
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 「型」の再考 大庭良介/著 京都大学学術出版会

2 002.7 眺めるだけでワクワクできる彩る手帳アレンジ KADOKAWAライフスタイル編集部/編 KADOKAWA

3 002.7 書くだけでラクになる自分を動かす手帳術 主婦の友社/編 主婦の友社

4 007 IT用語図鑑 エンジニア編 増井敏克/著 翔泳社

5 007.1 Python実践AIモデル構築100本ノック 下山輝昌/著 中村智/著 秀和システム

6 007.3 DX進化論 尾原和啓/著 宮田裕章/著
エムディエヌコーポレー
ション

7 007.3 ディープフェイク ニーナ・シック/著 片山美佳子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

8 007.3 Google流ダイバーシティ&インクルージョン アニー・ジャン=バティスト/著 百合田香織
/訳 ビー・エヌ・エヌ

9 007.3 Instagram基本+活用ワザ 田口和裕/著 いしたにまさき/著 インプレス

10 007.3 ライブ配信ハンドブック 田口真行/著 玄光社

11 007.3 ふつうのエンジニアは「営業」でこそ活躍する 時光さや香/著 技術評論社

12 007.3 アルゴリズムの時代 ハンナ・フライ/著 森嶋マリ/訳 文藝春秋

13 007.6 SCRATCHで楽しく学ぶアート&サイエンス 石原淳也/著 阿部和広/監修 日経BP

14 007.6 データビジュアライゼーション Andy Kirk/著 黒川利明/訳 朝倉書店

15 007.6 1週間でMySQLの基礎が学べる本 亀田健司/著 インプレス

16 007.6 できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel きたみあきこ/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

17 007.6 コンピュータのしくみ 佐藤一郎/著 サイエンス社

18 007.6 VYONDビジネスアニメーション作成講座 清水亮/著 桶谷剛史/著 秀和システム

19 007.6 Excelの本当に正しい使い方 田中亨/著 日経BP

20 007.6 即効!仕事に役立つ関数ワザ! 土岐順子/著 日経BP

21 007.6 作業が一瞬で片付くPython自動化仕事術 永井雅明/著 SBクリエイティブ

22 007.6 基礎から時短ワザで覚えるPhotoshopの教科書 広田正康/著 玄光社

23 007.6 オープンソースの教科書 宮原徹/著 姉崎章博/著 シーアンドアール研究所

24 010.4 図書館を語る 山崎博樹/編著 青弓社

25 019.1 武器になる読書術 宇都出雅巳/著 総合法令出版

26 019.5 絵本BOOK END 2021 絵本学会機関誌編集委員会/編集 絵本学会

27 019.9 名著のツボ 石井千湖/著 文藝春秋

28 019.9 開高健の本棚 開高健/著 河出書房新社

29 019.9 僕たちはこんな本を読んできた  マガジンハウス

30 021.2 わかる著作権法講義 才原慶道/著 小樽商科大学出版会

31 022.5 ここちいい本 高橋善丸/著・アートディレクション パイインターナショナル

32 024.1 再販制度と独占禁止法 宮沢厚雄/著 樹村房

33 024.8 東京の古本屋 橋本倫史/著 本の雑誌社

34 031 波の地図 原田佳夏/著 なかひらまい/著 雷鳥社

35 034.9 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード/著 枇谷玲
子/訳 晶文社

36 049 絶滅事典 造事務所/編著 カンゼン

37 069.1 博物館の未来を考える 「博物館の未来を考える」刊行会/編 中央公論美術出版

38 070 ニュースの未来  (光文社新書) 石戸諭/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 070.2 言論統制というビジネス 里見脩/著 新潮社

40 070.2 2050年のジャーナリスト 下山進/著 毎日新聞出版

41 070.2 自壊するメディア  (講談社+α新書) 望月衣塑子/著 五百旗頭幸男/著 講談社

42 081.6 吉本隆明全集 26 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 危機を生きる-哲学 斎藤慶典/著 毎日新聞出版

2 104 死者と霊性  (岩波新書 新赤版) 末木文美士/編 岩波書店

3 104 水中の哲学者たち 永井玲衣/著 晶文社

4 124.2 超訳老子の言葉 田口佳史/著 三笠書房

5 130.2 聖書を読んだら哲学がわかった MARO/著 日本実業出版社

6 134.9 ハイデガー『存在と時間』を解き明かす 池田喬/著 NHK出版

7 140 心理学BEST100 内藤誼人/著 総合法令出版

8 140.4 心理学理論バトル 繁桝算男/編 新曜社

9 141.9 個性学入門 保前文高/編 大隅典子/編 朝倉書店

10 143 子どもの心が見えてくる 佐々木正美/著 ゆいぽおと

11 143 よくわかる発達心理学 渡辺弥生/監修 ナツメ社

12 143.6 イラストですぐわかる!息子のトリセツ 黒川伊保子/著 石玉サコ/イラスト 扶桑社

13 145.2 夢を見るとき脳は アントニオ・ザドラ/著 ロバート・ス
ティックゴールド/著 紀伊國屋書店

14 146 臨床心理学と心理的支援を基本から学ぶ 日比野英子/監修 濱田智崇/編著 北大路書房

15 146.8 こころの羅針盤(コンパス) 衛藤信之/著 毎日新聞出版

16 146.8 悩む心に寄り添う 高垣忠一郎/著 新日本出版社

17 146.8 心はどこへ消えた? 東畑開人/著 文藝春秋

18 146.8 自分の機嫌は「色」でとる 七江亜紀/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

19 146.8 セルフ・マインド・マネジメント 濱田恭子/著 ビジネス社

20 146.8 自分を幸せにする「いい加減」の処方せん 藤野智哉/著 ワニブックス

21 146.8 「自己肯定感低めの人」の人づきあい読本 山根洋士/著 大和出版

22 147.0 オカルト怪異事典 寺井広樹/著 笠間書院

23 147.3 精神科医の悪魔祓い(エクソシズム) リチャード・ギャラガー/著 松田和也/訳 国書刊行会

24 148.4 陰陽師の解剖図鑑 川合章子/著 エクスナレッジ

25 153 山本七平と「仕事の思想」 森田健司/著 PHP研究所

26 159 「孤独」という生き方  (光文社新書) 織田淳太郎/著 光文社

27 159 テレフォン人生相談 加藤諦三/著 ニッポン放送

28 159 精神科医・香山リカのわかりみが深いココロの話 香山リカ/著 白夜書房

29 159 ずっとやりたかったことを、やりなさい。 2 ジュリア・キャメロン/著 菅靖彦/訳 サンマーク出版

30 159 1%の努力 ひろゆき/著 ダイヤモンド社

31 159 毎日がストレスフリーになる「自分ほめ」 原邦雄/著 フォレスト出版

32 159.4 盾と矛 ロバート・フェルドマン/著 加藤晃/著 幻冬舎

33 159.4 藤崎流関係力 藤崎忍/著 repicbook

34 159.7 70歳からのボケない生き方 櫻井秀勲/著 きずな出版

35 159.7 不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村恒子/著 奥田弘美/著 すばる舎

36 159.8 1分で心が震えるプロの言葉100 上阪徹/著 東洋経済新報社

37 159.8 明日あるまじく候  (文春新書) 細川護煕/著 文藝春秋

38 160.4 祈りは人の半分 水谷周/著 鎌田東二/著 国書刊行会

39 161.3 宗教の凋落? ロナルド・イングルハート/著 山崎聖子/訳 勁草書房

40 162.1 近代日本宗教史 第6巻 島薗進/編 末木文美士/編 春秋社

41 162.1 死者の力 高橋原/著 堀江宗正/著 岩波書店

42 164.1 荒ぶる神、スサノオ 田中英道/著 勉誠出版(発売)

43 164.3 おそまつなギリシャ神話事件簿 河島思朗/監修 すばる舎

44 172 最強の神様100 八木龍平/著 ダイヤモンド社

100  哲学100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

45 175.9 異界神社 本田不二雄/著 駒草出版

46 180.9 運命を好転させる隠された教えチベット仏教入門 平岡宏一/著 幻冬舎

47 181.0 大乗仏教のこころ 平川彰/著 大法輪閣

48 182.2 タイの僧院にて 青木保/著 青土社

49 188.2 こころの姿 森清範/著 淡交社

50 188.5 超人化メソッド修験道 長谷川智/著 BABジャパン

51 188.8 臨済 衣川賢次/著 臨川書店

52 190.4 東西の霊性思想 金子晴勇/著 ヨベル

53 193.0 図説新約聖書の考古学 杉本智俊/著 河出書房新社

54 193.0 遺跡が語る聖書の世界 長谷川修一/著 新教出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 歴史とはなにか 鈴木董/著 岡本隆司/著 山川出版社

2 204 酔っぱらいが変えた世界史 ブノワ・フランクバルム/著 神田順子/訳 原書房

3 209.5 銭躍る東シナ海 大田由紀夫/著 講談社

4 210.4 日本史の法則  (河出新書) 本郷和人/著 河出書房新社

5 210.4 オカマの日本史 山口志穂/著 ビジネス社

6 211.8 歴史からひもとく竹島/独島領有権問題 坂本悠一/著 清水書院

7 213 「海の民」の日本神話 三浦佑之/著 新潮社

8 213.4 女たちの壬申の乱  (文春新書) 水谷千秋/著 文藝春秋

9 214 荘園  (中公新書) 伊藤俊一/著 中央公論新社

10 214 分裂と統合で読む日本中世史 谷口雄太/著 山川出版社

11 214.2 図説鎌倉北条氏 野口実/編著 戎光祥出版

12 214.2 日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実 本郷和人/著 宝島社

13 214.6 中世武家庭園と戦国の領域支配 江馬氏城館跡 三好清超/著 新泉社

14 215 図説日英関係史 横浜開港資料館/編 原書房

15 215.2 明暦の大火 岩本馨/著 吉川弘文館

16 215.2 慶長遣欧使節 佐々木徹/著 吉川弘文館

17 216.1 武士の時代はどのようにして終わったのか 池田勇太/著 清水書院

18 216.9 大正史講義 文化篇 (ちくま新書) 筒井清忠/編 筑摩書房

19 216.9 関東大震災「虐殺否定」の真相  (ちくま新書) 渡辺延志/著 筑摩書房

20 217.5 地べたの戦争 「言葉を刻む」取材班/著 西日本新聞社

21 217.5 幻の本土上陸作戦  (祥伝社新書)
NHK「果てなき殲滅戦」取材班/編 中津海法
寛/編 祥伝社

22 217.7 平成時代史 色川大吉/著 アーツアンドクラフツ

23 219.3 東京ヴァナキュラー ジョルダン・サンド/著 池田真歩/訳 新曜社

24 219.9 福岡県の近現代 有馬学/著 石瀧豊美/著 山川出版社

25 219.9 戦争・記憶 亀山亮/著 青土社

26 221.0 日韓併合の収支決算報告 青山誠/著 彩図社

27 222.0 皇帝と皇后から見る中国の歴史 菊池昌彦/著 関眞興/監修 辰巳出版

28 222.0 イラストでわかる『十八史略』のリーダー哲学 竹内良雄/著 川崎享/著 東洋経済新報社

29 222.0 「入れ墨」と漢字 松宮貴之/著 雄山閣

30 223.1 ベトナム戦争と韓国、そして1968 コギョンテ/著 平井一臣/訳 人文書院

31 225.9 ハイジャック犯をたずねて 和田朋之/著 彩流社

32 227.2 アケメネス朝ペルシア  (中公新書) 阿部拓児/著 中央公論新社

33 227.4 一冊でわかるトルコ史 関眞興/著 河出書房新社

34 227.4 物語イスタンブールの歴史  (中公新書) 宮下遼/著 中央公論新社

35 230 欧米の歴史・文化・思想 布施将夫/著 晃洋書房

36 230.4 中世の騎士 フィリス・ジェスティス/著 大間知知子/訳 原書房

37 230.5 魔女狩りの地を訪ねて クリステン・J.ソリー/著 松田和也/訳 青土社

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

38 232.8 シルクロードとローマ帝国の興亡  (文春新書) 井上文則/著 文藝春秋

39 236.0 イスパニア国王フェリーペ二世に裏切られた男 荻内勝之/著 彩流社

40 238.0 ナターシャの踊り 上・下 オーランドー・ファイジズ/著 鳥山祐介/訳 白水社

41 239.3 ユーゴスラヴィア現代史  (岩波新書 新赤版) 柴宜弘/著 岩波書店

42 280.4 声をあげて、世界を変えよう! アドーラ・スヴィタク/著 カミラ・ピンヘ
イロ/イラスト DU BOOKS

43 281.0 日本史100人の最期  宝島社

44 288.4 女性皇族の結婚とは何か 工藤美代子/著 毎日新聞出版

45 288.4 美智子さまの63年 別冊宝島編集部/著 宝島社

46 289.1 越前福井藩主松平春嶽  (平凡社新書) 安藤優一郎/著 平凡社

47 289.1 北里柴三郎 上山明博/著 青土社

48 289.1 「太平洋の巨鷲」山本五十六  (角川新書) 大木毅/著 KADOKAWA

49 289.1 赤口の刃 大橋義輝/著 共栄書房

50 289.1 信長公記巻首と桶狭間の戦い 尾畑太三/著 風媒社

51 289.1 原敬  (中公新書) 清水唯一朗/著 中央公論新社

52 289.1 お天道様は見てる尾畠春夫のことば 白石あづさ/文・写真 文藝春秋

53 289.1 ビートルズも呼んだ男永島達司 瀬戸口修/著 オデッセー出版

54 289.1 直向きに勝つ 橘京平/著 忘羊社

55 289.1 運命の将軍徳川慶喜 星亮一/著 さくら舎

56 289.1 しごと放浪記  (インターナショナル新書) 森まゆみ/著 集英社インターナショナル

57 289.1 半藤一利  平凡社

58 289.2 映画の旅びと ショーレ・ゴルパリアン/著 みすず書房

59 289.2 空の神様けむいので 多胡吉郎/著 影書房

60 289.3 あの日ジョブズは 片山恭一/文 小平尚典/写真 ワック

61 289.3 約束してくれないか、父さん ジョー・バイデン/著 長尾莉紗/訳 早川書房

62 289.3 バイヤード・ラスティンの生涯 ジャクリーン・ハウトマン/著 ウォル
ター・ネーグル/著 合同出版

63 290.1 文化地理学講義 森正人/著 新曜社

64 291 日本あっちこっち 加藤一誠/監修・執筆 河原典史/監修・執筆 清水書院

65 291.0 季節を楽しむ大人の電車旅 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

66 291.0 地方民鉄旅ガイド 2021-2022年版 日本民営鉄道協会/編 日本民営鉄道協会

67 291.0 日本の路地 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

68 291.0 戦争とバスタオル 安田浩一/文 金井真紀/文と絵 亜紀書房

69 291.0 go!CAMP SPOT GUIDE 関東編  朝日新聞出版

70 291.0 御船印でめぐる全国の魅力的な船旅  地球の歩き方

71 291.2 青森のトリセツ  昭文社

72 291.3 地理院地図で東京を歩く 2 地理教育研究会/編 清水書院

73 291.3 秩父・奥多摩 2021 (まっぷるマガジン)  昭文社

74 291.4 るるぶ北陸金沢 22  JTBパブリッシング

75 291.5 るるぶ伊豆箱根 22  JTBパブリッシング

76 291.8 四国八十八か所 2021 (まっぷるマガジン)  昭文社

77 292.0 アジアのある場所 下川裕治/著 光文社

78 292.1 行った気になれる!妄想韓国ドラマ旅 鈴木ちひろ/著 主婦の友社

79 292.2 中国を感じる 斎藤憲二/著 柏艪舎

80 292.5 シェルパの友だちに会いに行く 石川直樹/著 青土社

81 293 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント/監修 昭文社

82 293.6 アンダルシアの洞窟暮らし 太田尚樹/著 青春出版社

83 293.9 きらめきの国ギリシャへ 萩原紀世美/著 イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 世界の戦略図鑑 佐藤優/監修 宝島社

2 301 社会科学の哲学入門 吉田敬/著 勁草書房

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 302.1 アメリカンビレッジの夜 アケミ・ジョンソン/著 真田由美子/訳 紀伊國屋書店

4 302.2 インドネシア  (ちくま新書) 加藤久典/著 筑摩書房

5 302.2 「チェチェン化」するロシア 真野森作/著 東洋書店新社

6 302.3 いまどきの「ドイツ」と「日本」 マライ・メントライン/著 池上彰/著 PHP研究所

7 302.5 現代アメリカ社会を知るための63章 明石紀雄/監修 大類久恵/編著 明石書店

8 302.5 クルマ社会・七つの大罪 増田悦佐/著 土曜社

9 304 天声人語 2021年1月-6月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

10 304 グッド・アンセスター ローマン・クルツナリック/著 松本紹圭/訳 あすなろ書房

11 304 無理ゲー社会  (小学館新書) 橘玲/著 小学館

12 304 楽観論  (新潮新書) 古市憲寿/著 新潮社

13 307 経済社会の学び方  (中公新書) 猪木武徳/著 中央公論新社

14 309.0 プロテストってなに?
アリス・ハワース=ブース/著 エミリー・ハ
ワース=ブース/著

青幻舎インターナショナル

15 309 ジェネレーション・レフト キア・ミルバーン/著 斎藤幸平/監訳・解説 堀之内出版

16 309.3 社会主義の理念 アクセル・ホネット/著 日暮雅夫/訳 法政大学出版局

17 311.2 ハロー、ユーラシア 福嶋亮大/著 講談社

18 312.1 百合子とたか子 岩本美砂子/著 岩波書店

19 312.1 民主党政権未完の日本改革  (ちくま新書) 菅直人/著 筑摩書房

20 312.1 55年体制の実相と政治改革以降 平野貞夫/述 吉田健一/著 花伝社

21 312.1 権力は腐敗する 前川喜平/著 毎日新聞出版

22 312.1 墜落 森功/著 文藝春秋

23 312.2 香港政治危機 倉田徹/著 東京大学出版会

24 314.8 それでも選挙に行く理由 アダム・プシェヴォスキ/著 粕谷祐子/訳 白水社

25 316.4 9/11レポート アメリカ合衆国に対するテロリスト攻撃に
関する国家委員会/作成 住山一貞/訳 ころから

26 316.8 ホロコースト最年少生存者たち レベッカ・クリフォード/著 山田美明/訳 柏書房

27 316.8 アイヌ通史 リチャード・シドル/著 マーク・ウィン
チェスター/訳 岩波書店

28 317 官僚崩壊どう立て直すのか 寺脇研/著 前川喜平/著 扶桑社

29 317.2 情報と国家 北村滋/著 中央公論新社

30 317.7 プロ直伝!交通捜査のQ&A 那須修/編著 城祐一郎/共著 東京法令出版

31 318 コロナと地域経済 岡田知弘/編著 自治体研究社

32 318.1 地方自治法基本解説 川崎政司/著 法学書院

33 318.2 公民連携まちづくりの実践 越直美/著 学芸出版社

34 318.5 DXで変える・変わる自治体の「新しい仕事の仕方」 高橋邦夫/著 第一法規

35 318.6 実践から学ぶ地域活性化 梅村仁/編著 小川長/著 同友館

36 319.1 米兵はなぜ裁かれないのか 信夫隆司/著 みすず書房

37 319.1 消えた「四島返還」 北海道新聞社/編 北海道新聞社

38 319.3 皇帝プーチン最後の野望 中津孝司/著 創成社

39 320 わたしの味方になる法律の話 遠藤研一郎/著 大和書房

40 320.7 こども六法の使い方 山崎聡一郎/著 弘文堂

41 323.9 社会とつながる行政法入門 大橋洋一/著 有斐閣

42 323.9 行政争訟入門 神山智美/著 文眞堂

43 324.6 認知症に備える 中澤まゆみ/著 村山澄江/著 自由国民社

44 324.7 理想の相続は遺言と信託の2つで実現できる 梅本正樹/著 彩図社

45 324.7 「思い」を届ける遺言書 本田桂子/著 技術評論社

46 324.7 民法・不動産登記法改正で変わる相続実務 松嶋隆弘/編著 ぎょうせい

47 324.8 図解いちばん親切な家族信託の本 宮田浩志/著 ナツメ社

48 325.1 商業登記ハンドブック 松井信憲/著 商事法務

49 325.2 事業再編・M&A<合併・会社分割・事業譲渡>の法律と手続き 岩崎崇/監修 武田守/監修 三修社

50 325.2 会社法判例百選 神作裕之/編 藤田友敬/編 有斐閣

51 326.5 刑務所の精神科医 野村俊明/著 みすず書房

52 330.4 クソったれ資本主義が倒れたあとの、もう一つの世界 ヤニス・バルファキス/著 江口泰子/訳 講談社

53 331 16歳からの経済学 根井雅弘/著 人文書院
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 331 9割の買い物は不要である 橋本之克/著 秀和システム

55 332.0 アイデア資本主義 大川内直子/著 実業之日本社

56 332.0 欲望の資本主義 5
丸山俊一/著 NHK「欲望の資本主義」制作班
/著 東洋経済新報社

57 332.0 生命の網のなかの資本主義 ジェイソン・W.ムーア/著 山下範久/監訳 東洋経済新報社

58 332.1 私たちはなぜこんなに貧しくなったのか 荻原博子/著 文藝春秋

59 332.1 概説日本経済史 三和良一/著 三和元/著 東京大学出版会

60 332.1 中国「見えない侵略」を可視化する  (新潮新書) 読売新聞取材班/著 新潮社

61 332.2 現代中国経済 丸川知雄/著 有斐閣

62 333.8 SDGs白書 2020-2021 SDGs白書編集委員会/編 インプレスR&D

63 334.3 地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン/著 吉田春美/訳 原書房

64 335 Q&Aリモート新時代の法律実務 足木良太/編著 安藤尚徳/編著 日本加除出版

65 335 起業からイメージする金融経済教育 足立光生/著 中央経済社

66 335 図解わかる個人事業の始め方 2021-2022年版 宇田川敏正/監修 新星出版社

67 335.0 ネクストカンパニー 別所宏恭/著
クロスメディア・パブリッ
シング

68 335.1 コンプライアンスのすべて 中島茂/著 第一法規

69 335.3 図解要説中小企業白書を読む 2021年度対応版 安田武彦/監修 東洋大学経済学部・白書研
究会/編 同友館

70 335.4 図解はじめての事業分離・売却 EYストラテジー・アンド・コンサルティン
グ株式会社/編 中央経済社

71 335.4 スモールM&A実務ハンドブック 五十嵐次郎/著 中央経済社

72 335.4 スモールM&A革命 今村仁/共著 大山敬義/共著 日本法令

73 335.8 インドビジネス 松本勝男/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

74 336 オンラインシフトの教科書 木村博史/著 WAVE出版

75 336 図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 2021-2022年版 関根俊輔/監修 新星出版社

76 336 やさしい経営改善の教科書 田中孝樹/著
クロスメディア・パブリッ
シング

77 336 売上目標をなくしたら利益が10年で10倍になった! 茶橋昭夫/著 現代書林

78 336 待ったなし!BCP<事業継続計画>策定と見直しの実務必携 本田茂樹/著 経団連出版

79 336.1 今すぐ本業を捨てなさい 市川裕/著 PHP研究所

80 336.1 経営戦略と経済安保リスク 國分俊史/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

81 336.1 マッキンゼーネクスト・ノーマル 小松原正浩/編著 住川武人/編著 東洋経済新報社

82 336.1 99%の社長が知らない会社の数字の使い方 小山昇/著 KADOKAWA

83 336.1 小さな会社を強くする「知的財産」の戦略教室 崎山博教/著 合同フォレスト

84 336.1 会議の強化書 高橋輝行/著 あさ出版

85 336.1 ストーリーでわかる「起業の科学」 田所雅之/著 朝日新聞出版

86 336.1 BCG「最強(グレート)」を超える戦略
アリンダム・バッタチャヤ/著 ニコラス・
ラング/著 日経BP

87 336.1 クラウド・リスク・マネジメント PwCあらた有限責任監査法人/編 同文舘出版

88 336.1 アフターデジタルセッションズ 藤井保文/監修 日経BP

89 336.1 UXグロースモデル 藤井保文/著 小城崇/著 日経BP

90 336.2 仕事に生かすアート思考 町田裕治/著 日経BP

91 336.3 伝説のプロ経営者が教える30歳からのリーダーの教科書 新将命/著 日本実業出版社

92 336.3 たった一言で部下が自分から動くすごい伝え方 稲場真由美/著 WAVE出版

93 336.3 ネイビーシールズ・リーダーズ・マニュアル ジョッコ・ウィリンク/著 森内薫/訳 東洋経済新報社

94 336.3 優しい社長が会社を潰す 上野直彦/著 安藤広大/著 すばる舎

95 336.3 課長2.0 前田鎌利/著 ダイヤモンド社

96 336.4 デジタル未来にどう変わるか? 上田恵陶奈/著 岸浩稔/著 日経BP

97 336.4 科学的に正しいチームメソッド30 鈴木泰平/著 翔泳社

98 336.4 図解わかる小さな会社の給与計算と社会保険 2021-2022年版 関根俊輔/監修 関根圭一/監修 新星出版社

99 336.4 図解人事・労務の基本と実務 高仲幸雄/著 労務行政

100 336.4 自分史上最高の働き方がわかるワーク 中尾文香/著 小学館

101 336.4 三井物産が変える人材採用 三井物産株式会社人事総務部/著 弘文堂

102 336.5 はじめてのPower Automate Desktop ASAHI Accounting Robot研究所/著 技術評論社

103 336.5 Microsoft 365&Teams徹底活用ガイド 天野貴之/著 清水香里/著 日経BP

104 336.5 Microsoft Power Automateかんたん活用ガイド 岩元直久/著 日経パソコン/編 日経BP
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 336.5 超実践!AI人材になる本 大西可奈子/監修 学研プラス

106 336.5 ロジック構築の技術 倉島保美/著 あさ出版

107 336.5 世界一わかりやすいSAPの教科書 入門編 とく/著 秀和システム

108 336.8 あなたの会社は原価計算で損をする 一倉定/著 日経BP

109 336.8 これならわかる決算書キホン50! 2022年版 木村直人/著 中央経済社

110 336.8 決算書はここだけ読もう 2022年版 矢島雅己/著 弘文堂

111 336.9 図解スタートアップ企業の経理入門 新井啓史/著 中央経済社

112 336.9 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事  '21〜'22年版 渋田貴正/著 成美堂出版

113 336.9 図解いちばんやさしく丁寧に書いた法人税申告の本 22年版 須田邦裕/著 成美堂出版

114 336.9 図解経理の基本と実務がわかる事典 武田守/監修 三修社

115 336.9 2時間でざっくりつかむ!中小企業の「節税」はじめに読む本 中村太郎/著 すばる舎

116 336.9 税理士試験「独学×家勉」で合格する方法Q&A 西崎恵理/著 中央経済社

117 336.9 インボイス導入で変わる消費税実務 渡辺章/著 ぎょうせい

118 336.9 世界をめぐる会計歴史紀行 渡邉泉/著 税務経理協会

119 338 お金の基本 杉山敏啓/監修 新星出版社

120 338.1 証券会社とつむぐ「地方創生」の物語 角道裕司/著 毎日新聞出版

121 338.1 女性のためのお金の増やし方 つちやけいこ/著 ぱる出版

122 338.1 債券のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 土屋剛俊/監修 技術評論社

123 338.1 割安成長株で2億円実践テクニック100 弐億貯男/著 ダイヤモンド社

124 338.1 投資家と起業家 山本敏行/著 戸村光/著
クロスメディア・パブリッ
シング

125 338.2 日本金融百年史  (ちくま新書) 横山和輝/著 筑摩書房

126 338.8 こんなときどうする?どうなる?Q&A 3つのNISA徹底活用術 竹川美奈子/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

127 338.9 決定版デジタル人民元 木内登英/著 東洋経済新報社

128 338.9 日本企業の為替リスク管理 清水順子/著 伊藤隆敏/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

129 345.1 改正電子帳簿保存法ハンドブック 山田&パートナーズ/編著 山田&パートナー
ズアカウンティング(株)/編著 大蔵財務協会

130 345.2 税金の世界史 ドミニク・フリスビー/著 中島由華/訳 河出書房新社

131 345.3 フリーランス&個人事業主のための確定申告 山本宏/監修 技術評論社

132 347.2 99%の日本人がわかっていない新・国債の真実 高橋洋一/著 あさ出版

133 361.0 コンビビアルなマネジメント  (知の新書) 土屋慶一郎/著 文化科学高等研究院出版局

134 361.4 運がいい人の「話し方」、運が悪い人の「しゃべり方」 有川真由美/著 廣済堂出版

135 361.4 RAPPORT最強の心理術 ローレンス・アリソン/著 エミリー・アリ
ソン/著 三笠書房

136 361.4 繊細な人鈍感な人 五百田達成/著 PHP研究所

137 361.4 世間体国家・日本  (光文社新書) 犬飼裕一/著 光文社

138 361.4 生き抜くためのメディア読解 小林真大/著 笠間書院

139 361.4 スタンフォード式人生を変える人間関係の授業
デイビッド・ブラッドフォード/著 キャロ
ル・ロビン/著 CCCメディアハウス

140 361.7 自然の哲学 高野雅夫/著 ヘウレーカ

141 361.8 格差と分断の社会地図 石井光太/著 日本実業出版社

142 361.8 差別はたいてい悪意のない人がする キムジヘ/著 尹怡景/訳 大月書店

143 364.0 コロナがあばく社会保障と生活の実態 伊藤周平/編著 自治体研究社

144 364 税と公助  (朝日新書) 伊藤裕香子/著 朝日新聞出版

145 364 プレップ社会保障法 島村暁代/著 弘文堂

146 364.3 小さな会社の社会保険・労働保険手続きと届け出事典 片桐めぐみ/著 ナツメ社

147 364.4 図解介護保険のしくみと使い方がわかる本 牛越博文/監修 講談社

148 365 消費者契約法のトラブル相談Q&A 大上修一郎/編 西谷拓哉/編 民事法研究会

149 365.3 知識ゼロからの空き家対策 杉谷範子/著 名和泰典/著 幻冬舎

150 366.1 労働基準法がよくわかる本  '21〜'22年版 下山智恵子/著 成美堂出版

151 366.2 「目標が持てない時代」のキャリアデザイン 片岡裕司/著 阿由葉隆/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

152 366.2 おじさんの定年前の準備、定年後のスタート 金澤美冬/著 総合法令出版

153 366.2 普通の会社員のための超副業力 森新/著 CCCメディアハウス

154 366.3 働くことを通して考える共生社会 村木厚子/著 日本経済評論社

155 366.4 「給与明細」のカラクリ  (青春新書INTELLIGENCE) 梅田泰宏/著 青春出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

156 366.8 朝鮮人「徴用工」問題を解きほぐす 木村嘉代子/著 寿郎社

157 366.9 感情労働とは何か  (信山社新書) 水谷英夫/著 信山社

158 366.9 武器としての組織心理学 山浦一保/著 ダイヤモンド社

159 367.1 概説ジェンダーと人権 辻村みよ子/著 糠塚康江/著 信山社

160 367.2 私はイスラム教徒でフェミニスト ナディア・エル・ブガ/著 ヴィクトリア・
ゲラン/著 白水社

161 367.2 二重に差別される女たち ミッキ・ケンダル/著 川村まゆみ/訳 DU BOOKS

162 367.2 ジェンダー視点で学ぶ女性史 澤田季江/著 日本機関紙出版センター

163 367.2 私はいま自由なの? リン・スタルスベルグ/著 枇谷玲子/訳 柏書房

164 367.3 DVはなおせる! 栗原加代美/著 さくら舎

165 367.6 多様な子どもの近代 元森絵里子/著 高橋靖幸/著 青弓社

166 367.6 ひきこもり“心の距離”を縮めるコミュニケーションの方法 山根俊恵/著 中央法規出版

167 367.7 極上のおひとり死  (SB新書) 松原惇子/著 SBクリエイティブ

168 367.7 人生100年時代を楽しむ生き方 『月刊シルバー人材センター』編集室/編
三浦雄一郎/ほか述 労務行政

169 367.9 愛と差別と友情とLGBTQ+ 北丸雄二/著 人々舎

170 367.9 OECDレインボー白書 経済協力開発機構/編著 濱田久美子/訳 明石書店

171 367.9 ALLYになりたい 小島あゆみ/著 かもがわ出版

172 367.9 性別解体新書 佐倉智美/著 現代書館

173 367.9 LGBTの不都合な真実 松浦大悟/著 秀和システム

174 368.2 ハザードランプを探して 藤田和恵/著 扶桑社

175 368.5 カザモニカ フロリアーナ・ブルフォン/著 清水由貴子/
訳 早川書房

176 368.6 ノーベル文学賞が消えた日 マティルダ・ヴォス・グスタヴソン/著 羽
根由/訳 平凡社

177 368.6 盗撮をやめられない男たち 斉藤章佳/著 扶桑社

178 368.6 決闘のヨーロッパ史 浜本隆志/著 菅野瑞治也/著 河出書房新社

179 368.6 高齢者を身近な危険から守る本 森透匡/監修 平松類/監修 池田書店

180 369 伴走型支援 奥田知志/編 原田正樹/編 有斐閣

181 369.1 対人援助の現場で使える言葉<以外>で伝える技術便利帖 大谷佳子/著 翔泳社

182 369.2 見えなくてもみんなで子育て かるがもの会/編著 江村圭巳/監修 読書工房

183 369.2 道路を渡れない老人たち 神戸利文/著 上村理絵/著 アスコム

184 369.2 利用者が元気になるデイサービス 香丸俊幸/著 合同フォレスト

185 369.2 市民による訪問型生活支援サービス 齊藤紀子/著 清水さえ子/著 学事出版

186 369.2 現場で役立つ!ケアマネ業務ハンドブック 中島圭一/編著 ナツメ社

187 369.2 障害者総合支援法がよ〜くわかる本 福祉行政法令研究会/著 秀和システム

188 369.2 オランダ・ミラクル 松岡洋子/著 新評論

189 369.2 脳トレで機能向上ホワイトボードレク 森木勇一郎/監修 世界文化ライフケア

190 369.3 そこにすべてがあった カイ・T.エリクソン/著 宮前良平/訳 夕書房

191 369.3 図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本 左巻健男/編著 明日香出版社

192 369.3 アウトドアで防災BOOK  ピークス

193 369.4 後悔しない保育園・こども園の選び方 普光院亜紀/著 ひとなる書房

194 369.4 すき間の子ども、すき間の支援 村上靖彦/編著 明石書店

195 371.2 ルソー エミール 永見文雄/著 KADOKAWA

196 371.4 囚われのいじめ問題 北澤毅/編 間山広朗/編 岩波書店

197 371.4 教師のための学校カウンセリング 小林正幸/編 橋本創一/編 有斐閣

198 371.4 娘の遺体は凍っていた 文春オンライン特集班/著 文藝春秋

199 374 著作権ハンドブック 宮武久佳/著 大塚大/著 東京書籍

200 374.6 PTAモヤモヤの正体 堀内京子/著 筑摩書房

201 375.1 学校のICT活用・GIGAスクール構想を支えるICT支援員
<JNK4>情報ネットワーク教育活用研究協議
会/監修 ICT支援員編集委員会/編著 日本標準

202 376.1 たのしくできる!密にならずにみんなであそべる保育のネタ集 井上明美/編著 自由現代社(発売)

203 376.1 戦争と保育 清原みさ子/編著 豊田和子/著 新読書社

204 376.1 保育で楽しむどんぐり落ち葉まつぼっくり製作&あそび ポット編集部/編 チャイルド本社

205 376.3 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 ブレイディみかこ/著 新潮社

206 376.8 国立小学校受験合格完全ガイドQ&A50 神山眞/著 小栗啓志/著 チャイルド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

207 376.8 大学の学部・学科が一番よくわかる本 四谷学院進学指導部/編著 アーク出版

208 377.1 日本の私立大学はなぜ生き残るのか ジェレミー・ブレーデン/著 ロジャー・
グッドマン/著 中央公論新社

209 377.9 就活最強の教科書 安藤至大/著 高橋亮子/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

210 378 今日から使える!特別支援iPad活用法 内田義人/著 青木高光/監修 合同出版

211 378.4 病気の子どもの教育入門 全国病弱教育研究会/編 クリエイツかもがわ

212 378.5 ことばの遅れが気になるなら 古荘純一/監修 講談社

213 378.8 発達障害の子と親の心が軽くなるちゃんと伝わる言葉かけ shizu/著 有光興記/監修 KADOKAWA

214 378.8 発達障害の子どもの生活の工夫と伸ばす言葉がけ 田中康雄/監修 西東社

215 379.7 ムダな努力を一切しない最速独学術 三木雄信/著 PHP研究所

216 379.9 非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシピ 大豆生田啓友/著 大豆生田千夏/著 講談社

217 379.9 一生幸せなHSCの育て方 杉本景子/著 時事通信出版局

218 379.9 僕が親ならこう育てるね ひろゆき/著 扶桑社

219 379.9 松村式子育て仕掛学 松村真宏/著 主婦の友社

220 380.1 明治国家と柳田国男 菊池清麿/著 弦書房

221 383.8 中国料理の世界史 岩間一弘/著 慶應義塾大学出版会

222 383.8 食で読むヨーロッパ史2500年 遠藤雅司/著 山川出版社

223 384.3 山に生きる 三宅岳/著 山と溪谷社

224 384.3 団体旅行の文化史 山本志乃/著 創元社

225 384.9 長崎丸山遊廓  (講談社現代新書) 赤瀬浩/著 講談社

226 385.6 誰も教えてくれなかったお葬式の極意 木部克彦/著 言視舎

227 385.6 日本一笑顔になれるお葬式 是枝嗣人/著 扶桑社

228 385.6 身近な人の死後の手続き  文響社

229 386.1 暮らしを楽しむ日本の伝統行事 神宮館編集部/編著 神宮館

230 387 女人禁制の人類学 鈴木正崇/著 法藏館

231 388.1 アイヌ民話集 更科源蔵/著 青土社

232 391.2 日本大空襲「実行犯」の告白  (新潮新書) 鈴木冬悠人/著 新潮社

233 396.0 陸軍中野学校全史 斎藤充功/著 論創社

234 396.2 昭和陸軍七つの転換点  (祥伝社新書) 川田稔/著 祥伝社

235 396.3 機甲戦 葛原和三/著 作品社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402 GREAT BREAKTHROUGHS科学技術大事典 ロバート・スネッデン/著 塚原東吾/監訳 ニュートンプレス

2 402.8 世界を変えた10人の女性科学者 キャサリン・ホイットロック/著 ロード
リ・エバンス/著 化学同人

3 407 ギタンジャリ・ラオSTEMで未来は変えられる ギタンジャリ・ラオ/著 堀越英美/訳 くもん出版

4 410 世の中は期待値でできている 鍵本聡/著
エムディエヌコーポレー
ション

5 410 数学の世界 教養編  ニュートンプレス

6 410.4 数学とはどんな学問か?  (ブルーバックス) 津田一郎/著 講談社

7 410.7 統計パズル  ニュートンプレス

8 417.1 初学者のための確率論 野本久夫/著 現代数学社

9 420 物理・化学大百科事典 沢信行/著 翔泳社

10 443.9 宇宙の終わりに何が起こるのか ケイティ・マック/著 吉田三知世/訳 講談社

11 443.9 宇宙のはじまり  ニュートンプレス

12 445 生き物がいるかもしれない星の図鑑  (サイエンス・アイ新書) 荒舩良孝/著 SBクリエイティブ

13 448.9 地図帳の深読み 今尾恵介/著 帝国書院

14 448.9 地図リテラシー入門 羽田康祐/著 ベレ出版

15 450 自然地域学 奥野一生/著 竹林館

16 450.9 地球科学者と巡るジオパーク日本列島 神沼克伊/著 丸善出版

17 451 文系のためのめっちゃやさしい天気 渡部雅浩/監修 ニュートンプレス

18 451.7 雷の疑問56 鴨川仁/共著 吉田智/共著 成山堂書店

19 452.2 インド洋  (ブルーバックス) 蒲生俊敬/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 459 図説鉱物肉眼鑑定事典 松原聰/著 秀和システム

21 467.5 「性」の進化論講義  (PHP新書) 更科功/著 PHP研究所

22 472.2 ヒマラヤ植物記 1～2 吉田外司夫/著 平凡社

23 481.7 眠れなくなるほどキモい生き物 大谷智通/文 猫将軍/絵 集英社インターナショナル

24 484.0 くらべてわかる貝殻 黒住耐二/文 大作晃一/写真 山と溪谷社

25 484.7 イカ・タコは海の魔術師(マジシャン)である! 尾崎幸司/著 奥谷喬司/監修 つり人社

26 488 366日の誕生鳥辞典 小宮輝之/著 倉内渚/絵 いろは出版

27 490.1 幸せに死ぬために  (講談社現代新書) 大津秀一/著 講談社

28 490.1 薬学生のための医療倫理 松島哲久/編 宮島光志/編 丸善出版

29 490.2 <図説>老いと健康の文化史 リナ・ノエフ/編著 森望/訳 原書房

30 490.4 すばらしい人体 山本健人/著 ダイヤモンド社

31 490.9 心も体もととのう漢方の暮らし365日 川手鮎子/著 自由国民社

32 491.3 リンパのふしぎ  (ちくま新書) 大橋俊夫/著 筑摩書房

33 491.3 人生100年時代の脳科学 中村克樹/著 くもん出版

34 491.3 人体大全 ビル・ブライソン/著 桐谷知未/訳 新潮社

35 491.6 ヒトはなぜ「がん」になるのか キャット・アーニー/著 矢野真千子/訳 河出書房新社

36 492 いつまでも消えない痛みの正体 牛田享宏/著 青春出版社

37 493.1 水俣天地への祈り 田口ランディ/著 河出書房新社

38 493.1 やせる科学  ニュートンプレス

39 493.2 図解最新医学でわかった突然死にならない方法 高沢謙二/著 エクスナレッジ

40 493.4 自分の腸を見てみたい 藤田紘一郎/著 ワニ・プラス

41 493.6 腰痛がたちまち消える3秒ストレッチ 神田良介/著 アチーブメント出版

42 493.6 痛風の朝 キンマサタカ/編 全日本痛風連盟/編 本の雑誌社

43 493.7 認知症の人の心を知り、「語り出し」を支える 大塚智丈/著 中央法規出版

44 493.7 治りにくい心の病 久保田正春/著 法研

45 493.7 疲れた心をスーッとほぐす方法 メンタルドクターSidow/著 KADOKAWA

46 493.7 図解いちばんわかりやすい強迫性障害 原井宏明/監修 河出書房新社

47 493.7 外傷性ひきこもり 宮田量治/著 星和書店

48 493.7 8050親の「傾聴」が子どもを救う 最上悠/著 マキノ出版

49 493.7 認知症が進まない話し方があった 吉田勝明/著 青春出版社

50 493.8 世界を大きく変えた20のワクチン 齋藤勝裕/著 秀和システム

51 493.8 新型コロナワクチン本当の「真実」  (講談社現代新書) 宮坂昌之/著 講談社

52 493.9 精霊に捕まって倒れる アン・ファディマン/著 忠平美幸/訳 みすず書房

53 494.5 がんと診断されたら自分でできること 角田亘/著 主婦の友社

54 494.9 いちばんやさしい腎臓病の人のためのたんぱく質べんり帳 主婦の友社/編 主婦の友社

55 494.9 前立腺がんの基本と低侵襲がん標的治療 小路直/著 ライフ・サイエンス

56 495.1 体の声を聞くことで生理が楽になる 安部雅道/著 BABジャパン

57 495.1 生理前あるある：PMDD<月経前不快気分障害>って何? 中安紀子/著 星和書店

58 495.4 不妊治療成功のカギ!夫婦の妊コミBOOK 鈴木早苗/著 河出書房新社

59 495.4 悩んでいませんか?女性の頻尿・尿もれ 巴ひかる/監修 主婦の友社

60 496.7 肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方 浦長瀬昌宏/著 主婦の友社

61 497 人生100年時代歯を長持ちさせる鉄則(ルール) 魚田真弘/著
クロスメディア・パブリッ
シング

62 497 知って得する!口から健康お役立ちBOOK 日本訪問歯科協会/監修 現代書林

63 498 自宅で最期を迎える準備のすべて 大軒愛美/著 自由国民社

64 498 平和村で働いた 川村幸輝/著 勝田茜/著 あけび書房

65 498.0 病院・医療のしくみ 木村憲洋/監修 朝日新聞出版

66 498 保健福祉職のための「まち」の健康づくり入門 藤原佳典/監修 倉岡正高/編著 ミネルヴァ書房

67 498.1 看護師をめざすあなたへ 高橋則子/著 蝦名總子/著 日本看護協会出版会

68 498.3 慈恵医大リハビリ科式家トレ 安保雅博/監修 中山恭秀/監修 扶桑社

69 498.3 男のヘルスマネジメント大全 石川雅俊/著
クロスメディア・パブリッ
シング

70 498.3 こころのもやもやを脳のせいにしてラクになる方法 加藤俊徳/著 WAVE出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 498.3 サウナのトリセツ 小林弘幸/著 学研プラス

72 498.3 自律神経今日から整う!医学部教授が教える最新1分体操大全 小林弘幸/著 文響社

73 498.3 とにかくメンタル強くしたいんですが、どうしたらいいですか? 下園壮太/著 サンマーク出版

74 498.3 おうちストレスをためない習慣 杉岡充爾/著
クロスメディア・パブリッ
シング

75 498.3 病気になる人、ならない人 鈴木誠二/著 沢丞/監修 現代書林

76 498.3 音楽は名医 藤本幸弘/著 みらいパブリッシング

77 498.3 「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる 本田秀夫/著 ダイヤモンド社

78 498.4 ドクター山見のダイビング医学 山見信夫/著 成山堂書店

79 498.5 いつもの食材でゆる!ラク♡漢方レシピ213 櫻井大典/監修 倉橋利江/料理 新星出版社

80 498.5 知識ゼロでも楽しく読める!たんぱく質のしくみ 佐々木一/監修 西東社

81 498.5 口に入れるな、感染する! ポール・ドーソン/著 ブライアン・シェル
ドン/著 インターシフト

82 498.5 「週末グルテンフリー」ですっきり快便、ぐっすり快眠! 中村由美子/著 学研プラス

83 498.5 食品のコクとは何か 西村敏英/編 黒田素央/編 恒星社厚生閣

84 498.5 忖度なしの栄養学 NEXTFIT Kento/著 ベースボール・マガジン社

85 498.5 病気、不調知らずのからだになれるふるさと村の食養ごはん 山田剛/著 草野かおる/[画]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

86 498.6 感染症の国家戦略 阿部圭史/著 東洋経済新報社

87 498.6 コロナの世界を照らす50のやさしい物語 片野優/著 須貝典子/著 宝島社

88 498.6 私たちはどう生きるか  (朝日新書) マルクス・ガブリエル/ほか著 オード
リー・タン/ほか著 朝日新聞出版

89 498.6 いま言葉で息をするために
西山雄二/編著 カトリーヌ・マラブー/ほか
著 勁草書房

90 498.6 定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 2021年前半 森達也/編著 論創社

91 498.6 改正新型インフルエンザ対策特別措置法  信山社

92 498.7 海をわたった母子手帳 中村安秀/著 旬報社

93 498.8 この会社ムリと思いながら辞められないあなたへ 井上智介/著 WAVE出版

94 498.9 日本人の死因の不都合な事実 岩瀬博太郎/著 柳原三佳/著 WAVE出版

95 498.9 死体格差 山田敏弘/著 新潮社

96 498.9 法医学者の使命  (岩波新書 新赤版) 吉田謙一/著 岩波書店

97 499.0 ジェネリック医薬品の不都合な真実 キャサリン・イーバン/著 丹澤和比古/訳 翔泳社

98 499.0 はじめてでもよくわかる!登録販売者実務サポートブック コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版

99 499 くすりの科学  ニュートンプレス

100 499.8 漢方薬 櫻井大典/監修 翔泳社

101 499.8 ハーブティー事典 佐々木薫/著 池田書店

102 499.8 ビジュアルガイド精油の化学 2 長島司/著 フレグランスジャーナル社

103 499.8 魔女の庭 サンドラ・ローレンス/著 林真一郎/監修 グラフィック社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 図解でわかるカーボンニュートラル エネルギー総合工学研究所/編著 技術評論社

2 507.9 大人の鉄道模型入門 松本典久/著 天夢人

3 509.2 ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 イノウ/編著 技術評論社

4 509.5 製造業プラットフォーム戦略 小宮昌人/著 日経BP

5 509.6 ひと目でわかるProject Online 佐山宇宏/著 大石守/著 日経BP

6 518.2 QA自治体の下水道に関する法律実務 本多教義/著 日本加除出版

7 518.5 災害廃棄物管理ガイドブック 廃棄物資源循環学会/編 朝倉書店

8 518.5 家電リサイクル年次報告書 第20期(令和2年度版)  家電製品協会

9 518.8 アーバンストリート・デザインガイド 全米都市交通担当者協会/著 松浦健治郎/訳 学芸出版社

10 518.8 建築系のためのまちづくり入門
JCAABE日本建築まちづくり適正支援機構/編
連健夫/著 学芸出版社

11 519 これってホントにエコなの?
ジョージーナ・ウィルソン=パウエル/著 吉
田綾/監訳 東京書籍

12 519 最近、地球が暑くてクマってます。 水野敬也/著 長沼直樹/著 文響社

13 519.1 企業環境人の道しるべ 北村喜宣/著 第一法規

14 521.8 首里城を解く 高良倉吉/監修 島村幸一/編 勉誠出版(発売)

15 521.8 新編日本の城 中井均/著 山川出版社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 521.8 古建築調査ハンドブック 山岸常人/著 岸泰子/著 勉誠出版(発売)

17 523.1 都市建築TOKYO 都市建築TOKYO編集委員会/編著 鹿島出版会

18 523.1 東京イラスト建築さんぽ mini_minor/著 エクスナレッジ

19 523.5 バーナード・ルドフスキー アンドレア・ボッコ/著 多木陽介/編訳 鹿島出版会

20 524.9 暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 大塚義久/著 セルバ出版

21 525.1 超建築パース 遠近法を自在に操る26の手描き術 田中智之/著 学芸出版社

22 525.1 だれでもできる<超簡単>建築パース 村山隆司/著 エクスナレッジ

23 527 世界で一番やさしい木造3階建て 齊藤年男/著 安井昇/著 エクスナレッジ

24 527 はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド 2021-2022 佐川旭/監修 藤川太/監修 エクスナレッジ

25 527 緑と住む。  エクスナレッジ

26 527.1 図解風の力で住まいを快適にする仕組み 野中俊宏/著 森上伸也/著 エクスナレッジ

27 528 変化に適応するヘルシービルディング術
ジョセフ・G.アレン/著 ジョン・D.マコン
バー/著 パンローリング

28 528.4 照明設計の教科書 福多佳子/著 学芸出版社

29 529 中国の建築装飾 楼慶西/著 李暉/訳 科学出版社東京

30 533.8 冷蔵と人間の歴史 トム・ジャクソン/著 片岡夏実/訳 築地書館

31 537.2 きちんと知りたい!電気自動車用パワーユニットの必須知識 高根英幸/著 日刊工業新聞社

32 537.9 人生にキャンピングカーを GAKU-MC/著 A-Works

33 537.9 テールフィン時代のアメリカ車 GP企画センター/編 グランプリ出版

34 537.9 日本の消防車 2022  イカロス出版

35 538.6 日本の旅客機 2021-2022  イカロス出版

36 538.7 航空自衛隊F-86&F-104マニアックス 青木謙知/著 石原肇/著 秀和システム

37 538.9 NASAアート ピアース・ビゾニー/著 堀口容子/訳 グラフィック社

38 540.9 最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 本橋恵一/著 秀和システム

39 541.1 新しい電気回路 下 松澤昭/著 講談社

40 543 完全図解発電・送配電・屋内配線設備早わかり 大浜庄司/著 オーム社

41 543.5 原子力村中枢部での体験から10年の葛藤で摑んだ事故原因 北村俊郎/著 かもがわ出版

42 543.5 もんじゅの夢と罪 細見周/著 人文書院

43 548.3 優しいロボット 松井龍哉/著 大和書房

44 549.3 詳解電子回路 吉河武文/共著 三木拓司/共著 オーム社

45 576.7 化粧品業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 廣瀬知砂子/著 技術評論社

46 581.7 アウトドアナイフの使い方  ホビージャパン

47 586.4 日本の美意識で世界初に挑む 細尾真孝/著 ダイヤモンド社

48 588.3 シャトレーゼは、なぜ「おいしくて安い」のか 齊藤寛/著 CCCメディアハウス

49 588.5 大岡弘武のワインづくり 大岡弘武/著 エクスナレッジ

50 588.5 発酵食品の歴史
クリスティーン・ボームガースバー/著 井
上廣美/訳 原書房

51 589.2 +60からのHappyおしゃれBOOK 地曳いく子/著 槇村さとる/著 集英社

52 589.2 装いの影響力 末廣徳司/著 かんき出版

53 589.7 TRAVELER'S notebook トラベラーズカンパニー/著 KADOKAWA

54 590 60からは喜びはかけ算悲しみは割り算 沖幸子/著 世界文化ブックス

55 590 暮らしのアイデアスイッチ soeasy/著 KADOKAWA

56 590 暮らしvlogのはじめ方 ドウガテック/監修 futaba/制作指導 朝日新聞出版

57 590 ゆとりOLの毎日はなまるひとり暮らしルール もち/著 KADOKAWA

58 590 すっきり暮らすためのもの選びのコツ 柳沢小実/著 大和書房

59 590 暮らしのおへそ Vol.32  主婦と生活社

60 590 マキ流暮らしのセンスの磨き方  宝島社

61 590.4 本当に大事なことはほんの少し ウーウェン/著 大和書房

62 591 お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書 内藤眞弓/著 東洋経済新報社

63 593.3 365日の大人服 伊藤みちよ/著 日本ヴォーグ社

64 593.3 女の子と男の子のいつもの服 片貝夕起/著 日本ヴォーグ社

65 593.3 基礎から楽しく学ぶファッション画 木村知世/著 高村是州/監修
エムディエヌコーポレー
ション

66 593.3 10年先まで着られる服 香田あおい/著 日本ヴォーグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 593.3 リフォームの魔法 檀正也/著 講談社

68 593.3 そうだワンピースを作っちゃおう! 津田蘭子/著 永岡書店

69 593.3 フレンチシックなサイズとダメージのお直し 藤本裕美/著 産業編集センター

70 593.8 きもの語辞典 岡田知子/著 木下着物研究所/監修 誠文堂新光社

71 594 高くても売れる!ハンドメイド作家ブランド作りの教科書 マツドアケミ/著 同文舘出版

72 594.2 森の物語で紡ぐ刺しゅうのアクセサリーと小物 コハナ/著 KADOKAWA

73 594.2 20の花物語 シライカズミ/著 文化学園文化出版局

74 594.2 ハイトモニカ ボタニカル刺繡のアクセサリーと小物 ハイトモニカ/著 日東書院本社

75 594.2 植物刺繡と12か月のおはなし マカベアリス/著 日本文芸社

76 594.2 こぎん刺しで作る暮らしのこもの集  ブティック社

77 594.2 動物刺繡図鑑  河出書房新社

78 594.3 まきもの 風工房/著 文化学園文化出版局

79 594.3 ノラ・ゴーンのケーブル編みソースブック ノラ・ゴーン/著 ジャレッド・フラッド/写
真 小学館

80 594.3 旅からうまれたわたしのミトン 塩田素直/著 文化学園文化出版局

81 594.3 タティングレース手習い帖 sumie/著 ブティック社

82 594.3 お部屋を彩るインテリア小物 寺西恵里子/著 日東書院本社

83 594.3 あみものクローゼット 那須早苗/著 文化学園文化出版局

84 594.3 林ことみのパターンコレクション 林ことみ/著 日本ヴォーグ社

85 594.3 編み物始めてみました! fumifumi/監修 あきばさやか/まんが 朝日新聞出版

86 594.3 かぎ針で編むモコタロウの編み小物 モコタロウ/著 ワニブックス

87 594.3 ゆび編みのかわいい小物 minao/著 成美堂出版

88 594.3 どこにもない編み物研究室 横山起也/著 誠文堂新光社

89 594.3 はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みの赤ちゃんニット リトルバード/編 西東社

90 594.3 秋冬美しい大人の編みもの vol.2  ブティック社

91 594.3 あみぐるみが編みたくなる糸のあみぐるみ  アップルミンツ

92 594.3 アラン模様のデイリーニット  ブティック社

93 594.3 いちばんわかる!ずっと使える!新・かぎ針編みの基本  ブティック社

94 594.3 おうち時間で編む毎日のニットこもの  ブティック社

95 594.3 男女共通で使える!かぎ針で編む帽子・マフラー・スヌード  アップルミンツ

96 594.3 身につけたいあったかニット  NHK出版

97 594.3 レリーフ・クロッシェ  日本ヴォーグ社

98 594.7 黒羽志寿子の小さくて佳きもの 黒羽志寿子/著 日本ヴォーグ社

99 594.7 大人が欲しい手作りバッグ  ブティック社

100 594.7 巾着ポーチとバッグ  ブティック社

101 594.9 かわいいパッチワークとキルト グラフィック社編集部/編 グラフィック社

102 594.9 ディズニーフェルトマスコット 佐々木公子/著 ブティック社

103 594.9 リカちゃんのおしゃれ着物  日本ヴォーグ社

104 595 医師が教える最強のメンズ美容ハック 木村真聡/著 幻冬舎

105 595.4 髪のこと、これで、ぜんぶ。 佐藤友美/著 かんき出版

106 595.4 ヘアゴム1本でなんとかする 保科真紀/著 KADOKAWA

107 595.5 何をやってもダメだった肌がよみがえる美肌理論 岩永恵琴/著 現代書林

108 595.6 やせルーティン 阿部一仁/著
エムディエヌコーポレー
ション

109 595.6 1分ゆるジャンプ・ダイエット 伊賀瀬道也/著 冬樹舎

110 595.6 オックスフォード式最高のやせ方 下村健寿/著 アスコム

111 595.6 人生レベルで心と体が変わる!自己肯定感ダイエット 白井ゆりか/著 KADOKAWA

112 596 1品でおうちまかないメシ あべこういち/著 KADOKAWA

113 596 ヤセる満腹系ごはん 石原彩乃/著 主婦の友社

114 596 やせるスパイスごはん 印度カリー子/著 KADOKAWA

115 596 全プロセスつき!毎日のおかず 小田真規子/著 主婦と生活社

116 596 笠原将弘のまかないみたいな自宅飯 笠原将弘/著 主婦の友社

117 596 味・香り「こつ」の科学 川崎寛也/著 柴田書店

- 13 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

118 596 接待の手土産 2022 ぐるなび「接待の手土産」編集室/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

119 596 プロのコツでいつものごはんが100倍おいしくなるレシピ こうせい校長/著 KADOKAWA

120 596 Disneyおうちでごはん 講談社/編 講談社

121 596 図解レシピ 小竹貴子/著 料理男子プロジェクトbyクッ
クパッド/監修 飛鳥新社

122 596 生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてらみや/レシピ GINGER FACTORY/監修 池田書店

123 596 発酵料理のきほん 清水紫織/著 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

124 596 すがたなみの“てまぬき”レシピ すがたなみ/著 ワン・パブリッシング

125 596 家で、通いたくなる店の味 予約のとれないバル編 野口真紀/著 主婦の友社

126 596 ぽんこつ主婦のいつもの食材でパパっと“高見え”レシピ 橋本彩/著 ダイヤモンド社

127 596 「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん 藤井恵/著 主婦と生活社

128 596 本田朋子のweekly献立 本田朋子/著 KADOKAWA

129 596 マイヤー電子レンジ圧力鍋で作る「冷凍ストック」レシピ 牧野直子/著 河出書房新社

130 596 おとな料理制作室へようこそ 美窪たえ/著 ワニブックス

131 596 パパッと極旨!おつまみ道場 無駄なし!まかない道場店主/著 KADOKAWA

132 596 リュウジのコンビニレストラン リュウジ/著 宝島社

133 596 和えもの春夏秋冬 ワタナベマキ/著 誠文堂新光社

134 596 365日あなたを支える!究極のお助けごはん  角川春樹事務所

135 596.2 モダン・ベトナミーズ 鈴木珠美/著 KTC中央出版

136 596.3 有元葉子 乾物 有元葉子/著 家の光協会

137 596.3 野菜1つで、こんなにおいしい! 大庭英子/著 NHK出版

138 596.3 簡単にはじめる手作り燻製 燻製道士/著 世界文化ブックス

139 596.3 サラダのアイデア帖 小竹貴子/著 PHPエディターズ・グループ

140 596.3 即やせ!オートミール神レシピ 新谷友里江/著 ナツメ社

141 596.3 信州くるみ日和 日本くるみ会議/編集 ほおずき書籍

142 596.3 パスタ・グラニーズ ヴィッキー・ベニソン/著 河村耕作/監修 グラフィック社

143 596.3 まいにちの漬け物 ませきじゅんこ/著 池田書店

144 596.3 至福のチーズレシピ 若山曜子/著 家の光協会

145 596.4 飯ごうレシピマスターブック かほなん/著 立東舎

146 596.4 キャンプ料理ぜんぶ ガルヴィ編集部/編 実業之日本社

147 596.4 超速!レンチン弁当 藤井恵/著 扶桑社

148 596.4 たんぱく質がたっぷりとれるスープジャー弁当 松尾みゆき/著 新星出版社

149 596.6 大人のチーズケーキとチーズのお菓子 石橋かおり/著 主婦の友社

150 596.6 ポリ袋でつくるたかこさんのタルト・パイ・フロランタン 稲田多佳子/著 誠文堂新光社

151 596.6 栗のお菓子づくり 今井ようこ/著 藤沢かえで/著 誠文堂新光社

152 596.6 パフェが一番エラい。 斧屋/著 ホーム社

153 596.6 ほんとうにおいしい生地でつくるドーナツレシピ77 佐藤ひろ子/著 アップルミンツ

154 596.6 世界のサンドイッチレシピ 島本美由紀/著 成美堂出版

155 596.6 チーズのケーキ34 高橋教子/著 アップルミンツ

156 596.6 美しいシュー菓子の教科書
メラニー・デュピュイ/レシピ&解説 ピエー
ル・ジャヴェル/写真

パイインターナショナル

157 596.6 55分で焼きたてパン 沼津りえ/著 主婦の友社

158 596.6 ホームベーカリーの大活躍レシピ 松尾美香/著 成美堂出版

159 596.6 ゆーママのふっくらおいしい低糖質パン 松本有美/著 KADOKAWA

160 596.6 ムラヨシフルーツパーラー ムラヨシマサユキ/著 NHK出版

161 596.6 ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち mocha mocha/著 KADOKAWA

162 596.6 シンプルな材料だけで美味しく作れる低糖質の焼き菓子 山本蓮理/著 秀和システム

163 596.6 グリラーでおいしい!おうちパン 吉永麻衣子/著 河出書房新社

164 596.6 はじめてのおそとパン 吉永麻衣子/著 主婦の友社

165 596.7 ノンアルコールカクテルMOCKTAIL BOOK 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

166 596.7 一人飲みで生きていく 稲垣えみ子/著 朝日出版社

167 596.7 英国式アフタヌーンティーの世界 藤枝理子/著 誠文堂新光社

168 597 心をととのえる水周りのインテリア 加藤登紀子/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

169 597 50代60代の住みたい家、暮らしたい家  主婦と生活社

170 597.5 楽してキレイが続くシンプル収納 aki/著 あさ出版

171 598.2 らくらくあんしん妊娠・出産 荻田和秀/監修 学研プラス

172 598.3 子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの? 小野英一/著
クロスメディア・パブリッ
シング

173 599 らくらくあんしん育児 土屋恵司/監修 学研プラス

174 599.3 らくらくあんしん離乳食 小池澄子/監修・指導 検見崎聡美/料理 学研プラス

175 599.4 すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ/著 青春出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 602 「近代化遺産」の誕生と展開 伊東孝/著 岩波書店

2 602.1 2027日本を変えるすごい会社 田宮寛之/著 自由国民社

3 602.1 会社四季報業界地図 2022年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

4 611.7 稼げる農業経営のススメ 新井毅/著 築地書館

5 613.4 今さら聞けない有機肥料の話きほんのき 農文協/編 農山漁村文化協会

6 625.6 ブドウの鉢植え栽培 大森直樹/編 創森社

7 627.5 食虫植物 鈴木廣司/監修 平野威/写真・編 笠倉出版社

8 629 造園学概論 亀山章/監修 小野良平/編集 朝倉書店

9 629.8 これだけは見ておきたい世界のお墓199選 ローレン・ローズ/著 立石弘道/監訳 国書刊行会

10 645.6 ハリー、大きな幸せ 村井理子/著 亜紀書房

11 645.7 猫との約束 佐竹茉莉子/著 辰巳出版

12 645.7 猫のいる暮らし、猫のいる部屋 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

13 646.8 いちばんよくわかる!インコの飼い方・暮らし方 青沼陽子/監修 成美堂出版

14 646.8 くらべてわかる文鳥の心、インコの気持ち 細川博昭/著 ものゆう/イラスト 誠文堂新光社

15 648.1 ヨーグルトの歴史 ジューン・ハーシュ/著 富原まさ江/訳 原書房

16 653.2 葉っぱ描命 群馬直美/絵と文 燦葉出版社

17 657.1 写真図解でわかるチェーンソーの使い方 石垣正喜/著 全国林業改良普及協会

18 657.2 板目・柾目・木口がわかる木の図鑑 西川栄明/著 小泉章夫/監修 創元社

19 666.7 ヒョウモントカゲモドキ品種図鑑 中川翔太/著 海老沼剛/監修 誠文堂新光社

20 670.9 ビジネスで1番よく使う中国語Eメール&SNS CCアカデミー/著 大羽りん/著 Jリサーチ出版

21 670.9 人を動かす、気配りの英語表現 マヤ・バーダマン/著 ジャパンタイムズ出版

22 673.3 アフターコロナの「最強の販売脳」のつくり方 小松浩一/著 ぱる出版

23 673.3 営業は武器がすべて 福山敦士/著 同文舘出版

24 673.3 営業の新PDCA大全 藤本篤志/著 ダイヤモンド社

25 673.7 年34日だけの洋品店 井形慶子/著 集英社

26 673.7 小売業界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 中井彰人/著 技術評論社

27 673.7 売れない時代に、なぜ売れる? 橋爪福寿/著 プレジデント社

28 673.9 フィロソフィー経営 大友常世/著 ダイヤモンド社

29 673.9 フードコーディネーターの仕事 久保木薫/編著 祐成二葉/監修 中央経済社

30 673.9 飲食店経営のトラブル相談Q&A フードビジネスロイヤーズ協会/編 民事法研究会

31 674.3 鬼フィードバック 前田高志/著
エムディエヌコーポレー
ション

32 675 実務家ブランド論 片山義丈/著 宣伝会議

33 675 ブランドはもはや不要になったのか 川島蓉子/著 KADOKAWA

34 675 良いFAQの書き方 樋口恵一郎/著 技術評論社

35 675 マーケターのためのアプリの教科書 ヤプリ/著 インプレス

36 675.1 パッケージデザインの入り口 小玉文/著
エムディエヌコーポレー
ション

37 675.1 ひらめきパッケージ JPDA展覧会委員会/企画・編集 パッケージデザイン協会

38 675.3 ビジネスデザインのための行動経済学ノート 中島亮太郎/著 翔泳社

39 675.3 リ・デザイン思考法 山方健士/著 湊宣明/著 実務教育出版

40 678.4 貿易実務完全バイブル 黒岩章/著 かんき出版

41 685.5 タクシードライバーぐるぐる日記 内田正治/著 三五館シンシャ

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 685.9 Uber Eats副業で月収10万円 近藤寛/著 技術評論社

43 685.9 ヤマトグループ100年史 ヤマトホールディングス株式会社/編集 ヤマトホールディングス

44 686.2 えちごトキめき鉄道の挑戦 植村誠/著 天夢人

45 686.2 最新新幹線事情大研究 川島令三/著 草思社

46 686.2 全国未成線徹底検証 私鉄編 川島令三/著 天夢人

47 686.2 やすこーんの鉄道イロハ やすこーん/著 天夢人

48 686.2 JR路線大全 2 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

49 686.2 東京鉄道バトル 中村建治/著 イカロス出版

50 686.3 車掌出てこい!英語車掌が打ち明ける本当にあった鉄道クレーム 関大地/著 マキノ出版

51 686.9 都電荒川線沿線ぶらり旅 山下ルミコ/著 フォト・パブリッシング

52 693.8 日本切手カタログ 2022 日本郵便切手商協同組合カタログ編集委員
会/編集

日本郵便切手商協同組合

53 699.6 人生のBGMはラジオがちょうどいい 春風亭一之輔/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 名画・名彫刻の美術解剖学 加藤公太/著 SBクリエイティブ

2 702.0 みんなの現代アート グレイソン・ペリー/著 ミヤギフトシ/訳 フィルムアート社

3 706.9 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒/著 集英社インターナショナル

4 709 世界遺産ガイド 日本編2022改訂版 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

5 709.1 文化行政50年の軌跡と文化政策 中岡司/著 悠光堂

6 709.1 アートプロジェクト文化資本論 中村政人/著 晶文社

7 720.4 教養として知っておきたい名画BEST100 山内舞子/監修 永岡書店

8 720.7 完売画家 中島健太/著 CCCメディアハウス

9 720.8 動物の絵 府中市美術館/編著 講談社

10 721.8 文化史よりみた東洲斎写楽 岡林みどり/著 清水書院

11 722.2 タンカ 馬場崎研二/著 彩流社(発売)

12 723 美貌のひと 2 (PHP新書) 中野京子/著 PHP研究所

13 723.1 洛中洛外 秋冬編 安野光雅/絵・文 産経新聞出版

14 723.1 藤田嗣治パリを歩く 清水敏男/著 東京書籍

15 723.1 塔本シスコ シスコ・パラダイス 塔本シスコ/[画] 国書刊行会

16 723.1 GENKYO横尾忠則 2 横尾忠則/[作] 国書刊行会

17 723.3 ゴッホ名画巡礼  世界文化ブックス

18 724.1 寅を描く 水墨画塾編集部/編 誠文堂新光社

19 724.4 はじめてのボタニカルアート 小林英成/著 日本文芸社

20 726.1 アフター・コロナ時代のクリエイティブ・コンセプト・ガイド 大石賢一/著 言視舎

21 726.1 立ちどまらない少女たち 大串尚代/著 松柏社

22 726.1 マンガストーリー&キャラ創作入門 田中裕久/著 玄光社

23 726.1 ストーリー・マンガとはなにか 森下達/著 青土社

24 726.5 さいとうなおきのもったいない!イラスト添削講座 さいとうなおき/著 KADOKAWA

25 726.5 谷内六郎いつか見た夢 谷内六郎/著 谷内達子/著 新潮社

26 726.6 かこさとしと紙芝居 かこさとし/著 鈴木万里/著 童心社

27 726.7 アジアの子どもたちの絵日記集 2019-2020  
三菱アジア子ども絵日記
フェスタ実行委員会

28 726.9 かんたんかわいいちぎり絵BOOK ウメチギリ/著 日貿出版社

29 727.0 イラストとパターンで魅せるかわいい布・紙・こもののデザイン  ビー・エヌ・エヌ

30 727.8 タイポグラフィ・ハンドブック 小泉均/編著 akira1975/編著 研究社

31 727.8 フォントの話をしよう  パイインターナショナル

32 740.2 魂を撮ろう 石井妙子/著 文藝春秋

33 742.5 デジタル一眼超入門  ワン・パブリッシング

34 743 スマートフォングラフィ あああつし/著 KADOKAWA

35 743 日常写真が楽しくなるノートブック 鈴木さや香/著 インプレス

36 743.5 美しい風景写真のマイルール 大和田良/著 喜多規子/著 インプレス

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 744.4 Photoshopレタッチ仕事の教科書 高嶋一成/共著 マルミヤン/共著
エムディエヌコーポレー
ション

38 746.7 ぜんぶ教えます!ぞのさんっ動画術 ぞのさんっ/著 KADOKAWA

39 746.7 今すぐ使えるかんたんiMovie動画編集入門 山本浩司/著 技術評論社

40 748 青森1950-1962 工藤正市/撮影 みすず書房

41 748 ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ 福島あつし/著 青幻舎

42 751.3 描かれた器 大平雅巳/著 平凡社

43 753.8 和更紗・正絵集 吉本嘉門/編 グラフィック社

44 754.9 100年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙 小林一夫/著 日東書院本社

45 754.9 ディズニー紙バンドで作るかごバッグとチャーム 丹野安祐子/共著 山本めぐみ/共著 ブティック社

46 754.9 折り紙から生まれるやっこつなぎの実用アイテム100 ハーレー静代/著 ブティック社

47 754.9 PPバンドとクラフトバンドのかご・バッグ・小物 松田裕美/著 ダイヤモンド社

48 755.5 編む・組む・結ぶが学べるレザークラフトの教科書  ブティック社

49 756.6 鶴岡八幡宮の名刀 鶴岡八幡宮/編 ブックエンド

50 756.8 骨董市・蚤の市掘り出し物は宝もの 末續堯/著 里文出版

51 757.3 色の大事典 井上のきあ/著
エムディエヌコーポレー
ション

52 757.3 世界の配色見本帳 ザ・ハレーションズ/著 橋本実千代/監修 日本文芸社

53 760.4 オーケストラに未来はあるか 浦久俊彦/著 山田和樹/著 アルテスパブリッシング

54 760.8 クラシックの深淵 平林直哉/著 青弓社

55 760.9 創造思考
パノス・A.パノイ/著 R.マイケル・ヘンド
リックス/著 東洋経済新報社

56 762.1 新実徳英の生きることが音楽! 新実徳英/著 音楽之友社

57 762.1 僕が奇跡を起こせた方法 西川悟平/著 ロングセラーズ

58 762.3 フレデリック・ショパン フランツ・リスト/著 八隅裕樹/訳 彩流社

59 762.8 管楽器伝説の名手たち バンドジャーナル/編 音楽の友/編 音楽之友社

60 763.2 クラシック・ピアノから学ぶコードの弾き方 荻野直子/編著 自由現代社(発売)

61 763.2 初中級者のための苦手意識がなくなるピアノ上達練習法 2021 東いづみ/編著 自由現代社(発売)

62 763.2 もう1曲聴きたい!と言わせるピアノの弾き方 森真奈美/著 日東書院本社

63 763.5 初心者のアコースティック・ギター基礎教本 2021 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

64 763.5 初心者のエレキ・ギター基礎教本 2021 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

65 764.7 ザ・ビートルズA to Z ピーター・アッシャー/著 松田ようこ/訳
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

66 764.7 ビル・エヴァンスと過ごした最期の18か月 ローリー・ヴァホーマン/著 山口三平/訳 DU BOOKS

67 764.7 アンダー・ゼア・サム ビル・ジャーマン/著 池田祐司/監修 リットーミュージック

68 764.7 「ボヘミアン・ラプソディ」の謎を解く  (光文社新書) 菅原裕子/著 光文社

69 764.7 黒い蛇はどこへ 中河伸俊/著 トゥーヴァージンズ

70 764.7 フェンダーVSギブソン イアン・S.ポート/著 中川泉/訳 DU BOOKS

71 764.7 ニール・ヤング全公式音源攻略ガイド 和久井光司/責任編集 犬伏功/ほか著 河出書房新社

72 767.8 遠藤実不滅の30曲 塩澤実信/著 展望社

73 767.8 筒美京平  (文春新書) 近田春夫/著 文藝春秋

74 770.4 銀座で逢ったひと 関容子/著 中央公論新社

75 774.0 山川静夫の歌舞伎思い出ばなし 山川静夫/著 岩波書店

76 775.4 いつも心にタカラヅカ!! 牧彩子/著 平凡社

77 778.2 ひとりじめ 浅田美代子/著 文藝春秋

78 778.2 アメリカン・ニューシネマ70年代傑作ポスター・コレクション 井上由一/編 DU BOOKS

79 778.2 寅さんの「日本」を歩く 2 岡村直樹/著 天夢人

80 778.2 深作欣二 春日太一/責任編集 河出書房新社

81 778.2 相米慎二という未来 金原由佳/編 小林淳一/編 東京ニュース通信社

82 778.2 めざめの森をめぐる言葉 中嶋朋子/著 講談社

83 778.2 東映任俠映画120本斬り  (ちくま新書) 山根貞男/著 筑摩書房

84 778.4 ストーリーボードで学ぶ物語の組み立て方 フランシス・グレイバス/著 吉田俊太郎/訳 フィルムアート社

85 778.7 日本アニメ史入門 アニメの旅人/編著 彩流社

86 778.7 ジャパニメーションの成熟と喪失 杉田俊介/著 大月書店

87 778.7 辻真先のテレビアニメ道 辻真先/著 立東舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

88 778.7 ひこねのりおキャラクターあれこれ図鑑 コロナ・ブックス編集部/編集 平凡社

89 778.7 スタジオジブリの想像力 三浦雅士/著 講談社

90 779.1 江戸のいろごと  (平凡社新書) 稲田和浩/著 平凡社

91 780.6 亡国の東京オリンピック 後藤逸郎/著 文藝春秋

92 780.6 東京パラリンピック2020  共同通信社

93 780.7 超初心者でもよくわかる!自宅でできる筋トレ大学 山本義徳/著 扶桑社

94 783.1 バスケットボール勝つための最新セットプレー88 東野智弥/編著 小谷究/編著 エクシア出版

95 783.2 バレーボールのフィジカルトレーニング 佐藤裕務/著 ベースボール・マガジン社

96 783.5 バドミントン負けないこころのつくり方 高橋礼華/著 実業之日本社

97 783.6 勝つ!卓球「回転」レベルアップバイブル 岸川聖也/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

98 783.7 少年野球監督が使いたい選手がやっている!デキるプレイ56 江藤省三/監修 日本文芸社

99 783.7 振りきった、生ききった 大島康徳/著 東京新聞

100 783.7 嫌われた監督 鈴木忠平/著 文藝春秋

101 783.7 革新的投球パフォーマンス 高島誠/著 日本文芸社

102 783.7 エース育成の新常識 辻孟彦/著 ベースボール・マガジン社

103 783.7 プロ野球ヒストリー大事典 長谷川晶一/著 佐野文二郎/絵 朝日新聞出版

104 783.7 白球の「物語」を巡る旅 増淵敏之/著 大月書店

105 783.7 野球データ革命 森本崚太/著 竹書房

106 783.8 浦大輔のゴルフ“かっ飛び”メソッド 浦大輔/著 日本文芸社

107 783.8 ゴルフでラウンドする前に必ず読む本 菅原大地/著 KADOKAWA

108 783.8 長いインパクトゾーンの作り方 吉本巧/著 河出書房新社

109 783.8 マスターズを巡る物語  ゴルフダイジェスト社

110 785.2 闇を泳ぐ 木村敬一/著 ミライカナイ

111 786 焚き火をとことん楽しむ ガルヴィ編集部/編 実業之日本社

112 786 森のブッシュクラフト図鑑 スズキサトル/著 笠倉出版社

113 786.1 テント泊登山の基本テクニック  (ヤマケイ新書) 高橋庄太郎/著 山と溪谷社

114 786.3 快適キャンプマニュアル ガルヴィ編集部/編 実業之日本社

115 786.5 最速ベテランレーサーのロード&ヒルクライムトレーニング ロードバイク研究会/監修 日東書院本社

116 787.1 水中釣魚ワールド 小泉圭一/水中レポート 内外出版社

117 787.1 釣り糸の結び「完全」トリセツ つり人社書籍編集部/編 つり人社

118 787.1 投げ釣りパーフェクト教書 山崎憲二/著 つり人社

119 787.1 一番釣れるショアジギング  ケイエス企画

120 787.1 ゼロから始めるエギング入門  コスミック出版

121 788.2 日本プロレス70年史 平成・令和編 週刊プロレス/編 ベースボール・マガジン社

122 788.7 ファスター ニール・バスコム/著 吉野弘人/訳 パンローリング

123 789.0 古の武術から学ぶ老境との向き合い方 甲野善紀/著 山と溪谷社

124 789 世界初の格闘技のミット持ちの教科書 鈴木秀明/著 若林直人/著 ベースボール・マガジン社

125 789.2 太極拳講義 沈剛/監訳・著 日高崇/訳・編集 文学通信

126 789.3 試合で勝つ!剣道必勝の戦術60 鈴木剛/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

127 791 日本の美 茶の美 北見宗幸/監修・文 【ミナモト】忠之/撮影 淡交社

128 791 教養としての茶道 竹田理絵/著 自由国民社

129 795 囲碁・好手と悪手の違い 足立泰彦/著 マイナビ出版

130 795 囲碁・大局観集中講義 倉橋正行/著 マイナビ出版

131 796 はじめての1手必至問題 青野照市/著 創元社

132 796 捨て駒なし!はじめての3手詰 甲斐日向/著 マイナビ出版

133 796 プロの実戦に学ぶ美濃囲いの理論 書籍編集部/編 日本将棋連盟

134 796.0 考えて、考えて、考える 丹羽宇一郎/著 藤井聡太/著 講談社

135 796 中終盤の力をつける次の一手 羽生善治/監修 将棋世界/編 日本将棋連盟

136 796 将棋名人戦七番勝負 第79期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

137 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第8巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

138 798.5 eスポーツ地方創生 続 筧誠一郎/著 白夜書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

139 798.5 みんなで楽しむeスポーツ 田簔健太郎/編 山川出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.9 伝わる!つながる!親子の手話じてん 全国早期支援研究協議会/編 ごま書房新社

2 807 「つながる」ための言語教育 杉野俊子/監修 野沢恵美子/編著 明石書店

3 809.2 会って、話すこと。 田中泰延/著 ダイヤモンド社

4 809.2 話し方に自信がもてる声の磨き方 村松由美子/著 かんき出版

5 809.4 「毎日音読」で人生を変える 寺田理恵子/著 さくら舎

6 809.6 グラレコの基本 本園大介/著 日本実業出版社

7 810.4 日本語をもっとつかまえろ! 飯間浩明/文 金井真紀/絵 毎日新聞出版

8 810.7 外国人のための日本語敬語の使い方基本表現85 清ルミ/著 Jリサーチ出版

9 810.7 日本人がよく使う日本語会話オノマトペ基本表現180 清ルミ/著 Jリサーチ出版

10 813.1 《新明解》な比喩づくし  (新典社新書) はんざわかんいち/著 新典社

11 815 ことばの「省略」とは何か 尹盛煕/著 大修館書店

12 816 短くても伝わる文章の書き方 白藍塾/編 樋口裕一/監修
日本能率協会マネジメント
センター

13 831.1 ピーター・バラカン式英語発音ルール ピーター・バラカン/著 駒草出版

14 834.4 どうぶつ英語フレーズ大集合! 河本望/著 宇田川新聞/絵 偕成社

15 836 英語ライティングの鬼100則 高橋響/著 明日香出版社

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

17 837.5 「英語が読める」の9割は誤読 越前敏弥/著 ジャパンタイムズ出版

18 837.8 have do getで英語は9割伝わります! ジュリアーノ熊代/著 世界文化ブックス

19 847.5 ドイツ語読解教室 大西光弘/著 白水社

20 865 詳説スペイン語文法 福嶌教隆/著 フアン・ロメロ・ディアス/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.0 やさしい文学レッスン 小林真大/著 雷鳥社

2 901.1 詩のトリセツ 小林真大/著 五月書房新社

3 901.3 ポストヒューマン宣言 海老原豊/著 小鳥遊書房

4 902.0 ケアの倫理とエンパワメント 小川公代/著 講談社

5 902.0 ノーベル文学賞のすべて 都甲幸治/編著 立東舎

6 910.2 富士山と文学 石田千尋/著 新典社

7 910.2 村上春樹をめぐるメモらんだむ2019-2021 大井浩一/著 毎日新聞出版

8 910.2 文豪と異才たち 久我なつみ/著 河出書房新社

9 910.2 叛逆する精神 中田幸子/著 国書刊行会

10 910.2 運命の謎 三浦清宏/著 水声社

11 911.1 万葉集に出会う  (岩波新書 新赤版) 大谷雅夫/著 岩波書店

12 911.1 森鷗外の百首 坂井修一/著 ふらんす堂

13 911.1 万葉の鳥 山下景子/著 誠文堂新光社

14 911.3 季語・歳時記巡礼全書 坂崎重盛/著 山川出版社

15 911.4 超シルバー川柳 毎日が宝もの編
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

16 911.5 日本の地名詩集 金田久璋/編 鈴木比佐雄/編 コールサック社

17 911.5 離火 四方田犬彦/著 港の人

18 912.6 ベイジルタウンの女神 ケラリーノ・サンドロヴィッチ/著 論創社

19 912.7 家族のようなあなたへ 石井ふく子/著 世界文化社

20 914.3 なりきり訳枕草子 清少納言/著 八條忠基/訳 淡交社

21 914.6 七転びなのに八起きできるわけ 浅暮三文/著 柏書房

22 914.6 言葉の人生 片岡義男/著 左右社

23 914.6 「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし 京極夏彦/著 文藝春秋

24 914.6 土になる 坂口恭平/画・文 文藝春秋

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 914.6 90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野綾子/著 ポプラ社

26 914.6 ベスト・エッセイ 2021 日本文藝家協会/編 光村図書出版

27 914.6 作家と酒 平凡社編集部/編 平凡社

28 914.6 常識のない喫茶店 僕のマリ/著 柏書房

29 914.6 諦めの価値  (朝日新書) 森博嗣/著 朝日新聞出版

30 914.6 僕たちはどう生きるか 森田真生/著 集英社

31 914.6 沈黙のちから 若松英輔/著 亜紀書房

32 915.3 王朝日記の魅力 島内景二/著 花鳥社

33 916 介護七年 櫻井文夫/著 文芸社

34 916 ダイヤモンド・プリンセス別れへの船出 多岐沢よう子/著 文芸社

35 916 更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井理子/著 中央公論新社

36 916 なっちゃんの花園 寮美千子/著 西日本出版社

37 918.6 大塚楠緒子作品集 大塚楠緒子/著 石崎等/編 未知谷

38 923.5 新訳金瓶梅 中 田中智行/訳 鳥影社

39 923.7 眠りの航路 呉明益/著 倉本知明/訳 白水社

40 923.7 ブラックノイズ 張渝歌/著 倉本知明/訳 文藝春秋

41 923.7 時間の王 宝樹/著 稲村文吾/訳 早川書房

42 929.1 詩人キム・ソヨン一文字の辞典 キムソヨン/著 姜信子/監訳 クオン

43 929.1 かけがえのない心 チョヘジン/著 オヨンア/訳 亜紀書房

44 929.1 好きに生きても大丈夫 ユンジョンウン/著 簗田順子/訳 SBクリエイティブ

45 929.1 私のおばあちゃんへ ユンソンヒ/著 ペクスリン/著 書肆侃侃房

46 929.6 20世紀ジョージア短篇集 児島康宏/編訳 未知谷

47 930.2 謎ときサリンジャー 竹内康浩/著 朴舜起/著 新潮社

48 931.7 野生のアイリス ルイーズ・グリュック/著 野中美峰/訳 KADOKAWA

49 931.7 友愛・自由・夢屑・霊歌 ラングストン・ヒューズ/著 水崎野里子/訳 コールサック社

50 933.6 ユドルフォ城の怪奇 上・下 アン・ラドクリフ/著 三馬志伸/訳 作品社

51 933.6 人狼ヴァグナー ジョージ・W.M.レノルズ/著 夏来健次/訳 国書刊行会

52 933.7 骨を引き上げろ ジェスミン・ウォード/著 石川由美子/訳 作品社

53 933.7 地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン/著 木原善彦/訳 新潮社

54 933.7 アフター・クロード アイリス・オーウェンス/著 渡辺佐智江/訳 国書刊行会

55 933.7 木曜殺人クラブ リチャード・オスマン/著 羽田詩津子/訳 早川書房

56 933.7 狙われた楽園 ジョン・グリシャム/著 星野真理/訳 中央公論新社

57 933.7 ダーク・デイズ ヒュー・コンウェイ/著 高木直二/訳 論創社

58 933.7 サワー・ハート ジェニー・ザン/著 小澤身和子/訳 河出書房新社

59 933.7 ヴィネガー・ガール アン・タイラー/著 鈴木潤/訳 集英社

60 933.7 魔の山 ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/
訳 文藝春秋

61 933.7 われはドラキュラ-ジョニー・アルカード 上・下 キム・ニューマン/著 鍛治靖子/訳 アトリエサード

62 933.7 TOKYO REDUX デイヴィッド・ピース/著 黒原敏行/訳 文藝春秋

63 933.7 鏡と光 上・下 ヒラリー・マンテル/著 宇佐川晶子/訳 早川書房

64 933.7 パッセンジャー リサ・ラッツ/著 杉山直子/訳 小鳥遊書房

65 933.7 カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ サリー・ルーニー/著 山崎まどか/訳 早川書房

66 936 デナリ ベン・ムーン/著 岩崎晋也/訳 辰巳出版

67 943.7 推敲 トーマス・ベルンハルト/著 飯島雄太郎/訳 河出書房新社

68 950.2 カミュ伝  (インターナショナル新書) 中条省平/著 集英社インターナショナル

69 950.2 ヴィクトール・ユゴー言葉と権力  (平凡社新書) 西永良成/著 平凡社

70 953.6 修繕屋マルゴ フジュレ・ド・モンブロン/著 福井寧/訳 幻戯書房

71 953.7 蛇座 ジャン・ジオノ/著 山本省/訳 彩流社

72 953.7 その夏は忘れない ジャン・ペロル/著 末松壽/訳 水声社

73 953.7 壊れた魂 アキラ・ミズバヤシ/著 水林章/訳 みすず書房

74 954.7 ル・アーヴルから長崎へ パスカル・キニャール/著 小川美登里/著 水声社

75 969.3 だれも死なない日 ジョゼ・サラマーゴ/著 雨沢泰/訳 河出書房新社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 973 ぼくのがっかりした話 セルジョ・トーファノ/著 橋本勝雄/訳 英明企画編集

77 983 イスカリオテのユダ レオニード・アンドレーエフ/著 岡田和也/
訳 未知谷

78 983 オレデシュ川沿いの村 アナイート・グリゴリャン/著 高田映介/訳 水声社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子/著 宝島社

2 F 天使に賭けた命 赤川次郎/著 KADOKAWA

3 F 監禁 秋吉理香子/著 双葉社

4 F スカートのアンソロジー 朝倉かすみ/著 北大路公子/著 光文社

5 F 翼の翼 朝比奈あすか/著 光文社

6 F 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬まる/著 KADOKAWA

7 F フィッシュボーン 生馬直樹/著 集英社

8 F 民王 池井戸潤/著 KADOKAWA

9 F 炎上フェニックス 石田衣良/著 文藝春秋

10 F シェークスピア・カバーズ イッセー尾形/著 スイッチ・パブリッシング

11 F オルレアンの魔女 稲羽白菟/著 二見書房

12 F おまえなんかに会いたくない 乾ルカ/著 中央公論新社

13 F 幻月と探偵 伊吹亜門/著 KADOKAWA

14 F 播磨国妖綺譚 上田早夕里/著 文藝春秋

15 F 旅のない 上田岳弘/著 講談社

16 F 人類最初の殺人 上田未来/著 双葉社

17 F 変な家 雨穴/著 飛鳥新社

18 F 月と日の后 冲方丁/著 PHP研究所

19 F Disruptor金融の破壊者 江上剛/著 光文社

20 F 絶滅のアンソロジー 王谷晶/著 河崎秋子/著 光文社

21 F 東シナ海開戦 7 大石英司/著 中央公論新社

22 F 熱風団地 大沢在昌/著 KADOKAWA

23 F 影踏亭の怪談 大島清昭/著 東京創元社

24 F 人間襤褸/夕凪の街と人と 大田洋子/著 長谷川啓/編 小鳥遊書房

25 F コロナ狂騒録 海堂尊/著 宝島社

26 F 涅槃 上・下 垣根涼介/著 朝日新聞出版

27 F 十四歳からのソコソコ武士道 柏耕一/著 さくら舎

28 F 地中の星 門井慶喜/著 新潮社

29 F ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本直/著 河出書房新社

30 F 君の顔では泣けない 君嶋彼方/著 KADOKAWA

31 F 老い蜂 櫛木理宇/著 東京創元社

32 F ホルチスヤマト 熊木敏郎/著 雄山閣

33 F カラ売り屋vs仮想通貨 黒木亮/著 KADOKAWA

34 F 氷の鎖 久和間拓/著 双葉社

35 F きみとホームで待ち合わせ 神戸遙真/著 講談社

36 F 星の落ちる島 小島環/著 二見書房

37 F たそがれ大食堂 坂井希久子/著 双葉社

38 F 酒に溺れた人魚姫、海の仲間を食い散らかす 酒村ゆっけ、/著 KADOKAWA

39 F ブルースRed 桜木紫乃/著 文藝春秋

40 F アイスクライシス 笹本稜平/著 徳間書店

41 F 読解力の強化書 佐藤優/著
クロスメディア・パブリッ
シング

42 F 邪教の子 澤村伊智/著 文藝春秋

43 F かぞえきれない星の、その次の星 重松清/著 KADOKAWA

44 F 恋する昭和 芝木好子/著 山下多恵子/編 未知谷

45 F アルテミスの涙 下村敦史/著 小学館

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 F 廃遊園地の殺人 斜線堂有紀/著 実業之日本社

47 F 楽園のアダム 周木律/著 講談社

48 F 死体の汁を啜れ 白井智之/著 実業之日本社

49 F 星天の兄弟 菅野雪虫/著 東京創元社

50 F 僕の種がない 鈴木おさむ/著 幻冬舎

51 F EV 高嶋哲夫/著 角川春樹事務所

52 F 山のふもとのブレイクタイム 高森美由紀/著 中央公論新社

53 F 畠山重忠 田口悠二郎/著 郁朋社

54 F 闇に用いる力学 1～3 竹本健治/著 光文社

55 F 予は如何にして文士となりしか 橘外男/著 幻戯書房

56 F 帆神 玉岡かおる/著 新潮社

57 F 機龍警察白骨街道 月村了衛/著 早川書房

58 F ガラスの海を渡る舟 寺地はるな/著 PHP研究所

59 F 聖刻 堂場瞬一/著 講談社

60 F 転がる検事に苔むさず 直島翔/著 小学館

61 F 出版禁止 長江俊和/著 新潮社

62 F 教場X 長岡弘樹/著 小学館

63 F 森鷗外『渋江抽斎』を読む 中村稔/著 青土社

64 F 嗤う淑女二人 中山七里/著 実業之日本社

65 F 大正浪漫 NATSUMI/著 双葉社

66 F バイオハッカーQの追跡 那藤功一/著 宝島社

67 F ひとりぼっちのソユーズ 上・下 七瀬夏扉/著 主婦の友インフォス

68 F 伊豆箱根殺人回廊 西村京太郎/著 祥伝社

69 F 推理大戦 似鳥鶏/著 講談社

70 F 逆玉に明日はない 楡周平/著 光文社

71 F 邯鄲の島遙かなり 上 貫井徳郎/著 新潮社

72 F 女子大小路の名探偵 秦建日子/著 河出書房新社

73 F 果ての海 花房観音/著 新潮社

74 F 灼熱 葉真中顕/著 新潮社

75 F ヤスの本懐 原宏一/著 双葉社

76 F 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田ひ香/著 中央公論新社

77 F 透明な螺旋 東野圭吾/著 文藝春秋

78 F 幸福の密室 平野俊彦/著 講談社

79 F 波風露草玉手箱 日和聡子/文 ヒグチユウコ/絵 講談社

80 F 翡翠色の海へうたう 深沢潮/著 KADOKAWA

81 F 名画小説 深水黎一郎/著 河出書房新社

82 F カミサマはそういない 深緑野分/著 集英社

83 F 執行 深谷忠記/著 徳間書店

84 F 星座の人山川健次郎 星亮一/著 ぱるす出版

85 F ダブル・ダブルスター 穂高明/著 双葉社

86 F アフター・サイレンス 本多孝好/著 集英社

87 F 困ったときは再起動しましょう 柾木政宗/著 講談社

88 F 三週間の休暇 町田哲也/著 金融財政事情研究会

89 F 2022年地軸大変動 松本徹三/著 早川書房

90 F 小説銀河鉄道999ANOTHER STORYアルティメットジャーニー 上・下 松本零士/原案 和智正喜/小説 秋田書店

91 F メルカトル悪人狩り 麻耶雄嵩/著 講談社

92 F 共犯者 三羽省吾/著 KADOKAWA

93 F 三国志名臣列伝 魏篇 宮城谷昌光/著 文藝春秋

94 F αとω 村上政彦/著 鳥影社

95 F 子のない夫婦とネコ 群ようこ/著 幻冬舎

96 F 老虎残夢 桃野雑派/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

97 F 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫/著 講談社

98 F さみだれ 矢野隆/著 徳間書店

99 F 開城賭博 山田正紀/著 光文社

100 F ばにらさま 山本文緒/著 文藝春秋

101 F 明日、世界がこのままだったら 行成薫/著 集英社

102 F ゴースト・ポリス・ストーリー 横関大/著 講談社

103 F 十三階の母(マリア) 吉川英梨/著 双葉社

104 F 乱世を看取った男山名豊国 吉川永青/著 角川春樹事務所

105 F 死者にこそふさわしいその場所 吉村萬壱/著 文藝春秋

106 F 天路 リービ英雄/著 講談社

107 F パラダイス・ガーデンの喪失 若竹七海/著 光文社

108 F オーラの発表会 綿矢りさ/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B159.8 武士道的一日一言 新渡戸稲造/著 山本史郎/解釈 朝日新聞出版

2 B183.4 梵文和訳華厳経入法界品 中 梶山雄一/訳注 丹治昭義/訳注 岩波書店

3 B188.5 修験道入門 五来重/著 筑摩書房

4 B291.0 日本全国津々うりゃうりゃ 仕事逃亡編 宮田珠己/著 幻冬舎

5 B367.1 フェミニズムに出会って長生きしたくなった。 アルテイシア/著 幻冬舎

6 B482.4 カラハリが呼んでいる マーク・オーエンズ/著 ディーリア・オー
エンズ/著 早川書房

7 B910.2 食と酒 吉村昭の流儀 谷口桂子/著 小学館

8 B911.5 二魂一体の友 萩原朔太郎/著 室生犀星/著 中央公論新社

9 B913.3 今昔物語集 大岡玲/訳 光文社

10 B914.6 いっぱしの女 氷室冴子/著 筑摩書房

11 B918.6 文豪と感染症 永江朗/編 芥川龍之介/著 朝日新聞出版

12 B933.7 衝動 アシュリー・オードレイン/著 中谷友紀子/
訳 早川書房

13 B933.7 呪われた町 上 スティーヴン・キング/著 永井淳/訳 文藝春秋

14 B933.7 パーカー・パインの事件簿 アガサ・クリスティ/著 山田順子/訳 東京創元社

15 B933.7 スパイシーな夜食には早すぎる ローラ・チャイルズ/著 東野さやか/訳 原書房

16 B933.7 宿敵 上・下 リー・チャイルド/著 青木創/訳 講談社

17 B933.7 ベイジルの戦争 スティーヴン・ハンター/著 公手成幸/訳 扶桑社

18 B933.7 ヒロシマ・ボーイ 平原直美/著 芹澤恵/訳 小学館

19 B933.7 わたしたちに手を出すな ウィリアム・ボイル/著 鈴木美朋/訳 文藝春秋

20 B933.7 帝国という名の記憶 上・下 アーカディ・マーティーン/著 内田昌之/訳 早川書房

21 B933.7 レイヴンの奸計 ユーン・ハ・リー/著 赤尾秀子/訳 東京創元社

22 B949.6 ポー殺人事件 ヨルゲン・ブレッケ/著 富永和子/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

23 B953.6 風車小屋だより ドーデー/作 桜田佐/訳 岩波書店

24 B983 追跡不能 セルゲイ・レベジェフ/著 渡辺義久/訳 早川書房

25 BF たとえば風が 赤川次郎/著 徳間書店

26 BF いやし 朝井まかて/著 あさのあつこ/著 PHP研究所

27 BF 天国と地獄 安達瑤/著 光文社

28 BF 黄昏の囁き 綾辻行人/著 講談社

29 BF 黒い蹉跌 鮎川哲也/著 光文社

30 BF 日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女 石黒達昌/著 伴名練/編 早川書房

31 BF 幼なじみ 泉ゆたか/著 集英社

32 BF 峰月の碑 岩室忍/著 祥伝社

33 BF 勘定侍柳生真剣勝負 4 上田秀人/著 小学館

34 BF 妖琦庵夜話 9 榎田ユウリ/著 KADOKAWA

35 BF ほろよい読書 織守きょうや/著 坂井希久子/著 双葉社

36 BF 南町奉行と大凶寺 風野真知雄/著 文藝春秋

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 BF 警視庁レッドリスト 2 加藤実秋/著 小学館

38 BF 汝(きみ)よさらば 5 門田泰明/著 祥伝社

39 BF 初手柄 金子成人/著 小学館

40 BF 静謐 北杜夫/著 中央公論新社

41 BF 悪代官を斃せ 倉阪鬼一郎/著 徳間書店

42 BF 漂流物・武蔵丸 車谷長吉/著 中央公論新社

43 BF 宮中の誘い 佐々木裕一/著 講談社

44 BF めだか、太平洋を往け 重松清/著 幻冬舎

45 BF 後宮の烏 6 白川紺子/著 集英社

46 BF 日本SFの臨界点 新城カズマ 月を買った御婦人 新城カズマ/著 伴名練/編 早川書房

47 BF あきない世傳金と銀 11 高田郁/著 角川春樹事務所

48 BF 歯嚙みする門左衛門 田中啓文/著 集英社

49 BF 落暉(ゆうひ)に燃ゆる 辻堂魁/著 講談社

50 BF あるいは酒でいっぱいの海 筒井康隆/著 河出書房新社

51 BF チェンジ 堂場瞬一/著 講談社

52 BF 駅に泊まろう! 3 豊田巧/著 光文社

53 BF 偶然屋 2 七尾与史/著 小学館

54 BF 14歳、夏。 鳴海章/著 徳間書店

55 BF 刀 東雅夫/編 筑摩書房

56 BF 俠(おとこ)飯 7 福澤徹三/著 文藝春秋

57 BF 残り香 藤井邦夫/著 文藝春秋

58 BF 探偵は御簾の中 2 汀こるもの/著 講談社

59 BF あたしたちよくやってる 山内マリコ/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 富山大学人文学部紀要 第75号 富山大学人文学部/編 富山大学人文学部

2 T202 埋蔵文化財年報 令和2年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課/編
富山県文化振興財団埋蔵文
化財調査課

3 T202 富山県埋蔵文化財センター年報 令和2年度 富山県埋蔵文化財センター/編 富山県埋蔵文化財センター

4 T290.8 日々、生地。 角谷祥子/著・写真 角谷祥子

5 T314 富山県議会定例会会議録 令和3年2月 富山県議会/編 富山県議会

6 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 令和2年度 富山市/編 富山市

7 T318.3 富山市過疎地域持続的発展計画 令和3年度～令和8年度 富山市/編 富山市

8 T318.3 富山市行政苦情オンブズマン活動状況報告書 令和2年度 富山市行政苦情オンブズマン事務局/編
富山市行政苦情オンブズマ
ン事務局

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

10 T330 北陸地域設備投資計画調査 2020・2021・2022年度 日本政策投資銀行北陸支店富山事務所/編 日本政策投資銀行

11 T344 予算特別委員会会議録 令和3年2月 富山県議会/編 富山県議会

12 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 令和2年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

13 T369.2 富山県障害福祉計画 第6期(令和3年3月) 富山県厚生部障害福祉課/編 富山県厚生部障害福祉課

14 T369.2 障害福祉のしおり 令和3年度 富山市福祉保健部障害福祉課/編
富山市福祉保健部障害福祉
課

15 T373.4 教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 令和2年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

16 T388 黒部奇譚 黒部市歴史民俗資料館/編 黒部市歴史民俗資料館

17 T405 富山市科学博物館研究報告 第45号(2021) 富山市科学博物館/編 富山市科学博物館

18 T493 イタイイタイ病発生源対策50年史 畑明郎/著 本の泉社

19 T494 創立50周年記念誌あゆみ NPO法人富山県腎友会/編 富山県腎友会

20 T498 病院事業概要 令和2年度
富山市立富山市民病院/編 富山市立富山ま
ちなか病院/編 富山市病院事業局

21 T498 富山市病院事業会計決算書 令和2年度 富山市/編 富山市

22 T498 富山市保健所事業概要 令和3年度版(令和2年度実績) 富山市保健所/編 富山市保健所

23 T505 富山県の工業 令和元年(2019年) 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

24 T519 上下水道事業年報 令和2年度 富山市上下水道局/編 富山市上下水道局

25 T588 業務年報 令和2年度
富山県農林水産総合技術センター食品研究
所/編

富山県農林水産総合技術セ
ンター食品研究所

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 T659 新編黒部の山人 鬼窪善一郎/語り 白日社編集部/編 山と溪谷社

27 T706.9 富山県美術館 館内のご案内  富山県美術館

28 T708 カタログ 富山ガラス大賞展 2021 富山ガラス大賞展実行委員会事務局/編
富山ガラス大賞展実行委員
会

29 T748 万華鏡 309号  ふるさと開発研究所

30 T750 現代工芸美術家協会富山会 創立60周年記念誌 現代工芸美術家協会富山会記念誌編集委員
会/編

現代工芸美術家協会富山会

31 T772 演劇で<世界>を変える 菅孝行/著 航思社

32 T905 空華 第14号(2021年秋号) 文藝同人無刀会/編 文藝同人無刀会

33 T911.2 家持夫妻の辟田川行考 小坂武司/著 八尾町文化協会

34 T911.6 花明かり 岡峯慶子/編著 岡峯慶子

35 T911.6 雪椿 第4集(400回記念号) 八尾短歌会/編 八尾短歌会

36 T915 橄欖 第5号 土渕信彦/編 尾山景子/著 瀧口修造研究会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あさだおはよう 三浦太郎/さく・え 童心社

2 E あそぼうクマクマ なにしているかな?森のどうぶつたち
レイチェル・ピアシー/文 フレイヤ・ハル
タス/絵 河出書房新社

3 E いきものづくしものづくし 7 小林路子/ほか作 福音館書店

4 E 石ころのスープ
ジュディス・マリカ・リバーマン/文 ゼイ
ネップ・オザタライ/絵 光村教育図書

5 E いっぱいさんせーい! 宮西達也/作絵 フレーベル館

6 E 因幡の素兎オオナムチ 飯野和好/文・絵 パイインターナショナル

7 E うさぎちゃんつきへいく せなけいこ/作・絵 金の星社

8 E おかあさんごめんなさい みやにしたつや/作絵 金の星社

9 E おかたづけできるかな? コンノユキミ/作 講談社

10 E おしえてくやさーい わたなべあや/絵 きだにやすのり/文 ひかりのくに

11 E おちばのねどこでおやすみなさい カレン・ジェイムソン/文 マルク・ブタ
ヴァン/絵 ほるぷ出版

12 E オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会 富安陽子/文 大島妙子/絵 福音館書店

13 E オノモロンボンガ アルベナ・イヴァノヴィッチ=レア/再話 ニ
コラ・トレーヴ/絵 光村教育図書

14 E おばけと友だちになる方法 レベッカ・グリーン/作 岸本佐知子/訳 福音館書店

15 E おばけのキルト リール・ネイソン/文 バイロン・エッゲン
シュワイラー/絵 光村教育図書

16 E おばけくんのハロウィン 新井洋行/作・絵 KADOKAWA

17 E おもちゃびょういん 木島誠悟/著 白泉社

18 E おやすみなさい いもとようこ/作絵 金の星社

19 E かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった 新井洋行/著 森野百合子/監修 パイインターナショナル

20 E かくれんぼねこ つじにぬき/作 あかね書房

21 E カピバラのだるまさんがころんだ 中川ひろたか/作 柴田ケイコ/絵 金の星社

22 E かわいいきいろのクジラちゃん かこさとし/著 復刊ドットコム

23 E きつね 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

24 E キツネくんとツルくん 木坂涼/作 洞野志保/絵 PHP研究所

25 E きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン/作 横山和江/訳 BL出版

26 E きょうものはらで エズラ・ジャック・キーツ/え 石津ちひろ/
やく 好学社

27 E きょうはだめでもあしたはきっと
ルチア・スクデーリ/さく なかむらりり/や
く 山烋

28 E きらきらぼし 武鹿悦子/訳詞 ようふゆか/絵 ひさかたチャイルド

29 E キリンのなやみごと ジョリ・ジョン/さく レイン・スミス/え 化学同人

30 E ぎんいろのねこ あまんきみこ/作 えがしらみちこ/絵 金の星社

31 E くまがうえにのぼったら アヤ井アキコ/作 ブロンズ新社

32 E こぶたのメアリとあたらしいおともだち どうなつみ/作絵 教育画劇

33 E こんにち、わ! 三浦太郎/さく・え 童心社

34 E さがりめのニャン! うえのよし/文 くさかみなこ/絵 絵本塾出版

35 E 3ぷんでねむくなるえほん のぶみ/さく 竹内エリカ/監修 東京ニュース通信社

36 E シマをなくしたシマウマとうさん ソポ・キルタゼ/作 前田君江/訳 ゆぎ書房

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 E しりとりのくにのおうさま こすぎさなえ/さく たちもとみちこ/え PHP研究所

38 E しろくまきょうだいのおかいもの serico/え たきのみわこ/ぶん 白泉社

39 E すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ/作 福本友美子/訳 ほるぷ出版

40 E すくすくいのち はまのゆか/著 佐々木裕子/監修 めくるむ

41 E すずりくん 青柳貴史/作 中川学/絵 あかね書房

42 E すってはいてうたおうルルル 千秋まみこ/作・絵 教育画劇

43 E スパゲッティのうた ぺこみそ/作 あかね書房

44 E そらをとびたい 山本直洋/写真 ちかぞう/文 小学館

45 E そらからおちてきてん ジョン・クラッセン/作 長谷川義史/訳 クレヨンハウス

46 E チリとチリリよるのおはなし どいかや/作 アリス館

47 E つきのばんにん ゾシエンカ/作 あべ弘士/訳 小学館

48 E どうぶつたちのあきのおたのしみって?
アン・ウィットフォード・ポール/ぶん デ
イヴィッド・ウォーカー/え 岩崎書店

49 E どーこかな? こがようこ/さく 瑞雲舎

50 E とことことこ やまだだり/作 講談社

51 E ともだち? うえのよし/作 さとうのぶこ/絵 リーブル

52 E ともだちのいろ きくちちき/作・絵 小峰書店

53 E 仲間と暮らすニホンザル 福田幸広/写真 ゆうきえつこ/文 文一総合出版

54 E ねこおばさんニンジャ マスダフミコ/作 新日本出版社

55 E ねむたくないせんにん ナカオマサトシ/さく 服部美法/え 佼成出版社

56 E のりものいっぱい 浦中こういち/作 クレヨンハウス

57 E バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザーズ/作 原田勝/訳 学研プラス

58 E ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス/ぶん イザベル・
フォラス/え 評論社

59 E ばいばいコロナ 中川素子/作 日隈みさき/絵 鈴木出版

60 E パイロット マイルズ ジョン・バーニンガム/絵 ヘレン・オクセ
ンバリー/絵 BL出版

61 E パ・パ・パ・パパジャマ 石津ちひろ/文 布川愛子/絵 のら書店

62 E ヒグマの旅 二神慎之介/写真・文 文一総合出版

63 E へっへっへくしょーん たあ先生/作 KADOKAWA

64 E ペンギンのこまりごと ジョリ・ジョン/さく レイン・スミス/え 化学同人

65 E ぼくが見える? パクジヒ/作 おおたけきよみ/訳 光村教育図書

66 E ポッポポーン たまむらさちこ/著 白泉社

67 E ぽんちうた 死後くん/作 ブロンズ新社

68 E まっくろ 高崎卓馬/作 黒井健/絵 講談社

69 E みんなおやすみ かきもとこうぞう/絵 はせがわさとみ/文 学研プラス

70 E みんなスーパーヒーロー カマラ・ハリス/作 中江有里/訳 平凡社

71 E めんめんレース 五味ヒロミ/ぶん くわざわゆうこ/え ほるぷ出版

72 E もーもーたろう ワダアスカ/さく・え みらいパブリッシング

73 E もりにきたのは サンドラ・ディークマン/作 牟禮あゆみ/訳 山烋

74 E やまがみさまのきょだいべんとう 大串ゆうじ/作 偕成社

75 E よくみると… shimizu/作・絵 学研プラス

76 E ラマがせかいをこわしちゃう!? ジョナサン・スタッツマン/さく ヘザー・
フォックス/え 潮出版社

77 E ロサリンドとこじか エルサ・ベスコフ/作・絵 石井登志子/訳 徳間書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 6さいからつかえるパソコン たにぐちまこと/著 技術評論社

2 K019 未来のきみを変える読書術 苫野一徳/著 筑摩書房

3 K031 なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? 石川幹人/著 朝日新聞出版

4 K031 しらべるちがいのずかん おかべたかし/文 やまでたかし/写真 東京書籍

5 K049 大人も知らない?ふしぎ現象事典
「ふしぎ現象」研究会/編 ヨシタケシンス
ケ/イラスト マイクロマガジン社

6 K141 こどもロジカル思考 茂木秀昭/監修 バウンド/著 カンゼン

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 K159 しれっと逃げ出すための本。 ヨシダナギ/著 PHP研究所

8 K217 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験 第1巻 村山士郎/著 新日本出版社

9 K281 時代をきりひらいた日本の女たち 小杉みのり/文 落合恵子/監修 岩崎書店

10 K289 宮本常一と民俗学 森本孝/著 玉川大学出版部

11 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2022年版  永岡書店

12 K304 知って話そうニュースの言葉 キッズトリビア倶楽部/編 トリバタケハル
ノブ/絵 えほんの杜

13 K316 従順さのどこがいけないのか  (ちくまプリマー新書) 将基面貴巳/著 筑摩書房

14 K319 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう? 川崎哲/監修 旬報社

15 K335 ファッションの仕事で世界を変える  (ちくまプリマー新書) 白木夏子/著 筑摩書房

16 K337 Oh!金 1 あんびるえつこ/監修 フレーベル館

17 K337 あそんでまなぶはじめてのおかねえほん 泉美智子/監修 イヌイマサノリ/絵 西東社

18 K367 世界じゅうの女の子のための日
ジェシカ・ハンフリーズ/文 ロナ・アンブ
ローズ/文 大月書店

19 K368 あんしんえほん 高濱正伸/監修 林ユミ/絵 日本図書センター

20 K368 あなたの明日のために 2021  
全国少年警察ボランティア
協会

21 K368 安全と遊びのルール 2021  
全国少年警察ボランティア
協会

22 K369 災害伝承の大研究 佐藤翔輔/監修 PHP研究所

23 K369 きかせてあなたのきもち 長瀬正子/文 momo/絵 ひだまり舎

24 K371 学校、行かなきゃいけないの? 雨宮処凛/著 河出書房新社

25 K373 学校の役割ってなんだろう  (ちくまプリマー新書) 中澤渉/著 筑摩書房

26 K375 100年無敵の勉強法 鎌田浩毅/著 筑摩書房

27 K383 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木絵美留/監修 技術評論社

28 K383 古典がおいしい!平安時代のスイーツ 前川佳代/著 宍戸香美/著 かもがわ出版

29 K452 海について知っておくべき100のこと ジェローム・マーティン/ほか文 ドミニ
ク・ビロン/ほかイラスト 小学館

30 K471 植物たちのフシギすぎる進化 稲垣栄洋/著 筑摩書房

31 K481 もしも動物と話せたら? ジェイソン・ビッテル/文 ケルシー・バゼ
ル/絵 化学同人

32 K481 どうしてそうなった!?海の生き物 1 吉野雄輔/著 文一総合出版

33 K489 カワネズミを見てみたい! 森本祈恵/著 小林朋道/著 くもん出版

34 K493 感染症と人類の歴史 1 おおつかのりこ/文 池田光穂/監修 文研出版

35 K493 細菌・ウイルスに負けない!感染症の本 近藤とも子/著 鈴木眞理/監修 国土社

36 K493 世界一やさしい依存症入門 松本俊彦/著 河出書房新社

37 K496 きみの体は何者か 伊藤亜紗/著 筑摩書房

38 K510 まちのナニコレ?図鑑  小学館

39 K596 かんたん!カラフル!わくわくお菓子レッスン 宮沢うらら/著 汐文社

40 K596 マグカップでまぜるだけふわふわケーキ 宮沢うらら/著 汐文社

41 K606 2025年大阪・関西万博SDGsガイドブック 稲葉茂勝/著 多田孝志/監修 文研出版

42 K612 おいしく安心な食と農業 1 吉永悟志/監修 小泉光久/制作・文 文研出版

43 K654 クマが出た!助けてベアドッグ 太田京子/著 岩崎書店

44 K694 通信会社図鑑 NTT東日本/監修 いわた慎二郎/絵 日経BP

45 K726 チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室 チャンキー松本/作 太郎次郎社エディタス

46 K750 どんぐり・木の実の森 岩藤しおい/著 いかだ社

47 K753 すてきなタータンチェック 奥田実紀/文 穂積和夫/絵 福音館書店

48 K754 ヘンテコおりがみ 笹川勇/著 主婦の友社

49 K754 おえかきでしあげるどうぶつおりがみ 2 たかはしなな/著 理論社

50 K779 かんたん!カードマジック事典 沢しんや/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

51 K779 すぐにできる手品 ナポレオンズ/監修 日東書院本社

52 K796 5さいからはじめるしょうぎ 杉本昌隆/監修 日東書院本社

53 K810 国語をめぐる冒険  (岩波ジュニア新書) 渡部泰明/著 平野多恵/著 岩波書店

54 K816 きちんと伝わる手紙の書きかた 3 手紙の書きかた研究会/編 汐文社

55 K913 ぼくらのスクープ 赤羽じゅんこ/著 講談社

56 K913 サバイバー!! 1 あさばみゆき/作 葛西尚/絵 KADOKAWA

57 K913 オンライン! 22 雨蛙ミドリ/作 大塚真一郎/絵 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 K913 ダヤンと霧の竜 池田あきこ/著 ほるぷ出版

59 K913 カイとティム影の国のぼうけん 石井睦美/作 ささめやゆき/絵 アリス館

60 K913 アイドルが好き! イノウエミホコ/作 くまぞう/イラスト くもん出版

61 K913 鬼ばばの島 今井恭子/文 阿部結/絵 小学館

62 K913 キダマッチ先生! 6 今井恭子/文 岡本順/絵 BL出版

63 K913 天の台所 落合由佳/著 講談社

64 K913 氷の上のプリンセス ジュニア編9 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

65 K913 おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野栄子/さく 佐々木洋子/え ポプラ社

66 K913 のろいまんじゅう 桐生環/作 野間与太郎/絵 フレーベル館

67 K913 プンスカジャム くどうれいん/作 くりはらたかし/絵 福音館書店

68 K913 きつねの橋 巻の2 久保田香里/作 佐竹美保/絵 偕成社

69 K913 #マイネーム 黒川裕子/作 さ・え・ら書房

70 K913 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠るい/さく 永田萠/え 講談社

71 K913 保健委員は恋してる 小松原宏子/作 あわい/絵 静山社

72 K913 ジークメーア 斉藤洋/作 にしざかひろみ/絵 偕成社

73 K913 もうひとつのアンデルセン童話 斉藤洋/作 広瀬弦/絵 偕成社

74 K913 なないろどうわ 真珠まりこ/作 アリス館

75 K913 青空晴之助 その2 杉山亮/作 川端誠/絵 仮説社

76 K913 黄色い夏の日 高楼方子/著 木村彩子/画 福音館書店

77 K913 ナイトメアのフカシギクラブ たからしげる/著 PHP研究所

78 K913 チーム七不思議はじめます! 七都にい/作 双葉陽/絵 集英社

79 K913 Surf Boys 南田幹太/著 PHP研究所

80 K913 予測不能ショートストーリーズ 文化祭編 にかいどう青/著 タダノなつ/絵 講談社

81 K913 新選林芙美子童話集 第2巻 林芙美子/著 廣畑研二/編 論創社

82 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 神さまのいたずら PHP研究所/編 PHP研究所

83 K913 ライブラリー・ツインズ 日野祐希/著 あけたらしろめ/絵 アリス館

84 K913 しゅくだいがっしょう 福田岩緒/作・絵 PHP研究所

85 K913 五七五ぼくのとなりはブラジル人 万乃華れん/作 黒須高嶺/絵 文研出版

86 K913 ながれぼしのランドセル 光丘真理/作 コマツシンヤ/絵 フレーベル館

87 K913 小説となりのトトロ 宮崎駿/原作・絵 久保つぎこ/文 スタジオジブリ

88 K913 5分後に意外な結末Q 桃戸ハル/著 伊月咲/著 学研プラス

89 K913 介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口理/作 岡本順/絵 文研出版

90 K913 崖の下の魔法使い 吉野万理子/作 宮尾和孝/絵 学研プラス

91 K933 オリシャ戦記 PART2 トミ・アデイェミ/著 三辺律子/訳 静山社

92 K933 顔のない花嫁 K.R.アレグザンダー/作 金原瑞人/訳 小学館

93 K933 あくたれラルフおなかをこわす ジャック・ガントス/文 ニコール・ルーベ
ル/絵 大日本図書

94 K933 あくたれラルフ コンテストにでる ジャック・ガントス/文 ニコール・ルーベ
ル/絵 大日本図書

95 K933 エミリときどきマーメイド 2 リズ・ケスラー/作 田中亜希子/訳 文響社

96 K933 ねこと王さま 2 ニック・シャラット/作・絵 市田泉/訳 徳間書店

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

98 K933 きけんなゲーム マロリー・ブラックマン/作 もりうちすみ
こ/訳 文研出版

99 K933 物語王さまとかじや
ジェイコブ・ブランク/文 ルイス・スロボ
ドキン/絵 徳間書店

100 K933 エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ/作 宮坂宏美/訳 ほるぷ出版

101 K933 チェスターとガス ケイミー・マガヴァン/作 西本かおる/訳 小峰書店

102 K936 ヒナゲシの野原で
マイケル・モーパーゴ/作 マイケル・フォ
アマン/絵 評論社

103 K943 道化者 トーマス・マン/作 木本栄/訳 理論社

104 K949 青いつばさ シェフ・アールツ/作 長山さき/訳 徳間書店

105 K949 おてんばヨリーとひげおじさん アニー・M.G.シュミット/作 フィープ・
ヴェステンドルプ/絵 岩波書店

106 K949 ニルスのふしぎな旅 4 セルマ・ラーゲルレーフ/原作 学研プラス

107 K949 山賊のむすめローニャ
アストリッド・リンドグレーン/作 イロ
ン・ヴィークランド/絵 岩波書店

108 K989 幸せな日々 ミロ・ガヴラン/著 ao/絵 国土社
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