
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 神メモ 原邦雄/著 すばる舎

2 007.1 はじめての機械学習  （ブルーバックス） 田口善弘/著 講談社

3 007.1 責任あるAI 保科学世/著 鈴木博和/著 東洋経済新報社

4 007.3 ニヒリズムとテクノロジー ノーレン・ガーツ/著 南沢篤花/訳 翔泳社

5 007.3 ソフトウェア開発委託契約 上村哲史/著 田中浩之/著 中央経済社

6 007.3 Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会/著 宝島社

7 007.3 ITエンジニアのためのビジネス文書作成術 高橋慈子/著 藤原琢也/著 インプレス

8 007.3 知識ゼロからはじめる!プログラミング副業で月収10万円 高橋千陽/著 技術評論社

9 007.3 はじめてのUXリサーチ 松薗美帆/共著 草野孔希/共著 翔泳社

10 007.6 図解!SQLのツボとコツがゼッタイにわかる本 五十嵐貴之/著 芳賀勝紀/著 秀和システム

11 007.6 いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門 伊藤庄平/著 益子貴寛/著 SBクリエイティブ

12 007.6 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!エクセル関数超入門 井上香緒里/著 技術評論社

13 007.6 お店・会社のためのホームページ作成超入門 岩間麻帆/著 技術評論社

14 007.6 異分野融合研究のためのテキストマイニング 内田諭/編 大賀哲/編 ひつじ書房

15 007.6 プログラミングC# Ian Griffiths/著 木下哲也/訳 オライリー・ジャパン

16 007.6 おとなのプログラミング入門 ジャムハウス編集部/著 ジャムハウス

17 007.6 Illustrator誰でも入門 高橋としゆき/共著 浅野桜/共著
エムディエヌコーポレー
ション

18 007.6 14歳からのプログラミング 千葉滋/著 東京大学出版会

19 007.6 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング ビープラウド/監修 リブロワークス/著 インプレス

20 007.6 できるChromebook 法林岳之/著 清水理史/著 インプレス

21 007.6 Pythonで学ぶ音声合成 山本龍一/著 高道慎之介/著 インプレス

22 007.6 ビジネスに役立つ!Excel関数プロ技BESTセレクション リブロワークス/著 技術評論社

23 010 図書館のしごと 国際交流基金関西国際センター/編著 読書工房

24 010 未来の図書館研究所調査・研究レポート Vol.4(2020) 未来の図書館研究所/編 未来の図書館研究所

25 010.1 社会を映し出す『図書館の権利宣言』 川崎良孝/著 京都図書館情報学研究会

26 010.4 図書館文化論 加藤好郎/著 丸善出版

27 014 情報資源組織演習 小西和信/編著 田窪直規/編著 樹村房

28 015.2 文献調査法 毛利和弘/著 DBジャパン

29 015.8 “グリムおばさん”とよばれて シャルロッテ・ルジュモン/著 高野享子/訳 こぐま社

30 016.2 倉敷の図書館 第40号 倉敷市立図書館/編 倉敷市立図書館

31 016.2 「本の寺子屋」新時代へ 「信州しおじり本の寺子屋」研究会/編 東洋出版

32 016.2 姫路市の図書館 令和3年度(2021年度) 姫路市立城内図書館/編 姫路市立城内図書館

33 019.3 農村と読書 第75回(2020)  
家の光協会協同・文化振興
本部読書・食農教育部

34 019.9 わたしのなつかしい一冊 池澤夏樹/編 寄藤文平/絵 毎日新聞出版

35 019.9 月に3冊、読んでみる? 酒井順子/著 東京新聞

36 021.2 著作権は文化を発展させるのか 山田奨治/著 人文書院

37 022.2 中世の写本ができるまで クリストファー・デ・ハメル/著 加藤磨珠
枝/監修 白水社

38 022.5 現代日本のブックデザイン史1996-2020 長田年伸/編 川名潤/編 誠文堂新光社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 024.1 出版状況クロニクル 6 小田光雄/著 論創社

40 024.8 ブックセラーズ・ダイアリー ショーン・バイセル/著 矢倉尚子/訳 白水社

41 051.6 獲る・守る・稼ぐ 週刊文春「危機突破」リーダー論 新谷学/著 光文社

42 069.0 ミュージアムグッズのチカラ 大澤夏美/著 国書刊行会

43 069.0 世にも奇妙な博物館 丹治俊樹/著 みらいパブリッシング

44 070.1 証言 通信社史 『証言通信社史』編集委員会/編 新聞通信調査会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 哲学者・木田元 大塚信一/著 作品社

2 116 「論理力の基本」トレーニングブック 小野田博一/著 日本実業出版社

3 121.6 日本哲学の最前線  （講談社現代新書） 山口尚/著 講談社

4 122.0 なぜ中国人はそう考えるのか 佐久協/著 出版芸術社

5 123.8 論語 孔子/著 前田信弘/編訳
日本能率協会マネジメント
センター

6 123.8 孟子コンプリート 孟子/著 野中根太郎/訳 誠文堂新光社

7 130.2 わたしたちはなぜ笑うのか 中山元/著 新曜社

8 134.5 99%のためのマルクス入門 田上孝一/著 晶文社

9 134.9 ウィトゲンシュタイン、最初の一歩 中村昇/著 亜紀書房

10 141.3 ミラーリングの心理学 フィオナ・マーデン/著 大槻敦子/訳 原書房

11 141.5 なぜ、思い込みは失敗を招くのか? スコット・アダムス/著 高木健一/訳 世界文化ブックス

12 141.5 誰もが学べる決断の技法 アニー・デューク/著 片桐恵理子/訳 サンマーク出版

13 141.5 なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか? 西剛志/著 アスコム

14 141.5 脳科学者が教える最高の選択 茂木健一郎/著 徳間書店

15 141.6 アンガーマネジメント見るだけノート 安藤俊介/監修 宝島社

16 141.6 退屈の心理学 ジェームズ・ダンカート/著 ジョン・D.
イーストウッド/著 ニュートンプレス

17 141.6 怒りの扱い方大全 戸田久実/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

18 145.1 無意識のすごい見える化 梯谷幸司/著 KADOKAWA

19 145.2 夢を読み解く心理学 松田英子/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

20 146.8 罪悪感をなくして心のフットワークをよくする処方箋 大嶋信頼/著 ナツメ社

21 146.8 毎日がうまくいく朝のスイッチ 大嶋信頼/著 あさ出版

22 146.8 自分を思いやるレッスン 岸本早苗/著 大和書房

23 146.8 もう一度カウンセリング入門 国重浩一/著 日本評論社

24 147.6 世界の幽霊出現録 ブライアン・インズ/著 大島聡子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

25 156 対訳武士道  （朝日新書） 新渡戸稲造/著 山本史郎/訳 朝日新聞出版

26 159 つながらない練習 安藤美冬/著 PHP研究所

27 159 お金持ちがしている100の習慣 ナイジェル・カンバーランド/著 児島修/訳 ダイヤモンド社

28 159 辛口サイショーの人生案内DX 最相葉月/著 ミシマ社

29 159 人生に悩む君に贈る1行の問いかけ 佐々木常夫/著 日本実業出版社

30 159 40代をあきらめて生きるな 永松茂久/著 きずな出版

31 159 不安な時代をどう生きるか 本田健/著 大和書房

32 159 三流のすすめ 安田登/著 ミシマ社

33 159 一流の人の心の磨きかた 山崎武也/著 三笠書房

34 159 Dark Horse 「好きなことだけで生きる人」が成功する時代 トッド・ローズ/著 オギ・オーガス/著 三笠書房

35 159.4 最強の「独学」仕事術 赤羽雄二/著 宝島社

36 159.4 「君しかいない!」と言われる人になる 今井孝/著 イースト・プレス

37 159.4 インテグリティ 岸田雅裕/著 東洋経済新報社

38 159.4 「フツーな私」でも仕事ができるようになる34の方法 田村麻美/著 日経BP

39 159.7 本当の「心の強さ」ってなんだろう? 齋藤孝/著 誠文堂新光社

40 162.1 近代日本宗教史 第4巻 島薗進/編 末木文美士/編 春秋社

41 164.3 世界でいちばん素敵なギリシア神話の教室 蔵持不三也/監修 三才ブックス

42 164.7 Hawaii神秘の物語と楽園の絶景 森出じゅん/著 パイインターナショナル

100  哲学100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 167 現代人のためのイスラーム入門 ガーズィー・ビン・ムハンマド王子/著 小
杉泰/訳 中央公論新社

44 167 イスラーム用語の新研究 水谷周/著 国書刊行会

45 168 自分に集中する技術 ジェイ・シェティ/著 浦谷計子/訳 東洋経済新報社

46 170.4 神社語辞典 本村のり子/著 小野善一郎/監修 誠文堂新光社

47 175 聖地の条件 蒲池明弘/著 双葉社

48 175.9 御朱印でめぐる山陰山陽の神社 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

49 175.9 御朱印でめぐる信州甲州の神社 『地球の歩き方』編集室/著 地球の歩き方

50 185 世界でいちばん素敵なお寺の教室
松島龍戒/監修 ロム・インターナショナル/
編集 三才ブックス

51 186.9 江戸三十三所観音巡礼 新妻久郎/著 朱鷺書房

52 188.7 親鸞を生きる ひろさちや/著 佼成出版社

53 193.0 図説旧約聖書の考古学 杉本智俊/著 河出書房新社

54 198.2 教皇フランシスコ コロナの世界を生きる 教皇フランシスコ/著 早野依子/訳 PHP研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 希望の歴史 上・下 ルトガー・ブレグマン/著 野中香方子/訳 文藝春秋

2 209.4 ビザンツ驚くべき中世帝国 ジュディス・ヘリン/著 井上浩一/監訳 白水社

3 210.4 逆説の日本史 26 井沢元彦/著 小学館

4 210.4 日本史を動かした50チーム 伊藤賀一/監修 JTBパブリッシング

5 210.4 絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」 河合敦/著 祥伝社

6 210.4 歴史のなかの音 笹本正治/著 三弥井書店

7 210.8 大日本古文書 家わけ第19ノ17 東京大学史料編纂所/編纂 東京大学史料編纂所

8 211 日本の歴史 古代・中世編 西山良平/編著 勝山清次/編著 ミネルヴァ書房

9 212 日本の先史時代  （中公新書） 藤尾慎一郎/著 中央公論新社

10 212 日本列島四万年のディープヒストリー 森先一貴/著 朝日新聞出版

11 212.5 土偶手帖 譽田亜紀子/著 武藤康弘/監修 世界文化社

12 213 古代日本神話の考古学 関裕二/著 河出書房新社

13 213 新聞記者が見た古代日本 関口和哉/著 雄山閣

14 213.2 知られざる古墳ライフ 譽田亜紀子/著 スソアキコ/イラスト 誠文堂新光社

15 213.7 刀伊の入寇  （中公新書） 関幸彦/著 中央公論新社

16 214.5 中先代の乱  （中公新書） 鈴木由美/著 中央公論新社

17 214.7 戦国「おんな家長」の群像 黒田基樹/著 笠間書院

18 216.9 大正史講義  （ちくま新書） 筒井清忠/編 筑摩書房

19 217 太平洋戦争への道1931-1941  （NHK出版新書） 半藤一利/著 加藤陽子/著 NHK出版

20 217.4 証言我ラ斯ク戦ヘリ 平塚柾緒/編 太平洋戦争研究会/著 ビジネス社

21 217.5 戦争という選択 関口高史/著 作品社

22 217.5 大東亜戦争 上 （新潮新書） 波多野澄雄/著 赤木完爾/著 新潮社

23 217.5 大東亜戦争 下 （新潮新書） 戸部良一/著 赤木完爾/著 新潮社

24 217.5 わたしたちもみんな子どもだった 和久井香菜子/著 ハガツサブックス

25 217.6 占領神話の崩壊 西鋭夫/著 岡崎匡史/著 中央公論新社

26 217.7 平成史 與那覇潤/著 文藝春秋

27 219.1 第七師団と戦争の時代 渡辺浩平/著 白水社

28 219.3 <軍港都市>横須賀 高村聰史/著 吉川弘文館

29 219.5 瑞浪市歴史資料集 第6集 瑞浪市陶磁資料館/編集 瑞浪市陶磁資料館

30 219.6 京都の中世史 4  吉川弘文館

31 219.9 琉球王国の成立と展開 来間泰男/著 日本経済評論社

32 222.0 世界史劇場春秋戦国と始皇帝の誕生 神野正史/著 ベレ出版

33 227.0 中東近現代史 若林啓史/著 知泉書館

34 232.4 選ばれる方法 クィントゥス・トゥッリウス・キケロ/著
フィリップ・フリーマン/編 文響社

35 232.8 10人の皇帝たち バリー・ストラウス/著 森夏樹/訳 青土社

36 232.8 古代ローマ人の都市管理 堀賀貴/編 九州大学出版会

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 233.0 ナイチンゲールが生きたヴィクトリア朝という時代 中島俊郎/著 福田智弘/著 日本看護協会出版会

38 233.0 イギリス帝国史 フィリッパ・レヴァイン/著 並河葉子/訳 昭和堂

39 234.0 時間と権力 クリストファー・クラーク/著 小原淳/訳 みすず書房

40 234.8 チェコスロヴァキア軍団 林忠行/著 岩波書店

41 235.3 物語パリの歴史  （中公新書） 福井憲彦/著 中央公論新社

42 238 ロシア文化55のキーワード 沼野充義/編著 沼野恭子/編著 ミネルヴァ書房

43 243.2 民主的アラブ国への道 鹿島正裕/著 第三書館

44 280.2 人生斯くの如くか 永峯清成/著 彩流社

45 281.0 後列のひと 清武英利/著 文藝春秋

46 281.3 戦国人 群馬県立歴史博物館/編
上毛新聞デジタルビジネス
局出版部

47 283.5 フランス革命の女たち 池田理代子/著 新潮社

48 289.1 評伝福田赳夫 五百旗頭真/監修 井上正也/著 岩波書店

49 289.1 志高く 井上篤夫/著 実業之日本社

50 289.1 「東国の雄」上杉景勝  （角川新書） 今福匡/著 KADOKAWA

51 289.1 林達夫 編集の精神 落合勝人/著 岩波書店

52 289.1 源頼朝  ミネルヴァ日本評伝選 川合康/著 ミネルヴァ書房

53 289.1 森戸辰男 小池聖一/著 吉川弘文館

54 289.1 日野富子 田端泰子/著 ミネルヴァ書房

55 289.1 明治維新勝者のなかの敗者 遠矢浩規/著 山川出版社

56 289.1 徳光流生き当たりばったり 徳光和夫/著 文藝春秋

57 289.1 双翼の日の丸エンジニア 戸津井康之/著 学研プラス

58 289.1 平沼騏一郎  （中公新書） 萩原淳/著 中央公論新社

59 289.1 松村謙三 三代回顧録 松村謙三/著 武田知己/編 吉田書店

60 289.1 出禁の男 本橋信宏/著 イースト・プレス

61 289.1 武田信玄入門 山梨日日新聞社/編集 山梨日日新聞社

62 289.1 「知の巨人」立花隆のすべて  文藝春秋

63 289.2 わたしの非暴力 マハトマ・ガンディー/著 森本達雄/訳 みすず書房

64 289.2 アブドュルハミド二世 設樂國廣/著 清水書院

65 289.3 もう戻るまいと決めた旅なのに ザイトゥナ・アレットクーロヴァ/著 広瀬
信雄/訳 明石書店

66 289.3 エリック・ホブズボーム 上・下 リチャード・J.エヴァンズ/著 木畑洋一/監
訳 岩波書店

67 289.3 世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク/著 金原瑞人/訳 河出書房新社

68 289.3 奇跡の地図を作った男 下山晃/著 大修館書店

69 289.3 日本美術の冒険者 中野明著
日経BP日本経済新聞出版本
部

70 289.3 わたしが人間であるために
ジュディス・ヒューマン/著 クリステン・
ジョイナー/著 現代書館

71 289.3 バンティング マイケル・ブリス/著 堀田饒/訳 毎日新聞出版

72 289.3 スターリン オレーク・V.フレヴニューク/著 石井規衛/
著 白水社

73 289.3 ネルソン・マンデラ  （岩波新書 新赤版） 堀内隆行/著 岩波書店

74 289.3 カマラ・ハリスの流儀 ダン・モレイン/著 土田宏/訳 彩流社

75 290.8 世界の不思議な街の空から パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

76 290.9 漂流者は何を食べていたか 椎名誠/著 新潮社

77 290.9 世界のすごい巨像  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

78 290.9 世界のすごい城と宮殿333  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

79 290.9 世界でいちばん観られている旅NAS DAILY ヌサイア・“NAS”・ヤシン/著 ブルース・
クルーガー/著 太郎次郎社エディタス

80 291.0 全国「合戦印」徹底ガイド 小和田哲男/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

81 291.0 怨念の舞台 なるほど知図帳編集部/編 昭文社

82 291.0 日本の遺構 なるほど知図帳編集部/編 昭文社

83 291.0 青春18きっぷパーフェクトガイド 2021-2022 谷崎竜/著 イカロス出版

84 291.0 地名の真実 地名の謎研究会/編 昭文社

85 291.0 「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅 宮村一夫/著 潮出版社

86 291.0 名城を訪ねる旅 東日本編  東京ニュース通信社

87 291.0 るるぶ国立公園へ行こう  JTBパブリッシング
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No, 分類 書名 著者名 出版社

88 291.1 北海道遺産完全ガイド 佐藤圭樹/著 北海道新聞社

89 291.1 北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド  昭文社

90 291.2 山形のトリセツ  昭文社

91 291.3 都会の異界 高橋弘樹/著 産業編集センター

92 291.4 北陸アトラス 東京大学地域未来社会連携研究機構/編
東京大学地域未来社会連携
研究機構

93 291.5 上高地・安曇野 黒部・松本 2021第3版  TAC株式会社出版事業部

94 291.5 飛驒高山・白川郷 飛驒古川・下呂温泉 2021第3版  TAC株式会社出版事業部

95 291.6 温泉やど関西 2021 （まっぷるマガジン）  昭文社

96 291.6 超詳細!京都さんぽ地図 2021-2 （まっぷるマガジン）  昭文社

97 291.8 るるぶ徳島鳴門祖谷渓 2021  JTBパブリッシング

98 291.9 沖縄のトリセツ  昭文社

99 291.9 温泉やど九州 2021 （まっぷるマガジン）  昭文社

100 292.2 日本人が知らない本当の路地裏中国 宮崎正弘/著 啓文社書房

101 292.7 中東・イスラーム世界への30の扉 西尾哲夫/編著 東長靖/編著 ミネルヴァ書房

102 293.0 人生ミスっても自殺しないで、旅 諸隈元/著 晶文社

103 293.5 いつか旅してみたいフランスの美しい村100 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

104 295.3 アメリカの<周縁>をあるく 中村寛/著 松尾眞/著 平凡社

105 295.3 アメリカのありふれた町で 東理夫/著 天夢人

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 ぼくらはひとつ空の下 優人(アフマド・アスレ)/著 小澤祥子/取
材・文 三元社

2 302.2 韓国の行動原理  （PHP新書） 小倉紀蔵/著 PHP研究所

3 302.3 地図で見るロシアハンドブック パスカル・マルシャン/著 太田佐絵子/訳 原書房

4 304 知らないと恥をかく世界の大問題 12 （角川新書） 池上彰/著 KADOKAWA

5 304 この国のかたちを見つめ直す 加藤陽子/著 毎日新聞出版

6 304 サボる哲学  （NHK出版新書） 栗原康/著 NHK出版

7 304 立花隆 最後に語り伝えたいこと 立花隆/著 中央公論新社

8 304 パクスなき世界 日本経済新聞社/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

9 304 タイムズ 真山仁/著 朝日新聞出版

10 304 突破者の遺言 宮崎学/著 ケイアンドケイプレス

11 309.3 真説日本左翼史  講談社現代新書 池上彰/著 佐藤優/著 講談社

12 311.7 暴走するポピュリズム 有馬晋作/著 筑摩書房

13 312.1 政界再編  （中公新書） 山本健太郎/著 中央公論新社

14 312.2 ミャンマー政変  （ちくま新書） 北川成史/著 筑摩書房

15 312.3 ウラジーミル・プーチンの大戦略 アレクサンドル・カザコフ/著 佐藤優/監訳 東京堂出版

16 312.9 世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川敦/著 祝田秀全/監修 朝日新聞出版

17 314.1 25歳からの国会 平河エリ/著 現代書館

18 315.2 中国共産党の歴史 高橋伸夫/著 慶應義塾大学出版会

19 316.1 新・21世紀の人権 江原由美子/監修 神奈川人権センター/編集 神奈川人権センター

20 316.8 重要証人
サイラグル・サウトバイ/著 アレクサンド
ラ・カヴェーリウス/著 草思社

21 316.8 英国ユダヤ人の歴史  （幻冬舎新書） 佐藤唯行/著 幻冬舎

22 318 市民がつくる、わがまちの誇り 松下啓一/著 水曜社

23 318.2 横浜改造計画2030 池田純/著 サイゾー

24 318.3 地方公務員の新しいキャリアデザイン 小紫雅史/著 実務教育出版

25 318.3 自分らしさを見つけて伸ばす公務員の「強み」の活かし方 齋藤綾治/著 学陽書房

26 318.5 公務員の動画作成術 佐久間智之/著 学陽書房

27 318.5 自治体法的トラブル解決のポイント 筑波大学ロースクール自治体法務研究会/編
著 ぎょうせい

28 318.8 コミュニティ自治の未来図 大杉覚/著 ぎょうせい

29 318.9 世界に学ぶ地域自治 大内田鶴子/編著 鯵坂学/編著 学芸出版社

30 318.9 世界のSDGs都市戦略 櫻井美穂子/著 学芸出版社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 319 佐藤優の裏読み!国際関係論 佐藤優/著 毎日新聞出版

32 319.1 無邪気(ノーテンキ)な日本人よ、白昼夢から目覚めよ  WAC BUNKO 川口マーン惠美/著 ワック

33 319.1 日韓関係史  （岩波新書 新赤版） 木宮正史/著 岩波書店

34 319.2 反日 レオ・チン/著 倉橋耕平/監訳 人文書院

35 319.2 習近平が尖閣を占領する日 日高義樹/著 かや書房

36 319.5 新世界秩序と日本の未来  （集英社新書） 内田樹/著 姜尚中/著 集英社

37 319.5 米中対立  （中公新書） 佐橋亮/著 中央公論新社

38 319.5 戦場としての世界 H.R.マクマスター/著 村井浩紀/訳
日経BP日本経済新聞出版本
部

39 324.2 物権法改正を読む 松尾弘/著 慶應義塾大学出版会

40 324.2 区分所有法の解説 渡辺晋/著 久保田理広/著 住宅新報出版

41 324.5 借金問題解決法 神坪浩喜/著 みらいパブリッシング

42 324.5 家族間契約の知識と実践 木野綾子/監修 元木翼/共著 日本法令

43 324.6 今日から成年後見人になりました 児島明日美/著 村山澄江/著 自由国民社

44 324.7 相続の諸手続きと届出がすべてわかる本  '21〜'22年版 河原崎弘/監修 成美堂出版

45 324.7 いちばんわかりやすい相続・贈与の本 　'21〜'22年版 曽根恵子/著 上野晃/監修 成美堂出版

46 324.7 これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて 21-22年版 堀招子/監修 原木規江/監修 ナツメ社

47 324.8 Q&A令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響 荒井達也/著 日本加除出版

48 324.8 図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本 岡信太郎/著 日本実業出版社

49 324.8 図解最新不動産登記の基本と実務がわかる事典 中村啓一/監修 三修社

50 326.0 家族と刑法 深町晋也/著 有斐閣

51 329.6 敗戦は罪なのか 三井美奈/著 産経新聞出版

52 331.0 ナラティブ経済学 ロバート・J.シラー/著 山形浩生/訳 東洋経済新報社

53 331.7 自由の条件 1～3 F.A.ハイエク/著 気賀健三/訳 春秋社

54 332.1 ネットニュースではわからない本当の日本経済入門 伊藤元重/著 東洋経済新報社

55 332.1 「日本型格差社会」からの脱却  （光文社新書） 岩田規久男/著 光文社

56 332.1 21世紀の経済政策 浜田宏一/著 講談社

57 333.6 世界牛魔人 ヤニス・バルファキス/著 早川健治/訳 那須里山舎

58 333.8 哲さんの声が聞こえる 加藤登紀子/著 合同出版

59 333.8 日本の国際協力 アジア編 Minerva KEYWORDS  ミネルヴァ書房

60 335 ビジョナリー・カンパニーZERO ジム・コリンズ/著 ビル・ラジアー/著 日経BP

61 335 個人事業のはじめ方がすぐわかる本  '21〜'22年版 ヒューマン・プライム/著 成美堂出版

62 335 スタートアップ失敗の法則 増田裕介/著 秀和システム

63 335.0 稲盛和夫、かく語りき 稲盛和夫/述 日経BP

64 335.0 Fail Fast!速い失敗が未来を創る 藤田浩之/著 ウェッジ

65 335.1 稲盛と永守 名和高司/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

66 335.1 増加する外国人経営者 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

67 335.3 中小企業の事業承継 牧口晴一/著 齋藤孝一/著 清文社

68 335.5 最新独占禁止法・景表法・下請法 岩崎崇/監修 三修社

69 335.5 変貌する未来  （講談社現代新書） クーリエ・ジャポン/編 講談社

70 335.5 独禁法の授業をはじめます 菅久修一/著 商事法務

71 336 図でわかる経営マネジメント 雨宮寛二/著 勁草書房

72 336 プロジェクトマネジメントの基本が面白いほど身につく本 伊藤大輔/著 KADOKAWA

73 336 初めてのプロジェクトマネジメント 勝俣安朗/著 細澤新太郎/著 みらいパブリッシング

74 336 役員処分事例集 中島茂/著 栗原正一/著 商事法務

75 336 AX戦略 ダレル・リグビー/著 サラ・エルク/著 東洋経済新報社

76 336.1 プロセスエコノミー 尾原和啓/著 幻冬舎

77 336.1 マッキンゼーが解き明かす生き残るためのDX 黒川通彦/編著 平山智晴/編著
日経BP日本経済新聞出版本
部

78 336.1 企画 高瀬敦也/著
クロスメディア・パブリッ
シング

79 336.1 資金繰りがよくなる経営計画の作り方
広瀬元義/著・監修 中小企業を応援する士
業の会/著 あさ出版

80 336.1 SF思考 藤本敦也/編著 宮本道人/編著 ダイヤモンド社

81 336.1 中堅・中小企業のための「DX」実践講座
船井総合研究所デジタルイノベーションラ
ボ/著 日本実業出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

82 336.1 戦略論とDXの交点 ベイカレント・コンサルティング/監修 則
武譲二/ほか著 東洋経済新報社

83 336.1 秘密保持契約・予備的合意書・覚書の法務と書式 牧野和夫/著 中央経済社

84 336.1 失敗しないDX企画48のネタ! 三浦一大/著 プレジデント社

85 336.2 入社1年目から差がつく問題解決練習帳 グロービス/著 岡重文/執筆 東洋経済新報社

86 336.3 コロナ禍の社内規程と様式 荻原勝/著
産労総合研究所出版部経営
書院

87 336.3 AI分析でわかったトップ5%リーダーの習慣 越川慎司/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

88 336.4 マッキンゼー式人を動かす話し方 赤羽雄二/著
クロスメディア・パブリッ
シング

89 336.4 テレワーク導入のための就業規則作成・変更の実務 池内康裕/著 清文社

90 336.4 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本  '21〜'22年版 池本修/監修 鹿田淳子/著 成美堂出版

91 336.4 外国人の部下を持ったら読む本 岡晴雄/著 セルバ出版

92 336.4 コーチングよりも大切なカウンセリングの技術 小倉広/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

93 336.4 説明の一流、二流、三流 桐生稔/著 明日香出版社

94 336.4 同一労働同一賃金 高井・岡芹法律事務所/編著 日本加除出版

95 336.4 人材マネジメント用語図鑑 伊達洋駆/著 安藤健/著 ソシム

96 336.4 ビジネスマナーの解剖図鑑 北條久美子/著 エクスナレッジ

97 336.4 心の知能指数を高める習慣 三浦将/著
クロスメディア・パブリッ
シング

98 336.4 その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上ナナエ/著 すばる舎

99 336.4 SNSをめぐるトラブルと労務管理 村田浩一/著 大村剛史/著 民事法研究会

100 336.4 副業制度の導入と運用の実務 義経百合子/編著 岡西淳也/編著 中央経済社

101 336.5 できるPower Automate Desktop あーちゃん/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

102 336.5 システムを作らせる技術 白川克/著 浜本佳史/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

103 336.5 即!ビジネスで使える新聞記者式伝わる文章術 白鳥和生/著 CCCメディアハウス

104 336.8 ここだけ読めば決算書はわかる! 2022年版 佐々木理恵/著 新星出版社

105 336.8 何でそれに決めたの? 而二不二/著 総合法令出版

106 336.8 推される技術 bamboo/著 集英社

107 336.8 銀行は、社長のどこを見ているのか? 藤原勝法/著 青春出版社

108 336.8 最新コーポレートファイナンスの基本と実践がよ〜くわかる本 松田千恵子/著 秀和システム

109 336.9 「固定資産の税務・会計」完全解説 太田達也/著 税務研究会出版局

110 337 あたらしいお金の教科書 新井和宏/著 山川出版社

111 338.1 投資の基本ゆる図鑑 伊藤亮太/監修 宝島社

112 338.1 億り人がやっている株探の超スゴい裏ワザ大全 井村俊哉/著 愛鷹/著 宝島社

113 338.1 あなたが投資で儲からない理由 大江英樹/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

114 338.1 なぜ金利が上がると債券は下がるのか? 角川総一/著 ビジネス教育出版社

115 338.1 金融のプロが実はやっている最もシンプルで賢い投資の結論 北村慶/著 朝日新聞出版

116 338.1 2倍株をつかめ!儲かる株のトリセツ ぽんちよ/著 宝島社

117 338.1 定期預金しか知りませんが、私、本当にお金持ちになれるんですか? 渡邊一慶/著 秀和システム

118 338.7 図解住宅ローンのしくみと新常識 菅原隆行/著 ナツメ社

119 338.9 為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 尾河眞樹/監修 技術評論社

120 341 財政学 神野直彦/著 有斐閣

121 342.1 徳川幕府の資金繰り 安藤優一郎/著 彩図社

122 342.1 破たんする?まだいける?ニッポンの財政 田中秀明/監修・解説 スタンダーズ

123 345.3 図解所得税法「超」入門 令和3年度改正 山口暁弘/編著 山田&パートナーズ/監修 税務経理協会

124 345.3 図解法人税法「超」入門 令和3年度改正 山田&パートナーズ/監修 宇田川隆/編著 税務経理協会

125 345.5 小規模宅地特例 河合厚/著 香取稔/著 ぎょうせい

126 345.5 お母さんの賢い贈与 黒木会計/編 中央経済社

127 345.5 路線価による土地評価の実務 令和3年8月改訂 名和道紀/共著 長井庸子/共著 清文社

128 350.1 統計データの落とし穴 ピーター・シュライバー/著 土屋隆裕/監訳 ニュートンプレス

129 350.1 デタラメ カール・T.バーグストローム/著 ジェヴィ
ン・D.ウエスト/著

日経BP日本経済新聞出版本
部

130 361.4 話し方のコツ大全 青木源太/著 宝島社

131 361.4 「ねえ、私の話聞いてる?」と言われない「聴く力」の強化書 岩松正史/著 自由国民社

132 361.4 あなたにもある無意識の偏見  （KAWADE夢新書） 北村英哉/著 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

133 361.4 スタンフォードの権力のレッスン デボラ・グルーンフェルド/著 御立英史/訳 ダイヤモンド社

134 361.4 「ひいき」の構造  （幻冬舎新書） 島田裕巳/著 幻冬舎

135 361.4 異文化コミュニケーション学  （岩波新書 新赤版） 鳥飼玖美子/著 岩波書店

136 361.4 自分の<ことば>をつくる 細川英雄/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

137 361.4 LISTEN ケイト・マーフィ/著 篠田真貴子/監訳 日経BP

138 361.4 マクルーハン発言集 マーシャル・マクルーハン/著 ステファ
ニー・マクルーハン/編 みすず書房

139 361.4 令和のローカルメディア 松本恭幸/著 佐藤和文/著 あけび書房

140 361.5 新ジャポニズム産業史1945-2020 マット・アルト/著 村井章子/訳 日経BP

141 361.7 環境社会学入門  （ちくま新書） 長谷川公一/著 筑摩書房

142 361.7 教養としての都市論 三浦展/著 彰国社

143 364.6 年金相談標準ハンドブック 井村丈夫/共著 佐竹康男/共著 日本法令

144 364.6 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A 2021年6月改訂版 服部営造/著 服部年金企画/監修 ビジネス教育出版社

145 365.3 「再建築不可物件」完全読本 入江尚之/著 再建築不可物件研究会/著 ライチブックス

146 365.3 住まいから問うシェアの未来 住総研「シェアが描く住まいの未来」研究
委員会/編 岡部明子/著 学芸出版社

147 365.3 事例でわかる!空き家対策実務マニュアル 松木利史/著 ぎょうせい

148 365.3 マンション管理の知識 令和3年度版 マンション管理センター/編著 マンション管理センター

149 365.3 世界一わかりやすい家づくりの教科書 2021-2022  エクスナレッジ

150 366.0 高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺 石井拓児/著 宮城道良/著 学習の友社

151 366.0 働くことの人類学 松村圭一郎/編 コクヨ野外学習センター/編 黒鳥社

152 366.1 同一労働同一賃金裁判例36 君嶋護男/著 労働調査会

153 366.2 最短で最高の結果を出す副業バイブル 小椋翔/著 フォレスト出版

154 366.2 「日本版ジョブ型」時代のキャリア戦略 加藤守和/著 ダイヤモンド社

155 366.2 転職の成功法則 菊原智明/著 総合法令出版

156 366.2 「転職後」の教科書 グロねえ/著 PHP研究所

157 366.2 資格取り方選び方全ガイド 2023年版 高橋書店編集部/編 高橋書店

158 366.2 自由にはたらく副業アイデア事典 中野貴利人/著 SBクリエイティブ

159 366.2 出世しなくても、幸せに働けます。 中村龍太/著 PHP研究所

160 366.3 これ1冊でぜんぶわかる!労働時間制度と36協定 神内伸浩/著 労務行政

161 366.6 平成期の労働運動 荻野登/著
日本生産性本部生産性労働
情報センター

162 366.8 超初心者でも稼げる在宅ワークの始め方 野川ともみ/著 あさ出版

163 367.1 生きるためのフェミニズム 堅田香緒里/著 タバブックス

164 367.2 ぜんぶ運命だったんかい 笛美/著 亜紀書房

165 367.3 生殖する人間の哲学 中真生/著 勁草書房

166 367.3 プロジェクト・ファザーフッド ジョルジャ・リープ/著 宮崎真紀/訳 晶文社

167 367.5 「非モテ」からはじめる男性学  （集英社新書） 西井開/著 集英社

168 367.7 勝間式ロジカル不老長寿 勝間和代/著 宝島社

169 367.7 潜入・ゴミ屋敷  （中公新書ラクレ） 笹井恵里子/著 中央公論新社

170 367.7 ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査 生命保険文化センター/編 生命保険文化センター

171 367.7 “もしも”のときに子どもに迷惑をかけないための準備ブック 永峰英太郎/著 永岡書店

172 367.9 初めて「性」のことを子どもに伝えるパパとママのための教科書 川村真奈美/著 アベナオミ/イラスト 学研プラス

173 367.9 子どもと性の話、はじめませんか? 宮原由紀/著 高橋幸子/監修 CCCメディアハウス

174 368.2 貧困パンデミック 稲葉剛/著 明石書店

175 368.2 ボクらは『貧困強制社会』を生きている 藤田和恵/著 くんぷる

176 368.2 コロナ貧困 藤田孝典/著 毎日新聞出版

177 368.8 大麻の社会学 山本奈生/著 青弓社

178 369.0 孤独は社会問題  （光文社新書） 多賀幹子/著 光文社

179 369.1 図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林美佳/監修 三修社

180 369.2 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠/著 アニモ出版

181 369.2 障害をもつ人の生涯学習支援 小林繁/編 松田泰幸/編 旬報社

182 369.2 これならわかる<スッキリ図解>精神保健福祉制度のきほん 二本柳覚/編著 石井佳葉/著 翔泳社

183 369.2 達人が教える 2 北海道新聞社/編 北海道新聞社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

184 369.2 押さえておきたい公的扶助・生活保護行政 元田宏樹/編著 松浦賢治/著 ぎょうせい

185 369.3 免疫力アップレシピ 今泉マユ子/著 清流出版

186 369.3 自治体職員のための災害救援法務ハンドブック 中村健人/著 岡本正/著 第一法規

187 369.3 フクシマ原発棄民歴史の証人 樋口健二/編著 八月書館

188 369.3 WWⅡ50人の奇跡の命 藤沼敏子/著 津成書院

189 369.3 周辺からの記憶 村本邦子/著 国書刊行会

190 369.4 アセスメントと養育・家庭復帰プランニング 相澤仁/編集代表 明石書店

191 369.4 家庭養護のしくみと権利擁護  シリーズみんなで育てる家庭養護 相澤仁/編集代表 明石書店

192 369.4 子育て罰  （光文社新書） 末冨芳/著 桜井啓太/著 光文社

193 370.4 ニュー・チャイルドフッド ジョーダン・シャピロ/著 関美和/訳 NTT出版

194 370.4 ちがうことは強いこと 星山麻木/著 河出書房新社

195 371.4 スクールカウンセリングのこれから 石隈利紀/著 家近早苗/著 創元社

196 371.4 自立って何だろう 都筑学/著 新日本出版社

197 371.4 しんどい時の自分の守り方 増田史/著 ナツメ社

198 371.5 実例からみるフリースクールのつくりかた フリースクール全国ネットワーク/編 日本法令

199 372.1 GIGAスクール・マネジメント 佐藤明彦/著 前田康裕/監修 時事通信出版局

200 372.1 二極化する学校 志水宏吉/著 亜紀書房

201 373.1 アフター・コロナの学校の条件 中村文夫/著 岩波書店

202 373.2 「学び」をとめない自治体の教育行政 朝岡幸彦/編著 山本由美/編著 自治体研究社

203 374.1 Withコロナ時代のクラスを「つなげる」ネタ73 中村健一/監修 小野領一/編著 黎明書房

204 374.3 失敗から学ぶ 石井英真/監修 宍戸寛昌/編著 東洋館出版社

205 374.9 SDGsと防災教育 藤岡達也/著 大修館書店

206 375.1 その指導は、しない めがね旦那/著 東洋館出版社

207 375.2 校則を考える 大津尚志/著 晃洋書房

208 376.1 鈴木翼&福田翔のイエイ!イエイ!ジュース!! 鈴木翼/著 福田翔/著 鈴木出版

209 376.8 農学部 佐藤成美/著 ぺりかん社

210 377.2 イギリス大学史 安原義仁/著 昭和堂

211 377.2 近畿大学大解剖 vol.2  ニュートンプレス

212 378.8 子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野みや/著 自由国民社

213 379.1 生涯学習・社会教育行政必携 令和4年版 生涯学習・社会教育行政研究会/編集 第一法規

214 379.7 あなたの知識を驚くべき結果に変える超戦略ノート術 メンタリストDaiGo/著 学研プラス

215 379.9 岩堀美雪のお母さん教室 岩堀美雪/著 致知出版社

216 379.9 子どもが笑顔で動き出す本当に伝わる言葉がけ 小川大介/著 すばる舎

217 379.9 「自宅だけ」でここまでできる!子ども英語超自習法 鹿田昌美/著 飛鳥新社

218 379.9 10代の女の子の親が知っておくべき7つのこと リサ・ダムール/著 宮崎真紀/訳 大和書房

219 379.9 小学生の子がどんどん勉強するようになる親のすごい声かけ 葉一/著 SBクリエイティブ

220 379.9 「後伸びする子」に育つ親の習慣 柳沢幸雄/著 青春出版社

221 382 世界の奇習と奇祭 E.リード・ロス/著 小金輝彦/訳 原書房

222 382.2 いのちの原点「ウマイ」 荻原眞子/著 藤原書店

223 382.2 遊牧の人類史 松原正毅/著 岩波書店

224 382.5 はじまりの木 リーバイ・パタ/著 青土社

225 383.1 ストリートファッション1980-2020 ACROSS編集室/編著 パルコ

226 383.5 メイクとファッション 栗田宣義/著 晃洋書房

227 383.5 楊枝学 道心/著 丸善プラネット

228 383.8 日本食の文化 江原絢子/編著 荒尾美代/ほか著
アイ・ケイコーポレーショ
ン

229 383.8 鷹将軍と鶴の味噌汁 菅豊/著 講談社

230 383.8 世界のグルメ図鑑  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

231 384.5 山田全自動の懐かしあるある 山田全自動/著 辰巳出版

232 385.6 葬儀・墓地のトラブル相談Q&A 長谷川正浩/編 石川美明/編 民事法研究会

233 386.1 春夏秋冬ゆる〜く楽しむ和の行事 本間美加子/文 somariso/イラスト 海竜社

234 388.1 アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ 荒俣宏/著 應矢泰紀/著 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

235 388.1 鬼と異形の民俗学 飯倉義之/監修 ウェッジ

236 388.1 ヌシ 伊藤龍平/著 笠間書院

237 388.1 沖縄怪異譚大全 小原猛/著 ボーダーインク

238 388.2 中国怪談奇談集 多久弘一/著 里文出版

239 388.3 アイルランド妖精物語 高畑吉男/著 戎光祥出版

240 388.8 世界のふしぎなことわざ図鑑 北村孝一/著 伊藤ハムスター/イラスト KADOKAWA

241 388.9 北前船が運んだ民謡文化 三隅治雄/著 第三文明社

242 391 戦争はいかに終結したか  （中公新書） 千々和泰明/著 中央公論新社

243 391.6 緒方竹虎と日本のインテリジェンス  （PHP新書） 江崎道朗/著 PHP研究所

244 391.6 コード・ガールズ ライザ・マンディ/著 小野木明恵/訳 みすず書房

245 392.1 自衛隊装備年鑑 2021-2022 朝雲新聞社編集局/編著 朝雲新聞社

246 392.1 日本社会は自衛隊をどうみているか ミリタリー・カルチャー研究会/著 青弓社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 宇宙人と出会う前に読む本  （ブルーバックス） 高水裕一/著 講談社

2 404 世界が面白くなる!身の回りの科学 二間瀬敏史/著 あさ出版

3 404 数理は世界を創造できるか 横倉祐貴/著 ジェフリ・フォーセット/著 東京大学出版会

4 407 アカデミアを離れてみたら 岩波書店編集部/編 岩波書店

5 407 科学を育む査読の技法 水島昇/著 羊土社

6 410 抽象数学の手ざわり 斎藤毅/著 岩波書店

7 410.7 数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた いっくん/著 KADOKAWA

8 410.7 数学パズル  ニュートンプレス

9 410.9 組合せ論の発見 Robin Wilson/編 John J.Watkins/編 共立出版

10 413.5 こんなに便利な指数・対数とベクトル  ニュートンプレス

11 415.7 多様体とは何か  （ブルーバックス） 小笠英志/著 講談社

12 417 Pythonで動かして学ぶ!あたらしいベイズ統計の教科書 かくあき/著 翔泳社

13 417 「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学 デイヴィッド・サルツブルグ/著 竹内惠行/
訳 共立出版

14 417 ゼロから始める統計入門 瀬川浩平/著 マイナビ出版

15 420.4 1日1ページ物理の教養365 クリフォード・A.ピックオーバー/著 川村
康文/監訳 ニュートンプレス

16 421.2 図解身近にあふれる「相対性理論」が3時間でわかる本 齋藤勝裕/著 明日香出版社

17 421.2 時間大図鑑 原田知広/監修 田中真樹/監修 ニュートンプレス

18 430 文系のためのめっちゃやさしい化学 中村栄一/監修 ニュートンプレス

19 431.1 元素創造 キット・チャップマン/著 渡辺正/訳 白揚社

20 440 地球生命誕生の謎 ガルゴー/著 マーティン/著 西村書店

21 443.8 星空教室 藤井旭/著 誠文堂新光社

22 446 図説100のトピックでたどる月と人の歴史と物語 デイヴィッド・ウォームフラッシュ/著 露
久保由美子/訳 原書房

23 448.9 GIS地理情報システム 矢野桂司/著 創元社

24 449.1 時間の日本史 佐々木勝浩/著 井上毅/著 小学館

25 450 トコトンやさしい地球学の本 西川有司/著 日刊工業新聞社

26 451.2 気象予報士試験サクラサク勉強法 中島俊夫/編著 中央経済社

27 451.6 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬宏明/著 化学同人

28 451.9 絶景の気象 武田康男/監修 なるほど知図帳編集部/編著 昭文社

29 455.8 斜面防災危険度評価ガイドブック 日本地すべり学会斜面防災危険度評価ガイ
ドブック編集委員会/編 朝倉書店

30 457 古生物大図鑑 甲能直樹/監修 ニュートンプレス

31 457.8 ダーウィンが来た!生命大進化 第2集 植田和貴/著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

32 457.8 恐竜学者は止まらない! 田中康平/著 創元社

33 457.8 機能獲得の進化史 土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修 みすず書房

34 460.4 小説みたいに楽しく読める生命科学講義 石浦章一/著 羊土社

35 467.5 LIFE CHANGING ヘレン・ピルチャー/著 的場知之/訳 化学同人

36 468.8 OCEAN LIFE スミソニアン協会/監修 ロンドン自然史博
物館/監修 東京書籍

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 468.8 新・海辺を食べる図鑑 向原祥隆/写真と文 南方新社

38 471.9 食べられる草ハンドブック 森昭彦/著 自由国民社

39 474.7 アミガサタケ・チャワンタケ識別ガイド 井口潔/解説 忽那正典/ほか写真 文一総合出版

40 479.7 桜の雑種の多様性 畑中喜秋/著 畑中喜秋

41 480.2 近代華族動物学者列伝 保科英人/著 勁草書房

42 480.4 どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 梁井貴史/著 金子貴富/イラスト さくら舎

43 481.7 本能  （中公新書） 小原嘉明/著 中央公論新社

44 482.1 世界自然遺産やんばる  （朝日新書） 湊和雄/著 宮竹貴久/著 朝日新聞出版

45 483.2 カイメン 椿玲未/著 岩波書店

46 483.9 ヒルは木から落ちてこない。 樋口大良/著 子どもヤマビル研究会/著 山と溪谷社

47 486.0 昆虫館はスゴイ! 全国昆虫施設連絡協議会/著 repicbook

48 486.0 「文化昆虫学」の教科書 保科英人/編著 宮ノ下明大/著 八坂書房

49 486.1 虫のぬけがら図鑑 安田守/著 ベレ出版

50 486.7 超接写 蟻 エドゥアルド・フローリン・ナイガ/写真
エレナ・スパイサー・ライス/文 グラフィック社

51 488.1 鳥の渡り生態学 樋口広芳/編 東京大学出版会

52 488.1 鳥類のデザイン カトリーナ・ファン・グラウ/著 川上和人/
監訳 みすず書房

53 488.5 にっぽんのシギ・チドリ 築山和好/写真 ポンプラボ/編集 カンゼン

54 489.6 クジラの骨と僕らの未来 中村玄/著 理論社

55 489.9 隣のボノボ 坂巻哲也/著 京都大学学術出版会

56 490.1 <反延命>主義の時代 小松美彦/編著 市野川容孝/編著 現代書館

57 490.1 医療の質・安全を支える心理学 日本心理学会/監修 原田悦子/編 誠信書房

58 490.9 図説マルマ 伊藤武/著 めるくまーる

59 491.3 不老不死ビジネス チップ・ウォルター/著 関谷冬華/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

60 491.3 うちのネコ、ボクの目玉を食べちゃうの? ケイトリン・ドーティ/著 十倉実佳子/訳 化学同人

61 491.3 においが心を動かす A.S.バーウィッチ/著 大田直子/訳 河出書房新社

62 491.3 老いの取扱説明書 認知症編  ニュートンプレス

63 491.3 睡眠の教科書  ニュートンプレス

64 491.3 脳とは何か 活用編  ニュートンプレス

65 491.7 菌 ムハンマド・H.ザマン/著 岩田健太郎/監訳 ニュートンプレス

66 492.7 すべての不調は足裏を見ればわかる! 鈴木きよみ/著 ワン・パブリッシング

67 492.9 フライトナースの秘密 菱沼秀一/著 彩流社

68 493.1 水俣病事件を旅する 遠藤邦夫/著 国書刊行会

69 493.1 糖尿病・代謝・内分泌のしくみ 小田原雅人/監修 マイナビ出版

70 493.1 尿酸値リセット 細谷龍男/著 文響社

71 493.2 健康長寿の人が毎日やっている心臓にいいこと 別府浩毅/著 自由国民社

72 493.7 認知症そのままでいい  （ちくま新書） 上田諭/著 筑摩書房

73 493.7 決定版!図解いちばんわかりやすい自律神経 小林弘幸/監修 河出書房新社

74 493.7 そのふるえ・イップス心因性ではありません 平孝臣/著 堀澤士朗/著 法研

75 493.7 HSPとひきこもり 高田明和/著 廣済堂出版

76 493.7 家族のためのギャンブル問題完全対応マニュアル 田中紀子/著 ASK

77 493.7 ウルトラ図解双極性障害 野村総一郎/監修 法研

78 493.8 大丈夫か、新型ワクチン 岡田正彦/著 花伝社

79 493.8 図解身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 桝本輝樹/編著 明日香出版社

80 493.8 しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰宗太郎/監修 池田書店

81 493.8 漢方で感染症からカラダを守る! 渡辺賢治/著 ブックマン社

82 493.9 発達障がいとトラウマ 小野真樹/著 金子書房

83 493.9 シリーズ・症例が語る「発達障害」 3 崎濱盛三/著 ミネルヴァ書房

84 493.9 子育てハンドブック 鈴木恒彦/監修 船戸正久/監修 市村出版

85 493.9 ダウン症神話から自由になれば子育てをもっと楽しめる 長谷川知子/著 遠見書房

86 494.2 あなたが手術を受ける前に読む本 名古屋市立大学/編 中日新聞社

87 494.8 髪が増える術 辻敦哉/著 田路めぐみ/医事監修 ダイヤモンド社

- 11 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

88 494.8 最新の遺伝子検査でわかったアトピーが消えるたった1つの方法 本間良子/著 本間龍介/著 青春出版社

89 494.8 お前の頭皮はまだ死んではいない! マゴシジョー/著 河出書房新社

90 494.8 アトピー  文響社

91 496.6 全国から患者が集まる耳鼻科医のめまい・ふらつきの治し方 新井基洋/著 毎日が発見

92 497.9 ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい? 堀滋/著 小学館

93 498 ケアのたましい アーサー・クラインマン/著 皆藤章/監訳 福村出版

94 498.3 リセット上手な私になる 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

95 498.3 脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて下さい 瀧靖之/著 郷和貴/聞き手 日経BP

96 498.3 呼吸の本 谷川俊太郎/著 加藤俊朗/著 フォレスト出版

97 498.3 休息の科学 クラウディア・ハモンド/著 山本真麻/訳 TAC株式会社出版事業部

98 498.3 スタンフォード式脳と体の強化書 山田知生/著 大和書房

99 498.5 毎日の食事で心と体をととのえる漢方ごはん
櫻井大典/中医学監修 井澤由美子/食薬・レ
シピ監修 永岡書店

100 498.5 「安全な食事」の教科書 ジル=エリック・セラリーニ/著 ジェロー
ム・ドゥーズレ/著 ユサブル

101 498.5 食と栄養の大百科  ニュートンプレス

102 498.6 人間回復 志村康/著 北岡秀郎/編集・構成 花伝社

103 498.6 新型コロナウイルスとの闘い 2 地域医療・介護研究会JAPAN/共著 ヘルスケ
ア・システム研究所/共著

PHPエディターズ・グループ

104 498.6 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか? 牧田寛/著 扶桑社

105 498.6 コロナ生活、ワクチンと感染予防で最も大切なこと 渡辺雄二/著 青志社

106 498.7 子育て整体 井本邦昭/著 PHPエディターズ・グループ

107 498.8 リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」 西多昌規/著 大和書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.2 はじめて学ぶ熱力学 齋藤孝基/共著 濱口和洋/共著 オーム社

2 502 発明は改造する、人類を。 アイニッサ・ラミレズ/著 安部恵子/訳 柏書房

3 507.2 18歳からはじめる知的財産法 大石玄/編 佐藤豊/編 法律文化社

4 507.9 プラモはじめます! 香坂きの/著 KADOKAWA

5 507.9 トイドローン空撮&テクニック究極マスターBOOK  辰巳出版

6 510.9 これからのインフラ開発 徳永達己/編 武田晋一/編 弘文堂

7 511.4 土木技術者のための建設材料の基本と仕組み 五十畑弘/著 秀和システム

8 513.8 トコトンやさしい建設機械の本 宮入賢一郎/著 日刊工業新聞社

9 518.5 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢秀一/著 主婦の友社

10 518.5 ごみ収集とまちづくり 藤井誠一郎/著 朝日新聞出版

11 518.8 鉄道と郊外 角野幸博/編著 青木嵩/共著 鹿島出版会

12 518.8 緑のランドスケープデザイン 山崎誠子/著 オーム社

13 519 地球の未来のため僕が決断したこと ビル・ゲイツ/著 山田文/訳 早川書房

14 519.1 カーボンゼロの衝撃 菊地正俊/著 中央経済社

15 519.4 みんなで考えるトリチウム水問題 小島正美/編著 エネルギーフォーラム

16 520 建築現場用語図鑑 上野タケシ/著 大庭明典/著 ナツメ社

17 520.4 建築の明日へ  （平凡社新書） 松村秀一/著 平凡社

18 520.9 プロのための住宅・不動産の新常識 2021-2022 田村誠邦/著 甲田珠子/著 エクスナレッジ

19 523 世界の名建築ヒストリア マグダレーナ・イェレンスカ/文 アカプル
コスタジオ/絵 エクスナレッジ

20 523 366日世界の城と宮殿 小林克己/監修 三才ブックス

21 524.9 建築物の防火避難規定の解説 2016 日本建築行政会議/編集 ぎょうせい

22 525.1 <新>建築設計資料 03  建築資料研究社

23 527 住まいの耐久性大百科事典 2 住まいの屋根換気壁通気研究会/編
カナリアコミュニケーショ
ンズ

24 527 元気で賢い子どもが育つ!病気にならない家 高橋彰/著 Clover出版

25 527 和風住宅 26  
新建新聞社住生活メディア
事業部

26 527.1 快適な住まいの間取りと実例集 秋元幾美/監修 ナツメ社

27 535.2 機械式時計大全 山田五郎/著 講談社

28 536 絶滅しそうな車両図鑑 池口英司/著 天夢人

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 536.2 ディーゼル機関車の世界 牧野和人/著 天夢人

30 537.0 Apple Car デジタル覇者vs自動車巨人 日本経済新聞・日経クロステック合同取材
班/著 日経BP

31 537.2 トコトンやさしい電気自動車の本 廣田幸嗣/著 日刊工業新聞社

32 537.9 日本の乗用車図鑑 1992-1996 自動車史料保存委員会/編 三樹書房

33 537.9 いすゞトラック図鑑 筒井幸彦/編・著 三樹書房

34 537.9 軽トラハウスマスターブック  辰巳出版

35 537.9 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド  '21-'22  JAFメディアワークス

36 538.0 新・航空機産業のすべて 中村洋明/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

37 538.6 ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本 佐々木慎太郎/著 セルバ出版

38 538.7 ロシア戦闘機SUKHOI 源田孝/監修・訳 ニュートンプレス

39 538.7 F-22 RAPTOR ジェイミー・ハンター/著 時実雅信/監修・
訳 ニュートンプレス

40 538.7 軍用機大図鑑 第二次世界大戦編 渡辺信吾/著 ウエイド

41 540.6 ソニー再生 平井一夫/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

42 543.5 原発漂流 河北新報社編集局/編 河北新報出版センター

43 547.4 やさしくわかるデータ伝送 I O編集部/編集 工学社

44 547.5 FUTURE HOME 5Gがもたらす超接続時代のストラテジー
ジェファーソン・ワン/著 ジョージ・ナジ/
著 日本実業出版社

45 556.7 タグボートのしごと 日本港湾タグ事業協会/監修 「タグボート
のしごと」編集委員会/編著 成山堂書店

46 556.9 真実の戦艦大和  双葉社

47 557.8 海上保安庁船艇・航空機ガイド 2021-22
「海上保安庁船艇・航空機ガイド」制作委
員会/編著 シーズ・プランニング

48 560 最新金属の基本がわかる事典 田中和明/著 秀和システム

49 576.6 アロマフレグランスの教科書 井崎真奈美/著 セルバ出版

50 581.7 ブキャナン=スミスの斧本 ピーター・ブキャナン=スミス/著 大久保ゆ
う/訳 グラフィック社

51 588.5 18年連続増収を導いたヤッホーとファンたちとの全仕事 佐藤潤/著 日経BP

52 588.5 テキーラとメスカル サラ・ボーウェン/著 小澤卓也/訳 ミネルヴァ書房

53 588.5 ウイスキー・ウーマン フレッド・ミニック/著 浜本隆三/訳 明石書店

54 588.5 ワインの噓 宮嶋勲/著 大和書房

55 588.5 糀入門 山崎京子/著 重松亨/監修 新潟日報事業社

56 589.2 1995年のエアマックス  （中公新書ラクレ） 小澤匡行/著 中央公論新社

57 589.2 HOW TO KICKS RESTORE CUSTOMIZE KICKS MAGAZINE編集部/編・著 グラフィック社

58 589.2 魔法のクローゼット くぼしまりお/著 KADOKAWA

59 589.7 ミズノ本 村尾隆介/著 ワニブックス

60 590 わたしの“ちょうどいい”モノ選び Emi/著 集英社

61 590 暮らしが変わる時短家事 かおり/著 KADOKAWA

62 591 私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか? 井戸美枝/著 日本実業出版社

63 593.3 イチから基礎がよくわかる手ぬいの基本レッスン 高橋恵美子/著 ブティック社

64 593.3 直線縫いでダダダッとつくるワンピース 渡部サト/著 河出書房新社

65 593.3 おうち時間を楽しく!毎日のエプロン  ブティック社

66 593.3 初心者さんのためのかんたん服作りバイブル  ブティック社

67 594 オンラインで稼ぐ!ハンドメイド教室の作り方 マツドアケミ/著 内外出版社

68 594.2 刺しゅうのレッスンと図案集 アトリエFil/著 ブティック社

69 594.2 刺し子デザイン帖 AYUFISH int./著 日本ヴォーグ社

70 594.2 ten to senの方眼模様 岡理恵子/著 小学館

71 594.2 PieniSieniの植物と動物の刺繡 PieniSieni/著 河出書房新社

72 594.2 こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう Piro/著 ブティック社

73 594.2 yulaの刺繡 yula/著 日本ヴォーグ社

74 594.3 ルーマニアレース 三輪浦緑/著 日本ヴォーグ社

75 594.3 秋冬のかぎ針あみ vol.12  日本ヴォーグ社

76 594.3 かぎ針編みの巾着バッグ&ポーチ  アップルミンツ

77 594.3 すてきな手編み 2021-2022秋冬  日本ヴォーグ社

78 594.3 デイリー&おしゃれ着に使える棒針編みのベスト  アップルミンツ

79 594.3 ベビー&キッズのニット  アップルミンツ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 594.3 メンズニット・セレクション  日本ヴォーグ社

81 594.3 ヨーロッパの手あみ 2021/秋冬  日本ヴォーグ社

82 594.6 シーン別作って装うビーズアクセサリー サフィラス/著 KADOKAWA

83 594.7 初心者のためのパッチワークバッグレシピ 大畑美佳/著 ブティック社

84 594.9 フェルトのかわいいごっこ遊び  ブティック社

85 595.4 美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門 吉木伸子/著 青春出版社

86 595.5 最新美肌事典 友利新/著 KADOKAWA

87 596 3歳から始めるお料理レッスン 2 青空キッチン/著 海竜社

88 596 鉄板焼き 柴田書店/編 柴田書店

89 596 食堂あさごはんのレシピ 中井エリカ/著
エムディエヌコーポレー
ション

90 596 もっとおいしい!はじめてのスパイスカレー 水野仁輔/著 パイインターナショナル

91 596 はじめての電気圧力鍋 みないきぬこ/著 家の光協会

92 596.0 発酵暮らし 山田奈美/著 家の光協会

93 596 りなてぃの一週間3500円献立 2 RINATY/著 宝島社

94 596 リュウジのコンビニレストラン リュウジ/著 宝島社

95 596 簡単!冷凍おかずパック ろこ/著 扶桑社

96 596 お酒とフォークがとまらないアペロとツマミ 渡辺麻紀/著 主婦の友社

97 596 ワタナベマキのスパイス使い ワタナベマキ/著 グラフィック社

98 596.2 ビストロ・パ・マルのレシピ帖 小川奈々/著 東京創元社

99 596.2 ミセス・クロウコムに学ぶヴィクトリア朝クッキング アニー・グレイ/著 アンドリュー・ハン/著 ホビージャパン

100 596.2 津軽伝承料理 津軽あかつきの会/著 柴田書店

101 596.2 イタリア郷土料理美味紀行 平松玲/著 講談社

102 596.3 自家製麵ラーメン店の調理技術 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

103 596.3 オートミールヘルシー&ダイエットレシピ 牛尾理恵/料理 松生恒夫/監修 主婦の友社

104 596.3 うちで作るチャーハンがウマい! 佐藤樹里/著 池田書店

105 596.3 生のまま!野菜&フルーツ最新冷凍術 島本美由紀/著 秀和システム

106 596.3 ラーメン大全 西尾了一/著 旭屋出版

107 596.3 超お手軽ヴィーガン料理 オリヴィア・ビアマン/著 藤井恵子/監訳 ニュートンプレス

108 596.3 ベジカフェ「Fluunt KOFU」の家庭で楽しむヴィーガンレシピ 平野由布/著 徳間書店

109 596.4 アルミホイル・ソロキャンレシピ 佐藤一博/著 秀和システム

110 596.4 フライパンひとつで絶品!キャンプごはん ソトレシピ/著 学研プラス

111 596.7 ウイスキーハイボール大全 いしかわあさこ/監修・著
スタジオタッククリエイ
ティブ

112 596.7 欧州カフェ紀行
Aya Kashiwabara/文・写真 飯貝拓海/写
真 いろは出版

113 596.7 空色の喫茶店Recipe tsunekawa/著 ワニブックス

114 596.9 伝統の技キラリ!暮らしを彩る和食器具 阿部悦子/著 矢吹紀人/著 食べもの通信社

115 599.0 男も育休って、あり? 羽田共一/著 雷鳥社

116 599.3 がんばりすぎない離乳食 伊東優子/監修 櫻井麻衣子/料理監修 マイナビ出版

117 599.3 栄養バランスは1週間で整える!ムリなく続ける離乳食BOOK 川口由美子/監修 八木佳奈/料理 成美堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 602.1 日経業界地図 2022年版 日本経済新聞社/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

2 602.1 図解!業界地図 2022年版 ビジネスリサーチ・ジャパン/著 プレジデント社

3 611.1 農業消滅  （平凡社新書） 鈴木宣弘/著 平凡社

4 615.2 農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協/編 農山漁村文化協会

5 615.2 種苗法  重要法令シリーズ  信山社

6 619.6 納豆くらべ 石井泰二/監修 文苑堂編集部/編 文苑堂

7 624 図解でよくわかる施設園芸のきほん 中野明正/著 誠文堂新光社

8 625.3 農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

9 626 ○×写真でわかるおいしい野菜の生育と診断 高橋広樹/著 農山漁村文化協会

10 626.9 観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋明子/著 産業編集センター

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 627.7 多肉植物アガベ 靍岡秀明/著 NHK出版

12 627.7 サボテンの文化誌 ダン・トーレ/著 大山晶/訳 原書房

13 627.8 長く楽しむお部屋の植物 境野隆祐/著 日東書院本社

14 627.8 観葉植物図鑑 渡辺均/監修 日本文芸社

15 627.9 ブーケの花図鑑 ジャルダンノスタルジック/著 誠文堂新光社

16 645.7 岩合光昭み〜んな元気ネコ 岩合光昭/著 猫びより編集部/編集 辰巳出版

17 645.7 いちばんよくわかる!猫の飼い方・暮らし方 岩下理恵/監修 齋藤礼子/監修 成美堂出版

18 645.8 フェレット飼育バイブル 田向健一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

19 649.2 猫が30歳まで生きる日 宮崎徹/著 時事通信出版局

20 651.3 山を買う楽しみ  扶桑社

21 654.8 アーバン・ベア 佐藤喜和/著 東京大学出版会

22 657.0 Savoir & Faire木 エルメス財団/編 講談社

23 662.1 外来植物が変えた江戸時代 佐野静代/著 吉川弘文館

24 662.1 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田武士/監修 佐々木貴文/ほか執筆 家の光協会

25 666.7 カメレオンの教科書 加藤学/著 川添宣広/写真・編 笠倉出版社

26 673.3 「3つの言葉」だけで売上が伸びる質問型営業 青木毅/著 ダイヤモンド社

27 673.3 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!ネット通販でお買いもの 井上香緒里/著 技術評論社

28 673.3 「ゆる副業」のはじめかたアフィリエイトブログ ヒトデ/著 翔泳社

29 673.3 お客様が集まる!「ぼくだけ」の売り方 松野恵介/著 すばる舎

30 673.9 訪問理美容スタートBOOK 全国福祉理美容師養成協会/編著 女性モード社

31 673.9 不動産評価のしくみがわかる本 冨田建/著 同文舘出版

32 674 SNS×メディアPR100の法則 笹木郁乃/著
日本能率協会マネジメント
センター

33 674 戦略PR世の中を動かす新しい6つの法則 本田哲也/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

34 674.3 Instagramあたらしい商品写真のレシピ 綾/著 古性のち/著 玄光社

35 674.3 ロゴデザのきほん センドポインツ・パブリッシング/編 和田
侑子/訳 グラフィック社

36 674.3 ミレニアル+Z世代の心に響くデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

37 674.3 一生役立つ「伝わる」デザインの考え方 細山田デザイン事務所/著 ナツメ社

38 674.3 即買いされる技術 弓削徹/著 秀和システム

39 674.3 日本カンパニーキャラ&シンボル大全  辰巳出版

40 674.6 小田桐昭の「幸福なCM」。 小田桐昭/著 辰巳出版

41 675 ポストコロナのマーケティング・ケーススタディ 池尾恭一/編著 碩学舎

42 675.3 ワクワクのつくりかた カカムマサナリ/著 KADOKAWA

43 678.3 国際貿易法入門  （ちくま新書） 関根豪政/著 筑摩書房

44 686.2 知っておくと便利鉄道トリビア集 植村誠/著 天夢人

45 686.2 JR普通列車年鑑 2021-2022  イカロス出版

46 686.2 全国鉄道路線大全 2021-2022  イカロス出版

47 686.9 想いでの都電 関根敏男/撮影 東京新聞

48 686.9 発掘写真で訪ねる都電が走った東京アルバム 第4巻 三好好三/著 フォト・パブリッシング

49 689.5 子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド 2021-2022  講談社

50 699.2 日本ローカル放送史 樋口喜昭/著 青弓社

51 699.6 テレビ・ドキュメンタリーの真髄 小黒純/編著 西村秀樹/編著 藤原書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.1 村上慧 移住を生活する 村上慧/ほか執筆 金沢21世紀美術館

2 704 夕日が青く見えた日 松井守男/著 フローラル出版

3 706.9 全国山の美術館と博物館  G.B.

4 709.1 日本の世界文化遺産  クレヴィス

5 713 はしもとみおの木彫り教室 はしもとみお/著 KADOKAWA

6 720.7 プロ画家になる! 佐々木豊/著 芸術新聞社

7 721.5 宗達の謎 大竹卓民/著 日貿出版社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

8 721.5 もっと知りたい尾形光琳 仲町啓子/著 東京美術

9 721.8 東海道五拾三次 藤澤紫/編著 NHK「浮世絵EDO-LIFE」制作班
/編著 NHK出版

10 721.9 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌(レクイエム) 小早川秋聲/画 求龍堂

11 722.5 ゴンド・アート Touch the GOND/編 河出書房新社

12 723 366日絵のなかの部屋をめぐる旅 海野弘/解説・監修 パイインターナショナル

13 723.1 自閉症の画家が世界に羽ばたくまで 石村和徳/著 石村有希子/著 扶桑社

14 723.1 山下清 山下浩/監修 平凡社

15 723.1 YOKOO LIFE 横尾忠則/著 糸井重里/聞き手 ほぼ日

16 724.1 A Beginner's Guide to Sumi-e 小池昭三/著
チャールズ・イー・タトル
出版

17 724.4 水彩画ポイントレッスン 田中己永/著 日貿出版社

18 725.6 万年筆画の教科書 古山浩一/著 東京美術

19 726.1 漫曲グラフィティ 大塚公平/著 彩流社

20 726.1 まるごと馬場のぼる 馬場のぼる/作 こぐま社

21 726.1 ムスコ物語 ヤマザキマリ/著 幻冬舎

22 726.5 すぐ上達!手と足の描き方 アクアスター/著 誠文堂新光社

23 726.5 天のすべりだい スズキコージ/作 BL出版

24 726.5 シンプルなコツでうまくなる魔法のイラスト帖 ちょ/著 KADOKAWA

25 726.5 背景作画 mocha/著 KADOKAWA

26 726.6 絵本のいま 2021-22
イラストレーション編集部/編 西須由紀/監
修 玄光社

27 726.6 こぐまちゃんとしろくまちゃん 世田谷美術館/ほか編集 中日新聞社

28 726.6 ちひろダイアリー 竹迫祐子/編著 ちひろ美術館/編著 河出書房新社

29 726.9 きりえや偽本大全 高木亮/著 現代書館

30 726.9 平石智美の「華色切り絵」12か月  メイツ出版のコツがわかる本 平石智美/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

31 727 世界ピクト図鑑 児山啓一/著 ビー・エヌ・エヌ

32 727.0 魔法とミステリーのデザイン  ビー・エヌ・エヌ

33 732.1 苦海の美学 須藤岳陽/著 而立書房

34 740.2 いのちは誘う 宮本隆司/著 平凡社

35 742.5 わかりやすいデジタル一眼Q&A大事典  ワン・パブリッシング

36 743.5 富士山撮影完全マスター 筒井章/著 ワン・パブリッシング

37 743.6 野鳥写真の教科書 中野耕志/著 玄光社

38 748 Nへの手紙 森山大道/著 月曜社

39 750 作ってあそぶ!ままごと&ごっこ まるばやしさわこ/著 マイルスタッフ

40 751 茶の湯の茶碗 第1巻 赤沼多佳/監修 竹内順一/監修 淡交社

41 751.5 ルネ・ラリック リミックス ルネ・ラリック/作 東京都庭園美術館/監修 左右社

42 751.9 キムラプレミアムのレジンで簡単ミニチュア&アクセサリー キムラプレミアム/著 主婦の友社

43 754.9 折り紙学ベストセレクション 高井弘明/折り紙監修 こどもくらぶ/編集 今人舎

44 754.9 箱のおりがみ 布施知子/著 日本ヴォーグ社

45 754.9 牛乳パックで作る暮らしの中の小物  ブティック社

46 756.6 日本刀の驚くべき技術 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

47 757.3 現代色彩論講義 港千尋/著 MEI

48 760.8 コモンズ：スコラ 第18巻 坂本龍一/総合監修 アルテスパブリッシング

49 762.5 塹壕の四週間 フリッツ・クライスラー/著 伊藤氏貴/訳 鳥影社

50 762.8 図鑑世界の作曲家 DK社/編 岡田暁生/日本語版監修 東京書籍

51 763.2 ピアノを教えるための全10章 北村智恵/著 音楽之友社

52 763.8 はじめてのカリンバBOOK Misa/指導・編曲 学研プラス

53 763.9 新・音を大きくする本 永野光浩/著 スタイルノート

54 764.7 「最高の音」を探してロン・カーターのジャズと人生 ダン・ウーレット/著 丸山京子/訳
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

55 764.7 ルイ・アームストロング 外山喜雄/著 外山恵子/著 冬青社

56 767.1 高い声で歌うためのボイトレ 桜井敏郎/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

57 770.4 MC論 古舘伊知郎/著 ワニブックス

58 772.1 大事なものから捨てなさい 中村メイコ/著 講談社

- 16 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

59 774.2 歌舞伎役者・市川雷蔵 大島幸久/著 中央公論新社

60 775.2 小松政夫遺言 小菅宏/著 青志社

61 778.0 仕事と人生に効く教養としての映画 伊藤弘了/著 PHP研究所

62 778.2 映画の声を聴かせて 魚住桜子/著 森話社

63 778.2 昭和の映画絵看板 岡田秀則/監修 貴田奈津子/企画 トゥーヴァージンズ

64 778.2 サメ映画大全 知的風ハット/著 左右社

65 778.2 活劇映画と家族  （講談社現代新書） 筒井康隆/著 講談社

66 778.2 友よ、水になれ シャノン・リー/著 棚橋志行/訳 亜紀書房

67 778.7 細田守とスタジオ地図の10年  キネマ旬報社

68 778.8 おかえりモネ Part2 安達奈緒子/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

69 778.8 脚本家・野木亜紀子の時代 小田慶子/著 佐藤結衣/著 blueprint

70 778.8 仮面ライダー大全 昭和編 講談社/編 石森プロ/監修 講談社

71 778.8 総天然色ウルトラQ 講談社/編 円谷プロダクション/監修 講談社

72 779.1 すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった  （ちくま新書） 太田省一/著 筑摩書房

73 779.7 カンカラ鳴らして、政治を「演歌」する 岡大介/著 dZERO

74 780.1 プロが教えるジュニア選手の「勝負食」 石川三知/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

75 780.1 スポーツ選手のためのアドラー心理学 内田若希/著 大修館書店

76 780.1 競技で結果を出す食事術 高山樹里/著 河嶋伸久/監修 産業編集センター

77 780.1 就職と体育会系神話 束原文郎/著 青弓社

78 780.1 車いすフィットネストレーナー教本 日本健康スポーツ連盟/編 国際学園

79 780.1 筋肉の科学知識 体づくり編  ニュートンプレス

80 780.6 新TOKYOオリンピック・パラリンピック物語 野地秩嘉/著 KADOKAWA

81 780.6 サンケイスポーツ×TVガイドで振り返る東京五輪1964  東京ニュース通信社

82 780.6 東京オリンピック2020  北日本新聞社

83 780.6 東京2020オリンピック公式プログラム  KADOKAWA

84 780.6 東京2020パラリンピック公式プログラム  KADOKAWA

85 780.7 天才・伊藤昇の「胴体力」 月刊『秘伝』編集部/編集 BABジャパン

86 780.7 アスリートが通う「マインド・ジム」 ゲーリー・マック/著 デビッド・キャス
ティーブンス/著 パンローリング

87 781.5 「日本体操女子」の未来へ 塚原千惠子/著 双葉社

88 781.9 いちばんたのしい!みんなで遊べるゲーム67 ゲームで友達の輪を広げる会/編 日東書院本社

89 782.3 アスリートの本質 末續慎吾/著 竹書房

90 782.3 マラソンのエネルギーマネジメント 八田秀雄/著 大修館書店

91 783.0 ボールと日本人 谷釜尋徳/著 晃洋書房

92 783.1 バスケットボールのケガ 服部惣一/著 ヴァンメディカル

93 783.2 努力の習慣化 柳田将洋/著 KADOKAWA

94 783.4 ウチダメンタル 内田篤人/著 幻冬舎

95 783.4 蹴日本紀行 宇都宮徹壱/著 エクスナレッジ

96 783.4 キックオフの笛が聞こえる 長井勉/著 丸善プラネット

97 783.4 次はどう動く? 安永聡太郎/著 辰巳出版

98 783.5 バドミントン 齋藤亘/著 ベースボール・マガジン社

99 783.6 卓球語辞典 伊藤条太/著 掛丸翔/絵 誠文堂新光社

100 783.7 僕たちの高校野球 ベースボール・マガジン社/編 ベースボール・マガジン社

101 783.7 47都道府県・高校野球百科 森岡浩/著 丸善出版

102 783.7 アメリカン・ベースボール革命 ベン・リンドバーグ/著 トラビス・ソー
チック/著 化学同人

103 783.7 俺たちのパシフィック・リーグ太平洋クラブ・ライオンズ  ベースボール・マガジン社

104 783.8 彼方への挑戦 松山英樹/著 徳間書店

105 785.2 闇を泳ぐ 木村敬一/著 ミライカナイ

106 786.1 ピート・ウィタカーのクラッククライミング ピート・ウィタカー/著 アレックス・ポイ
ザー/イラスト 山と溪谷社

107 786.1 雲の上へ キリアン・ジョルネ/著 岩崎晋也/訳 エイアンドエフ

108 786.1 私とクライミング 野口啓代/著 ソル・メディア

109 786.1 科学が教える山歩き超入門 能勢博/監修 山本正嘉/監修 エクシア出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

110 786.5 マウンテンバイカーズ白書 平野悠一郎/監修 辰巳出版

111 787.1 オリキン式バス釣りを能率化する68のメソッド 折金一樹/著 つり人社

112 787.1 釣りバリ歴史・種類・素材・技術のひみつ つり人社書籍編集部/編 つり人社

113 787.1 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口充/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

114 787.1 堤防からのルアー釣り  ケイエス企画

115 789 革命のアウトサイダー 朝倉海/著 KADOKAWA

116 789 武道論 内田樹/著 河出書房新社

117 789 より速く!より強く!古武術で運動能力がどんどん上がる本 高橋佳三/監修 宝島社

118 789.2 勝負魂 古賀稔彦/著 ベースボール・マガジン社

119 789.3 宮本武蔵『五輪書』 魚住孝至/著 NHK出版

120 789.3 真訳五輪書 宮本武蔵/著 アレキサンダー・ベネット/
訳・解説 PHP研究所

121 789.6 馬のこころ
ジャネット・L.ジョーンズ/著 尼丁千津子/
訳 パンローリング

122 795 イ・チャンホのAI探求 中盤編 李昌鎬/著 成起昌/著 東京創元社

123 795 古碁×AI 大橋拓文/著 寺山怜/著 マイナビ出版

124 796 角交換四間飛車入門 安用寺孝功/著 マイナビ出版

125 796 進化する角換わり4五桂 北島忠雄/著 マイナビ出版

126 796 早指しのコツ 木村孝太郎/著 マイナビ出版

127 796 サザンハヤクリ3三金型早繰り銀 千葉幸生/著 マイナビ出版

128 798.5 Unity2021入門 荒川巧也/著 浅野祐一/著 SBクリエイティブ

129 798.5 Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング Harrison Ferrone/著 吉川邦夫/訳 インプレス

130 798.5 ライズ・オブ・eスポーツ ローランド・リー/著 小浜杳/訳 白揚社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 異言語間コミュニケーションの方法 木村護郎クリストフ/著 大修館書店

2 801 なぜヒトだけが言葉を話せるのか トム・スコット=フィリップス/著 畔上耕介
/訳 東京大学出版会

3 801.0 ことばの育ちの認知科学 針生悦子/著 内村直之/ファシリテータ 新曜社

4 804 言語学バーリ・トゥード Round1 川添愛/著 東京大学出版会

5 809.2 ことばの言いかえ見るだけノート 櫻井弘/著 宝島社

6 810.7 日本語を教えよう! 2022  イカロス出版

7 821.2 漢字とは何か 岡田英弘/著 宮脇淳子/編・序 藤原書店

8 830 英語の思考法  （ちくま新書） 井上逸兵/著 筑摩書房

9 831.5 英語の綴りのルール 大名力/著 研究社

10 832 アッと驚く英語の語源 小泉牧夫/著 サンマーク出版

11 835.5 時制の公式 川村健治/著 開拓社

12 836 発信型の英語アイデアBOOK 立山利治/著 レベッカ・クイン/著 朝日出版社

13 837.5 誤訳の構造 中原道喜/著 金子書房

14 837.5 誤訳の常識 中原道喜/著 金子書房

15 837.5 誤訳の典型 中原道喜/著 金子書房

16 837.7 英文精読教室 第3巻・第4巻 柴田元幸/編・訳・註 研究社

17 837.8 頭の3語で英語はきまる。 晴山陽一/著 学研プラス

18 845 みんなのドイツ語 荻原耕平/著 畠山寛/著 白水社

19 862 スペイン語の語源 岡本信照/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 創作入門 奥野忠昭/著 鳥影社

2 901.3 印税稼いで三十年 鈴木輝一郎/著 本の雑誌社

3 901.3 パムクの文学講義 オルハン・パムク/著 山崎暁子/訳 岩波書店

4 901.3 文体の舵をとれ
アーシュラ・K.ル=グウィン/著 大久保ゆう
/訳 フィルムアート社

5 902 20の古典で読み解く世界史 本村凌二/著 PHPエディターズ・グループ

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 904 紀行 忘却を恐れよ 立野正裕/著 彩流社

7 908.3 幻想と怪奇 7 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

8 910 近代「国文学」の肖像 第4巻 安藤宏/編 鈴木健一/編 岩波書店

9 910.2 特攻文学論 井上義和/著 創元社

10 910.2 小川洋子のつくり方 小川洋子/著 田畑書店編集部/編 田畑書店

11 910.2 宮沢賢治探究 上 栗原敦/著 蒼丘書林

12 910.2 佐多稲子 小林裕子/著 翰林書房

13 910.2 谷崎潤一郎 柴田勝二/著 勉誠出版(発売)

14 910.2 コモンズとしての日本近代文学 ドミニク・チェン/著 イースト・プレス

15 910.2 遠き春の日々 三田誠広/著 みやび出版

16 910.2 新世代ミステリ作家探訪 若林踏/編 円居挽/著 光文社

17 910.4 もう一度読みたい日本の古典文学 三宅晶子/編 勉誠出版

18 911.1 岡井隆と現代短歌 加藤治郎/著 短歌研究社

19 911.1 雪麻呂 小島ゆかり/著 短歌研究社

20 911.1 心がめあて 鈴木晴香/著 左右社

21 911.1 百人一首の歴史学 関幸彦/著 吉川弘文館

22 911.1 水の自画像 高野公彦/著 短歌研究社

23 911.1 吉本隆明 詩歌の呼び声 吉本隆明/著 松岡祥男/編 論創社

24 911.1 ねむらない樹 vol.7(2021summer)  書肆侃侃房

25 911.3 散歩が楽しくなる俳句手帳 堀本裕樹/著 東京書籍

26 911.4 シルバー川柳 太陽の季節編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

27 911.5 表札 石垣りん/詩 童話屋

28 911.5 大岡信  （岩波新書 新赤版） 大井浩一/著 岩波書店

29 911.5 現代詩NOW 1 中村不二夫/著 土曜美術社出版販売

30 911.6 異邦人の歌 添田馨/著 論創社

31 912.7 年鑑代表シナリオ集 20 日本シナリオ作家協会「'20年鑑代表シナリ
オ集」出版委員会/編 日本シナリオ作家協会

32 913.7 女と男の恋する日本史講談 神田蘭/著 辰巳出版

33 914.6 <老い>という贈り物 井口昭久/著 風媒社

34 914.6 女性に関する十二章 伊藤整/著 ごま書房新社

35 914.6 暗き世に爆ぜ 小沢信男/著 みすず書房

36 914.6 半歩先を読む思考法 落合陽一/著 新潮社

37 914.6 場所のこころとことば  （知の新書） 河北秀也/著 文化科学高等研究院出版局

38 914.6 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子/著 小学館

39 914.6 今日でなくてもいい 佐野洋子/著 河出書房新社

40 914.6 朱泥抄 篠田桃紅/著 PHPエディターズ・グループ

41 914.6 死は最後で最大のときめき  （朝日新書） 下重暁子/著 朝日新聞出版

42 914.6 作家は時代の神経である 高村薫/著 毎日新聞出版

43 914.6 法曹一路 中尾巧/著 中央公論新社

44 914.6 仲野教授の笑う門には病なし! 仲野徹/著 ミシマ社

45 914.6 歴史探偵昭和の教え  （文春新書） 半藤一利/著 文藝春秋

46 914.6 ねじねじ録 藤崎彩織/著 水鈴社

47 914.6 皆川博子随筆精華 2 皆川博子/著 日下三蔵/編 河出書房新社

48 914.6 メロンと寸劇 向田邦子/著 河出書房新社

49 914.6 ごきげんな散歩道 森沢明夫/著 春陽堂書店

50 914.6 吉田健一随筆集 吉田健一/著 中村光夫/編 平凡社

51 915.6 日本の原風景 安野光雅/著 山川出版社

52 915.6 海恋紀行 森まゆみ/著 産業編集センター

53 916 自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々 梅崎正直/著 中央公論新社

54 916 工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記 今野浩/著 青土社

55 916 サムライ先生、日本語を教える 山下知緒/著 並木書房

56 916 経営コンサルタントでワーキングマザーの私がガンにかかったら 山添真喜子/著 東洋経済新報社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 917 ニューノーマル妄想国語辞典 野澤幸司/著 扶桑社

58 918 玉藻前アンソロジー 殺之巻 朝里樹/編著 文学通信

59 918.6 新編山頭火全集 第4巻 種田山頭火/著 春陽堂書店

60 920.2 中国現代文学史 鄭万鵬/著 伊藤敬一/訳監修 白帝社

61 923.7 心経 閻連科/著 飯塚容/訳 河出書房新社

62 923.7 武漢病毒(ウイルス)襲来 廖亦武/著 福島香織/訳 文藝春秋

63 929.1 ミョンヘ キムソヨン/著 吉仲貴美子/訳 影書房

64 929.1 三十の反撃 ソンウォンピョン/著 矢島暁子/訳 祥伝社

65 929.1 ハナコはいない チェユン/著 朴澤蓉子/訳 クオン

66 929.1 我らが願いは戦争 チャンガンミョン/著 小西直子/訳 新泉社

67 929.1 準備していた心を使い果たしたので、今日はこのへんで ホンファン/著 呉華順/訳 扶桑社

68 929.1 ある夜 ユンソンヒ/著 金憲子/訳 クオン

69 929.4 スーパーノヴァ エピソード1 ディー・レスタリ/著 福武慎太郎/監訳
Sophia University Press上
智大学出版

70 931.4 カンタベリ物語 ジェフリー・チョーサー/著 池上忠弘/監訳 悠書館

71 931.7 ダン・アダン・デリー
ウォルター・デ・ラ・メア/著 ドロシー・
P.ラスロップ/絵 アトリエサード

72 932.5 真訳シェイクスピア四大悲劇 ウィリアム・シェイクスピア/著 石井美樹
子/訳 河出書房新社

73 933.6 骸骨 ジェローム・K.ジェローム/著 中野善夫/訳 国書刊行会

74 933.6 マーチン・ヒューイット アーサー・モリスン/著 平山雄一/訳 作品社

75 933.7 ボニーとアボリジニの伝説
アーサー・アップフィールド/著 稲見佳代
子/訳 論創社

76 933.7 ビンティ ンネディ・オコラフォー/著 月岡小穂/訳 早川書房

77 933.7 黒き瞳の肖像画(ポートレート) ドリス・マイルズ・ディズニー/著 友田葉
子/訳 論創社

78 933.7 闇の魔法学校 Lesson1 ナオミ・ノヴィク/著 井上里/訳 静山社

79 933.7 幸いなるハリー イーディス・パールマン/著 古屋美登里/訳 亜紀書房

80 933.7 土にまみれた旗 ウィリアム・フォークナー/著 諏訪部浩一/
訳 河出書房新社

81 933.7 ワット サミュエル・ベケット/著 高橋康也/訳 白水社

82 933.7 階上の妻 レイチェル・ホーキンズ/著 竹内要江/訳 早川書房

83 936 うそをつく子 トリイ・ヘイデン/著 入江真佐子/訳 早川書房

84 943.6 夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 グリム兄弟/著 グリム兄弟/著 平凡社

85 943.6 ヘンリヒ・シュティリング自伝 ユング=シュティリング/著 牧原豊樹/訳 幻戯書房

86 949.3 身内のよんどころない事情により ペーター・テリン/著 長山さき/訳 新潮社

87 949.9 スペイン内戦と国際旅団 シグムント・ステイン/著 辻由美/訳 みすず書房

88 950.2 歴史をどう語るか 小倉孝誠/著 法政大学出版局

89 953.6 残酷物語 ヴィリエ・ド・リラダン/著 田上竜也/訳 水声社

90 953.6 ジュール・ヴェルヌ<驚異の旅>コレクション 1 ジュール・ヴェルヌ/著 インスクリプト

91 953.7 ジャスト・ライク・ヘヴン ヴィルジニー・デパント/著 博多かおる/訳 早川書房

92 953.7 マルペルチュイ ジャン・レー/著 ジョン・フランダース/著 国書刊行会

93 958.6 サド全集 第7巻 ドナシアン・アルフォンス・フランソワ・
ド・サド/著 水声社

94 963 赤い魚の夫婦 グアダルーペ・ネッテル/著 宇野和美/訳 現代書館

95 963 廃墟の形
フアン・ガブリエル・バスケス/著 寺尾隆
吉/訳 水声社

96 963 永遠の家 エンリーケ・ビラ=マタス/著 木村榮一/訳 書肆侃侃房

97 973 小説ムッソリーニ 上・下 アントニオ・スクラーティ/著 栗原俊秀/訳 河出書房新社

98 980.2 ドストエフスキー黒い言葉  （集英社新書） 亀山郁夫/著 集英社

99 993.6 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ/著 末延弘子/訳 草思社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 夜ごとの才女 赤川次郎/著 集英社

2 F 白光 朝井まかて/著 文藝春秋

3 F 追憶の烏 阿部智里/著 文藝春秋

4 F 黄泉つなぎ百物語 ぁみ/ほか著 竹書房

5 F みとりねこ 有川ひろ/著 講談社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 F ホワイトバグ生存不能 安生正/著 宝島社

7 F 残響 伊兼源太郎/著 実業之日本社

8 F 君が護りたい人は 石持浅海/著 祥伝社

9 F 幻想童話名作選 泉鏡花/ほか著 内田百間/ほか著 平凡社

10 F 密室は御手の中 犬飼ねこそぎ/著 光文社

11 F 兇人邸の殺人 今村昌弘/著 東京創元社

12 F 長靴を穿いたテーブル 岩田道夫/著 未知谷

13 F 万事オーライ 植松三十里/著 PHP研究所

14 F 感応グラン=ギニョル 空木春宵/著 東京創元社

15 F バスクル新宿 大崎梢/著 講談社

16 F 結 大島真寿美/著 文藝春秋

17 F 風の声・土地の記憶 大城貞俊/著 インパクト出版会

18 F 青天を衝け 3 大森美香/作 豊田美加/ノベライズ NHK出版

19 F 猫弁と鉄の女 大山淳子/著 講談社

20 F Butterfly World 岡崎琢磨/著 双葉社

21 F 路地裏のウォンビン 小野美由紀/著 U-NEXT

22 F とにもかくにもごはん 小野寺史宜/著 講談社

23 F 花束は毒 織守きょうや/著 文藝春秋

24 F 聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺潮五郎/著 作品社

25 F AP 角田陽一郎/著 工パブリック

26 F 噂を売る男 梶よう子/著 PHP研究所

27 F 小説劇場版アニメ岬のマヨイガ 柏葉幸子/原作 吉田玲子/著・脚本 講談社

28 F 本好きの下剋上 第5部 6 香月美夜/著 TOブックス

29 F 道化むさぼる揚羽の夢の 金子薫/著 新潮社

30 F ミズチと天狗とおぼろ月の夢 川辺純可/著 南雲堂

31 F 市場 北川ナヲ/著 文芸社

32 F アイアムマイヒーロー! 鯨井あめ/著 講談社

33 F 誰にも奪われたくない/凸撃 児玉雨子/著 河出書房新社

34 F たまごの旅人 近藤史恵/著 実業之日本社

35 F 暮鐘 今野敏/著 角川春樹事務所

36 F 時空犯 潮谷験/著 講談社

37 F 醜貌のインナーサイド 茂清博/著 はるかぜ書房

38 F 霧をはらう 雫井脩介/著 幻冬舎

39 F 月の淀む処 篠たまき/著 実業之日本社

40 F スーパーエンジェル 島田雅彦/著 講談社

41 F 星のように離れて雨のように散った 島本理生/著 文藝春秋

42 F シークレット・エクスプレス 真保裕一/著 毎日新聞出版

43 F 高原英理恐怖譚集成 高原英理/著 国書刊行会

44 F 燃える地平線 橘外男/著 幻戯書房

45 F 石ころ路 田畑修一郎/著 山本善行/撰 灯光舎

46 F 紅きゆめみし 田牧大和/著 光文社

47 F 硝子の塔の殺人 知念実希人/著 実業之日本社

48 F あなたを愛しているつもりで、私は-。 遠宮にけ/著 宝島社

49 F 北条氏康 2 富樫倫太郎/著 中央公論新社

50 F 巨鳥の影 長岡弘樹/著 徳間書店

51 F 革命キッズ 中路啓太/著 光文社

52 F やさしい猫 中島京子/著 中央公論新社

53 F 桎梏の雪 仲村燈/著 講談社

54 F 能面検事の奮迅 中山七里/著 光文社

55 F ソウルハザード 永山千紗/著 文芸社

56 F 死物語 上・下 西尾維新/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 F 十津川警部長良川心中 西村京太郎/著 中央公論新社

58 F わが心、高原にあり 野里征彦/著 本の泉社

59 F もういちど 畠中恵/著 新潮社

60 F 総理の夫 原田マハ/著 実業之日本社

61 F 葛登志岬の雁よ、雁たちよ 平石貴樹/著 光文社

62 F ツタンカーメンの心臓 福士俊哉/著 KADOKAWA

63 F 征服少女 古野まほろ/著 光文社

64 F 忌名の如き贄るもの 三津田信三/著 講談社

65 F ヴァイタル・サイン 南杏子/著 小学館

66 F さよならアリアドネ 宮地昌幸/著 復刊ドットコム

67 F これはただの夏 燃え殻/著 新潮社

68 F 鷗外青春診療録控 山崎光夫/著 中央公論新社

69 F 存在しない時間の中で 山田宗樹/著 角川春樹事務所

70 F 仮面家族 悠木シュン/著 双葉社

71 F 陰陽師 水龍ノ巻 夢枕獏/著 文藝春秋

72 F 完本人形佐七捕物帳 9 横溝正史/著 春陽堂書店

73 F 横溝正史少年小説コレクション 2 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

74 F 八月十五日終戦秘話・宮城事件 横家伸一/著 文芸社

75 F ブランド 吉田修一/著 KADOKAWA

76 F 渡辺浩弐ホラー選集 渡辺浩弐/著 fracoco/画 星海社

77 F アヤとあや 渡辺優/著 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 資本主義問題 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B133.9 アメリカを作った思想 ジェニファー・ラトナー=ローゼンハーゲン
/著 入江哲朗/訳 筑摩書房

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

4 B292.3 「裏国境」突破東南アジア一周大作戦 下川裕治/著 朝日新聞出版

5 B786.1 岩壁よ おはよう 長谷川恒男/著 山と溪谷社

6 B912.7 向田邦子シナリオ集 向田邦子/著 向田和子/編 筑摩書房

7 B914.6 岡潔対談集 岡潔/著 司馬遼太郎/著 朝日新聞出版

8 B914.6 どくとるマンボウ医局記 北杜夫/著 中央公論新社

9 B914.6 不要不急の男 土屋賢二/著 文藝春秋

10 B914.6 メランコリック・サマー みうらじゅん/著 文藝春秋

11 B915.6 瀟洒なる自然 深田久弥/著 山と溪谷社

12 B916 月白の道 丸山豊/著 中央公論新社

13 B923.7 悪童たち 上・下 紫金陳/著 稲村文吾/訳 早川書房

14 B933.7 不死身の戦艦 ジョン・ジョゼフ・アダムズ/編 佐田千織/
ほか訳 東京創元社

15 B933.7 殺人ゲーム レイチェル・アボット/著 関麻衣子/訳 KADOKAWA

16 B933.7 密約の核弾頭 上・下 マーク・キャメロン/著 田村源二/訳 新潮社

17 B933.7 見知らぬ人 エリー・グリフィス/著 上條ひろみ/訳 東京創元社

18 B933.7 鬼火 上・下 マイクル・コナリー/著 古沢嘉通/訳 講談社

19 B933.7 火星へ 上・下 メアリ・ロビネット・コワル/著 酒井昭伸/
訳 早川書房

20 B933.7 すべてのドアを鎖せ ライリー・セイガー/著 鈴木恵/訳 集英社

21 B933.7 時の子供たち 上・下 エイドリアン・チャイコフスキー/著 内田
昌之/訳 竹書房

22 B949.5 閉じ込められた女 ラグナル・ヨナソン/著 吉田薫/訳 小学館

23 B949.7 チェスナットマン
セーアン・スヴァイストロプ/著 高橋恭美
子/訳

ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

24 B949.8 狩られる者たち アルネ・ダール/著 田口俊樹/訳 小学館

25 BF 菜の花食堂のささやかな事件簿 4 碧野圭/著 大和書房

26 BF 水野瀬高校放送部の四つの声 青谷真未/著 早川書房

27 BF 合唱組曲・吸血鬼のうた 赤川次郎/著 集英社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 BF きよのお江戸料理日記 2 秋川滝美/著 アルファポリス

29 BF もう一人のガイシャ 姉小路祐/著 光文社

30 BF 海を見ていたジョニー 五木寛之/著 講談社

31 BF 追慕 稲葉稔/著 光文社

32 BF 浪人奉行 11ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

33 BF 花井おばあさんが解決!ワケあり荘の事件簿 井上ねこ/著 宝島社

34 BF さそりたち 井上ひさし/著 中央公論新社

35 BF 術策 上田秀人/著 光文社

36 BF 慶喜の本心 植松三十里/著 集英社

37 BF あなたの後ろにいるだれか 恩田陸/著 阿部智里/著 新潮社

38 BF 計略の猫 風野真知雄/著 KADOKAWA

39 BF 日本ハードボイルド全集 6 北上次郎/編 日下三蔵/編 東京創元社

40 BF 恐喝 小杉健治/著 双葉社

41 BF 情義の訴 小杉健治/著 光文社

42 BF 鼠子待の恋 小杉健治/著 祥伝社

43 BF 盆の雨 坂岡真/著 双葉社

44 BF 連弾 佐藤青南/著 中央公論新社

45 BF 隠れの子 小路幸也/著 集英社

46 BF 突きの鬼一 7 鈴木英治/著 小学館

47 BF ゴーストタウン冥界のホームズ 竹清仁/原案 柳広司/著 KADOKAWA

48 BF 少将滋幹の母 谷崎潤一郎/著 中央公論新社

49 BF 大殿の顔 千野隆司/著 双葉社

50 BF 金の鰯 千野隆司/著 双葉社

51 BF 炎舞館の殺人 月原渉/著 新潮社

52 BF 寒月に立つ 辻堂魁/著 祥伝社

53 BF 哀愁新宿円舞曲 都筑道夫/著 日下三蔵/編 筑摩書房

54 BF なめくじに聞いてみろ 都筑道夫/著 講談社

55 BF のっとり藤兵衛 鳥羽亮/著 双葉社

56 BF 院内刑事(デカ)シャドウ・ペイシェンツ 濱嘉之/著 講談社

57 BF バチカン奇跡調査官 22 藤木稟/著 KADOKAWA

58 BF 最後の晩ごはん 16 椹野道流/著 KADOKAWA

59 BF 千里眼ノン=クオリアの終焉 松岡圭祐/著 KADOKAWA

60 BF わらべうた 宮部みゆき/著 西條奈加/著 PHP研究所

61 BF 水族館ガール 8 木宮条太郎/著 実業之日本社

62 BF 京都寺町三条のホームズ 17 望月麻衣/著 双葉社

63 BF 焼肉で勝負! 山口恵以子/著 角川春樹事務所

64 BF 智に働けば 山田裕樹/編 中島らも/著 集英社

65 BF 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 5 友麻碧/著 幻冬舎

66 BF カラスの祈り 吉川英梨/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T069 富山県立山博物館年報 第30号 2021年 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

2 T232.4 江戸幕府と草島、そして近代へ 保科斉彦/著 草島校下郷土史会

3 T232.8 杉谷1番塚古墳 富山大学人文学部考古学研究室/編
富山大学人文学部考古学研
究室

4 T295 気ままとレガシー 郷倉伸人/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

5 T305 富大経済論集 第67巻第1号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

6 T317 とやまの姿 2021 富山県知事政策局広報課/編 富山県知事政策局広報課

7 T318.3 富山市刊行物目録 令和2年1月-12月 富山市立図書館/編 富山市立図書館

8 T318.3 富山市議会定例会会議録 令和3年6月 富山市議会/編 富山市議会

9 T344 予算案主要事業説明 令和3年度 富山市/編 富山市

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

10 T367 富山市男女共同参画白書 令和3年版 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

11 T370.5 富山市の教育 令和3年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

12 T375 研究集録 Vol.16(令和2年度) 富山市教育センター/編 富山市教育センター

13 T377.2 GEIBUN 12(令和2年度) 富山大学芸術文化学部卒展委員会/編 富山大学出版会

14 T610.5 農林水産業の動き 令和3年7月 富山市農林水産部/編 富山市農林水産部

15 T760 とやま音楽文化 VOL.5 とやま音楽文化協会/企画・制作 中村義朗/
編 中尾哲雄

16 T915 散居村の住人からの視点 道元隆/著 土曜美術社出版販売

17 T940 米寿は通過点 黒田はる/著 桂書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あおくんあかくんきいろちゃん よしおかゆきこ/著 射水市大島絵本館

2 E 秋 かこさとし/文・絵 講談社

3 E あたまにかきのき いもとようこ/文・絵 金の星社

4 E アンパンマンとゆうれいせん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

5 E いきものづくしものづくし 6 なかの真実/ほか作 福音館書店

6 E いただきまーす accototo/さく 大日本図書

7 E いちにちだじゃれ ふくべあきひろ/さく かわしまななえ/え PHP研究所

8 E うちのねこ 高橋和枝/作 アリス館

9 E うちゅうじんだぞおとうとうさぎ! ヨンナ・ビョルンシェーナ/作 ヘレンハル
メ美穂/訳 クレヨンハウス

10 E エリンとまっくろ岩のひみつ ジョー・トッド=スタントン/さく せなあい
こ/やく 評論社

11 E おじさんのぼうしはどこいった? ジョアン・L.ノドセット/ぶん フリッツ・
シーベル/え 出版ワークス

12 E おつきさまのパンケーキ 真珠まりこ/作・絵 ほるぷ出版

13 E おつきさまはどこいった? 新井洋行/作 小林ゆき子/絵 ひさかたチャイルド

14 E おつきみセブン もとしたいづみ/作 ふくだいわお/絵
世界文化ワンダークリエイ
ト

15 E おなじ星をみあげて ジャック・ゴールドスティン/作・絵 辻仁
成/訳 山烋

16 E おばけのジョージーとんでいったふうせん ロバート・ブライト/さく こみやゆう/やく 好学社

17 E おばけのまんまる ひろただいさく/作 ひろたみどり/作 講談社

18 E おべんとうバスのかくれんぼ 真珠まりこ/作・絵 ひさかたチャイルド

19 E おまく 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

20 E おまたせまちあわせ 宮野聡子/作・絵 PHP研究所

21 E オレじてんしゃ! 石井聖岳/作 ほるぷ出版

22 E かうかうからす ほそいさつき/作・絵 ポプラ社

23 E かんがえよう、コギト
アレクシス・ディーコン/文 ヴィヴィア
ン・シュワルツ/絵 カクイチ研究所

24 E きょうりゅうローリー はじめてのひとりたび リズ・クリモ/さく やぎきょうこ/やく 潮出版社

25 E きんたろうようちえん やぎたみこ/作 あかね書房

26 E くまごろうとちゅうたのあそびえほん こがようこ/構成・ことば 馬場のぼる/絵 童心社

27 E くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ/文・絵 福本友美子/訳 小学館

28 E ケイン、きょうもよろしくね! ソンギヨク/文 ペクウンジュ/文 新日本出版社

29 E ここはいつでもぼくの場所 埜納タオ/絵 横山寿美代/監修 少年写真新聞社

30 E ことりのおまじない おおなり修司/文 丸山誠司/絵 絵本館

31 E しあわせをさがしているきみに エヴァ・イーランド/作 いとうひろみ/訳 ほるぷ出版

32 E じはんきくん おおいじゅんこ/作・絵 教育画劇

33 E 宿題ファイター よしながこうたく/さく 好学社

34 E たいようがわらってる 川平慈英/さく ミロコマチコ/え 学研プラス

35 E タンポポのたねどうしてとんでいくの? ごとうまきこ/え かんちくたかこ/ぶん 文一総合出版

36 E ちいさなちいさな マリウス・マルツィンケヴィチウス/し ラ
サ・ヤンチャウスカイテ/え 銀の鈴社

37 E てがでかこちゃん 白石一文/作 谷川千佳/絵 岩崎書店

38 E どうぶつのおやこ きのしたけい/作 小沢陽子/絵 コクヨ

39 E としょかんはどこへ?
ジョシュ・ファンク/ぶん スティーヴィ・
ルイス/え

イマジネイション・プラス

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 E どせいじんくん 岡田よしたか/著 出版ワークス

41 E トムをみつけよう!中国<明> NOSY CROW編集部/文 ファッティ・バーク/
絵 BL出版

42 E 止めなくちゃ!気候変動
ニール・レイトン/作・絵 いわじょうよし
ひと/訳 ひさかたチャイルド

43 E とんとんトマトちゃん きらけいぞう/作 スリー・ディ/絵 講談社

44 E なつのおうじゃおにやんま 谷本雄治/文 サトウマサノリ/絵 文溪堂

45 E ねえ、きいてみて! ソニア・ソトマイヨール/文 ラファエル・
ロペス/絵 汐文社

46 E 野ばらの村のけっこんしき ジル・バークレム/作・絵 こみやゆう/訳 出版ワークス

47 E はじめてのどうぶつえほん 新宅広二/監修・文 てづかあけみ/絵 パイインターナショナル

48 E パンツのなかのまほう なかがわさやこ/さく でぐちかずみ/え かもがわ出版

49 E ふしぎな月 富安陽子/文 吉田尚令/絵 理論社

50 E ふしぎなヒーローやさん みやにしたつや/作絵 金の星社

51 E へんてこひろば こがようこ/構成・ことば 馬場のぼる/絵 童心社

52 E まーるいまーるい せなけいこ/作・絵 金の星社

53 E みつ timatima/さく・え 金の星社

54 E めんぼうズ かねこまき/作 アリス館

55 E ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかいよしかず/作・絵 国土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K031 なぜなラボ #2  学研プラス

2 K033 世界のふしぎ断面図鑑 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

3 K033 大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑 動物編 キャサリン・D.ヒューズ/著 新宅広二/監修
エムディエヌコーポレー
ション

4 K141 こどもモヤモヤ解決ドリル 山崎聡一郎/著 ウィスット・ポンニミット/
絵 風鳴舎

5 K159 ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部/編 岩波書店

6 K159 キラリモンスター 小川凛一/著 大野太郎/絵 大和書房

7 K159 10歳のミッション 齋藤孝/著 幻冬舎

8 K159 修造流・逆転の発想法 松岡修造/著 PHP研究所

9 K159 10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎聡一郎/著 朝日新聞出版

10 K280 辞書びきえほん歴史上の人物 陰山英男/監修 ひかりのくに

11 K280 世界を舞台に輝く100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ/文 芹澤恵/訳 河出書房新社

12 K288 世界の国が好きになる国旗図鑑 小林知之/著 吹浦忠正/監修 太田出版

13 K289 寺田寅彦と物理学 池内了/著 玉川大学出版部

14 K289 捨てないパン屋の挑戦 井出留美/著 あかね書房

15 K291 クイズとことん都道府県 1～3 由井薗健/監修 理論社

16 K292 WANIMARU和爾丸南洋航海記 小林珍雄/著 瀧澤潔/訳 銀の鈴社

17 K302 なぜ世界を知るべきなのか 池上彰/著 小学館

18 K312 10歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義 五野井郁夫/監修 東京書店

19 K333 みんなで学ぼう17のゴールイラストブックSDGs
ルイーズ・スピルズベリー/文 マーク・
ラッフル/イラスト 岩崎書店

20 K361 見た目が気になる 河出書房新社/編 青木美沙子/ほか著 河出書房新社

21 K361 まっすぐ人間関係術 山崎聡一郎/著 藤川大祐/監修 講談社

22 K366 SDGsでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 澤井智毅/監修 宇野カオリ/心理学監修 講談社

23 K367 とってもわくわく!するはなし
ロビー・H.ハリス/著 マイケル・エンバー
リー/イラスト 子どもの未来社

24 K369 防災ハンドメイド 辻直美/著 KADOKAWA

25 K376 中学受験にチャレンジするきみへ 安浪京子/著 大和書房

26 K388 妖怪がやってくる 佐々木高弘/著 岩波書店

27 K388 世界のことわざ 時田昌瑞/監修 ナツメ社

28 K404 理科と算数で検証したら、わかってしまった昔話の真実 1 柳田理科雄/監修 WILLこども知育研究所/編 フレーベル館

29 K407 実験でわかる発見・発明大百科 3 米村でんじろう/監修 新日本出版社

30 K440 古代文明と星空の謎  （ちくまプリマー新書） 渡部潤一/著 筑摩書房

31 K451 雲と雨の大研究 荒木健太郎/監修 PHP研究所

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 K453 Dr.ナダレンジャーの防災実験教室 納口恭明/著 鈴木逸美/絵 子どもの未来社

33 K460 はじめての生きもの図鑑 マイク・バーフィールド/文 ローレン・ハ
ンフリー/絵 河出書房新社

34 K468 ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷克裕/著 小江克典/著 国土社

35 K470 ほんとうはびっくりな植物図鑑 石井英男/文 稲垣栄洋/監修 SBクリエイティブ

36 K470 ヤバすぎ!!!有毒植物・危険植物図鑑 保谷彰彦/写真・文 あかね書房

37 K480 今泉先生のゆかいな動物日記 今泉忠明/作 きっか/絵 KADOKAWA

38 K481 どうしてそうなった!?海の生き物 2 吉野雄輔/著 文一総合出版

39 K486 子育てがんばる、カメムシのおかあさん 新開孝/写真と文 小学館

40 K487 はっけん!オオサンショウウオ 関慎太郎/写真 AZ Relief/編著 緑書房

41 K490 心とからだの倫理学  （ちくまプリマー新書） 佐藤岳詩/著 筑摩書房

42 K491 からだのふしぎなぜ?どうして? 坂井建雄/監修 高橋書店

43 K491 中野信子のこども脳科学 中野信子/著 フレーベル館

44 K491 ちゃんと知りたい「がん」のこと 2 保坂隆/監修 幸運社/編 汐文社

45 K498 たべものびっくり事典 こざきゆう/文 木村真冬/監修 ポプラ社

46 K516 ずかん美しい世界の線路 ヨーロッパ編 橋爪智之/著 技術評論社

47 K519 地球があぶない!地図で見る気候変動の図鑑 ダン・フッカー/著 フランス・ベルクハウ
ト/監修 創元社

48 K540 無駄なマシーンを発明しよう! 藤原麻里菜/著 登尾徳誠/監修 技術評論社

49 K548 もしもロボットとくらしたら 山本省三/作 本田隆行/監修 WAVE出版

50 K593 はじめてのおさいほうBOOK 手ぬい編 高橋恵美子/著 日東書院本社

51 K593 ミチルさんのたのしくお洗たく 読書工房/編著 国土社

52 K596 火も包丁も使わない!はじめてのお料理BOOK 楽チンきちんとごはん編 阪下千恵/著 日東書院本社

53 K597 コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房/編著 国土社

54 K611 食べものから学ぶ世界史  （岩波ジュニア新書） 平賀緑/著 岩波書店

55 K657 きのこのこのこふしぎのこ  ひさかたチャイルド

56 K750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 おはなし工作 きむらゆういち/著 金の星社

57 K750 自由研究もエコで楽しく!ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作 くるくるリサイクル工作研究会/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

58 K750 図画工作deたのしい作品づくり うごくおもちゃ 柴田芳作/監修 国土社編集部/編集 国土社

59 K754 ABC折り紙 いしばしなおこ/さく ブティック社

60 K754 図画工作deたのしい作品づくり 紙でつくる彫刻 柴田芳作/監修 国土社編集部/編集 国土社

61 K754 おえかきでしあげるどうぶつおりがみ 1・3 たかはしなな/著 理論社

62 K780 目でみるアスリートの図鑑 稲葉茂勝/著 河合純一/監修 東京書籍

63 K780 ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツノート」活用術 佐藤雅幸/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

64 K780 難民選手団 杉田七重/文 国連UNHCR協会/監修 KADOKAWA

65 K780 東京2020オリンピック・パラリンピック公式ガイドブック  KADOKAWA

66 K780 東京2020オリンピック・パラリンピック公式競技図鑑  KADOKAWA

67 K781 季節の草花あそび 冬 相澤悦子/著 汐文社

68 K783 試合で勝てる!小学生のドッジボール上達のコツ 都竹真有美/監修 都竹真一郎/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

69 K783 小学生のためのバレーボールがうまくなる本 山野辺善一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

70 K786 無人島の迷路 香川元太郎/作・絵 香川志織/作・絵 PHP研究所

71 K807 がっこう回文 1 ながたみかこ/文 多屋光孫/絵 汐文社

72 K810 自由研究ようこそ!ことばの実験室コトラボへ 松浦年男/著 ひつじ書房

73 K816 きちんと伝わる手紙の書きかた 2 手紙の書きかた研究会/編 汐文社

74 K817 「イミがわからない…」がなくなる!こども読解力 齋藤孝/著 KADOKAWA

75 K911 わくわく子ども俳句スクール 1～3 おおぎやなぎちか/著 辻桃子/監修 国土社

76 K913 科学でナゾとき! 2 あさだりん/作 佐藤おどり/絵 偕成社

77 K913 めしつかい猫と運命の宝石 あんびるやすこ/作・絵 講談社

78 K913 陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿 2 石崎洋司/著 亜沙美/絵 講談社

79 K913 ひみつのおばけ一家 2 石崎洋司/作 はんだみちこ/絵 岩崎書店

80 K913 時間割男子 6 一ノ瀬三葉/作 榎のと/絵 KADOKAWA

81 K913 世界一クラブ 12 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

82 K913 坂の上のパン屋さん 尾崎美紀/作 たかおかゆみこ/絵 文研出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 K913 ニイハオ大飯店のひみつ カワズミ/絵 こわいはなし倶楽部/作 理論社

84 K913 うたうラッパ貝がら 如月かずさ/作 コマツシンヤ/絵 偕成社

85 K913 おまつりのおばけずかん 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

86 K913 かげろうのむこうで 斉藤洋/作 いとうあつき/絵 偕成社

87 K913 科学探偵怪奇事件ファイル 佐東みどり/作 石川北二/作 朝日新聞出版

88 K913 かずさんの手 佐和みずえ/作 かわいちひろ/絵 小峰書店

89 K913 青空晴之助 その1 杉山亮/作 川端誠/絵 仮説社

90 K913 世にも奇妙な商品カタログ 7 地図十行路/作 望月けい/絵 KADOKAWA

91 K913 キャプテン ちばあきお/原作 山田明/小説 学研プラス

92 K913 パパはカッパか!? 中山聖子/作 下平けーすけ/絵 文研出版

93 K913 イナバさんと雨ふりの町 野見山響子/文絵 理論社

94 K913 世々と海くんの図書館デート 4 野村美月/作 U35/絵 講談社

95 K913 かなしきデブ猫ちゃん 2 早見和真/文 かのうかりん/絵 愛媛新聞社

96 K913 怪盗クイーン煉獄金貨(プルガトリオ)と失われた城 はやみねかおる/作 K2商会/絵 講談社

97 K913 都会(まち)のトム&ソーヤ 18 はやみねかおる/著 にしけいこ/画 講談社

98 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 素敵なカン違い PHP研究所/編 PHP研究所

99 K913 四つ子ぐらし 9 ひのひまり/作 佐倉おりこ/絵 KADOKAWA

100 K913 スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中 5 平田駒/著 河出書房新社

101 K913 シンデレラ階段は知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

102 K913 ここではない、どこか遠くへ 本田有明/作 みなはむ/絵 小峰書店

103 K913 図書室の怪談 2 緑川聖司/作 浮雲宇一/絵 ポプラ社

104 K913 たまごの魔法屋トワ 3 宮下恵茉/作 星谷ゆき/絵 文響社

105 K913 みんなのためいき図鑑 村上しいこ/作 中田いくみ/絵 童心社

106 K913 5秒後に意外な結末 桃戸ハル/編著 usi/絵 学研プラス

107 K913 少女探偵月原美音 3 横山佳/作 スカイエマ/絵 BL出版

108 K913 こずえと申す 吉田道子/作 宮尾和孝/絵 ポプラ社

109 K913 シミちゃん 吉野万理子/作 北澤平祐/絵 くもん出版

110 K913 3ツ星シェフ部! よしもとこゆき/著 くじょう/絵 学研プラス

111 K923 オレのジタバタ記 常新港/作 高野素子/訳 樹立社

112 K931 わたしは夢を見つづける ジャクリーン・ウッドソン/作 さくまゆみ
こ/訳 小学館

113 K933 MINECRAFTダンジョンにもぐれ! ニック・エリオポラス/文 ルーク・フラ
ワーズ/絵 技術評論社

114 K933 くしゃみおじさん オルガ・カブラル/作 小宮由/訳 岩波書店

115 K933 まほうのレシピ 2 シンディ・キャラハン/著 林啓恵/訳 竹書房

116 K933 キケンな修学旅行 ジェニファー・キリック/作 橋本恵/訳 ほるぷ出版

117 K933 アーサー王の世界 7 斉藤洋/作 静山社

118 K933 森の王さまキング・クー アダム・ストーワー/作 宮坂宏美/訳 小峰書店

119 K933 ネコ魔女見習いミルク 5 ポーラ・ハリソン/作 ジェニー・ラヴリー/
絵 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 1C シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲 浄夜<弦楽六重奏曲版>
アーノルト・シェーンベルク/作曲 イザベ
ル・ファウスト/ヴァイオリン

キングインターナショナル

2 1C ヴォイス・オブ・ホープ カミーユ・トマ/チェロ マチュー・ヘル
ツォーク/指揮

ユニバーサルミュージック

3 1D 音楽の捧げもの ヨハン・セバスティアン・バッハ/作曲 鈴
木雅明/チェンバロ

キングインターナショナル

4 1E 中南米を音楽で旅する 原山智子/ピアノ 及川音楽事務所

5 1E J.S.Bach：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ J.S.Bach/作曲 佐藤俊介/ヴァイオリン ACOUSTIC REVIVE

6 1E プリエール-モルダウ 山宮るり子/ハープ オクタヴィア・レコード

7 1G 詩人の恋 ユリアン・プレガルディエン/テノール エリッ
ク・ル・サージュ/ピアノ

8 1G 日本歌曲 詩人と作曲家の対話 大嶺光洋/バリトン 宮崎芳弥/ピアノ コジマ録音

視聴覚資料（CD）

★視聴覚資料は館内でご鑑賞ください。

本館・大沢野・大山・八尾ほんの森・婦中・八尾東町で視聴できます。
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 1J ライブ・イン・ジャパン アメリカ海兵隊バンド/演奏 ジェイソン・
K.フェティッグ/ほか指揮 CAFUAレコード

10 1J ざわざわ 藤倉大/作曲 小林沙羅/ほか演奏 Sony Music Labels

11 2A セリア アンジェリーク・キジョー/Vo ユニバーサルミュージック

12 2A ピック・ミー・アップ・オフ・ザ・フロア ノラ・ジョーンズ/演奏 ユニバーサルミュージック

13 2D パリの愛のうた フランシス・レイ・オーケストラ/ほか演奏 King Record

14 2E ア・デイ・イン・ザ・ライフ CHIKO/歌

15 2J So kakkoii宇宙 OzawaKenji/演奏 ユニバーサルミュージック

16 2J ニュートンの林檎 椎名林檎/歌 ユニバーサルミュージック

17 2J 民謡のこころ 細川たかし/唄 日本コロムビア

18 2Z みんな愛したドラマの歌 ザ・ブロードサイド・フォー/ほか歌 日本コロムビア

19 3A 声に出し吟じてみたい美しき吟詠名歌三十選 吉永典子/ほか朗吟 日本コロムビア

20 3A 祝賀吟詠集 前田卓霊/ほか吟詠 日本コロムビア

21 3B 名人位受章記念成世昌平民謡全集 成世昌平/唄 日本クラウン

22 3C 声に出して歌いたい日本唱歌集 ダークダックス/歌 King Record

23 3C わたしが歌った学校唱歌 ひまわりキッズ/ほか歌 King Record

24 3D アジア音楽入門 N.ノロヴバンザド/ほか演奏 日本コロムビア

25 3E 小倉百人一首 和家寛治/ほか読唱 日本コロムビア

26 3F NHKみんなのうた ゆーゆ/ほかうた King Record

27 3F 孫となかよくうたう歌  King Record

28 4A 寄席ばやしベスト 植田久子社中/演奏 King Record

29 4B 聴く、名作文学〜朗読〜 上川隆也/ほか朗読 King Record

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 D168 聖者たちの食卓 フィリップ・ウィチュス/監督,撮影 ヴァレ
リー・ベルト/監督,撮影 アップリンク

2 D291 ピース・ニッポン 中野裕之/監督 映像産業振興機構

3 D297 極夜 角幡唯介/出演

4 D316 私はあなたのニグロではない ラウル・ペック/監督,脚本 ジェームズ・
ボールドウィン/原作 マジックアワー

5 D366 プロフェッショナル 114  

6 D369 みんなの認知症予防ゲーム  
みんなの認知症予防ネット
事務局

7 D488 日本の珍鳥映像図鑑  シンフォレスト

8 D493 ギフト
クレイ・トゥイール/監督 スティーヴ・グ
リーソン/出演 トランスフォーマー

9 D519 Tomorrow シリル・ディオン/監督,出演 メラニー・ロ
ラン/監督,ほか出演 ミッドシップ

10 D529 宮彫り エリザベス・ティンズレー/ナビゲーター トーキョーヴィジョン

11 D626 菜園ライフ 7～8  

12 D673 即位の礼晩餐会  

13 D706 アートのお値段
ナサニエル・カーン/監督 ラリー・プーン
ズ/出演 アイ・ヴィー・シー

14 D708 プラド美術館  ホリプロ

15 D757 デザインあ 2～3  

16 D764 エリック・クラプトン リリ・フィニー・ザナック/監督 エリッ
ク・クラプトン/出演 ポニーキャニオン

17 D774 助六由縁江戸桜 市川團十郎/出演 尾上菊五郎/ほか出演 松竹

18 D778 ねことじいちゃん 岩合光昭/監督 ねこまき/原作 クロックワークス

19 D778 グリーン ブック ピーター・ファレリー/監督,製作,共同脚本
ヴィゴ・モーテンセン/出演 ギャガ

20 D778 ウォルト・ディズニー 前編<第1章・第2章> サラ・コルト/監督 映像文化社

21 D778 ウォルト・ディズニー 後編<第3章・第4章> サラ・コルト/監督 映像文化社

22 D796 九段羽生善治  

23 D910 石牟礼道子と出逢う  藤原書店

24 DT291 にっぽんトレッキング100 8  

25 DT699 日本のチカラ 3  民間放送教育協会

26 DA1 おばけむらめいろ 香川豊/監督 キヨノサチコ/原作
げんきげんきノンタン製作
委員会

視聴覚資料（DVD）
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