協会マネジメント
センター

82 336 現場で使える「SCM」の教科書 石川和幸/著 ソシム

83 336 失敗の殿堂 ポール・ルイ・イスケ/著 紺野登/監訳 東洋経済新報社

84 336 結果を出す人のPDCA100の法則 鹿野和彦/著
日本能率協会マネジメント
センター

85 336 学び続ける知性 前刀禎明/著 日経BP

86 336 BCPの見直し・訓練・展開がわかる本 SOMPOリスクマネジメント株式会社/編著 中央経済社

87 336 スタートアップ企業の経営管理を学ぶ 藤浦宏史/著 中央経済社

88 336.1 レグテック・イノベーション EY Japan/編 日本経済新聞社SUM事務局/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

89 336.1 実現する経営ビジョン・経営計画Q&A 岩田武久/著 山田善紀/著 同文舘出版

90 336.1 成功=ヒト×DX 鈴木康弘/著 プレジデント社

91 336.1 世界最先端8社の大戦略 田中道昭/著 日経BP

92 336.1 DXを成功させる社長81の心得 永井昭弘/著 日経BP

93 336.1 確実に成果を出す「業務変革型DX」の進め方 水田哲郎/著 福永竜太/著 日経BP

94 336.2 出社しなくても最高に評価される人がやっていること 池本克之/著 日本実業出版社

97 336.2 超速 ウィル・デクレール/著 バオ・ディン/著 サンマーク出版

98 336.2 企業価値向上・DX推進に向けた中小企業の生産性革命 中村中/著 ビジネス教育出版社

99 336.3 リーダーシップがなくてもできる「職場の問題」30の解決法 大橋高広/著 日本実業出版社

100 336.3 人材力・組織力強化アクションリスト 清水裕一/著
クロスメディア・パブリッ
シング

101 336.3 図で考えると会社は良くなる 前田康二郎/著
クロスメディア・パブリッ
シング

102 336.4 在宅勤務の最新労務対策Q&A 今西眞/著 労働調査会

103 336.4 問題社員のリスクと実務対応 江畠健彦/著 労働調査会

104 336.4 誰のためのテレワーク? 大内伸哉/著 明石書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 336.4 労働法で企業に革新を 大内伸哉/著 商事法務

106 336.4 ダマすプレゼンのしくみ kanata/著 翔泳社

107 336.4 ビジネスに革命を起こすトッププレゼンテーションの技術 光畑真樹/著
クロスメディア・パブリッ
シング

109 336.4 同一労働同一賃金 裁判所の判断がスグわかる本 中野公義/著 日本法令

110 336.4 やさしくわかる外国人雇用の労務管理 古川飛祐/著 税務経理協会

111 336.4 会議を上手に終わらせるには バスター・ベンソン/著 千葉敏生/訳 早川書房

113 336.4 仕事のアンラーニング 松尾睦/著 同文舘出版

114 336.4 LGBTはじめての労務管理対応マニュアル 森伸恵/著 労働調査会

115 336.4 プレゼンテーションZen ガー・レイノルズ/著 熊谷小百合/訳 丸善出版

116 336.4 令和2年改正高年齢者雇用の法解説と人事制度の考え方 渡辺葉子/著 第一法規

117 336.5 AI人材の育て方 孝忠大輔/著 翔泳社

118 336.5 ビジネス法文書の基礎知識と実務 花野信子/編著 民事法研究会

119 336.8 令和時代の内部統制とリスクコントロール 打田昌行/著 翔泳社

120 336.8 投資評価の仕組みと実務がわかる本 梅澤真由美/著 中央経済社

121 336.8 売上最小化、利益最大化の法則 木下勝寿/著 ダイヤモンド社

122 336.8 経営感覚を整えるためのカンのメンテナンス 冨松誠/著 スタブロブックス

123 336.8 倒産企業の財務諸表に学ぶフローとストックの安全性分析 堀江國明/共著 堀江亮佑/共著 日本法令

124 336.9 税務・労務ハンドブック 令和3年版 馬詰政美/著 菊地弘/著 清文社

125 336.9 こんなにおもしろい税理士の仕事 湊義和/著 中央経済社

126 337.2 貨幣の歴史 デイヴィッド・オレル/著 角敦子/訳 原書房

127 338.1 株「会社四季報」の鬼100則 石井勝利/著 明日香出版社

129 338.1 超入門株の教科書 岩本秀雄/著 新星出版社

130 338.1 「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす 荻原博子/著 大和書房

131 338.1 年率10%を達成する!プロの「株」勉強法 栫井駿介/著
クロスメディア・パブリッ
シング

132 338.1 高配当投資術 窪田真之/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

133 338.1 株で儲ける!損切りの一番やさしい教科書 テクニカル分析研究会/著 戸松信博/監修 技術評論社

134 338.1 株式投資完全入門 ジョシュア・パール/著 ジョシュア・ロー
ゼンバウム/著 パンローリング

135 338.1 市場の守り人 浜田康/著 同文舘出版

136 338.1 黒字転換2倍株で勝つ投資術 馬渕磨理子/著 ダイヤモンド社

137 338.1 マンガと図解はじめての資産運用 頼藤太希/著 高山一恵/著 宝島社

138 338.2 最新銀行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 平木恭一/著 秀和システム

139 338.7 図解わかる住宅ローン 2021-2022年版 浅井秀一/著 新星出版社

140 338.7 判例に学ぶ決済サービスの法務と実務 吉元利行/著 金融財政事情研究会

142 339.4 はじめて学ぶ生命保険 松澤登/著 保険毎日新聞社

143 339.4 図解わかる生命保険 2021-2022年版 ライフプラン研究会/編著 新星出版社

144 345 図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金  '21-'22年版 吉澤大/監修 成美堂出版

145 350.1 知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ 佐々木彈/監修 西東社

146 361 社会学的思考力 井上孝夫/著 新曜社

147 361.4 人間関係が一瞬でよくなる魔法の接続詞 谷口敏夫/著 扶桑社

148 361.4 超一流の話し方見るだけノート 野口敏/監修 宝島社

149 361.4 予測不能の時代 矢野和男/著 草思社

150 361.4 だから、あの人は嫌われる  （幻冬舎新書） 吉原珠央/著 幻冬舎

151 361.5 日本を寿ぐ ドナルド・キーン/著 新潮社

152 361.5 日本の感性と東洋の叡智 中村順一/著 淡交社

153 361.7 日本の農村  （ちくま新書） 細谷昻/著 筑摩書房

154 361.8 まとまらない言葉を生きる 荒井裕樹/著 柏書房

155 361.8 ヘイトをとめるレッスン ホンソンス/著 たなともこ/訳 ころから

157 362.0 資本主義と危機 マルクス・ガブリエル/著 イマニュエル・
ウォーラーステイン/著 岩波書店

158 364.3 図解わかる定年前後の手続きのすべて 2021-2022年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

160 364.4 Q&A「科学的介護」を現場で実現する方法 田中元/著 ぱる出版

161 364.4 いちばんやさしい「介護事務」超入門 水口錠二/著 ぱる出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

162 364.6 年金のしくみともらい方 21-22年版 小林労務/著 ナツメ社

163 365.3 移住。 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

164 365.3 福祉と住宅をつなぐ 牧嶋誠吾/著 学芸出版社

165 365.3 すぐに役立つ入門図解最新マンション管理の法律と実務 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

166 366.2 犯罪を起こした知的障がい者の就労と自立支援 瀧川賢司/著 クリエイツかもがわ

168 366.2 最新最強の履歴書・職務経歴書  '23年版 矢島雅己/監修 成美堂出版

169 366.3 パワーハラスメント実務大全 東京弁護士会法友全期会/編著 日本法令

170 366.3 シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか 中囿桐代/著 勁草書房

171 366.3 図解最新労働安全衛生法の基本と実務がわかる事典 森島大吾/監修 三修社

172 366.4 将来が見えてくる!日本の給料&職業図鑑Special 給料BANK/著 スタディサプリ進路/著 宝島社

173 366.6 労働組合の基礎 仁田道夫/編 中村圭介/編 日本評論社

174 366.9 仕事で折れない心のつくり方 名越康文/著 アルファポリス

175 367.1 女性の中年危機 スザンヌ・シュミット/著 岡本祐子/監訳 ニュートンプレス

176 367.1 問題=物質(マター)となる身体 ジュディス・バトラー/著 佐藤嘉幸/監訳 以文社

177 367.2 我は、おばさん 岡田育/著 集英社

178 367.2 条件なき平等 レジャーヌ・セナック/著 井上たか子/訳 勁草書房

179 367.2 男尊女卑 成清弘和/著 明石書店

180 367.2 #駄言辞典 日経xwoman/編 日経BP

181 367.2 多様な社会はなぜ難しいか 水無田気流/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

182 367.4 57歳で婚活したらすごかった  （新潮新書） 石神賢介/著 新潮社

183 367.4 事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井裕一郎/著 白澤社

184 367.6 親の手で病気にされる子どもたち 南部さおり/著 学芸みらい社

185 367.7 セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア 岸恵美子/編著 中央法規出版

186 367.7 定年後の居場所  （朝日新書） 楠木新/著 朝日新聞出版

187 367.7 老いの福袋 樋口恵子/著 中央公論新社

188 368.5 ルポ外国人マフィア 真樹哲也/著 彩図社

189 368.6 万引き 伊東ゆう/著 青弓社

190 368.6 相模原障害者殺傷事件 西角純志/著 明石書店

191 368.6 裏切り者 アストリッド・ホーレーダー/著 小松佳代
子/訳 早川書房

192 368.7 どうしても頑張れない人たち  （新潮新書） 宮口幸治/著 新潮社

193 369 地域包括ケア時代の地域包括支援センター 高橋紘士/共編 田中明美/共編 オーム社

195 369.0 チャリティの帝国  （岩波新書 新赤版） 金澤周作/著 岩波書店

196 369.2 マンガで解決親の介護とお金が不安です 上大岡トメ/著 黒田尚子/監修 主婦の友社

197 369.2 身近な人の介護で「損したくない!」と思ったら読む本 河北美紀/著 実務教育出版

198 369.2 これならわかる<スッキリ図解>実地指導 小濱道博/著 翔泳社

199 369.2 しゃべらなくても楽しい!シニアの座ってできる健康体操50 斎藤道雄/著 黎明書房

200 369.2 大阪に来たらええやん! 坂本慎治/著 信長出版

201 369.2 いそがばまわれ ブラフアート/編著 能美舎

202 369.2 親が亡くなった「ぼくは、どこで暮らしたらいいんや」 山下幹雄/著 ぶどう社

203 369.4 家族支援・自立支援・地域支援と当事者参画 相澤仁/編集代表 明石書店

204 369.4 中途からの養育・支援の実際 相澤仁/編集代表 明石書店

205 369.4 海外ルーツの子ども支援 田中宝紀/著 青弓社

206 369.4 今、もっとも必要なこれからの子ども・子育て支援 土谷みち子/編著 汐見稔幸/著 風鳴舎

207 369.4 夢中になれる小児病棟 松本惠里/著 英治出版

208 369.4 子どもたちがつくる町 村上靖彦/著 世界思想社

209 369.4 つながり続けるこども食堂 湯浅誠/著 中央公論新社

210 370.4 やりすぎ教育  （ポプラ新書） 武田信子/著 ポプラ社

211 371.4 実践セミナー不登校の理解と支援 池田久剛/著 金子書房

212 371.4 不登校からの進路選択 福本早穂/著 学びリンク

213 372.1 学校一斉休校は正しかったのか? 水谷哲也/編著 朝岡幸彦/編著 筑波書房

214 374.3 教師が悩んだときに読む本 諸富祥彦/編著 教師を支える会/編著 図書文化社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

215 375.1 クラウドで育てる次世代型情報活用能力 堀田龍也/編著 山内祐平/編著 小学館

216 375.2 日本の体罰 アーロン・L.ミラー/著 石井昌幸/訳 共和国

217 376.1 3・4・5歳児のふれあいあそび 小倉和人/著 ひかりのくに

218 376.1 子どもの「こころ」をのぞいてみる 佐久間路子/編著 ぎょうせい

219 377.2 クローズアップ藝大  （河出新書） 国谷裕子/著 東京藝術大学/著 河出書房新社

220 377.2 東京藝大美術学部究極の思考 増村岳史/著
クロスメディア・パブリッ
シング

221 377.2 大学ランキング 2022年版  朝日新聞出版

222 377.9 業界と職種がわかる本  '23年版 岸健二/編 成美堂出版

223 377.9 Web面接  `23 才木弓加/著 マイナビ出版

224 377.9 就活のやり方<いつ・何を・どう?>ぜんぶ! 2023年度版 就職情報研究会/編 実務教育出版

225 377.9 こう動く!就職活動オールガイド  '23年版 高嶌悠人/監修 成美堂出版

226 377.9 絶対内定 2023-2025-1  ダイヤモンド社

227 378 きれいごと抜きのインクルーシブ教育 多賀一郎/著 南惠介/著 黎明書房

228 378.5 6歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える 上里聡/共著 山田有紀/共著 現代書林

229 379.7 自分の芯をつくる学び 齋藤孝/著 世界文化ブックス

230 379.9 読書をする子は○○がすごい 榎本博明/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

231 379.9 子どもの「生きる力」を伸ばす方法 征矢里沙/著 総合法令出版

232 379.9 家庭で役立つ10代子育てのヒント 高賢一/著 北國新聞社出版局(発売)

233 379.9 成功する子は「やりたいこと」を見つけている 中曽根陽子/著 青春出版社

234 379.9 イラストでわかる自己肯定感をのばす育て方 諸富祥彦/監修 モチコ/イラスト 池田書店

235 379.9 親から始まる「正解のない時代」を生き抜く世界基準の子育て アイシャ・レバイン/著 双葉社

236 379.9 保健室の先生だけが知っている子育て 渡邊真亀子/著 総合法令出版

237 382.1 自然暦と環境口誦の世界 野本寛一/著 大河書房

238 382.1 町田忍の令和の時代もたくましく生きる昭和遺産100 町田忍/文+写真+絵 天夢人

239 383.8 食の世界史 南直人/著 昭和堂

240 383.8 古代の食を再現する 三舟隆之/編 馬場基/編 吉川弘文館

241 383.8 納豆の食文化誌 横山智/著 農山漁村文化協会

242 383.8 野生のごちそう ジーナ・レイ・ラ・サーヴァ/著 棚橋志行/
訳 亜紀書房

243 384.8 遊戯 2 増川宏一/著 法政大学出版局

244 385.9 暮らしの包み 横山功/監修 小林一夫/監修 池田書店

245 386.1 日本だんじり文化論 森田玲/著 創元社

246 386.8 世界無形文化遺産事典 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

247 387 江戸東京ご利益事典 長沢利明/著 笠間書院

248 388.0 幻想用語辞典 池上良太/執筆 川口妙子/執筆 新紀元社

249 388.1 日本怪異妖怪事典 北海道 朝里樹/著 笠間書院

250 388.1 山の怪異大事典 朝里樹/著 宝島社

251 388.1 江戸の怪談 にほんの歴史★楽会/編 出版芸術社

252 390.9 図説戦争と軍服の歴史 辻元よしふみ/著 辻元玲子/イラスト 河出書房新社

253 391 戦争の新しい10のルール ショーン・マクフェイト/著 川村幸城/訳 中央公論新社

254 392 米軍幹部が学ぶ最強の地政学 北村淳/著 宝島社

255 392.3 現代ロシアの軍事戦略  （ちくま新書） 小泉悠/著 筑摩書房

256 393 抑止 福山隆/著 扶桑社

257 396.0 情報分析官が見た陸軍中野学校 上田篤盛/著 並木書房

258 396.2 経理から見た日本陸軍  （文春新書） 本間正人/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 科学と社会へ望むこと 池内了/著 而立書房

2 404 理系の「なぜ?」がわかる本 小谷太郎/著 青春出版社

3 404 名随筆で学ぶ英語表現 寺田寅彦/原著 トム・ガリー/著 岩波書店

4 407 理系女性の人生設計ガイド  （ブルーバックス） 大隅典子/著 大島まり/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 407 大学院活用術 面谷信/著 東京電機大学出版局

6 407 理系研究者の「実験メシ」  （光文社新書） 松尾佑一/著 光文社

7 407 読む・打つ・書く 三中信宏/著 東京大学出版会

8 407 ものが語る教室 盛口満/著 岩波書店

9 410 語りかける中学数学 高橋一雄/著 ベレ出版

10 410.4 プリンストン大学教授が教える“数字”に強くなるレッスン14 ブライアン・カーニハン/著 西田美緒子/訳 白揚社

11 411 じっくり味わう代数学 海老原円/著 オーム社

12 413 解析学図鑑 蔵本貴文/著 オーム社

13 414.1 四角形の七不思議  （ブルーバックス） 細矢治夫/著 講談社

14 417 RとPythonで学ぶ統計学入門 増井敏克/著 オーム社

15 417.1 文系のためのめっちゃやさしい確率 倉田博史/監修 ニュートンプレス

16 421.3 量子論のすべて  ニュートンプレス

17 450 地学大図鑑 田近英一/監修 ニュートンプレス

18 451.9 新・いのちを守る気象情報  （NHK出版新書） 斉田季実治/著 NHK出版

19 451.9 世界の天変地異
マッティン・ヘードベリ/著 ヘレンハルメ
美穂/訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

20 455.0 岩石と文明 上・下 ドナルド・R.プロセロ/著 佐野弘好/訳 築地書館

21 457 生きている化石図鑑 土屋健/著 芝原暁彦/監修 笠倉出版社

22 457.8 絶滅動物図鑑 ジョン・ウィットフィールド/著 竹花秀春/
訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

23 459.0 鉱物分類図鑑323 青木正博/著 誠文堂新光社

24 460 生物大図鑑 田沼靖一/監修 ニュートンプレス

25 462.1 希少生物のきもち 大島健夫/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

26 462.6 生命海流 福岡伸一/著 朝日出版社

27 467.5 生物に学ぶガラパゴス・イノベーション 稲垣栄洋/著 東京書籍

28 468 光る生き物の科学 大場裕一/著 日本評論社

29 470.4 子どもと楽しむ草花のひみつ 稲垣栄洋/著 ヒダカナオト/絵 エクスナレッジ

30 472.1 野草譜 奥田實/著 平凡社

31 474.8 きのこと動物 相良直彦/著 築地書館

32 480.4 飼育員さんのすごいこたえ 淡路ファームパークイングランドの丘/著 ワニブックス

33 484.6 日本と世界のタカラガイ 黒住耐二/解説 武井哲史/標本写真 誠文堂新光社

34 485.7 ダニが刺したら穴2つは本当か? 島野智之/著 風濤社

35 486 昆虫学者の目のツケドコロ 井手竜也/著 ベレ出版

36 486.4 バッタの大発生の謎と生態 田中誠二/編 北隆館

37 486.8 蝶はささやく ウェンディ・ウィリアムズ/著 的場知之/訳 青土社

38 486.8 武器を持たないチョウの戦い方 竹内剛/著 京都大学学術出版会

39 488.6 南極探検とペンギン
ロイド・スペンサー・デイヴィス/著 夏目
大/訳 青土社

40 488.9 ツバメのせかい 長谷川克/著 森本元/監修 緑書房

41 489.8 キリンの保育園 齋藤美保/著 京都大学学術出版会

42 490.1 生きるための安楽死 シャボットあかね/著 日本評論社

43 490.4 僕だって、大丈夫じゃない キムシヨン/著 岡崎暢子/訳 キネマ旬報社

44 491.3 カラダの不思議としくみ入門 中島雅美/監修 朝日新聞出版

45 491.3 SUPERAGERS ニール・バルジライ/著 トニ・ロビーノ/著 CCCメディアハウス

46 491.3 バレット博士の脳科学教室7 1/2章
リサ・フェルドマン・バレット/著 高橋洋/
訳 紀伊國屋書店

47 491.3 聴覚 古川茂人/編著 堀川順生/ほか共著 コロナ社

48 491.3 40代からの人体の取扱説明書  ニュートンプレス

49 491.7 超(スーパー)耐性菌 マット・マッカーシー/著 久保尚子/訳 光文社

50 492.9 ケアとは何か  （中公新書） 村上靖彦/著 中央公論新社

51 493.1 依存症の人を治療に向かわせるCRAFTの本 吉田精次/監修 大和出版

52 493.2 女性のコレステロール・中性脂肪を改善する本 植田勝廣/監修 造事務所/編著 メディアパル

53 493.2 心臓弁膜症 加瀬川均/監修 講談社

54 493.2 血管の名医が教える下肢静脈瘤の治し方 広川雅之/著 毎日が発見

55 493.4 潰瘍性大腸炎・クローン病が治る本 西本真司/著 マキノ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 493.4 慢性便秘・ガス腹・過敏性腸症候群  文響社

57 493.7 メモリーブックの活用法 飯干紀代子/編 三輪書店

58 493.7 パーキンソン病と診断されたら最初に読む運動の本 小川順也/著 日東書院本社

59 493.7 先生!毎日けっこうしんどいです。 尾林誉史/著 かんき出版

60 493.7 うつぬけの「頑張らない」ごはん 功刀浩/監修 ナツメ社

61 493.7 「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 咲セリ/著 咲生和臣/著 ミネルヴァ書房

62 493.7 認知症に心理学ができること 日本心理学会/監修 岩原昭彦/編 誠信書房

63 493.7 第三の精神医学 濱田秀伯/著 講談社

64 493.7 うつでも起業で生きていく 林直人/著 河出書房新社

65 493.7 わたしのココロにしてあげたいこと。 福永伴子/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

66 493.7 敏感繊細すぎて生きづらい人へ 降矢英成/著 さくら舎

67 493.7 認知症とともにあたりまえに生きていく 矢吹知之/編著 丹野智文/編著 中央法規出版

68 493.7 本音を言おうとすると涙が出てくる ゆりか/著 朝日新聞出版

69 493.7 まわりに気を使いすぎなあなたが自分のために生きられる本 Ryota/著 KADOKAWA

70 493.8 新型コロナワクチンを打つ前に知ってほしい大切なこと 奥田研爾/著 現代書林

71 493.8 ねころんで読めるワクチン 笠井正志/著 メディカ出版

72 493.8 新型コロナワクチン 杉本正信/著 東京化学同人

73 493.8 パンデミックの世紀 マーク・ホニグスバウム/著 鍛原多惠子/訳 NHK出版

74 493.8 最後の天然痘地帯-エチオピア- 矢嶋和江/著 東洋出版

75 494.7 東大教授が本気で教える「ひざの痛み」解消法 福井尚志/監修 深代千之/監修 中央公論新社

76 494.8 アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 大矢幸弘/著 法研

77 494.9 腎臓病の料理のコツ早わかり 竹内冨貴子/著 女子栄養大学出版部

78 494.9 これが知りたかった血液透析Q&A 水口潤/総監修 土谷健/監修 バリュープロモーション

79 495.4 i-wish…ママになりたい 不妊治療情報センター/編集 シオン

80 496.6 薬いらず!1回7分でめまい・ふらつきを治す方法 新井基洋/監修 日東書院本社

81 496.6 耳が遠くなった?と思ったら読む本 市村恵一/著 市村順子/著 マガジンハウス

82 496.6 耳鳴り自分で治す最強事典  マキノ出版

83 498 在宅医療の真実  （光文社新書） 小豆畑丈夫/著 光文社

84 498 空間×ヘルスケア2030 日経BP総合研究所 Beyond Health/編 日経BP

85 498.1 世界の美しい病院 石田純郎/著 吉備人出版

86 498.2 戦後民主主義が生んだ優生思想 藤野豊/著 六花出版

87 498.3 75歳までに身につけたいシニアのための7つの睡眠習慣 遠藤拓郎/著 横浜タイガ出版

88 498.3 「オンラインストレス」不調は自分で治せる 笠原章弘/著 彩流社

89 498.3 感情脳の鍛え方 加藤俊徳/著 すばる舎

90 498.3 「もうもたない…」折れそうでも大丈夫 鹿目将至/著 青春出版社

91 498.3 元自衛隊メンタル教官が教える心を守るストレスケア 下園壮太/著 池田書店

92 498.3 「やらなきゃいけないのになんにも終わらなかった…」がなくなる本 菅原洋平/著 WAVE出版

93 498.3 疲れないカラダ大図鑑 夏嶋隆/著 アスコム

94 498.3 入浴は究極の疲労回復術 早坂信哉/著 山と溪谷社

95 498.3 自律神経が整う考え方 原田賢/著 朝日新聞出版

96 498.3 体が生まれ変わる!階段筋トレ 松尾タカシ/監修 クリタミノリ/イラストマ
ンガ ナツメ社

97 498.3 ストレートネックと猫背が劇的に改善!1分間ストレッチ 村田雅史/監修 日東書院本社

98 498.3 背骨の医学 山口正貴/著 さくら舎

99 498.4 「雨ダルさん」の本 佐藤純/著 文響社

100 498.5 一生スタスタ歩きたいなら、たんぱく質をとりなさい 飯島勝矢/監修 岩崎啓子/料理 学研プラス

101 498.5 医師がすすめる少食ライフ 石黒成治/著
クロスメディア・パブリッ
シング

102 498.5 ラクやせおにぎり 小澤幸治/著 櫻庭千穂/監修 あさ出版

103 498.5 鎌田式健康手抜きごはん 鎌田實/著 集英社

104 498.5 善玉酵素で腸内革命 國澤純/著 主婦と生活社

105 498.5 医者が教えるダイエット最強の教科書 牧田善二/著 ダイヤモンド社

106 498.5 糖質オフの教科書 牧田善二/著 新星出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

107 498.5 やせる時間に食べてみた! 望月理恵子/著 主婦の友社

108 498.5 遺伝子が喜ぶ「奇跡の令和食」 家森幸男/著 森真理/監修 集英社インターナショナル

109 498.5 食品添加物の使用基準便覧  日本食品衛生協会

110 498.6 新型コロナウイルス感染症と自治体の攻防 平岡和久/編著 尾関俊紀/編著 自治体研究社

111 498.6 コロナ対策禍の国と自治体  （ちくま新書） 金井利之/著 筑摩書房

112 498.6 報道記録新型コロナウイルス感染症 読売新聞東京本社調査研究本部/編 読売新聞東京本社

113 498.7 子どもの幸せは腸が7割 藤田紘一郎/監修 西東社

114 498.8 「会社がしんどい」をなくす本 奥田弘美/著 日経BP

115 499.0 “顧客・社員・社会”をつなぐ「我が信条」 高橋浩夫/著 同文舘出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 齋藤勝裕/著 実務教育出版

2 501.8 はじめてでもよくわかる!図面の描き方 飯島晃良/著 コンデックス情報研究所/編 成美堂出版

3 501.8 CADが一番わかる 大高敏男/著 平野利幸/著 技術評論社

4 509.6 工場長と生産スタッフのための実践!生産現場改革 西沢和夫/著 同文舘出版

5 510.9 土木の仕事ガイドブック 柴田久/編著 学芸出版社

6 516.7 トコトンやさしい新幹線技術の本 辻村功/著 日刊工業新聞社

7 517.5 詳説デ・レイケ堰堤ガイドブック 大林和彦/著 上毛新聞社出版部

8 517.8 海岸工学 柴山知也/編著 高木泰士/共著 森北出版

9 519 グリーン・ニューディール  （岩波新書 新赤版） 明日香壽川/著 岩波書店

10 519 図解でわかる14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

11 519 脱プラスチック レイチェル・サルト/著 神田由布子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

12 519.0 環境専門家になるには 小熊みどり/著 ぺりかん社

13 520.4 くまの根 隈研吾/編 東京大学出版会

14 520.6 保身 藤岡雅/著 KADOKAWA

15 520.8 日建連表彰 2020  日本建設業連合会

16 520.9 住宅メーカー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 あずた/著 技術評論社

17 520.9 ゼロからはじめる建築の<法規>入門 原口秀昭/著 彰国社

18 521 木が創った国 中嶋尚志/著 八坂書房

19 524.6 鉄骨と鉄筋コンクリート造の建物修繕がわかる本 大塚義久/著 セルバ出版

20 526.3 吉阪隆正+U研究室|葉っぱは傘に-公共の場所 吉阪隆正/作 U研究室/作 建築資料研究社

21 526.6 日本商空間デザイン史1980-2020 鈴木紀慶/著 商店建築社

22 527 間取りと工夫で「居心地のいい家」ベスト50 主婦の友社/編 主婦の友社

23 527 木の家に住もう。 古川泰司/著 アラタ・クールハンド/著 エクスナレッジ

24 527.1 住宅の高さ寸法攻略マニュアル 建築知識/編 エクスナレッジ

25 528.4 世界で一番くわしい照明 安齋哲/著 エクスナレッジ

26 531.9 グローバル図面<新ISO準拠>って、どない描くねん! 山田学/著 日刊工業新聞社

27 536.5 国鉄103系通勤形電車 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

28 536.8 栗村修の今日から始めるスポーツ自転車生活 栗村修/著 エクシア出版

29 537 自動運転技術入門 香月理絵/編著 日本ロボット学会/監修 オーム社

30 537.0 中国のCASE革命 湯進/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

31 538.9 スペース・コロニー宇宙で暮らす方法  （ブルーバックス）
向井千秋/監修・著 東京理科大学スペー
ス・コロニー研究センター/編・著 講談社

32 539.6 核のゴミ 古儀君男/著 合同出版

33 548.2 我が半生を彩った昭和・平成の道具たち 茂出木敏雄/著 文芸社

34 548.3 ScamperとRaspberry Piで学ぶROS2プログラミング入門 鹿貫悠多/著 リバスト/監修 オーム社

35 549.3 基本からわかる電子回路 高崎和之/監修 ナツメ社

36 576.5 季節を愉しむ手づくり石けん うた/著 秀和システム

37 582.3 チャイニーズ・タイプライター トーマス・S.マラニー/著 比護遙/訳 中央公論新社

38 583.7 独創経営 三島俊介/著 とりい書房

39 588.0 食の設計と価値づくり 新村猛/著 野中朋美/著 昭和堂

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 588.3 菌の声を聴け 渡邉格/著 渡邉麻里子/著 ミシマ社

41 588.5 ワイン完全バイブル 井手勝茂/監修 ナツメ社

42 588.5 よくわかる最新発酵の基本と仕組み 齋藤勝裕/著 秀和システム

43 588.5 シングルモルトスコッチ大全 土屋守/著 小学館

44 588.5 日本酒のおいしさのヒミツがよくわかる本 葉石かおり/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

45 589.7 毎日がもっと輝くみんなの文具術 日本能率協会マネジメントセンター/編
日本能率協会マネジメント
センター

46 590 重曹&お酢 岩尾明子/監修 日東書院本社

47 590 今だから、家事のしくみを、整える  主婦と生活社

48 590.4 なぜ妻は「手伝う」と怒るのか  （平凡社新書） 佐光紀子/著 平凡社

49 591 「サラリーマン女子」、定年後に備える。 大江加代/著 日経BP

50 591 めざせFIRE! ぽんちよ/著 主婦の友社

51 592.7 なんでも自分で修理する本 片桐雅量/著 宝島社

52 593.3 おうちで楽しい布ぞうり 市ノ瀬絵里子/著 日本ヴォーグ社

53 593.3 大人のおうち服 主婦と生活社/編 主婦と生活社

54 593.3 自分で作るエプロンとかっぽう着 主婦と生活社/編 主婦と生活社

55 593.3 CHECK&STRIPEの子ども服ソーイング・ナーサリー CHECK&STRIPE/著 文化学園文化出版局

56 593.3 キモノリメイクソーイング 塚田紀子/著 文化学園文化出版局

57 593.3 家庭科3だった私が365日、手作り服で暮らしています。 津田蘭子/著 ワニブックス

58 593.3 型紙いらずの着物リメイク<ワードローブ> 松下純子/著 河出書房新社

59 593.3 1枚でかわいいワンピース  ブティック社

60 593.3 いっぱい作りたい女の子の夏服  ブティック社

61 593.3 着物リメイク  日本ヴォーグ社

62 593.3 さらりと着やすいすてきな大人服  NHK出版

63 593.3 時短・かんたんワードローブ  ブティック社

64 593.4 ロックミシンのソーイングテキスト クライ・ムキ/著 ブティック社

65 594 おうち時間を楽しく気ままな手しごと  ブティック社

66 594 猫にほっこり…和布で作るこもの  ブティック社

67 594.2 いろいろな糸で楽しむどうぶつ刺繡レッスン Chicchi/著 内外出版社

68 594.3 はじめてのアイリッシュ・クロッシェレースモチーフ100 河合真弓/著 日本ヴォーグ社

69 594.3 レトロかわいいかぎ針編みのエコたわし  日本ヴォーグ社

70 594.4 ロープノットのインテリア メルヘンアートスタジオ/著 小学館

71 594.7 使って育てる帆布のバッグ 久村直大/著 日本ヴォーグ社

72 594.7 リュック作り教室 水野佳子/著 主婦と生活社

73 594.9 縫わずに作れる立体マスコット&リボン小物 RINOSU 古田ひろこ/著 KADOKAWA

74 595.5 スキンケア大全 すみしょう/著 KADOKAWA

75 595.6 1日5分姿勢なおしダイエット 矢口拓宇/著 たかしまてつを/絵 角川春樹事務所

76 596 ひとりぶんのレンチンスパイスカレー 印度カリー子/著 山と溪谷社

77 596 アートな朝ごはん valo/著 すばる舎

78 596 ホットサンドメーカーで作るこれって絶対ウマいやつ! キャンプめし愛好会/編 主婦の友社/編 主婦の友社

79 596 今日の限界めし KUMA/著 ワニブックス

80 596 小林カツ代の伝説のレシピ 小林カツ代/著 本田明子/著 家の光協会

81 596 魯珈のスパイスカレー本 齋藤絵理/著 晋遊舎

82 596 ラクしておいしい台所術 主婦の友社/編 主婦の友社

83 596 1/2日分がとれる!カルシウムおかず 女子栄養大学栄養クリニック/監修 栄養と
料理/編 女子栄養大学出版部

84 596 ポリ袋でレンチンおかず しらいのりこ/著 主婦の友社

85 596 宇宙一ずぼら絶品めし だれウマ/著 KADOKAWA

86 596 父ちゃんの料理教室 辻仁成/著 大和書房

87 596 大切な人に食べさせたいおうちごはん 速水もこみち/著 KADOKAWA

88 596 くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部/編 婦人之友社

89 596 手軽においしく発酵食のレシピ 真野遙/監修 成美堂出版

90 596 カレー粉だけで本格スパイスカレー! 水野仁輔/監修 東京カリ〜番長/著 グラフィック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

91 596 むっちんさんの極上だれでパパッとごはん むっちん/著 ワン・パブリッシング

92 596 人気店のスパイスレシピ  家の光協会

93 596.0 世界食紀行 下渡敏治/著 筑波書房

94 596.2 エスニックつまみとごはん エダジュン/著 主婦と生活社

95 596.2 がんばらないおうちスパイスカレー 世界の皿さんぽ/著 KADOKAWA

96 596.2 ハツ江おばあちゃんのおうち和食100レシピ 高木ハツ江/著 河野雅子/監修 NHK出版

97 596.2 パリのひと皿ごはん マリコ・デュプレシ/著 扶桑社

98 596.2 教えて日高シェフ!最強イタリアンの教科書 日高良実/著 世界文化ブックス

99 596.2 自宅でつくる本格中華レシピ 人長良次/著 三才ブックス

100 596.2 西インド料理はおもしろい マバニ マサコ/著 柴田書店

101 596.2 わたしのパリ料理だより 村上葉/著 水声社

102 596.2 弾丸トラベライターの台湾妄想旅ごはん 門司紀子/著 小学館

103 596.3 基本調味料で作る5分麵 市瀬悦子/著 主婦と生活社

104 596.3 浪速割烹喜川のおいしい野菜図鑑 春夏編 上野修三/文・絵 西日本出版社

105 596.3 おいしい!かんたん!オートミールでキレイやせレシピ 大越郷子/著 石原新菜/監修 新星出版社

106 596.3 大原千鶴の「新・豆腐百珍」 大原千鶴/著 世界文化ブックス

107 596.3 奥薗壽子の毎日食べたい豆腐レシピ62 奥薗壽子/著 日東書院本社

108 596.3 面倒なことしない!野菜をすんごくおいしく食べるレシピ 元気ママ/著 KADOKAWA

109 596.3 訪問調理師ごはんさんの野菜大好きレシピ ごはんさん/著 徳間書店

110 596.3 鮭とごはんの組み立て方 佐藤友美子/著 誠文堂新光社

111 596.3 ルーマニアクッキング スクタリウともこ/著 セルバ出版

112 596.3 ラク旨!無限そうめんレシピ ソーメン二郎/監修 扶桑社

113 596.3 究極のバードめし マッスルグリル/著 かんき出版

114 596.3 私の梅仕事 横山タカ子/著 扶桑社

115 596.3 ワタナベマキの梅料理 ワタナベマキ/著 NHK出版

116 596.4 焚き火とフライパン 小林キユウ/料理・写真・文 山と溪谷社

117 596.6 パンのトリセツ 池田浩明/著 山本ゆりこ/著 誠文堂新光社

118 596.6 はじめてのサワードゥブレッド 真藤舞衣子/著 文化学園文化出版局

119 596.6 世界のおいしいパン手帖 東京製菓学校/監修 世界文化ブックス

120 596.6 透明和菓子ごよみ 鳥居満智栄/著 淡交社

121 596.6 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本美樹/著 家の光協会

122 596.6 やわらかとろけるいとしのゼリー 本間節子/著 主婦の友社

123 596.6 ラクうまおうちスイーツレシピ まんまるkitchen/著 ワニブックス

124 596.6 糖質オフの幸せスイーツ 安田洋子/著 みらいパブリッシング

125 596.6 モンブランの発想と組み立て 山本次夫/著 藤生義治/著 誠文堂新光社

126 596.6 愛すべき地味菓子 yuka*cm/著 大和書房

127 596.6 バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイスケーキ 若山曜子/著 マイナビ出版

128 596.7 飲食店のためのドリンクの教科書 片倉康博/著 田中美奈子/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

129 596.7 ターナースタイルラテアートブック 田中大介/著 旭屋出版

130 596.7 厳選紅茶手帖  世界文化ブックス

131 597 DIY MAGAZINE日々をつくる DIY MAGAZINE se-chi/著 玄光社

132 598.2 魔法のマタニティヨガ B-LIFE/著 世界文化ブックス

133 598.3 小児科ドクター「かいじゅう先生」のワンポイントアドバイス 杉田亮/著 文芸社

134 599 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ! 前田晃平/著 光文社

135 599.3 最新超かんたん離乳食 太田百合子/総監修 ベネッセコーポレーション

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 602.1 産業遺産 黒沢永紀/著 前畑洋平/著 昭文社

2 611.2 図解と事例でよくわかる都市型農家の生産緑地対応と相続対策 奥田周年/著 ビジネス教育出版社

3 611.3 水田フル活用の統計データブック 小川真如/著 三恵社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 611.7 農家の未来はマーケティング思考にある 折笠俊輔/著 イカロス出版

5 612.1 有機農業でつながり、地域に寄り添って暮らす 荒井聡/編著 西尾勝治/編著 筑波書房

6 612.1 現場発コロナ禍に揺れる食と農  農政ジャーナリストの会

7 615.7 無肥料栽培を実現する本 岡本よりたか/著 笑がお書房

8 618.2 日本人のための大麻の教科書 大麻博物館/著 イースト・プレス

9 626 野菜の花写真館 植松國雄/著 敬文舎

10 626 カラー図鑑野菜の秘密 ジル・デイヴィーズ/著 ダリア・マオリ/栄
養学監修 西村書店

11 626.2 最新夏秋トマト・ミニトマト栽培マニュアル 後藤敏美/著 農山漁村文化協会

12 626.9 窓辺de採れたて!ミニ菜園 竹村久生/著 ブティック社

13 626.9 ペットボトルからはじめる水耕栽培とプランター菜園 はたあきひろ/文・イラスト 内外出版社

14 626.9 はじめてのコンテナ野菜づくり図鑑90種 北条雅章/著 新星出版社

15 627.7 よくわかる多肉植物 田邉昇一/監修 日本文芸社

16 627.7 世界一やさしいバラづくり 村上敏/著 日本文芸社

17 627.8 パルダリウムハンドブック 長谷圭祐/著 双葉社

18 627.8 暮らしの中のインドアグリーン 安元祥恵/著 家の光協会

19 629.7 ポール・スミザーの「これからの庭」 ポール・スミザー/著 主婦の友社

20 645.3 イチからわかる牛の放牧入門 平野清/著 農山漁村文化協会

21 645.6 イヌは愛である クライブ・ウィン/著 梅田智世/訳 早川書房

22 645.6 イヌのカラダにいいこと事典 臼杵新/監修 世界文化社

23 645.7 わたしはドレミ 平野恵理子/著 亜紀書房

24 645.7 猫が歩いた近現代 真辺将之/著 吉川弘文館

25 653.7 柳の文化誌 アリソン・サイム/著 駒木令/訳 原書房

26 654.7 樹木医学入門 福田健二/編集 朝倉書店

27 666.7 ヘビ大図鑑 ナミヘビ上科、他編 中井穂瑞領/著 川添宣広/写真 誠文堂新光社

28 666.9 専門店が教えるグッピーの飼い方 BLUE PLANET/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

29 667.9 進化するサバ缶詰 松浦勉/著 農林統計協会

30 672.1 東京商店夫婦 阿部了/写真 阿部直美/文 交通新聞社

31 673 売れる人がやっているたった四つの繁盛の法則 笹井清範/著 同文舘出版

32 673.3 月収+10万円こっそり副業術 土谷愛/著
日本能率協会マネジメント
センター

33 673.3 フランチャイズ投資入門 古川暁/著 秀和システム

34 673.3 45秒でファンにさせる話し方 御子神翔吾/著 合同フォレスト

35 673.3 おうちネットショップ 山本祥輝/著 フローラル出版

36 673.7 小売の未来 ダグ・スティーブンス/著 斎藤栄一郎/訳 プレジデント社

37 673.9 ラクして稼ぐ不動産投資33の法則 今井基次/著 筑摩書房

38 673.9 お客が殺到する飲食店の始め方と運営  '21〜'22年版 入江直之/著 成美堂出版

39 673.9 世界に誇れる日本の介護 斉藤正行/著 ぱる出版

40 673.9 探偵はここにいる 森秀治/著 駒草出版

41 674.3 あるあるレイアウト ingectar-e/著
エムディエヌコーポレー
ション

42 674.3 信頼・誠実を大切にする業種別ロゴのデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

43 674.3 スタイルのあるブランディングデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

44 674.3 コマーシャル・フォト広告&CM年鑑 2021  玄光社

45 674.6 共感で広がる公式Twitterの世界 東急ハンズ公式ツイッター担当者/著 三笠書房

46 675 「嵐」に学ぶマーケティングの本質 射場瞬/著 日経BP

47 675 ブランディング見るだけノート 乙幡満男/監修 宝島社

48 675 ブランド〜STORY設計とは〜 関野吉記/著 プレジデント社

49 678 はじめての人の貿易入門塾 黒岩章/著 かんき出版

50 681.5 のりもの勝席ガイド 2021-2022  イカロス出版

51 683.2 躍動する海 木原知己/著 海文堂出版

52 686.0 鉄道ミュージアムガイド 池口英司/著 天夢人

53 686.2 全国未成線徹底検証 国鉄編 川島令三/著 天夢人

54 686.2 昭和・平成を生き抜いた鉄道遺産 関東編 塩塚陽介/著 昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 686.2 鉄道と地図 須田寛/著 野々村邦夫/著 交通新聞社

56 686.2 JR路線大全 10 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

57 686.2 秘境鉄道の謎  （イースト新書Q） 風来堂/編 イースト・プレス

58 686.5 珍駅巡礼 西崎さいき/執筆 イカロス出版

59 686.9 昔日の市電が結ぶ縁 加藤幹彦/写真・画 福田英臣/文 中日出版

60 686.9 日本路面電車地図鑑 地理情報開発/編 平凡社

61 687.9 基礎からわかる空港大百科  イカロス出版

62 689.4 まちの魅力を引き出す編集力 桜井篤/編著 同友館

63 689.5 東京ディズニーリゾート完全ガイド 2021-2022 講談社/編 講談社

64 689.5 るるぶハウステンボス 2021  JTBパブリッシング

65 689.6 旅行業界グラグラ日誌  （朝日新書） 梅村達/著 朝日新聞出版

66 689.6 パッケージツアーの文化誌 吉田春生/著 草思社

67 689.8 欧州のビオホテル 滝川薫/著 ブックエンド

68 689.8 勝てる民泊 山口由美/著 新潮社

69 693.8 さくら日本切手カタログ 2022年版  日本郵趣協会

70 699.6 ラジオの残響 川野将一/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 日本美術の歴史 辻惟雄/著 東京大学出版会

2 702.1 ジャパノラマ 長谷川祐子/編 水声社

3 702.3 未来派 多木浩二/著 コトニ社

4 704 影の不思議 ウィリアム・ヴォーン/著 駒田曜/訳 創元社

5 704 街場の芸術論 内田樹/著 青幻舎

6 709.1 ニッポンの芸術のゆくえ 平田オリザ/著 津田大介/著 青幻舎

7 718 完本仏像のひみつ 山本勉/著 川口澄子/イラスト 朝日出版社

8 718.5 深大寺の白鳳仏 貴田正子/著 春秋社

9 721.8 浮世絵動物園 太田記念美術館/監修 赤木美智/著 小学館

10 723.1 フジタ-色彩への旅 藤田嗣治/画 求龍堂

11 723.2 愛を描いたひと 大貫智子/著 小学館

12 723.3 こじらせ美術館 ナカムラクニオ/著 ホーム社

13 724 筆ペンだからすぐ描けるほっこり絵てがみ 岩井正人/著 日本文芸社

14 724.1 花言葉花の絵図鑑 岡田潤/著 日貿出版社

15 724.1 水墨画花の新技法 久山一枝/著 日貿出版社

16 726.1 人体解剖図から学ぶキャラクターデッサンの描き方 岩崎こたろう/著 カネダ工房/著 誠文堂新光社

17 726.1 一度きりの大泉の話 萩尾望都/著 河出書房新社

18 726.1 長谷川町子 長谷川町子美術館/監修 平凡社

19 726.5 押山式作画術 押山清高/著 KADOKAWA

20 726.5 マンガキャラ配色の教科書 桜井輝子/著 西東社

21 726.5 高畠華宵画集ジェンダーレスなまなざし 高畠華宵/画 内田静枝/編 河出書房新社

22 726.5 PLAY 中村佑介/著 飛鳥新社

23 726.5 棒人間図解大全 MICANO/著 自由国民社

24 726.6 本の力 酒井京子/著 童心社

25 726.6 ゴフスタイン 柴田こずえ/編 平凡社

26 726.6 みにくいマルコ にしのあきひろ/著 幻冬舎

27 726.6 ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野雅子/著 海竜社

28 727.0 革命の印刷術
エリ・リシツキー/著 オシップ・ブリーク/
著 水声社

29 727.8 LOGO マイケル・エヴァミー/編著 浅野美抄子/訳 ビー・エヌ・エヌ

30 727.8 レタリングマニュアル ケン・バーバー/著 井原恵子/訳 ビー・エヌ・エヌ

31 732.1 もっと知りたい川瀬巴水と新版画 滝沢恭司/著 東京美術

32 740.2 愛バナ 荒木経惟/著 講談社

700 芸術

— 16 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

33 740.2 日本は写真集の国である 金子隆一/著 築地仁/監修 梓出版社

34 740.2 写真家アルバート・ワトソン アルバート・ワトソン/著 トップスタジオ/
訳 玄光社

35 740.7 アマチュアが最短距離で写真を仕事にする方法を教えてください! 青山裕企/著 玄光社

36 746.7 ドキュメンタリーカメラマンが伝授する映像撮影ワークショップ 板谷秀彰/著 ビデオサロン編集部/編 玄光社

37 746.7 Premiere Pro誰でも入門 市井義彦/著
エムディエヌコーポレー
ション

38 746.7 GoPro 100%活用ガイド ナイスク/著 技術評論社

39 749.1 校正のこころ 大西寿男/著 創元社

40 751 やきものの科学 樋口わかな/著 誠文堂新光社

41 753.8 英国のヴィンテージ・ファブリック 酒井惠美/著 グラフィック社

42 754.6 籐で作るかごバッグ、かご雑貨 堀川波/著 誠文堂新光社

43 754.9 紙バンドでつくる暮らしに役立つ美しいかご 古木明美/著 河出書房新社

44 754.9 折り紙ドラゴンズプレミアム 山口真/著 ソシム

45 755.3 世界の宝石文化史図鑑 ジェフリー・エドワード・ポスト/著 甲斐
理恵子/訳 原書房

46 757 センスがないと思っている人のための読むデザイン 鎌田隆史/著 旬報社

47 757.0 オサムグッズスタイル 原田治/著
パイインターナショナル(発
売)

48 757.3 配色デザインカラーパレット サラ・カルダス/著 百合田香織/訳 ビー・エヌ・エヌ

49 757.3 四季彩図鑑 北山建穂/著 永方佑樹/詩 みらいパブリッシング

50 758.0 名作椅子の由来図典 西川栄明/著 坂口和歌子/イラスト 誠文堂新光社

51 760.8 1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集 柴田克彦/著 音楽之友社

52 760.9 経済はロックに学べ! アラン・B.クルーガー/著 望月衛/訳 ダイヤモンド社

53 761.2 誰でもぜったい楽譜が読める! 辻志朗/著 音楽之友社

54 762.3 社会思想としてのクラシック音楽 猪木武徳/著 新潮社

55 762.3 師としてのリスト ゲレリヒ/著 ヴィルヘルム・イェーガー/編 音楽之友社

56 762.3 君に捧げるメロディ ミシェル・ルグラン/著 ステファン・ル
ルージュ/共著

アルテスパブリッシング

57 763.2 ジャズ・ピアノを弾くための究極のコード・ブック 2021 遠藤尚美/編著 自由現代社(発売)

58 763.2 バイエルの刊行台帳 小野亮祐/著 安田寛/著 音楽之友社

59 763.2 初心者のためのピアノ・コード講座 2021 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

60 763.2 ショパンの名曲  （講談社現代新書） イリーナ・メジューエワ/著 講談社

61 763.7 初心者のハーモニカ基礎教本 2021 田中光栄/編著 自由現代社(発売)

62 764.7 ザ・ビートルズ最後のレコーディング ケネス・ウォマック/著 湯田賢司/訳 DU BOOKS

63 764.7 小林克也洋楽の旅 小林克也/著 玄光社

64 764.7 タンゴの真実 小松亮太/著 旬報社

65 764.7 ビートルズ213曲全ガイド 2021年版 藤本国彦/著 シーディージャーナル

66 764.7 名曲200でわかるロックの歴史と精神 三宅はるお/著 アルファベータブックス

67 764.7 ヴェルヴェット・アンダーグラウンド完全版 和久井光司/責任編集 犬伏功/著 河出書房新社

68 767.8 評伝1985年の尾崎豊 石田伸也/著 徳間書店

69 767.8 ショーケン天才と狂気 大下英治/著 青志社

70 768.2 雅楽のひみつ 日本雅樂會/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

71 769.1 マダム花子 根岸理子/著 論創社

72 769.9 大人のバレエ 夏山周久/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

73 769.9 ボリショイ秘史 サイモン・モリソン/著 赤尾雄人/監訳 白水社

74 770.9 芸能界で学んだ人の才能の見つけ方、育て方、伸ばし方 川岸咨鴻/著 鶴間政行/著 フォレスト出版

75 770.9 エンタテインメント法実務 骨董通り法律事務所/編 弘文堂

76 772.1 歌うように伝えたい 塩見三省/著 角川春樹事務所

77 774.0 花歌舞伎徒然草(よもやまばなし) 夢枕獏/著 萩尾望都/絵 河出書房新社

78 775.2 あんたはエライ! 小松政夫/著 さくら舎

79 775.4 今日も韓国ミュージカル日和 田代親世/著 双葉社

80 778.0 職業としてのシネマ  （集英社新書） 高野てるみ/著 集英社

81 778.2 ハニオ日記 1～3 石田ゆり子/著 扶桑社

82 778.2 星を見上げて歩き続けて 柏木由紀子/著 光文社

83 778.2 大林宣彦メモリーズ キネマ旬報編集部/編 キネマ旬報社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 778.2 ウディ・アレン追放 猿渡由紀/著 文藝春秋

85 778.2 映画は変わった 西川昭幸/著 ごま書房新社

86 778.7 昭和のアニメ奮闘記 南正時/著 天夢人

87 779.1 ルーキー新一のイヤーンイヤーン人生 澤田隆治/著 つちや書店

88 779.1 落語に学ぶ粗忽者の思考 立川談慶/著 WAVE出版

89 779.1 母ちゃんのフラフープ 田村淳/著 ブックマン社

90 779.3 簡単なのに人を惹き付けるマジック ひろむ/著 KADOKAWA

91 779.5 日本の道化師  （平凡社新書） 大島幹雄/著 平凡社

92 779.9 50歳になりまして 光浦靖子/著 文藝春秋

93 780.2 366日アスリートの名言 SANSAI BOOKS/編 三才ブックス

94 780.4 スポーツレガシーの探究 遠藤利明/編著 馳浩/編著 ベースボール・マガジン社

95 780.4 素顔のアスリート 中島登子/編 木立の文庫

96 780.6 哀愁1964年東京五輪三つの物語 別府育郎/著 ベースボール・マガジン社

97 780.7 世界一細かすぎる筋トレ図鑑 岡田隆/著 小学館

98 780.7 運動能力が10秒で上がるサボリ筋トレーニング 笹川大瑛/著 KADOKAWA

99 780.7 子どもメントレ 清水利生/著 東洋館出版社

100 781.4 裏もも伸ばしでマイナス10歳! 谷けいじ/著 インプレス

101 781.4 3分ほぐ筋ストレッチ 広瀬統一/著 学研プラス

102 782.3 アドバンスト・マラソントレーニング
ピート・フィッツィンジャー/著 スコッ
ト・ダグラス/著

ベースボール・マガジン社

103 782.3 「走り」が変わる!陸上競技スプリント最強のコツ50 安井年文/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

104 782.3 トランスジャパンアルプスレース大全 山と溪谷社/編 山と溪谷社

105 783.1 1冊でわかる3x3バスケ入門 中祖嘉人/著 マイナビ出版

106 783.2 バレーボール 高橋宏文/著 ベースボール・マガジン社

107 783.4 サッカー勝つテーピングスキル目的別完全マニュアル 久保田武晴/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

108 783.4 カルチョメルカート劇場 ジャンルカ・ディ・マルツィオ/著 片野道
郎/訳 ソル・メディア

109 783.4 フットボール新世代名将図鑑 結城康平/著 カンゼン

110 783.5 部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉康弘/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

111 783.7 長嶋茂雄永遠伝説 小林信也/著 さくら舎

112 783.7 人間性も野球も“日本一” 田中辰治/著 ベースボール・マガジン社

113 783.7 野球の90%はメンタル ボブ・テュークスベリー/著 スコット・ミ
ラー/著 春秋社

114 783.7 現役引退  （新潮新書） 中溝康隆/著 新潮社

115 783.7 中日ドラゴンズ85年史  ベースボール・マガジン社

116 783.8 悩み解消ゴルフスイングレッスン 藤本敏雪/著 KADOKAWA

117 783.8 伝説のプレーヤーが直伝ゴルフの真髄 本條強/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

118 783.9 ボウリングパーフェクトコントロール 川添奨太/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

119 785.2 大人の水泳 角皆優人/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

120 786.1 地図アプリで始める山の地図読み 佐々木亨/著 山と溪谷社

121 786.1 蝸牛登山画帖 やまとけいこ/著 山と溪谷社

122 786.1 ソロトレッキング 2nd  ピークス

123 786.3 キャンプでしたい100のこと フィグインク/編 西東社

124 787.1 堤防にいるクロダイは釣れる! 山下正明/著 郡雄太郎/著 つり人社

125 787.1 堤防さかな別釣り方マニュアル  メディアボーイ

126 788.1 大相撲の神々と昭和前半の三役行司 根間弘海/著 専修大学出版局

127 788.7 MotoGP最速ライダーの肖像  （集英社新書） 西村章/著 集英社

128 789.5 勝つ弓道百射百中のポイント50 福呂淳/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

129 791.2 利休と信長 生形貴重/著 教育評論社

130 791.7 実用茶事 3 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

131 793 花言葉で編むフラワーアレンジメント 長井睦美/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

132 795 序盤で差をつける!囲碁・AI流定石と手筋 現代碁研究室/著 一力遼/監修 マイナビ出版

133 795 布石革命 芝野虎丸/著 日本棋院

134 795 囲碁AI時代でも変わらない布石と中盤の本質 羽根直樹/著 マイナビ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

135 795 攻めと守りの分岐点 韓鐵均/著 洪敏和/訳 東京創元社

136 796 対三間飛車一直線銀冠 池永天志/著 マイナビ出版

137 796 創始者直伝!新嬉野流 嬉野宏明/著 マイナビ出版

138 796 1手ずつ解説藤井聡太の神局 佐藤慎一/著 日本将棋連盟

139 796 強者の戦い 書籍編集部/編 日本将棋連盟

140 796 受けの条件 宮田敦史/著 マイナビ出版

141 797.9 パチンコ 杉山一夫/著 法政大学出版局

142 798.3 脳が目覚めるすごい!クイズ大全 知的生活追跡班/編 青春出版社

143 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第7巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

144 799 ベリーダンス魅せるポイント50 MAHA/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.7 絵本翻訳教室へようこそ 灰島かり/著 研究社

2 804 フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡乾/著 創元社

3 807 デジタルで変わる子どもたち  （ちくま新書） バトラー後藤裕子/著 筑摩書房

4 809.2 相手に「伝わる声」の出し方 田中直人/著 あさ出版

5 809.6 そのまま使えるオンラインの“場づくり”アイデア帳 ワークショップ探検部/著 翔泳社

6 810.1 山田孝雄と谷崎潤一郎 神島達郎/著 右文書院

7 810.7 場面とコミュニケーションでわかる日本語文法ハンドブック 中西久実子/編 中西久実子/著 ひつじ書房

8 814 雨を、読む。 佐々木まなび/著 芸術新聞社

9 815 日本語文法総解説 町田健/著 研究社

10 816 超ライティング大全 東香名子/著 プレジデント社

11 818.9 沖縄語をさかのぼる 島袋盛世/著 白水社

12 829.4 基礎からレッスンはじめてのインドネシア語 欧米・アジア語学センター/著 深尾康夫/著 ナツメ社

13 829.4 ハワイ語で話そう 古川敏明/著 土肥麻衣子/著 白水社

14 832 起源でたどる日常英語表現事典 亀田尚己/著 中道キャサリン/著 丸善出版

15 834.5 くらべてわかる英単語図鑑 牧野高吉/著 林ユミ/絵 主婦の友インフォス

16 837 天声人語 2021春 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/訳 原書房

17 837.5 英文学教授が教えたがる名作の英語 阿部公彦/著 文藝春秋

18 837.8 話すための英作文1秒反射トレーニング 阿部一/著 浦島久/著 DHC

19 837.8 ビッグデータ英会話 高橋基治/著 阿部一/著 西東社

20 850 フランス語のABC 数江譲治/著 白水社

21 899.1 エスペラント 大類善啓/著 批評社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 現代ダークファンタジーの基礎知識 ライブ/編著 カンゼン

2 910.2 村上春樹物語を生きる 浅利文子/著 翰林書房

3 910.2 蓬州宮嶋資夫の軌跡 黒古一夫/著 佼成出版社

4 910.2 クヌギ林の妖怪たち 斉藤洋/著 講談社

5 910.2 石井桃子の日本昔話 杉山きく子/編著
「がんばれ!東京子ども図書
館」の会

6 910.2 最後の文人石川淳の世界  （集英社新書） 田中優子/著 小林ふみ子/著 集英社

7 910.2 文豪たちの断謝離 豊岡昭彦/編 高見澤秀/編 秀和システム

8 910.2 花子とアン村岡花子の甲府時代 深沢美恵子/編著 教文館

9 910.2 ようこそ地獄、奇妙な地獄 星瑞穂/著 朝日新聞出版

10 910.2 文豪たちの美味しいことば 山口謠司/著 海竜社

11 910.2 百間、まだ死なざるや 山本一生/著 中央公論新社

12 910.2 文豪きょうは何の日? 立東舎/編 立東舎

13 911.1 短歌表現辞典 生活文化編 飯塚書店編集部/編著 飯塚書店

14 911.1 鍵盤のことば 伊豆みつ/著 書肆侃侃房

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

15 911.1 5文字で百人一首 すとうけんたろう/著・イラスト 講談社

16 911.1 はつなつみずうみ分光器 瀬戸夏子/著 左右社

17 911.1 微熱体 千葉聡/著 書肆侃侃房

18 911.1 新短歌教室の歌集 1 ナナロク社の学校/編 岡野大嗣/監修 ナナロク社

19 911.1 まばたきで消えていく 藤宮若菜/著 書肆侃侃房

20 911.1 春の花火師 マツザワシュンジ/著 港の人

21 911.3 渡邊白泉の一〇〇句を読む 川名大/著 飯塚書店

22 911.3 ひらめく!作れる!俳句ドリル 岸本尚毅/著 夏井いつき/著 祥伝社

23 911.3 日本の名句・名歌を読みかえす 高橋順子/編・解説 前田真三/写真 いそっぷ社

24 911.3 食卓で読む一句、二句。 夏井いつき/著 ローゼン千津/著 ワニブックス

25 911.3 夏井いつきの俳句道場 夏井いつき/著 NHK出版

26 911.3 名歌、名句の美 武馬久仁裕/著 黎明書房

27 911.3 佐藤鬼房の百句 渡辺誠一郎/著 ふらんす堂

28 911.4 そら耳のつづきを 湊圭伍/著 書肆侃侃房

29 911.4 サラリーマン川柳いっしん傑作選 やくみつる/選 やすみりえ/選 NHK出版

30 911.5 踊る自由 大崎清夏/著 左右社

31 911.5 奥越奥話 正津勉/著 アーツアンドクラフツ

32 911.5 どこからか言葉が 谷川俊太郎/著 朝日新聞出版

33 911.5 言葉たちに 平林敏彦/著 港の人

34 912.6 虹む街 タニノクロウ/著 白水社

35 913.3 光源氏に迫る 宇治市源氏物語ミュージアム/編 吉川弘文館

36 913.3 源氏物語を読む  （岩波新書 新赤版） 高木和子/著 岩波書店

37 913.7 上方落語ひとくち絵本 もりたはじめ/編 はやかわひろただ/絵 はじ芽企画

38 914.6 絵本作家の森のいえ便り accototo/著 幻冬舎

39 914.6 ショローの女 伊藤比呂美/著 中央公論新社

40 914.6 内田百間随筆集 内田百間/著 平山三郎/編 平凡社

41 914.6 一俗六仙 川村隆/著 東洋経済新報社

42 914.6 もうあかんわ日記 岸田奈美/著 ライツ社

43 914.6 幕張少年マサイ族 椎名誠/著 東京新聞

44 914.6 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重暁子/著 毎日新聞出版

45 914.6 「ことば」に殺される前に  （河出新書） 高橋源一郎/著 河出書房新社

46 914.6 生きづらさにまみれて 姫野桂/著 晶文社

47 914.6 作家と犬 平凡社編集部/編 平凡社

48 914.6 もう革命しかないもんね 森元斎/著 晶文社

49 914.6 見えないものを探す旅 安田登/著 亜紀書房

50 914.6 生老病死 山折哲雄/著 KADOKAWA

51 914.6 養老先生のさかさま人間学 養老孟司/著 さとうまなぶ/イラスト
ミチコーポレーションぞう
さん出版事業部

52 914.6 世界の凋落を見つめて  （集英社新書） 四方田犬彦/著 集英社

53 915.3 新訳蜻蛉日記 上巻 藤原道綱母/作 島内景二/訳著 花鳥社

54 915.5 芭蕉の天地 高野公一/著 朔出版

55 915.6 はじまれ、ふたたび 姜信子/著 新泉社

56 915.6 鉄道無常 酒井順子/著 KADOKAWA

57 916 パンデミック日記 「新潮」編集部/編 新潮社

58 916 牧師、閉鎖病棟に入る。 沼田和也/著 実業之日本社

59 916 わが米本土爆撃 藤田信雄/著 毎日ワンズ

60 917 愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内寂聴/著 宝島社

61 918 鉄幹晶子全集 別巻8 与謝野寛/著 与謝野晶子/著 勉誠出版(発売)

62 923.7 胡同(フートン)旧事 葉広芩/著 栗山千香子/監訳 中国書店

63 923.7 移動迷宮 飛【ダオ】/ほか著 大恵和実/編訳 中央公論新社

64 923.7 溺死した老猫 黄春明/著 西田勝/編訳 法政大学出版局

65 923.7 遅咲きの男 莫言/著 吉田富夫/訳 中央公論新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

66 923.7 三体 3 上・下 劉慈欣/著 早川書房

67 929.1 サハマンション チョナムジュ/著 斎藤真理子/訳 筑摩書房

68 929.1 あたしだけ何も起こらない ハンソルヒ/著 藤田麗子/訳 キネマ旬報社

69 930.2 エラリー・クイーン創作の秘密 ジョゼフ・グッドリッチ/編 飯城勇三/訳 国書刊行会

70 930.2 嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 ラルフ・ジェームズ・サヴァリーズ/著 岩
坂彰/訳 みすず書房

71 930.2 大草原の小さな家で スティーブン・W.ハインズ/著 中嶋典子/訳
いのちのことば社<フォレス
トブックス>

72 930.2 ヘヴィ キエセ・レイモン/著 山田文/訳 里山社

73 932.5 ペスト時代を生きたシェイクスピア 川上重人/著 本の泉社

74 933.7 波 ヴァージニア・ウルフ/著 森山恵/訳 早川書房

75 933.7 こうしてあなたたちは時間戦争に負ける アマル・エル=モフタール/著 マックス・グ
ラッドストーン/著 早川書房

76 933.7 正直者ディーラーの秘密 フランク・グルーバー/著 松尾恭子/訳 論創社

77 933.7 ブリーディング・エッジ トマス・ピンチョン/著 佐藤良明/訳 新潮社

78 933.7 ソーンダイク博士短篇全集 3 R.オースティン・フリーマン/著 渕上瘦平/
訳 国書刊行会

79 933.7 ベッドフォード・ロウの怪事件 J.S.フレッチャー/著 友田葉子/訳 論創社

80 933.7 短編回廊 ローレンス・ブロック/編 田口俊樹/ほか訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

81 933.7 友達と親戚 エリザベス・ボウエン/著 太田良子/訳 国書刊行会

82 933.7 蜂の物語 ラリーン・ポール/著 川野靖子/訳 早川書房

83 933.7 キルケ マデリン・ミラー/著 野沢佳織/訳 作品社

84 933.7 死人街道 ジョー・R.ランズデール/著 植草昌実/訳 新紀元社

85 933.7 寒慄 アリー・レナルズ/著 国弘喜美代/訳 早川書房

86 936 帰還兵の戦争が終わるとき トム・ヴォス/著 レベッカ・アン・グエン/
著 草思社

87 941.6 ヴィルヘルム・ミュラー読本 松下たえ子/著 未知谷

88 943.7 インディゴ クレメンス・J.ゼッツ/著 犬飼彩乃/訳 国書刊行会

89 943.7 誕生日パーティー ユーディト・W.タシュラー/著 浅井晶子/訳 集英社

90 945.7 ヨーゼフ・ロート ウクライナ・ロシア紀行 ヨーゼフ・ロート/著 ヤン・ビュルガー/篇 日曜社

91 949.7 ニルス・リューネ イェンス・ピータ・ヤコブセン/著 奥山裕
介/訳 幻戯書房

92 953.7 マホガニー エドゥアール・グリッサン/著 塚本昌則/訳 水声社

93 953.7 星の王子さまの気づき 周保松/著 西村英希/訳 三和書籍

94 953.7 『星の王子さま』再読 土田知則/著 小鳥遊書房

95 953.7 パッサカリア ロベール・パンジェ/著 堀千晶/訳 水声社

96 953.7 『失われた時を求めて』への招待  （岩波新書 新赤版） 吉川一義/著 岩波書店

97 953.7 僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル/著 橘明美/訳 文藝春秋

98 954.7 純粋の探究 ジャン・ジオノ/著 山本省/訳 彩流社

99 963 英雄たちの夢
アドルフォ・ビオイ・カサーレス/著 大西
亮/訳 水声社

100 993.6 蛇の言葉を話した男 アンドルス・キヴィラフク/著 関口涼子/訳 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F レンタルフレンド 青木祐子/著 集英社

2 F スカイツリーの花嫁花婿 青柳碧人/著 光文社

3 F 星に祈る あさのあつこ/著 PHP研究所

4 F ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部和重/著 毎日新聞出版

5 F 境内ではお静かに 3 天祢涼/著 光文社

6 F ボーンヤードは語らない 市川憂人/著 東京創元社

7 F 光をえがく人 一色さゆり/著 講談社

8 F ここはとても速い川 井戸川射子/著 講談社

9 F 水よ踊れ 岩井圭也/著 新潮社

10 F 芥川賞候補傑作選 平成編2 鵜飼哲夫/編 春陽堂書店

11 F いつものBarで、失恋の謎解きを 大石大/著 双葉社

12 F 青天を衝け 2 大森美香/作 豊田美加/ノベライズ NHK出版

13 F 緊急事態下の物語 尾崎世界観/著 金原ひとみ/著 河出書房新社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 F ナインストーリーズ 乙川優三郎/著 文藝春秋

15 F 片見里荒川コネクション 小野寺史宜/著 幻冬舎

16 F 薔薇のなかの蛇 恩田陸/著 講談社

17 F 医学のつばさ 海堂尊/著 KADOKAWA

18 F 医学のひよこ 海堂尊/著 KADOKAWA

19 F 加賀乙彦長篇小説全集 6 加賀乙彦/著 作品社

20 F いつも来る女の人 片岡義男/著 左右社

21 F アンソーシャルディスタンス 金原ひとみ/著 新潮社

22 F 海神の子 川越宗一/著 文藝春秋

23 F うらんぼんの夜 川瀬七緒/著 朝日新聞出版

24 F 遅番にやらせとけ キタハラ/著 KADOKAWA

25 F みんな蛍を殺したかった 木爾チレン/著 二見書房

26 F インドラネット 桐野夏生/著 KADOKAWA

27 F 枝の家 黒井千次/著 文藝春秋

28 F 神よ憐れみたまえ 小池真理子/著 新潮社

29 F まだ人を殺していません 小林由香/著 幻冬舎

30 F 宗棍 今野敏/著 集英社

31 F 梅花下駄 佐伯泰英/著 文藝春秋

32 F 雨の日は、一回休み 坂井希久子/著 PHP研究所

33 F 探偵になんて向いてない 桜井鈴茂/著 双葉社

34 F 最終飛行 佐藤賢一/著 文藝春秋

35 F さよならの向う側 清水晴木/著 マイクロマガジン社

36 F 白医 下村敦史/著 講談社

37 F 君と歩いた青春 小路幸也/著 中央公論新社

38 F ミステリー・オーバードーズ 白井智之/著 光文社

39 F 精密と凶暴 関俊介/著 光文社

40 F 命のワンスプーン 瀬田裕平/著 彩流社

41 F 悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと 瀧森古都/著 SBクリエイティブ

42 F 1976に東京で 田澤拓也/著 河出書房新社

43 F 神さまのいうとおり 谷瑞恵/著 幻冬舎

44 F 刺青 谷崎潤一郎/著 夜汽車/絵 立東舎

45 F 檸檬先生 珠川こおり/著 講談社

46 F 琥珀の夏 辻村深月/著 文藝春秋

47 F 雨夜の星たち 寺地はるな/著 徳間書店

48 F 大連合 堂場瞬一/著 実業之日本社

49 F 鬼人幻燈抄 7 中西モトオ/著 双葉社

50 F マルチの子 西尾潤/著 徳間書店

51 F 文学 2021 日本文藝家協会/編 講談社

52 F ランチ酒 3 原田ひ香/著 祥伝社

53 F リボルバー 原田マハ/著 幻冬舎

54 F 有吉佐和子論 半田美永/著 鳥影社

55 F 野球が好きすぎて 東川篤哉/著 実業之日本社

56 F 還らざる聖域 樋口明雄/著 角川春樹事務所

57 F レオノーラの卵 日高トモキチ/著 光文社

58 F 本心 平野啓一郎/著 文藝春秋

59 F 一休破戒帖 平野純/著 芸術新聞社

60 F そのひと皿にめぐりあうとき 福澤徹三/著 光文社

61 F 世阿弥最後の花 藤沢周/著 河出書房新社

62 F 星影さやかに 古内一絵/著 文藝春秋

63 F 東京のぼる坂くだる坂 ほしおさなえ/著 筑摩書房

64 F 女は4つの顔で相続する 本郷尚/著 白揚社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 F ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 万城目学/著 幻冬舎

66 F トラッシュ 増島拓哉/著 集英社

67 F プリンス 真山仁/著 PHP研究所

68 F まりも日記 真梨幸子/著 講談社

69 F 雷神 道尾秀介/著 新潮社

70 F 俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽省吾/著 双葉社

71 F インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川博子/著 早川書房

72 F Voyage 宮内悠介/著 藤井太洋/著 講談社

73 F 全員悪人 村井理子/著 CCCメディアハウス

74 F 姉の島 村田喜代子/著 朝日新聞出版

75 F 母親病 森美樹/著 新潮社

76 F ブレイクニュース 薬丸岳/著 集英社

77 F いつかたどりつく空の下 八幡橙/著 双葉社

78 F エラー 山下紘加/著 河出書房新社

79 F JAGAE 夢枕獏/著 祥伝社

80 F 罪の因果性 横関大/著 KADOKAWA

81 F 感染捜査 吉川英梨/著 光文社

82 F 新風記 吉川永青/著 講談社

83 F それでも世界は回っている 1 吉田篤弘/著 徳間書店

84 F 黒牢城 米澤穂信/著 KADOKAWA

85 F 彼岸花が咲く島 李琴峰/著 文藝春秋

86 F え、この声 え?この声 え、この声 渡辺剛太/著 筑摩書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 仏教の源流 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B133.4 功利主義 J.S.ミル/著 関口正司/訳 岩波書店

3 B146.1 フロイト、夢について語る フロイト/著 中山元/訳 光文社

4 B215.8 一外交官の見た明治維新 アーネスト・メイスン・サトウ/著 鈴木悠/
訳 講談社

5 B291.0 日本の地名 鏡味完二/著 講談社

6 B293.5 パリのパサージュ 鹿島茂/著 中央公論新社

7 B321.1 法の哲学 下 ヘーゲル/著 上妻精/訳 岩波書店

8 B448.9 伊能忠敬の日本地図 渡辺一郎/著 河出書房新社

9 B471.7 野に咲く花の生態図鑑 春夏篇 多田多恵子/著 筑摩書房

10 B596.7 瓶のなかの旅 開高健/著 河出書房新社

11 B723.3 ゴヤの手紙 上 ゴヤ/著 大高保二郎/編訳 岩波書店

12 B753 和の文様辞典 石崎忠司/著 石崎功/編 講談社

13 B780.6 冠(コロナ)<廃墟の光> 沢木耕太郎/著 新潮社

14 B910.2 石原慎太郎・大江健三郎 江藤淳/著 中央公論新社

15 B913.4 古事談 上・下 源顕兼/編 伊東玉美/校訂・訳 筑摩書房

16 B914.6 みんなが、ひとりでいても寂しそうに見えなければいいのに 銀色夏生/著 KADOKAWA

17 B915.6 阿呆旅行 江國滋/著 中央公論新社

18 B918.6 まちカドかがく 市原真/著 サンキュータツオ/著 ネコノス

19 B932.5 シェイクスピア全集 33 シェイクスピア/著 松岡和子/訳 筑摩書房

20 B933.7 亡国の戦闘艦<マローダー>を撃破せよ! 上・下 クライブ・カッスラー/著 ボイド・モリソ
ン/著 扶桑社

21 B933.7 ほんものの魔法使 ポール・ギャリコ/著 矢川澄子/訳 東京創元社

22 B933.7 血の葬送曲 ベン クリード/著 村山美雪/訳 KADOKAWA

23 B933.7 スタイルズ荘の怪事件 アガサ・クリスティ/著 山田蘭/訳 東京創元社

24 B933.7 小惑星ハイジャック ロバート・シルヴァーバーグ/著 伊藤典夫/
訳 東京創元社

25 B933.7 復讐の家 ステフ・チャ/著 宮内もと子/訳 集英社

26 B933.7 時の他に敵なし マイクル・ビショップ/著 大島豊/訳 竹書房

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 B933.7 美しき野生 上・下 フィリップ・プルマン/著 大久保寛/訳 新潮社

28 B933.7 エンド・オブ・オクトーバー 上・下 ローレンス・ライト/著 公手成幸/訳 早川書房

29 B933.7 タルタロスの目覚め 上・下 ジェームズ・ロリンズ/著 桑田健/訳 竹書房

30 B935.7 チャリング・クロス街84番地 ヘレーン・ハンフ/編著 江藤淳/訳 中央公論新社

31 B949.7 王の没落 イェンセン/作 長島要一/訳 岩波書店

32 B949.8 殺人者の手記 上・下 ホーカン・ネッセル/著 久山葉子/訳 東京創元社

33 B949.8 三時間の導線 上・下 アンデシュ・ルースルンド/著 清水由貴子/
訳 早川書房

34 B953.7 ペスト カミュ/作 三野博司/訳 岩波書店

35 B953.7 夜 ベルナール・ミニエ/著 伊藤直子/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

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

37 B983 戦争と平和 5 トルストイ/著 望月哲男/訳 光文社

38 BF これは経費で落ちません! 8 青木祐子/著 集英社

39 BF 暗闇の囁き 綾辻行人/著 講談社

40 BF グリーン・レクイエム 新井素子/著 講談社

41 BF 親子の絆 稲葉稔/著 光文社

42 BF 大河の剣 3 稲葉稔/著 KADOKAWA

43 BF 日雇い浪人生活録 11 上田秀人/著 角川春樹事務所

44 BF 須美ちゃんは名探偵!? 内田康夫財団事務局/著 光文社

45 BF 死神と弟子とかなり残念な小説家。 榎田ユウリ/著 新潮社

46 BF 地獄への近道 逢坂剛/著 集英社

47 BF 蘇った刑事 柿本みづほ/著 KADOKAWA

48 BF もう一杯、飲む? 角田光代/著 島本理生/著 新潮社

49 BF 産業医・渋谷雅治の事件カルテ 梶永正史/著 KADOKAWA

50 BF 空よりも遠く、のびやかに 川端裕人/著 集英社

51 BF 化学探偵Mr.キュリー 10 喜多喜久/著 中央公論新社

52 BF ホーンテッド・キャンパス 18 櫛木理宇/著 KADOKAWA

53 BF 邂逅 小杉健治/著 集英社

54 BF 向島・箱屋の新吉 3 小杉健治/著 KADOKAWA

55 BF 京都烏丸御池の名探偵 才羽楽/著 宝島社

56 BF 目白鮫 坂岡真/著 双葉社

57 BF 新・浪人若さま新見左近 7 佐々木裕一/著 双葉社

58 BF 行動心理捜査官・楯岡絵麻vsミステリー作家・佐藤青南 佐藤青南/著 宝島社

59 BF 学園キノ 7 時雨沢恵一/著 KADOKAWA

60 BF 豊臣探偵奇譚 獅子宮敏彦/著 早川書房

61 BF くさまくら 篠綾子/著 小学館

62 BF 京都くれなゐ荘奇譚 白川紺子/著 PHP研究所

63 BF 花は咲けども噺せども 立川談慶/著 PHP研究所

64 BF 出世商人 3 千野隆司/著 文藝春秋

65 BF しのぶ彼岸花 知野みさき/著 光文社

66 BF 教科書名短篇 中央公論新社/編 幸田文/ほか著 中央公論新社

67 BF 妖精悪女解剖図 都筑道夫/著 日下三蔵/編 筑摩書房

68 BF ピットフォール 堂場瞬一/著 講談社

69 BF 追討 鳥羽亮/著 祥伝社

70 BF SIS 鳴神響一/著 角川春樹事務所

71 BF レジェンド・ゼロ1985 鳴海章/著 集英社

72 BF 寝乱れ姿 野口卓/著 集英社

73 BF 大阪で生まれた女 蓮見恭子/著 角川春樹事務所

74 BF 葉山嘉樹短篇集 葉山嘉樹/著 道籏泰三/編 岩波書店

75 BF 薬屋のひとりごと 11 日向夏/著 主婦の友インフォス

76 BF 隠れ蓑 藤井邦夫/著 文藝春秋

77 BF ネメシス 5 藤石波矢/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 BF 金の角持つ子どもたち 藤岡陽子/著 集英社

79 BF ネメシス 4 降田天/著 講談社

80 BF 幻想商店街 堀川アサコ/著 講談社

81 BF 千里眼の復活 松岡圭祐/著 KADOKAWA

82 BF 女副署長 2 松嶋智左/著 新潮社

83 BF われら滅亡地球学クラブ 向井湘吾/著 幻冬舎

84 BF 探偵は追憶を描かない 森晶麿/著 早川書房

85 BF 君たちは絶滅危惧種なのか? 森博嗣/著 講談社

86 BF 婚活食堂 5 山口恵以子/著 PHP研究所

87 BF 炭酸ボーイ 吉村喜彦/著 KADOKAWA

88 BF おでん屋ふみ おいしい占いはじめました 渡辺淳子/著 KADOKAWA

89 BF 呪い禍 輪渡颯介/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016.3 みんなに本を地域に図書館を 令和3年度 富山市立図書館/編 富山市立図書館

2 T069 研究紀要 第27号 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

3 T209 近代史研究 第44号 富山近代史研究会/編 富山近代史研究会

4 T318.3 富山市議会定例会議案 令和3年6月 富山市議会/編 富山市議会

5 T318.3 市役所出前講座 令和3年度 富山市市民生活部男女参画・市民協働課/編
富山市市民生活部男女参
画・市民協働課

6 T369 和衷協同 利田地区社会福祉協議会設立30周年記念事
業実行委員会/編

立山町利田社会福祉協議会

7 T369.1 地域共生社会を目指して 富山市福祉保健部福祉政策課/編
富山市福祉保健部福祉政策
課

8 T375 研究紀要 第74号 富山大学人間発達科学部附属中学校/編
富山大学人間発達科学部附
属中学校

9 T377.3 とやまの私立専修学校・各種学校ガイド 2022 富山県専修学校各種学校連合会/編
富山県専修学校各種学校連
合会

10 T380.2 民村 Vol.7 2020-2021 富山市民俗民芸村/編 富山市民俗民芸村

11 T388.9 小谷契月作品集 小谷契月/著 小谷剣司/監修 桂書房

12 T616 若い人に伝えたい砺波地方の昔の米作り 1月-6月編 砺波郷土資料館/編 砺波郷土資料館

13 T670.3 BeCAL 2022年度版  株式会社シー・エー・ピー

14 T688 コンベンションスケジュール 令和3年4月-(令和3年1月調査) 富山コンベンションビューロー/編
富山コンベンションビュー
ロー

15 T748 万華鏡 308号  ふるさと開発研究所

16 T751 富山曼陀羅彩 野田雄一/編 和田修次郎/編 富山ガラス工房

17 T780 北陸スポーツ・体育学研究 第2号 北陸スポーツ・体育学会/編 北陸スポーツ・体育学会

18 T905 藝文とやま 第49号(2021) 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

19 T905 とやま文学 第39号 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

20 T936 護る  
富山市民大学文学へのいざ
ない講座

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アオモンのながいうで
オルガ・デ・ディオス/作絵 美馬しょうこ/
訳 ワールドライブラリー

2 E 奄美の道で生きものみーつけた 松橋利光/写真 木元侑菜/文 新日本出版社

3 E あんなにあんなに ヨシタケシンスケ/著 ポプラ社

4 E いきものづくしものづくし 4 内城葉子/ほか作 福音館書店

5 E いたいときのおまじない 角野栄子/作 よしむらめぐ/絵 小学館

6 E いつつごうさぎとうみのほうせき まつおりかこ/作・絵 岩崎書店

7 E いろいろかえる きくちちき/作 偕成社

8 E いろどろぼう 中垣ゆたか/作・絵 金の星社

9 E うみべのくまちゃん
シャーリー・パレントー/ぶん デイヴィッ
ド・ウォーカー/え 岩崎書店

10 E おキモチや ときなつき/さく・え 文芸社

11 E お月さんのシャーベット ペクヒナ/作 長谷川義史/訳 ブロンズ新社

12 E おばけとかくれんぼ 植垣歩子/さく ほるぷ出版

T 郷土資料

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 E おはよう!げんき? 村上勉/絵 講談社

14 E おふくさんのてるてるぼうず 服部美法/ぶん・え 大日本図書

15 E おふろひえてます とよたかずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド

16 E おまつりおばけ くろだかおる/作 せなけいこ/絵 フレーベル館

17 E おめん 夢枕獏/作 辻川奈美/絵 岩崎書店

18 E おもわずおもわず えがしらみちこ/作 あかね書房

19 E カイマンのダンス 市川里美/作 BL出版

20 E かぜのうた
フィリップ・ジョルダーノ/え さわべまち
こ/ぶん ポリフォニープレス

21 E きみとぼくがつくるもの
オリヴァー・ジェファーズ/さく tupera
tupera/やく ほるぷ出版

22 E くっくのおてつだい 中島和子/原作 いもとようこ/文・絵 ひかりのくに

23 E コツコツバス みつきれいこ/ぶん 鴨下潤/え 文芸社

24 E コップのすいえい 二宮由紀子/作 朝倉世界一/絵 フレーベル館

25 E しましましましょ 北村人/作 小学館

26 E すいかのたね グレッグ・ピゾーリ/作 みやさかひろみ/訳 こぐま社

27 E スイカワンときもだめし 澤野秋文/作
世界文化ワンダークリエイ
ト

28 E すごい虫ずかん ひるの虫とよるの虫 じゅえき太郎/作 須田研司/監修 KADOKAWA

29 E スティーブン・ホーキング キャスリーン・クラル/文 ポール・ブル
ワー/文 化学同人

30 E 空とぶ馬と七人のきょうだい イチンノロブ・ガンバートル/文 バーサン
スレン・ボロルマー/絵 廣済堂あかつき

31 E そらまめくんのまいにちはたからもの なかやみわ/さく 小学館

32 E たろうがらす じろうがらす かこさとし/著 復刊ドットコム

33 E ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚健太/作 くさかみなこ/絵 講談社

34 E ついてくる 小川育/作・絵 教育画劇

35 E デリバリーぶた 加藤休ミ/作 偕成社

36 E どうぶつせんきょ アンドレ・ホドリゲス/作 ラリッサ・ヒベ
イロ/作 ほるぷ出版

37 E としょかんのきょうりゅう 鈴木まもる/作・絵 徳間書店

38 E ナキウサギの山 本田哲也/作 偕成社

39 E なわとびょ〜ん シゲリカツヒコ/作 KADOKAWA

40 E なんだかたのしそう 古内ヨシ/作 絵本館

41 E はくさいぼうやとねずみくん 堀米薫/ぶん こがしわかおり/え 新日本出版社

42 E はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー/さく こみやゆう/やく 好学社

43 E パパとタイガのとびっきりキャンプ! セバスチャン・ブラウン/さく 聞かせ屋。
けいたろう/やく 教育画劇

44 E はやおきおばけ くろだかおる/作 せなけいこ/絵 フレーベル館

45 E ぱんつくったよ。 2 平田昌広/作 平田景/絵 国土社

46 E びりびり 中新井純子/作 童心社

47 E ヒルダとバードパレード ルーク・ピアソン/作 金原瑞人/訳 山烋

48 E ふかふか おのかつこ/さく・え 国土社

49 E フンコロガシといしころ クレール・シュヴァルツ/作 ふしみみさを/
訳 クレヨンハウス

50 E へんしんへんしんフルーツポンチ 山本祐司/さく ほるぷ出版

51 E ぼくのなかの木 コリーナ・ルウケン/絵と文 島津やよい/訳 新評論

52 E ぼくはしょうぼうし トンマーゾ・ブルキエッティ/さく シル
ヴィア・バロンチェッリ/え 潮出版社

53 E ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよたかずひこ/著 アリス館

54 E ほらふきカールおじさん 斉藤洋/文 高畠純/絵 講談社

55 E まるのみへび 花田鳩子/ぶん 植垣歩子/え 大日本図書

56 E みちとなつ 杉田比呂美/さく 福音館書店

57 E みてみて!クオッカ 福田豊文/写真 なかのひろみ/文 ほるぷ出版

58 E ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ・ヤンソン/原作・絵 ラルス・ヤン
ソン/原作・絵 徳間書店

59 E やさしくてあたたかい リッカルド・フランカヴィーリャ/さく や
まさきみづは/やく 化学同人

60 E ようかいむらのしとしとあめふり たかいよしかず/作・絵 国土社

61 E 楽園のむこうがわ ノリタケユキコ/作 椎名かおる/文 あすなろ書房

62 E わたしのかみがた 樋勝朋巳/作 ブロンズ新社

63 E わたしのともだちポルポちゃん もとしたいづみ/文 北見葉胡/絵 講談社

— 26 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

64 E わたしはじゅういさん ドナータ・クアリオッティ/さく シルヴィ
ア・バロンチェッリ/え 潮出版社

65 E わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきのゆみこ/作 上野与志/作 ひさかたチャイルド

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 ストップ!SNSトラブル 2～3 小寺信良/著 メディア・ビュー/編 汐文社

2 K069 博物館のバックヤードを探検しよう! DK社/編 小林玲子/訳 河出書房新社

3 K104 はじめての哲学  （岩波ジュニア新書） 藤田正勝/著 岩波書店

4 K159 自分のミライの見つけ方 児美川孝一郎/著 旬報社

5 K281 世界でいちばん優しいロボット 岩貞るみこ/文 片塩広子/絵 講談社

6 K319 聞かせて、おじいちゃん 横田明子/著 山田朗/監修 国土社

7 K333 数字でわかる!こどもSDGs 秋山宏次郎/監修 バウンド/著 カンゼン

8 K375 はじめての新聞づくり 1～5 竹泉稔/監修 小峰書店

9 K404 空想科学「理科」読本 粒子・生命編 柳田理科雄/作 NOEYEBROW/絵 講談社

10 K407 わかりやすい!まとめやすい!小学生の自由研究 ガリレオ工房/編著 永岡書店

11 K407 見つけよう!探検ブック 露木和男/監修 河南好美/イラスト えほんの杜

12 K407 なぜ私たちは理系を選んだのか 桝太一/著 岩波書店

13 K407 理科がもっとおもしろくなるScratchで科学実験 横川耕二/著 横山正/監修 誠文堂新光社

14 K407 実験でわかる発見・発明大百科 1 米村でんじろう/監修 新日本出版社

15 K410 深掘り!中学数学  （岩波ジュニア新書） 坂間千秋/著 岩波書店

16 K440 NHK子ども科学電話相談天文・宇宙スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 本間
希樹/監修 NHK出版

17 K445 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか? 佐々木貴教/著 岩波書店

18 K451 みんなが知りたい!気象のしくみ 菅井貴子/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

19 K456 チバニアン誕生 岡田誠/著 ポプラ社

20 K457 恐竜 小林快次/監修 千葉謙太郎/監修 KADOKAWA

21 K462 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検  （岩波ジュニア新書） 盛口満/著 岩波書店

22 K463 細胞タウン大冒険 清水洋美/文 石川日向/絵 技術評論社

23 K480 信じられない現実の生きもの図鑑 DK社/編 増田まもる/監訳 東京書籍

24 K480 Dr.フラナリーのいきもの観察大図鑑 ティム・フラナリー/著 サム・コールド
ウェル/絵 東京書籍

25 K483 サンゴは語る 大久保奈弥/著 岩波書店

26 K484 ナメクジはカタツムリだった? 武田晋一/写真・文 岩崎書店

27 K486 小さな里山をつくる 今森光彦/著 アリス館

28 K486 昆虫 丸山宗利/総監修・撮影・執筆 矢後勝也/監
修(チョウ)・撮影 KADOKAWA

29 K488 NHK子ども科学電話相談鳥スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 川上
和人/監修 NHK出版

30 K489 命の境界線 今西乃子/著 浜田一男/写真 合同出版

31 K489 動物 小菅正夫/総監修 天野雅男/監修(鯨類) KADOKAWA

32 K489 わたしはスナメリ 松橋利光/写真・文 新日本出版社

33 K489 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村太郎/文 学研プラス

34 K491 ずかんヒトの細胞 牛木辰男/著 技術評論社

35 K493 壊れた脳と生きる  （ちくまプリマー新書） 鈴木大介/著 鈴木匡子/著 筑摩書房

36 K498 いざというとき使えるために備えのものトリセツ図鑑 2～3  教育画劇

37 K519 豊かな海のためにできること 中嶋亮太/監修 教育画劇

38 K537 じどう車ずかんをつくろう 1～6 岡田博元/監修 ポプラ社

39 K538 そらをとぶのりものえほん 秋本俊二/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

40 K595 理容師・美容師の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

41 K596 はじめてでもかんたん!小学生のお料理レシピ 川平稔己/監修 成美堂出版

42 K626 まるごときゅうり 八田尚子/構成・文 野村まり子/構成・絵 絵本塾出版

43 K664 くじらの子 石川梵/写真と文 宮本麗/写真 少年写真新聞社

44 K686 でんしゃでまなぶすうじとさんすう 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

45 K769 エトワール!バレエ事典 梅田みか/構成 結布/絵 講談社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 K783 基本スキルを完全マスター!小学生のミニバス最強バイブル 小鷹勝義/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

47 K796 一冊で差がつく!将棋上達のコツ50 屋敷伸之/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

48 K798 リモート生活でレクリエーション! 2～3 鉄矢悦朗/監修 教育画劇

49 K798 都会(まち)のトム&ソーヤゲーム・ブック はやみねかおる/作 藤浪智之/作 講談社

50 K807 なぞかけ遊園地 ねづっち/著 藤井昌子/イラスト 理論社

51 K811 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野真二/著 河出書房新社

52 K816 きちんと伝わる手紙の書きかた 1 手紙の書きかた研究会/編 汐文社

53 K830 小学生の英語のギモン相談室 NHK「基礎英語0」制作班/編 NHK出版

54 K908 10分で読めるこわい話 1年生 藤田のぼる/監修 学研プラス

55 K913 青星学園★チームEYE-Sの事件ノート 11 相川真/作 立樹まや/絵 集英社

56 K913 はじめての夏とキセキのたまご 麻生かづこ/作 酒井以/絵 ポプラ社

57 K913 となりの正面 新井けいこ/著 みなはむ/絵 講談社

58 K913 縄文の狼 今井恭子/作 岩本ゼロゴ/画 くもん出版

59 K913 ぼくらは森で生まれかわった おおぎやなぎちか/作 宮尾和孝/絵 あかね書房

60 K913 てんこうせいはおはなしやさん 北川チハル/作 武田美穂/絵 金の星社

61 K913 サマークエスト 北山千尋/作 フレーベル館

62 K913 かはたれ 朽木祥/作 山内ふじ江/画 福音館書店

63 K913 リトル☆バレリーナ 3 工藤純子/作 佐々木メエ/絵 学研プラス

64 K913 夜カフェ 9 倉橋燿子/作 たま/絵 講談社

65 K913 四年ザシキワラシ組 2 こうだゆうこ/作 田中六大/絵 学研プラス

66 K913 午前3時に電話して 小手鞠るい/著 大庭賢哉/画 講談社

67 K913 庭 小手鞠るい/作 小学館

68 K913 森の歌が聞こえる 小手鞠るい/著 平澤朋子/絵 光村図書出版

69 K913 あしたもオカピ 斉藤倫/作 fancomi/絵 偕成社

70 K913 月にトンジル 佐藤まどか/作 佐藤真紀子/絵 あかね書房

71 K913 正吉とヤギ 塩野米松/文 矢吹申彦/絵 福音館書店

72 K913 時間色のリリィ 朱川湊人/著 偕成社

73 K913 ランペシカ 菅野雪虫/著 講談社

74 K913 幽霊お悩み相談室 1 高木敦史/作 鈴木マナツ/絵 ポプラ社

75 K913 トムと3時の小人 たかどのほうこ/作 平澤朋子/絵 ポプラ社

76 K913 カイトとルソンの海 土屋千鶴/作 小学館

77 K913 妖怪一家の時間旅行 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

78 K913 れんこちゃんのさがしもの 戸森しるこ/作 スケラッコ/絵 福音館書店

79 K913 さよならのたからばこ 長崎夏海/作 ミヤハラヨウコ/絵 理論社

80 K913 スグリ 2 野崎ゆきえ/著 文芸社

81 K913 ルビと子ねこのワルツ 野中柊/作 松本圭以子/絵 理論社

82 K913 夢三十夜 「坊っちゃん文学賞」書籍編集委員会/編 学研プラス

83 K913 夏のカルテット 眞島めいり/著 PHP研究所

84 K913 Fができない 升井純子/作 文研出版

85 K913 用具室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

86 K913 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上一平/作 種村有希子/絵 新日本出版社

87 K913 闇に光る妖魔 森川成美/作 スカイエマ/絵 偕成社

88 K913 ボーダレス・ケアラー 山本悦子/著 竹浪音羽/画 理論社

89 K933 キプリング童話集 ラドヤード・キプリング/作 ハンス・
フィッシャー/絵 KTC中央出版

90 K933 コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン/作 小宮由/訳 瑞雲舎

91 K933 嵐の守り手 2 キャサリン・ドイル/作 村上利佳/訳 評論社

92 K933 フレディ・イェイツのとんでもなくキセキ的な冒険 ジェニー・ピアソン/作 岩城義人/訳 岩崎書店

93 K933 12歳のロボット リー・ベーコン/著 大谷真弓/訳 早川書房

94 K933 海を見た日 M.G.ヘネシー/作 杉田七重/訳 鈴木出版

95 K933 ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン/著 代田亜香子/訳 静山社

96 K933 スパイ・バレリーナ ヘレン・リプスコム/著 神戸万知/訳 早川書房
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