
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 文系研究者になる 石黒圭/著 研究社

2 002.7 データ視覚化の人類史 マイケル・フレンドリー/著 ハワード・
ウェイナー/著 青土社

3 007.1 ディープラーニングAIはどのように学習し、推論しているのか 立山秀利/著 日経ソフトウエア/編 日経BP

4 007.1 ディープラーニング学習する機械 ヤン・ルカン/著 松尾豊/監訳 講談社

5 007.3 情報セキュリティ入門 会田和弘/著 佐々木良一/監修 共立出版

6 007.3 だれにでもわかるNFTの解説書 足立明穂/著 ライブ・パブリッシング

7 007.3 教養としてのデジタル講義 ハル・アベルソン/著 ケン・リーディン/著 日経BP

8 007.3 プロダクト・レッド・オーガニゼーション トッド・オルソン/著 横道稔/訳
日本能率協会マネジメント
センター

9 007.3 デジタル化時代の「人間の条件」 加藤晋/著 伊藤亜聖/著 筑摩書房

10 007.3 スマートシティの脅威 加藤やすこ/著 緑風出版

11 007.3 オンライン自宅教室起業バイブル 高橋貴子/著 産業能率大学出版部

12 007.3 プロダクト・レッド・グロース ウェス・ブッシュ/著 八木映子/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

13 007.3 できるZoom 法林岳之/著 清水理史/著 インプレス

14 007.3 迷惑メール白書 2021 迷惑メール対策推進協議会/編集 迷惑メール対策推進協議会

15 007.3 スッキリ!がってん!IoTの本 安本慶一/著 荒川豊/著 電気書院

16 007.3 大きな字でわかりやすいTwitterツイッター入門 リンクアップ/著 技術評論社

17 007.3 よくわかる最新情報セキュリティの技術と対策 若狭直道/著 秀和システム

18 007.3 LINEがぜんぶわかる本  宝島社

19 007.6 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた 伊勢田篤史/著 古田雄介/著 日本加除出版

20 007.6 PowerPoint最強時短仕事術 井上香緒里/著 技術評論社

21 007.6 イラレ職人コロが教える飾りのデザインIllustratorのアイデア イラレ職人コロ/著
エムディエヌコーポレー
ション

22 007.6 いちばんやさしいPHPの教本 柏岡秀男/著 池田友子/著 インプレス

23 007.6 データサイエンスの無駄遣い 篠田裕之/著 翔泳社

24 007.6 最新スマホ用語&操作事典 秀和システム編集本部/編著 秀和システム

25 007.6 作って楽しむプログラミングAndroidアプリ超入門 高江賢/著 山田祥寛/監修 日経BP

26 007.6 はじめての今さら聞けないスマートフォン入門 高橋慈子/著 八木重和/著 秀和システム

27 007.6 初心者からちゃんとしたプロになるWordPress基礎入門 ちづみ/共著 大串肇/共著
エムディエヌコーポレー
ション

28 007.6 プログラムがコンピュータで動く仕組み 中野浩嗣/共著 伊藤靖朗/共著 コロナ社

29 007.6 神業パワポ PPDTP/著 インプレス

30 007.6 プロフェッショナルPython Dane Hillard/著 武舎広幸/訳 インプレス

31 007.6 できるWindows 11 法林岳之/著 一ケ谷兼乃/著 インプレス

32 007.6 60歳からのスマホ品格レッスン 増田由紀/監修 主婦の友社

33 007.6 Windows 11新機能完全マニュアル 村松茂/著 秀和システム

34 007.6 考え方から学ぶプログラミング講義 森畑明昌/著 東京大学出版会

35 007.6 PowerPointビジネス作図プロ技BESTセレクション リブロワークス/著 技術評論社

36 014.6 やってみよう資料保存 日本図書館協会資料保存委員会/編 日本図書館協会

37 016.2 公共図書館を育てる 永田治樹/著 青弓社

38 017 司書教諭による情報メディア活用 西巻悦子/著 近代科学社Digital
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 019.5 父母&保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊 絵本ナビ/監修 玄光社

40 019.9 危ない読書  （SB新書） 佐藤優/著 SBクリエイティブ

41 019.9 ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤優/著 文藝春秋

42 019.9 ここに物語が 梨木香歩/著 新潮社

43 019.9 人生の土台となる読書 pha/著 ダイヤモンド社

44 019.9 死にたいのに死ねないので本を読む 吉田隼人/著 草思社

45 019.9 米澤屋書店 米澤穂信/著 文藝春秋

46 021.2 Q&A引用・転載の実務と著作権法 北村行夫/編 雪丸真吾/編 中央経済社

47 021.2 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる著作権の法律問題とトラブル解決法 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

48 022.5 同人作家による同人作家のための同人誌デザインの基礎&テクニック Red Forest Designing/著 玄光社

49 023.1 近代出版史探索 外伝 小田光雄/著 論創社

50 024 新聞記者、本屋になる  （光文社新書） 落合博/著 光文社

51 031.5 ギネス世界記録 2022 クレイグ・グレンディ/編 大木哲/ほか訳 角川アスキー総合研究所

52 041 手づくりのアジール 青木真兵/著 青木海青子/ほか述 晶文社

53 041 規範としての民主主義・市場原理・科学技術 藤山知彦/編著 吉川弘之/監修 東京大学出版会

54 070.2 ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと  (集英社新書) 森達也/著 望月衣塑子/著 集英社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 100 「問い」から始まる哲学入門  (光文社新書) 景山洋平/著 光文社

2 116 パラドックス大図鑑 高橋昌一郎/監修 ニュートンプレス

3 121.0 日本像の起源 伊藤聡/著 KADOKAWA

4 131.8 政治家を選ぶ方法 キケロ/著 フィリップ・フリーマン/編 文響社

5 134.9 ニーチェ 城戸淳/著 講談社

6 140 知識ゼロでも楽しく読める!心理学 齊藤勇/監修 西東社

7 140 文系のためのめっちゃやさしい心理学 下山晴彦/監修 ニュートンプレス

8 140 心理学大図鑑 横田正夫/監修 ニュートンプレス

9 140 ゼロからわかる心理学 錯覚の心理編  ニュートンプレス

10 141.1 知能低下の人類史 エドワード・ダットン/著 マイケル・A.ウ
ドリー・オブ・メニー/著 春秋社

11 141.2 なるほど「色」の心理学 都外川八恵/著 総合法令出版

12 141.4 注意を操る心理学 ステファン・ファン・デル・スティッヘル/
著 清水寛之/監訳 ニュートンプレス

13 141.5 創造的思考のレッスン 芝哲也/著 上野郁江/著 産業能率大学出版部

14 141.5 アイデアは図で考えろ! アーロン・ズー/著
クロスメディア・パブリッ
シング

15 141.6 なぜ私は怒れないのだろう 安藤俊介/著 産業編集センター

16 141.6 怒る勇気  (河出新書) 岸見一郎/著 河出書房新社

17 141.9 何でもないことで心が疲れる人のための本 榎本博明/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

18 145.2 はじめての明晰夢 松田英子/著 朝日出版社

19 146.1 空気を読む人読まない人  (講談社現代新書) 老松克博/著 講談社

20 146.1 精神分析の再発見 T.H.オグデン/著 藤山直樹/監訳 木立の文庫

21 146.8 「空気読みすぎ」さんの心のモヤモヤが晴れる本 大嶋信頼/著 永岡書店

22 146.8 習慣化は自己肯定感が10割 中島輝/著 学研プラス

23 152.6 親孝行の日本史  （中公新書） 勝又基/著 中央公論新社

24 159 やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ 大平信孝/著 かんき出版

25 159 がんばらないことをがんばるって決めた。 考えるOL/著 おさつ/イラスト KADOKAWA

26 159 損をしない人の考え方 権藤優希/著 きずな出版

27 159 なぜかうまくいく人の「秘密の習慣」 佐藤伝/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

28 159 さよたんていのおなやみ相談室 さよたんてい/著 ぴあ株式会社関西支社

29 159 心の名医シーベリー博士が教える幸せな生き方 デヴィッド・シーベリー/著 加藤諦三/訳 三笠書房

30 159 金持ち列車、貧乏列車 末岡よしのり/著 幻冬舎

31 159 「できない自分」を脳から変える行動大全 菅原洋平/著 扶桑社

32 159 「物語」の見つけ方 たちばなやすひと/著
クロスメディア・パブリッ
シング

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 159 孤独からはじめよう 中野善壽/著 ダイヤモンド社

34 159 アーノルド・ベネットの賢者の習慣 アーノルド・ベネット/著 渡部昇一/訳 三笠書房

35 159 ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキマリ/著 毎日新聞出版

36 159.4 主人公思考 坂上陽三/著 KADOKAWA

37 159.4 「会社は無理ゲー」な人がノビノビ稼ぐ方法 堀田孝治/著 技術評論社

38 159.4 できる30代は、「これ」しかやらない 松本利明/著 PHP研究所

39 159.4 ラクしても成果が出る!すぐに使える仕事術 渡部卓/編著 明日香出版社

40 159.8 しなやかに生きる智慧と希望のことば 松浦眞人/文 前田まゆみ/絵 創元社

41 160 文化と神の死 テリー・イーグルトン/著 大橋洋一/訳 青土社

42 162.1 戦後日本の宗教者平和運動 大谷栄一/編 ナカニシヤ出版

43 172 神社の成立と展開 白山芳太郎/著 富山房企畫

44 175.9 願いを叶える全国の神社・お寺の絵馬  マイナビ出版

45 182.1 最澄と徳一  （岩波新書 新赤版） 師茂樹/著 岩波書店

46 183.0 いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経 伊藤比呂美/著 朝日新聞出版

47 186.9 御朱印でめぐる茨城のお寺 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

48 186.9 「札所めぐり」のひみつ 八木透/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

49 188.4 聖徳太子と四天王寺 石川知彦/監修 和宗総本山四天王寺/編集 法藏館

50 188.7 私の親鸞 五木寛之/著 新潮社

51 188.7 考える親鸞 碧海寿広/著 新潮社

52 188.8 道元を生きる ひろさちや/著 佼成出版社

53 191.3 王国と楽園 ジョルジョ・アガンベン/著 岡田温司/訳 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201.2 モミッリャーノ歴史学を歴史学する モミッリャーノ/著 木庭顕/編訳 みすず書房

2 209 世界史の発明 タミム・アンサーリー/著 花田知恵/訳 河出書房新社

3 210.8 大日本古文書 家わけ第10ノ18 東京大学史料編纂所/編纂 東京大学史料編纂所

4 211 関所で読みとく日本史  (KAWADE夢新書) 河合敦/著 河出書房新社

5 211 ニッポン人ならおさえておきたい2時間でおさらい超日本史 菅野祐孝/著 出版芸術社

6 211 復原模型で見る日本の歴史 五味文彦/監修 坂井秀弥/編集 山川出版社

7 211.9 城攻めの日本史  中央公論新社

8 212.5 縄文時代を知るための110問題 勅使河原彰/著 新泉社

9 212.7 邪馬台国論争の新視点 続々 片岡宏二/著 雄山閣

10 213 ヤマトタケル巫覡(かんなぎ)の王 戸矢学/著 河出書房新社

11 213.2 倭国の古代学 坂靖/著 新泉社

12 213.6 絵巻で歩む宮廷世界の歴史 五味文彦/著 山川出版社

13 213.7 現代語訳小右記 13 藤原実資/記 倉本一宏/編 吉川弘文館

14 214 海の武士団 黒嶋敏/著 吉川弘文館

15 214 キーパーソンと時代の流れで一気にわかる鎌倉・室町時代 本郷和人/監修 かみゆ歴史編集部/編 朝日新聞出版

16 214.2 鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来耕三/著 育鵬社

17 214.2 鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田智弘/監修 メディアソフト

18 214.2 六波羅探題 森幸夫/著 吉川弘文館

19 214.5 動乱と王権 伊藤喜良/著 高志書院

20 215 一冊でわかる江戸時代 大石学/監修 河出書房新社

21 215.8 幕末大江戸のおまわりさん 西脇康/著 日本史史料研究会/監修 文学通信

22 216 明日のための現代史 上巻 伊勢弘志/著 芙蓉書房出版

23 216.7 従軍日記と報道挿絵が伝える庶民たちの日露戦争 西川武臣/著 勉誠出版(発売)

24 216.9 関口宏・保阪正康のもう一度!近現代史 戦争の時代へ 関口宏/著 保阪正康/著 講談社

25 217.5 戦時下の日常と子どもたち 佐々木賢/著 青土社

26 219.3 東京の謎(ミステリー)  （文春新書） 門井慶喜/著 文藝春秋

27 222.0 古代中国の24時間  （中公新書） 柿沼陽平/著 中央公論新社

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 230 「ヨーロッパ王室」から見た世界史  （青春新書INTELLIGENCE） 内藤博文/著 青春出版社

29 230.5 孤独の歴史 デイヴィド・ヴィンセント/著 山田文/訳 東京堂出版

30 232 古代ローマ饗宴と格差の作法 祝田秀全/監修 G.B.

31 234.0 あるヒトラーユーゲント団員の日記1928-35 シャル/著 アンドレ・ポスタート/編著 白水社

32 234.8 図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩秀登/著 河出書房新社

33 237.0 ミケランジェロとメディチ家の真実 副島隆彦/著 秀和システム

34 237.0 イタリア・ルネサンスの世界 アリソン・ブラウン/著 石黒盛久/訳 論創社

35 253.0 冷戦アメリカの誕生 三添篤郎/著 小鳥遊書房

36 280.4 人間晩年図巻 2000-03年 関川夏央/著 岩波書店

37 280.4 独身偉人伝  (新潮新書) 長山靖生/著 新潮社

38 281.0 日本史に学ぶリーダーが嫌になった時に読む本 加来耕三/著
クロスメディア・パブリッ
シング

39 288.4 聖徳太子のひみつ 井沢元彦/著 ビジネス社

40 288.4 イギリス王室1000年の歴史 指昭博/監修 カンゼン

41 289.1 酔鯨 山内容堂の軌跡  (講談社現代新書) 家近良樹/著 講談社

42 289.1 修羅の花 生島マリカ/著 鈴木智彦/監修 彩図社

43 289.1 楠木正成知られざる実像に迫る 生駒孝臣/著 尾谷雅比古/著 批評社

44 289.1 最後の角川春樹 伊藤彰彦/著 毎日新聞出版

45 289.1 名ごりの夢 今泉みね/著 平凡社

46 289.1 第四代福岡県令渡邉清 後藤惠之輔/著 海鳥社

47 289.1 頭山満  （ちくま新書） 嵯峨隆/著 筑摩書房

48 289.1 田岡嶺雲論集成 西田勝/著 法政大学出版局

49 289.1 武田の兜と信玄の合戦図 平山優/著 永田仁志/著 宮帯出版社

50 289.1 日米貿易を切り拓いた男 森村悦子/著 東洋経済新報社

51 289.1 宮川淳とともに 吉田喜重/著 小林康夫/著 水声社

52 289.2 オードリー・タン母の手記『成長戦争』 近藤弥生子/著 KADOKAWA

53 289.2 彭徳懐の中国革命 志田善明/著 文芸社

54 289.3 ルース・B・ギンズバーグ名言集 ルース・B.ギンズバーグ/著 岡本早織/訳 創元社

55 289.3 世界を救うmRNAワクチンの開発者カタリン・カリコ  （ポプラ新書） 増田ユリヤ/著 ポプラ社

56 289.3 ウィリアム・メレル・ヴォーリズ 山形政昭/著 吉田与志也/著 ミネルヴァ書房

57 289.3 私はカーリ、64歳で生まれた カーリ・ロースヴァル/著 ナオミ・リネハ
ン/著 海象社

58 290 川と流域の地理学 林上/著 風媒社

59 290.1 みわたす・つなげる人文地理学 上杉和央/編 香川雄一/編 古今書院

60 290.9 60歳からの海外山旅日記 深澤裕/著 白山書房

61 290.9 途上の旅 若菜晃子/著 KTC中央出版

62 291.0 記憶に残る廃村旅 浅原昭生/著 実業之日本社

63 291.0 戦国武将を癒やした温泉 上永哲矢/著 天夢人

64 291.0 命知らずの湯 瀬戸圭祐/著 三才ブックス

65 291.0 シニア鉄道旅の魅力  (平凡社新書) 野田隆/著 平凡社

66 291.1 冬の北海道 2021 （まっぷるマガジン）  昭文社

67 291.3 地図で読み解く東京 岡田直/監修 三才ブックス

68 291.3 茨城 2021-2 （まっぷるマガジン）  昭文社

69 291.4 新潟のトリセツ  昭文社

70 291.5 尾張名所図会謎解き散歩 前田栄作/著 風媒社

71 291.5 岐阜 2021 （まっぷるマガジン）  昭文社

72 291.6 熊野謎解きめぐり 後誠介/著 はる書房

73 291.6 歴史家の案内する大阪 仁木宏/編著 磐下徹/編著 文理閣

74 291.6 南紀 2021-2 （まっぷるマガジン）  昭文社

75 291.6 るるぶ南紀白浜伊勢志摩 22  JTBパブリッシング

76 291.7 岡山・倉敷 2021-2 （まっぷるマガジン）  昭文社

77 291.7 鳥取のトリセツ  昭文社

78 291.8 香川のトリセツ  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 291.9 宮崎 高千穂 2021-2 （まっぷるマガジン）  昭文社

80 291.9 るるぶ鹿児島  '22  JTBパブリッシング

81 291.9 るるぶ熊本阿蘇天草  '22  JTBパブリッシング

82 293.4 守護神シレナの街 杉野圀明/著 窓映舎

83 295.3 ホームレス女子大生川を下る 佐藤ジョアナ玲子/著 報知新聞社

84 297.9 南極のスコット雑記 中田修/著 ドルフィンプレスぬまづ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 行動インサイト
マイケル・ホールズワース/著 エルスペ
ス・カークマン/著 ニュートンプレス

2 301 BASIC公共政策学 13  ミネルヴァ書房

3 302.2 膠着するシリア 青山弘之/著 東京外国語大学出版会

4 302.2 サウジアラビア  （中公新書） 高尾賢一郎/著 中央公論新社

5 302.2 漢民族に支配された中国の本質 三浦小太郎/著 ハート出版

6 302.4 エジプトの空の下 飯山陽/著 晶文社

7 302.5 教養としてのアメリカ研究 清原聖子/編著 大学教育出版

8 302.5 アメリカの世紀 弓狩匡純/著 さくら舎

9 304 日本の希望 西尾幹二/著 徳間書店

10 304 文学部の逆襲  （ちくま新書） 波頭亮/著 筑摩書房

11 304 2022年日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング/編 東洋経済新報社

12 307 実践アクションリサーチ デイビッド・コフラン/著 テレサ・ブラ
ニック/著 碩学舎

13 310.4 いのちの政治学 中島岳志/著 若松英輔/著 集英社クリエイティブ

14 311 政治神学 カール・シュミット/著 中山元/訳 日経BP

15 312.1 ネット社会と民主主義 辻大介/編 有斐閣

16 312.1 覚えておきたい総理の顔100 本間康司/著 清水書院

17 312.1 「異論の共存」戦略 松竹伸幸/著 晶文社

18 312.2 香港の反乱2019 區龍宇/著 寺本勉/訳 柘植書房新社

19 312.2 ビルマ危機の本質 タンミンウー/著 中里京子/訳 河出書房新社

20 312.5 「社会主義化」するアメリカ 瀬能繁/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

21 316.1 地図とデータで見る人権の世界ハンドブック カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン/
編 土居佳代子/訳 原書房

22 316.2 日本の宗教と政治 島田裕巳/著 千倉書房

23 317.2 金融庁戦記 大鹿靖明/著 講談社

24 317.6 行政をハックしよう 吉田泰己/著 ぎょうせい

25 318.2 大阪の選択 善教将大/著 有斐閣

26 318.3 飛び出す!公務員 椎川忍/編著 牧慎太郎/編著 学芸出版社

27 318.3 公務員男性の服 古橋香織/著 ぎょうせい

28 318.5 公務員の危機管理広報・メディア対応 宇於崎裕美/著 学陽書房

29 318.6 ライク・ア・ローリング公務員 福野博昭/著 木楽舎

30 318.8 自治会、町内会等法人化の手引 地縁団体研究会/編集 ぎょうせい

31 319.2 台湾有事  (平凡社新書) 清水克彦/著 平凡社

32 321 高校の教科書で学ぶ法学入門 宮川基/著 ミネルヴァ書房

33 322.1 国造  （中公新書） 篠川賢/著 中央公論新社

34 323.1 日本国憲法を読む 臼井雅子/著 同友館

35 323.1 憲法判例コレクション 小泉良幸/編 松本哲治/編 有斐閣

36 323.1 超早わかり国民投票法入門 南部義典/著 シーアンドアール研究所

37 324 Before/After民法改正 潮見佳男/編著 北居功/編著 弘文堂

38 324.1 一般社団・財団法人設立完全マニュアル 福島達也/著 学陽書房

39 324.5 経験者が語るQ&A電子契約導入・運用実務のすべて 柴山吉報/編著 高岸亘/編著 中央経済社

40 324.7 最新相続登記のしくみ 旭祐樹/監修 三修社

41 324.7 遺贈寄付という選択 星野哲/著 日本法令

42 326.2 法廷調書 永山則夫/著 月曜社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 326.8 入門経済刑法 穴沢大輔/著 長井長信/著 信山社

44 327.1 証書の作成と文例 遺言編 日本公証人連合会/編著 立花書房

45 327.4 コンメンタール家事事件手続法 1～2 秋武憲一/編著 片岡武/編著 青林書院

46 327.6 違法捜査と冤罪 木谷明/著 日本評論社

47 327.6 裁判員裁判の現在 一橋大学刑事法部門/編集 葛野尋之/編集代
表 現代人文社

48 329.8 国際私法判例百選 道垣内正人/編 中西康/編 有斐閣

49 331 激変する世界の未来(アフターコロナ)を予測する100年に1度の経済学 渋谷和宏/著 総合法令出版

50 331 ものがたりで学ぶ経済学入門 続 根井雅弘/著 中央経済社

51 331 アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? カトリーン・マルサル/著 高橋璃子/訳 河出書房新社

52 332.0 変異する資本主義 中野剛志/著 ダイヤモンド社

53 332.0 資本はすべての人間を嫌悪する マウリツィオ・ラッツァラート/著 杉村昌
昭/訳 法政大学出版局

54 332.1 お金の日本史 近現代編 井沢元彦/著 KADOKAWA

55 332.1 経済がわかる論点50 2022 みずほリサーチ&テクノロジーズ/著 東洋経済新報社

56 332.2 入門米中経済戦争 野口悠紀雄/著 ダイヤモンド社

57 332.3 世界を貧困に導くウォール街を超える悪魔 ニコラス・シャクソン/著 平田光美/訳 ダイヤモンド社

58 333.6 産業革命史  （ちくま新書） 郭四志/著 筑摩書房

59 333.6 この一冊でわかる世界経済の新常識 2022 熊谷亮丸/監修 大和総研/編著 日経BP

60 333.6 コロナ禍の途上国と世界の変容 佐藤仁志/編著
日経BP日本経済新聞出版本
部

61 333.6 世界経済の潮流 2021年1 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)/編集 日経印刷

62 333.6 世界と日本経済大予測 2022-23 渡邉哲也/著 PHP研究所

63 333.8 海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック 岡本美代子/編著 遠見書房

64 333.8 スタディガイドSDGs 黒崎岳大/著 学文社

65 335 ミレニアル・スタートアップ 裙本理人/著 BOW&PARTNERS

66 335 おいしいニッポン 藤野英人/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

67 335.1 もっと学びたくなる経営学 稲村雄大/著 千倉書房

68 335.4 会社を“守る”M&A、“伸ばす”M&A 三宅卓/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

69 335.8 自分たちでつくろうNPO法人! 名越修一/著 堀田力/監修 学陽書房

70 336 大企業ハック大全 ONE JAPAN/著 ダイヤモンド社

71 336.1 DX戦略見るだけノート 内山悟志/監修 宝島社

72 336.1 戦略経営論 マイケル・A.ヒット/著 R.デュエーン・ア
イルランド/著 センゲージラーニング

73 336.3 急成長を導くマネージャーの型 長村禎庸/著 技術評論社

74 336.3 チームが自然に生まれ変わる 李英俊/著 堀田創/著 ダイヤモンド社

75 336.4 この1冊でスラスラ!給与計算大全 岡久/著 自由国民社

76 336.4 職場のメンタルヘルス対策の実務必携Q&A 岡芹健夫/著 民事法研究会

77 336.4 反応したら負け カレー沢薫/著 PHP研究所

78 336.4 人事はあなたのココを見ている! 西尾太/著 アルファポリス

79 336.4 オンラインコミュニケーション成功法則 藤咲徳朗/著 産業能率大学出版部

80 336.4 働き方のデジタルシフト 村上智之/著 村上健太/著 技術評論社

81 336.4 キャリア・ウェルネス 村山昇/著 ぷーたく/絵
日本能率協会マネジメント
センター

82 336.4 図解労務管理の基本と実務がわかる事典 森島大吾/監修 三修社

83 336.4 部下が自ら成長し、チームが回り出す1on1戦術 由井俊哉/著 ダイヤモンド社

84 336.4 日本的ジョブ型雇用 湯元健治/編著 パーソル総合研究所/編著
日経BP日本経済新聞出版本
部

85 336.5 片づけが9割 清水申彦/著 総合法令出版

86 336.5 世界一やさしいPower Automate for desktop入門 清水理史/著 日経BP

87 336.8 誰でもわかる決算書の読み方1年生 南伸一/著 西東社

88 336.8 決算書の比較図鑑 矢部謙介/著 日本実業出版社

89 336.9 グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション 足立好幸/著 清文社

90 336.9 消費税インボイス制度の実務とQ&A 池永晃造/編著 大蔵財務協会

91 336.9 減価償却資産の耐用年数表 税務研究会/編 税務研究会出版局

92 336.9 世界一やさしい会計の教科書1年生 登川雄太/著 ソーテック社

93 338 サステナブル・ファイナンス 太田康夫/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

- 6 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

94 338 CBDC中央銀行デジタル通貨の衝撃 野口悠紀雄/著 新潮社

95 338.1 世界一楽しい株の授業 ジョンシュウギョウ/著 ソシム

96 338.1 ラテ・ファクター
デヴィッド・バック/著 ジョン・デイビッ
ド・マン/著 双葉社

97 338.1 決算書「3分速読」からの“10倍株”の探し方 はっしゃん/著 KADOKAWA

98 338.7 Q&Aで簡単!家づくりのお金の話がぜんぶわかる本 2022 田方みき/著 関尾英隆/著 エクスナレッジ

99 338.8 知識ゼロですが、つみたてNISAとiDeCoをはじめたいです。 横山光昭/著 ペロンパワークス/編 インプレス

100 338.9 FXチャート分析実践講座 岡安盛男/著 自由国民社

101 339 保険こう選ぶのが正解! 2022〜2023年版 横川由理/著 実務教育出版

102 345 サラリーマンの副業の税金が全部わかる本 大橋弘明/著 自由国民社

103 345 個人の税務相談事例500選 令和3年版 関善光/編 納税協会連合会

104 345.1 図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 22年版 千代田タックスパートナーズ/監修 成美堂出版

105 345.1 ひとりでできる個人事業者の確定申告 令和4年3月15日申告分 平野敦士/監修 成美堂出版

106 345.1 はじめてでもできる個人事業者・フリーランスの青色申告 22年版 吉田信康/監修 成美堂出版

107 345.3 いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2022年版 土屋裕昭/監修 樋川智子/監修 ダイヤモンド社

108 345.3 自分でパパッと書ける確定申告 令和4年3月15日締切分 平井義一/監修 翔泳社

109 345.3 自分ですらすらできる確定申告の書き方 2021 渡辺義則/著 KADOKAWA

110 345.5 巷でよく聞く相続・贈与のウソ?ホント!? あいわ税理士法人/編 市川光大/ほか著 税務研究会出版局

111 345.5 「5つの視点」で資産と想いを遺す人生100年時代の相続対策 青山財産ネットワークス/編著 日経BP

112 345.5 Q&A115新時代の生前贈与と税務 令和3年改訂版 坪多晶子/著 ぎょうせい

113 349.4 予算の見方・つくり方 令和3年版 地方自治予算制度研究会/著 学陽書房

114 361.4 超話し方図鑑 五百田達成/著 飛鳥新社

115 361.4 人間関係で「疲れない心」に変わる言いかえのコツ 植西聰/著 講談社

116 361.4 反目する日本人と韓国人 呉善花/著 ビジネス社

117 361.4 がんばらないめんどくさくない人間関係を築くコツ 尾林誉史/著 ナツメ社

118 361.4 ビジネス数学の第一人者が教える史上最高にわかりやすい説明術 深沢真太郎/著 秀和システム

119 361.4 なぜかうまくいく人の気遣い100の習慣 藤本梨恵子/著 明日香出版社

120 361.4 「話し方のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉豊/著 小川真理子/著 日経BP

121 361.4 行列のできるインタビュアーの聞く技術 宮本恵理子/著 ダイヤモンド社

122 361.4 奥行きをなくした顔の時代 米澤泉/著 馬場伸彦/著 晃洋書房

123 361.5 ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」 ウスビ・サコ/著 世界思想社

124 361.5 身体の大衆文化 安井眞奈美/編 エルナンデス・アルバロ/編 KADOKAWA

125 361.7 東京の生活史 岸政彦/編 筑摩書房

126 361.7 東京23区×格差と階級  （中公新書ラクレ） 橋本健二/著 中央公論新社

127 361.8 マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ 渡辺雅之/著 高文研

128 361.9 Excelではじめる調査データ分析 喜岡恵子/著 オーム社

129 361.9 幸福の測定 鶴見哲也/著 藤井秀道/著 中央経済社

130 364 新・初めての社会保障論 古橋エツ子/編 法律文化社

131 364.3 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2022年版 榎本恵一/著 渡辺峰男/著 三和書籍

132 364.6 精神疾患にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル 塚越良也/著 日本法令

133 364.6 障害給付Q&A  健康と年金出版社

134 365 最新特定商取引法と消費者契約の実践法律知識 岩崎崇/監修 三修社

135 365.3 絶対後悔しない!豪雨・地震に強い住まい選び 小口悦央/監修 河出書房新社

136 366.0 この働き方大丈夫? 中国新聞取材班/著 集広舎

137 366.1 Q&A誰でもできるブラック企業対策 明石順平/編著 小倉崇徳/ほか著 集英社インターナショナル

138 366.1 ケースでわかる!解雇・雇止めトラブル解決の実務 大村剛史/著 菅原裕人/著 労務行政

139 366.1 判例労働法入門 野田進/編 山下昇/編 有斐閣

140 366.1 同一労働同一賃金の法律と実務 服部弘/編著 佐藤純/編著 中央経済社

141 366.2 もらえる「お金」で損しないための退職・転職のかしこい進め方 島田弘樹/著 ぱる出版

142 366.2 障害者雇用の実務と就労支援 眞保智子/著 日本法令

143 366.2 キャリアコンサルタントで年収1000万円 瀧本博史/著 現代書林

144 366.3 ハラスメント言いかえ事典 山藤祐子/監修 新村響子/協力 朝日新聞出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

145 366.6 賃金破壊 竹信三恵子/著 旬報社

146 366.8 日本再生令和の開国論 武部勤/著 小学館

147 367.1 もう空気なんて読まない 石川優実/著 河出書房新社

148 367.2 女性の生きづらさとジェンダー 心理科学研究会ジェンダー部会/編 有斐閣

149 367.2 私は男でフェミニストです チェスンボム/著 金みんじょん/訳 世界思想社

150 367.3 妻のパンチライン @wifeisking/著 幻冬舎

151 367.4 婚活戦略 高橋勅徳/著 中央経済社

152 367.4 未婚化する日本 白秋社編集チーム/編著 天野馨南子/監修 白秋社

153 367.6 スマホ危機 親子の克服術  （文春新書） 石川結貴/著 文藝春秋

154 367.9 性的マイノリティサポートブック 共生会SHOWA/編著 大賀一樹/ほか著 かもがわ出版

155 367.9 やらねばならぬと思いつつ シオリーヌ/著 ゆままま/イラスト ハガツサブックス

156 368.5 ヤクザ・チルドレン 石井光太/著 大洋図書

157 369 子ども介護者  角川新書 濱島淑惠/著 KADOKAWA

158 369.1 ゼロからスタート!馬淵敦士のケアマネ1冊目の教科書 2022年度版 馬淵敦士/著 KADOKAWA

159 369.2 からだからケアがわかる本 秋山昌江/著 白井孝子/著 中央法規出版

160 369.2 生活保護解体論 岩田正美/著 岩波書店

161 369.2 「家族介護」のきほん 介護者サポートネットワークセンター・ア
ラジン/著 翔泳社

162 369.2 間違いだらけの老人ホーム選び 小嶋勝利/著 プレジデント社

163 369.2 民生委員のための経済的困窮者支援ハンドブック 小林雅彦/著 中央法規出版

164 369.2 しゃべらなくても楽しい!シニアの超盛り上がるレク体操50 斎藤道雄/著 黎明書房

165 369.2 介護の現場と業界のしくみ 高山善文/著 ナツメ社

166 369.2 <弱さ>を<強み>に  （岩波新書 新赤版） 天畠大輔/著 岩波書店

167 369.2 認知症の人は何を考えているのか? 渡辺哲弘/著 講談社

168 369.3 視えない線を歩く 石戸諭/著 講談社

169 369.4 トットちゃんと訪ねた子どもたち 田沼武能/著 岩波書店

170 369.8 飲まない生き方ソバーキュリアス ルビー・ウォリントン/著 永井二菜/訳 方丈社

171 369.9 地域包括ケア時代の医療ソーシャルワーク実践テキスト 日本医療ソーシャルワーク学会/編 日総研出版

172 371.4 知ってるつもり  (光文社新書) 西林克彦/著 光文社

173 371.4 ネットいじめの現在(いま) 原清治/編著 ミネルヴァ書房

174 371.4 弁護士によるネットいじめ対応マニュアル 細川潔/著 和泉貴士/著 エイデル研究所

175 371.5 ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法 片桐正敏/編著 小泉雅彦/ほか著 小学館

176 372 諸外国の教育動向 2020年度版 文部科学省総合教育政策局/編 明石書店

177 372.1 花ひらく女学校 神辺靖光/著 長本裕子/著 成文堂

178 372.1 教育論の新常識  （中公新書ラクレ） 松岡亮二/編著 中央公論新社

179 374.6 さよなら、理不尽PTA! 大塚玲子/著 おぐらなおみ/漫画 辰巳出版

180 375.1 教育DXで「未来の教室」をつくろう 浅野大介/著 学陽書房

181 375.1 AI×データ時代の「教育」戦略 渡部信一/著 大修館書店

182 376.1 私たちの園のマナーづくり 井上さく子/著 岩井久美子/著 フレーベル館

183 376.4 学校!
桐光学園中学校・高等学校/監修 桐光学園
中学校・高等学校/監修 左右社

184 376.8 中学受験身につくチカラ・問われるチカラ 福田貴一/著 新星出版社

185 376.8 社会福祉学部 元木裕/著 ぺりかん社

186 376.8 看護・医療系学校最新入学全ガイド 2022  さんぽう

187 377.1 野蛮な大学論  (光文社新書) 酒井敏/著 光文社

188 377.9 アルバイトの誕生  (平凡社新書) 岩田弘三/著 平凡社

189 377.9 就活のための「四季報」活用法 田宮寛之/著 三修社

190 377.9 就活事変! 新田龍/著 ガイドワークス

191 377.9 彼は早稲田で死んだ 樋田毅/著 文藝春秋

192 378.2 ろうと手話 吉開章/著 筑摩書房

193 378.6 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践 2 金森克浩/監修 水内豊和/編著 ジアース教育新社

194 378.8 ディスレクシアだから大丈夫!
ブロック・L.アイディ/著 ファーネット・
F.アイディ/著 金子書房

195 378.8 霧のなかのバーバラ 片山恭一/著 文芸社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

196 378.8 子どもの発達障害を家庭で改善した12家族の感動物語 鈴木昭平/著 篠浦伸禎/監修 コスモ21

197 378.8 発達障害の子どもが元気になるやさしい言葉かけ 宮尾益知/監修 河出書房新社

198 379.9 あきらめない「強い心」をもつために 池江美由紀/著 アスコム

199 379.9 子どもを育てる魔法の言い換え辞典 江藤真規/著 扶桑社

200 379.9 いちばんていねいなはじめてのおうちモンテッソーリ 北川真理子/著 KADOKAWA

201 379.9 子どもの自己肯定感が高まるほめ方・叱り方の新常識100 齋藤孝/著 宝島社

202 379.9 比べない子育て 田宮由美/著 1万年堂出版

203 379.9 カリスマ保育士てぃ先生の子育て〇×図鑑 てぃ先生/著 ダイヤモンド社

204 379.9 デジタル時代の子育て
ディアグノーゼ・メディア/編集責任 ミ
ヒャエラ・グレックラー/原書監修 イザラ書房

205 379.9 0〜8歳までの子ども英語 平川裕貴/著 彩図社

206 379.9 天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか? 真山知幸/著 親野智可等/著 サンマーク出版

207 379.9 名門公立高校受験道場流自学力の育て方 名門公立高校受験道場/著 KADOKAWA

208 380.1 民俗学 ヴァナキュラー編 加藤幸治/著 武蔵野美術大学出版局

209 382.1 講座日本民俗学 3 小川直之/ほかシリーズ編集 朝倉書店

210 382.2 送別の餃子(ジャオズ) 井口淳子/著 佐々木優/イラスト 灯光舎

211 383.6 町田忍の銭湯パラダイス 町田忍/著 山と溪谷社

212 383.8 世界のティータイムの歴史 ヘレン・サベリ/著 村山美雪/訳 原書房

213 383.9 図説日本住宅の歴史 平井聖/著 学芸出版社

214 384.3 江戸の旅行の裏事情  (朝日新書) 安藤優一郎/著 朝日新聞出版

215 385.4 仲人の近代 阪井裕一郎/著 青弓社

216 385.4 日本の婚礼衣裳 長崎巌/編著 東京美術

217 385.9 99%人に好かれる「礼儀正しい人」 鹿島しのぶ/著 三笠書房

218 385.9 基本のラッピング つつみ屋工房/監修 成美堂出版

219 386 図説クリスマス全史 タラ・ムーア/著 大島力/日本語版監修 原書房

220 388 ドラゴンは爬虫類 川崎悟司/著 大和書房

221 388.1 列伝体 妖怪学前史 伊藤慎吾/編 氷厘亭氷泉/編 勉誠出版(発売)

222 388.1 鬼の話 次重寛禧/著 吉備人出版

223 388.1 妖しい忍者 東郷隆/著 出版芸術社

224 388.4 ちょん・ぎ・らら 水谷圭吾/編・文 タケダミホ/絵 文芸社

225 389.0 食う、食われる、食いあう 近藤祉秋/編 吉田真理子/編 青土社

226 391.1 戦争論 マーガレット・マクミラン/著 真壁広道/訳 えにし書房

227 391.2 地図と解説でよくわかる第二次世界大戦戦況図解 デヴィッド・ジョーダン/著 アンド
リュー・ウィースト/著 ホビージャパン

228 391.6 第二次大戦、諜報戦秘史  （PHP新書） 岡部伸/著 PHP研究所

229 391.6 インテリジェンスから見た太平洋戦争 原勝洋/著 潮書房光人新社

230 391.6 アクティブ・メジャーズ トマス・リッド/著 松浦俊輔/訳 作品社

231 392.1 自衛隊はアフリカのジブチで何をしているのか 小山修一/著 育鵬社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 410 アートで魅せる数学の世界 岡本健太郎/著 技術評論社

2 413.3 図解身近にあふれる「微分・積分」が3時間でわかる本 狭川遙/著 鍵本聡/監修 明日香出版社

3 419.1 塵劫記を読みとく百科 佐藤健一/著 丸善出版

4 420.4 物理学者、SF映画にハマる  (光文社新書) 高水裕一/著 光文社

5 421.2 相対性理論 深澤伊吹/著 松原隆彦/監修 朝日新聞出版

6 421.3 量子論がゼロからわかる ステン・オデンワルド/著 中家剛/監訳 ニュートンプレス

7 421.3 実在とは何か アダム・ベッカー/著 吉田三知世/訳 筑摩書房

8 421.3 世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ/著 冨永星/訳 NHK出版

9 427 光・電波・電磁波の基本と応用がよくわかる本 堀越智/共著 三谷友彦/共著 オーム社

10 429.6 宇宙はなぜ物質でできているのか  (集英社新書) 小林誠/編著 小林誠/ほか著 集英社

11 431.1 元素の世界 若林文高/監修 朝日新聞出版

12 443.6 銀河のすべて  ニュートンプレス

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 443.9 6つの物語でたどるビッグバンから地球外生命まで マシュー・マルカン/編 ベンジャミン・
ザッカーマン/編 日本評論社

14 451.5 竜巻 小林文明/著 成山堂書店

15 452.9 南極の氷に何が起きているか  （中公新書） 杉山慎/著 中央公論新社

16 454.9 地形散歩のすすめ 新之介/著 学芸出版社

17 456 楽しい地層図鑑 小白井亮一/文・写真 草思社

18 460.4 生きている不思議を見つめて 中村桂子/著 藤原書店

19 465.8 ウイルスと共生する世界 フランク・ライアン/著 多田典子/訳 日本実業出版社

20 467.2 遺伝子命名物語  （中公新書ラクレ） 坪子理美/著 石井健一/著 中央公論新社

21 474.7 歌うキノコ 盛口満/著 八坂書房

22 480.7 世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

23 480.7 #水族館に行こう  JTBパブリッシング

24 480.7 #動物園に行こう  JTBパブリッシング

25 481.3 うんち学入門  (ブルーバックス) 増田隆一/著 講談社

26 487.5 魚にも自分がわかる  （ちくま新書） 幸田正典/著 筑摩書房

27 487.9 トカゲ大全 マーク・オシー/著 冨水明/和訳監修 エムピージェー

28 488.4 ドードーをめぐる堂々めぐり 川端裕人/著 岩波書店

29 488.5 #ゴイサギはいいぞ 水中伸浩/著 青菁社

30 488.7 天空の戦士 隼 真木広造/撮影・監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

31 488.9 ニュースなカラス、観察奮闘記 樋口広芳/著 文一総合出版

32 489.5 I LOVEシャンシャン! 高氏貴博/著
エムディエヌコーポレー
ション

33 489.5 夜のイチジクの木の上で 中林雅/著 京都大学学術出版会

34 489.5 ニホンカワウソは生きている 宗像充/著 旬報社

35 489.6 クジラのおなかに入ったら 松田純佳/著 ナツメ社

36 490.1 見捨てられる<いのち>を考える 安藤泰至/編著 島薗進/編著 晶文社

37 490.1 病い、内なる破局 クレール・マラン/著 鈴木智之/訳 法政大学出版局

38 490.9 からだが不調なら冷えをとりなさい 小林詔司/著 飛鳥新社

39 490.9 漢方生活を楽しむ教科書 櫻井大典/監修 ナツメ社

40 491.3 呼吸の科学  (ブルーバックス) 石田浩司/著 講談社

41 491.3 「眼の筋トレ」でスッキリ!よく見える!1日3分ビジョントレーニング 北出勝也/監修 ナツメ社

42 491.3 「食べる」介護のきほん 齋藤真由/著 翔泳社

43 491.3 好きになる生理学 田中越郎/著 講談社

44 491.3 脳とは何か  ニュートンプレス

45 492.7 ひとりほぐし 崎田ミナ/著 日経BP

46 492.7 こころと体がラクになるツボ押し養生 田中友也/著 学研プラス

47 492.7 頼れる治療院の選び方 根岸靖/監修 川俣晃平/ほか執筆 合同フォレスト

48 492.7 奇跡の目元ほぐし 村木宏衣/著 主婦の友社

49 492.9 ナイチンゲール、神の僕となり行動する 徳永哲/著 平尾真智子/著 日本看護協会出版会

50 493.1 糖尿病の基本の食事 春日雅人/監修 金丸絵里加/料理制作 学研プラス

51 493.1 毎日の冷えとり漢方 川嶋朗/著 河出書房新社

52 493.1 高齢者のための在宅活動ガイド 国立長寿医療研究センター・在宅活動ガイ
ド作成委員会/企画・編集

国立長寿医療研究センター

53 493.1 運動をしなくても血糖値がみるみる下がる食べ方大全 山田悟/著 文響社

54 493.2 狭心症・心筋梗塞治療大全 三田村秀雄/監修 講談社

55 493.4 肝臓病の基本の食事 徳重克年/監修 大越郷子/料理制作 学研プラス

56 493.7 「適応障害」って、どんな病気? 浅井逸郎/監修 大和出版

57 493.7 動きのコツを教えます 生野達也/著 協同医書出版社

58 493.7 認知症世界の歩き方 筧裕介/著 認知症未来共創ハブ/ほか監修 ライツ社

59 493.7 強迫症を治す  （幻冬舎新書） 亀井士郎/著 松永寿人/著 幻冬舎

60 493.7 凹まない100の習慣 工藤孝文/著 こいけえみこ/イラスト WAVE出版

61 493.7 いのっちの手紙 斎藤環/著 坂口恭平/著 中央公論新社

62 493.7 発達障害のある人の「ものの見方・考え方」 高岡佑壮/著 下山晴彦/監修 ミネルヴァ書房

63 493.7 脳梗塞治療大全 高木誠/監修 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 493.7 睡眠関連の薬の本 田ケ谷浩邦/監修 アルタ出版

65 493.7 認知症の私から見える社会  （講談社+α新書） 丹野智文/著 講談社

66 493.7 過食は治る
クリストファー G.フェアバーン/著 永田利
彦/監訳 金剛出版

67 493.7 自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界 サラ・ヘンドリックス/著 堀越英美/訳 河出書房新社

68 493.7 適応障害の真実  （宝島社新書） 和田秀樹/著 宝島社

69 493.8 家族と自分を感染症から守る本 岡田晴恵/著 小林弘幸/監修 KADOKAWA

70 493.8 コロナワクチン114の疑問にすべて答えます 奥田研爾/著 日刊現代

71 493.8 コロナワクチン3回目打ちますか? 志賀貢/著 幻冬舎

72 493.8 疫病の世界史 上・下 フランク・M.スノーデン/著 桃井緑美子/訳 明石書店

73 493.8 「感染」の社会史 村上宏昭/著 中央公論新社

74 493.8 ワクチンの噂 ハイジ・J.ラーソン/著 小田嶋由美子/訳 みすず書房

75 493.9 “輪”を“和”でつなぐ 小沢浩/著 クリエイツかもがわ

76 493.9 子どもの精神科入院治療 金井剛/著 中西大介/著 明石書店

77 494.6 完全図解坐骨神経痛 井須豊彦/監修 金景成/監修 エクスナレッジ

78 494.6 脊柱管狭窄症の本 菊地臣一/著 興陽館

79 494.6 大腸がんになった料理家のごはん帖 重野佐和子/著 女子栄養大学出版部

80 494.7 美乳の教科書 丸山直樹/著 小野寺剛慧/著 現代書林

81 494.9 計算いらず腎臓病のおいしいレシピ 富野康日己/監修 大越郷子/料理 学研プラス

82 494.9 腎臓病の人のためのひと目でよくわかる食品成分表 富野康日己/監修 学研プラス

83 494.9 ボクもたまにはがんになる 三谷幸喜/著 頴川晋/著 幻冬舎

84 494.9 頻尿・尿もれ自力で克服!泌尿器科の名医陣が教える最新1分体操大全  文響社

85 495 やさしく解説産婦人科のおはなし 妊娠から出産直前編 小松一/著
青春出版社プレミアム編集
工房

86 496.4 「創意と工夫」で世界に挑む 鶴蒔靖夫/著 IN通信社

87 496.6 よくわかる補聴器選び 2022年版 関谷芳正/著 関谷健一/著 八重洲出版

88 498 在宅死のすすめ方 世界文化ブックス編集部/編 世界文化ブックス

89 498.1 思いやる心は傷つきやすい 武井麻子/著 創元社

90 498.1 それでも君は医者になるのか 中山祐次郎/著 日経BP

91 498.2 価値を否定された人々 中野智世/著 木畑和子/著 新評論

92 498.3 つい顔色をうかがってしまう私を手放す方法 佐々木正悟/著 技術評論社

93 498.3 「いま・ここ」習慣この瞬間をいかに生きるか ヒュー・G.バーン/著 渡辺弥生/監訳 福村出版

94 498.3 ドクターハッシーの「不調の味方」 橋本将吉/著 主婦の友社

95 498.3 おうちメンタルケア入門 ベスリクリニック/監修 主婦の友社

96 498.3 舌圧トレーニングで免疫力が上がる!健康になる! 元島道信/著 主婦の友社

97 498.3 最高の脳活大全  文響社

98 498.5 糖質制限の大百科 江部康二/監修 宝島社

99 498.5 はじめての薬膳生活 岡尾知子/著 法研

100 498.5 101の科学的根拠と92%の成功率からわかった満腹食べても太らない体 富永康太/著 SBクリエイティブ

101 498.6 コロナとワクチンの全貌  （小学館新書） 小林よしのり/著 井上正康/著 小学館

102 498.6 コロナ・アンビバレンスの憂鬱 斎藤環/著 晶文社

103 498.6 「松本モデル」の挑戦 中村雅彦/著 松本市立病院新型コロナウイ
ルス感染症対策本部/編 信濃毎日新聞社

104 498.6 アフターワクチンの新型コロナ感染対策 矢野邦夫/著 ヴァンメディカル

105 498.6 感染対策超入門 矢野邦夫/著 ヴァンメディカル

106 498.6 新型コロナと向き合う  （岩波新書 新赤版） 横倉義武/著 岩波書店

107 498.8 基礎からはじめる職場のメンタルヘルス 川上憲人/著 大修館書店

108 499.8 ニールズヤード式フラワーエッセンスLesson
ホリスティックスクール ニールズヤード
レメディーズ/監修 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 <カーボンニュートラル>水素社会入門  （KAWADE夢新書） 西宮伸幸/著 河出書房新社

2 501.6 グリーン・ジャイアント  （文春新書） 森川潤/著 文藝春秋

3 507.2 知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 酒谷誠一/著 秀和システム

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 507.2 オオカミ特許革命 田所照洋/著 技術評論社

5 507.9 Nゲージで愉しむ私鉄特急  イカロス出版

6 509.1 ISOマネジメントシステムが一番わかる 日本品質保証機構/著 技術評論社

7 509.6 はじめての現場改善 西村仁/著 日刊工業新聞社

8 516.0 なぜ日本の列車は秒刻みで動くのか  （交通新聞社新書） 荒木文宏/著 交通新聞社

9 516 鉄道安全解体新書 中村英夫/編著 日本鉄道技術協会総合安全
調査研究会/監修 オーム社

10 518.8 令和2年改正都市計画法等による開発許可制度の要点 開発許可制度研究会/編著 大成出版社

11 518.8 地域をデザインする vol.1 日本建築美術工芸協会/編 建築画報社

12 519 図説人新世 ギスリ・パルソン/著 長谷川眞理子/監修 東京書籍

13 519 カーボンニュートラル 巽直樹/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

14 519.1 脱炭素で変わる世界経済ゼロカーボノミクス 井熊均/著 王婷/著 日経BP

15 519.1 グリーン・トランスフォーメーション戦略
デロイトトーマツグループ/監修 日本経済
新聞出版/編

日経BP日本経済新聞出版本
部

16 519.1 脱炭素経営入門 松尾雄介/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

17 520.2 世界の名建築歴史図鑑 五十嵐太郎/編著 エクスナレッジ

18 520.4 建築・まちづくり学のスケッチ 志村秀明/著 花伝社

19 520.9 世界で一番くわしい建築基準法 谷村広一/著 エクスナレッジ

20 521.8 家康と家臣団の城 加藤理文/著 KADOKAWA

21 521.8 日本の城語辞典 萩原さちこ/著 三浦正幸/監修 誠文堂新光社

22 523.1 絵になる東京の建築 山田雅夫/著 ハモニカブックス

23 523.1 現代建築保存活用見て歩き 吉田鋼市/著 王国社

24 523.3 英国建築の解剖図鑑 マシュー・ライス/著 岡本由香子/訳 エクスナレッジ

25 527 がまんしない家 水越美枝子/著 NHK出版

26 527 30代夫婦が建てたナチュラルな家  主婦と生活社

27 527.1 住まいの建築計画 今村仁美/著 田中美都/著 学芸出版社

28 527.1 矩計図って何なん!? 蕪木孝典/共著 長沖充/共著 オーム社

29 527.1 センスを磨く!住宅デザインの新ルール リフォーム・家具編  エクスナレッジ

30 527.3 中村好文 百戦錬磨の台所 vol.2 中村好文/著 学芸出版社

31 537.0 いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務 酒井将人/著 セルバ出版

32 537.0 トヨタウォーズ 中日新聞社経済部/編 中日新聞社

33 537.9 図説バイク工学入門 和歌山利宏/著 グランプリ出版

34 537.9 北陸鉄道  BJエディターズ

35 538 最強に面白い!!飛行機  ニュートンプレス

36 538.7 自衛隊機全集 松崎豊一/解説 イカロス出版

37 538.9 図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

38 538.9 超速でわかる!宇宙ビジネス 片山俊大/著 すばる舎

39 540.9 鬼の血脈 中井修一/著 エネルギーフォーラム

40 543 トコトンやさしい環境発電の本 山崎耕造/著 日刊工業新聞社

41 544 百万人の電気工事 関電工/編 オーム社

42 544.1 送電鉄塔ガイドブック 送電鉄塔研究会/著 オーム社

43 547.3 大人のオーディオ大百科 2021  マキノ出版

44 548.3 いいかげんなロボット 鈴森康一/著 化学同人

45 549 電子工作の素 後閑哲也/著 技術評論社

46 549.0 左遷社長の逆襲 酒巻久/著 朝日新聞出版

47 549.8 「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄/著 蔵本貴文/著 ベレ出版

48 549.8 よくわかる最新半導体デバイスの基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

49 559.7 原爆の父オッペンハイマーはなぜ死んだか 西岡昌紀/著 飛鳥新社

50 571.6 トコトンやさしい乾燥技術の本 立元雄治/著 中村正秋/著 日刊工業新聞社

51 588 「食」の未来で何が起きているのか  （青春新書INTELLIGENCE） 石川伸一/監修 青春出版社

52 588.5 スコッチウイスキーの薫香をたどって 中村隆文/著 晃洋書房

53 588.5 新石川の地酒はうまい。 北國新聞社出版局/編集 北國新聞社

54 589.2 DENIM IS EDWIN 主婦の友社/編 主婦の友社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 590.4 くらしの豆知識 2022年版 国民生活センター/編集 国民生活センター

56 591 大人のお金の遣い方 佐々木重徳/著 中央経済社

57 591 私たちの「お金の使い方・貯め方」教えて下さい 祖父江仁美/著 主婦の友社

58 593.3 リバティプリント新しいクチュール 阿部真理/著 文化学園文化出版局

59 593.3 TOWNのニュースタンダードコート 木地谷良一/著 渡部まみ/著 文化学園文化出版局

60 593.3 手ぬいで着物リメイクゆったり心地よい服 高橋恵美子/著 ブティック社

61 593.3 おうちでできちゃう!カスタマイズお直し 高畠海/著 新星出版社

62 593.3 月居良子の一年中のトップス&ワンピース 月居良子/著 文化学園文化出版局

63 593.3 型紙なしで作れるBaby & Kids Handmadeの手づくり大人服&小物 Baby & Kids Handmade/著 ナツメ社

64 593.3 コットンフレンドソーイング vol.7  ブティック社

65 593.8 時のあわいに 清野恵里子/著 浅井佳代子/著 文化学園文化出版局

66 594.2 はたらく車の刺しゅう ささきみえこ/著 誠文堂新光社

67 594.2 まいにち刺し子 sashikonami/著 日本ヴォーグ社

68 594.2 いきもの刺繡で彩る服と小物 中村知葉/著 KADOKAWA

69 594.2 joystitchの暮らしを彩る可愛い刺繡 パクドンミ/著 小山内園子/訳 河出書房新社

70 594.2 草花と動物たちの刺繡ガーデン 森本繭香/著 日本文芸社

71 594.2 アヤクーチョ刺繡 山森サキ/著 誠文堂新光社

72 594.2 おさるのジョージ刺しゅう  アップルミンツ

73 594.3 かぎ針で編むモチーフ106 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

74 594.3 はじめてでも編める棒針編みの教科書 イデガミアイ/著 日東書院本社

75 594.3 世界のときめく毛糸の図鑑 西東社編集部/編 西東社

76 594.3 手編みの冬のセーター 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

77 594.3 かわいい棒針編みハローキティとなかまたちの編み込みパターン 寺西恵里子/著 アップルミンツ

78 594.3 タティングレースのアクセサリー&ミニモチーフ 中野ひろこ/著 アップルミンツ

79 594.3 みんなのおそろいニット帽 日本文芸社/編 日本文芸社

80 594.3 ふわもこベビーニット 文化出版局/編 文化学園文化出版局

81 594.3 はじめて作るマクラメ 村上沙織/著 ブティック社

82 594.3 今日も明日も、着たいセーター  日本ヴォーグ社

83 594.3 ミトン屋さんの手編みのミトンとこもの  ブティック社

84 594.6 はじめてでも簡単素敵なつまみ細工 花びら/著 ブティック社

85 594.7 写真で作り方がきちんとわかる!こだわりのバッグ ナヲミ/著 ブティック社

86 594.8 紙で作る美しい立体の花々 やまもとえみこ/著 日本ヴォーグ社

87 594.9 羊毛の猫・熊・鳥の小物 イワタマユミ/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

88 594.9 衣食住を彩る水引レシピ 田中杏奈/著 グラフィック社

89 594.9 野の花の小さなてまりとアクセサリー 寺島綾子/著 誠文堂新光社

90 594.9 みずひきあわび結びだけで作る 中村瑠水子/著 日貿出版社

91 595.6 科学的に正しいダイエット 庵野拓将/著 KADOKAWA

92 596 有元家のさもないおかず 有元葉子/著 三笠書房

93 596 糖質オフの電気圧力鍋レシピ 岩崎啓子/著 ナツメ社

94 596 高たんぱく質の絶品おかず 牛尾理恵/著 扶桑社

95 596 梅宮家の秘伝レシピ 梅宮アンナ/監修 主婦の友社

96 596 からだが整う“ひと晩発酵みそ” 榎本美沙/著 主婦と生活社

97 596 ひとぬりで幸せになるパン友レシピ 荻山和也/著 WAVE出版

98 596 たっきーママのコンテナ作りおき 奥田和美/著 扶桑社

99 596 発酵来福レシピ おのみさ/著 山と溪谷社

100 596 ライクライクキッチンの旅する味 小堀紀代美/著 主婦の友社

101 596 直見工房 財前直見/著 宝島社

102 596 手づくりのすすめ 自然食通信編集部/編 小玉光子/編 自然食通信社

103 596 一生使える!ダッチオーブンレシピ 下条美緒/著 成美堂出版

104 596.0 干し芋の丸かじり 東海林さだお/著 朝日新聞出版

105 596 くふうとアイデア絶品おうちごはん
おいしいのひみつ編集部/編 松浦弥太郎/責
任編集 高橋書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 596 à table SHIMA vol.01(2021冬) タサン志麻/著 扶桑社

107 596 パリの“食べる”スープ 辻仁成/著 プレジデント社

108 596 基本からわかる男の料理術 辻調理師専門学校/料理監修 成美堂出版

109 596 焼き煮込み 堤人美/著 学研プラス

110 596 Tasty Japan#コスパ最強おかず Tasty Japan/著 小学館

111 596 おいしいがとまらない!魅惑のレシピ Tesshi/著 KADOKAWA

112 596 食堂あさごはんの晩ごはん 中井エリカ/著 主婦の友社

113 596 どんなずぼらさんでも1週間の夜ごはんが作れる本 mako/著 KADOKAWA

114 596.0 キッチンから始める人生の整理術 村上祥子/著 青春出版社

115 596 3STEP冷凍コンテナごはん おかわり ろこ/著 徳間書店

116 596.2 簡単・生地から作る本格点心 市川友茂/著 講談社

117 596.2 そそる!うち中華 今井亮/著 学研プラス

118 596.2 味の台湾 焦桐/著 川浩二/訳 みすず書房

119 596.2 お味噌知る。 土井善晴/著 土井光/著 世界文化ブックス

120 596.2 British Savoury Baking 安田真理子/著 内外出版社

121 596.2 ワタナベマキの台湾食堂 ワタナベマキ/著 KADOKAWA

122 596.3 豆腐が主役になる56のレシピ 池上保子/著 食べもの通信社

123 596.3 世界のサラダ図鑑 佐藤政人/著 誠文堂新光社

124 596.3 肉まみれの夜ふかし飯 深夜の肉バル/著 KADOKAWA

125 596.3 そば打ち教本 全麵協/編 柴田書店

126 596.3 肉はシンプルに漬ける! 堤人美/著 新星出版社

127 596.3 楽するスープ&みそ汁 新谷友里江/著 ナツメ社

128 596.4 弁当美術館 nancy/著 ザメディアジョン

129 596.4 365日キャンプ飯 ベランダ飯/著 KADOKAWA

130 596.6 ストウブでパンを焼く 池田愛実/著 誠文堂新光社

131 596.6 卵黄・卵白を使い切る!シフォンケーキ&シフォンロール 石橋かおり/著 主婦の友社

132 596.6 焼き菓子の教科書 熊谷裕子/著 河出書房新社

133 596.6 穂高養生園が考えるやさしいおやつ 鈴木愛/著 世界文化ブックス

134 596.6 世界一作りやすい本格おうちパン 鈴木あつこ/著 KADOKAWA

135 596.6 「ストウブ」で、パン 堀田誠/著 河出書房新社

136 596.6 テーブルブレッド ムラヨシマサユキ/著 グラフィック社

137 596.7 喫茶の効用 飯塚めり/著 晶文社

138 596.7 はじめてのおうちカフェ入門 岩崎泰三/著 マイナビ出版

139 596.7 お家で楽しむアフタヌーンティー Cha Tea紅茶教室/著 坂井みさき/著 河出書房新社

140 596.9 道具と料理 相場正一郎/著 mille books

141 597 テレンス・コンラン流インテリアの基本 テレンス・コンラン/著 大野千鶴/訳 エクスナレッジ

142 597 インテリア&収納10のルール 瀧本真奈美/著 マイナビ出版

143 597.5 大人の片づけ 一田憲子/著 マガジンハウス

144 597.9 汚部屋がピカピカになると世界が変わる!業者の㊙家そうじ 入江慎也/著 主婦の友社

145 597.9 1か月に1回物を動かせば家はキレイになる 新津春子/著 ポプラ社

146 598.2 本気で授かりたい人のための妊活レッスン 浅野和代/著 自由国民社

147 599.3 魔法のおうちごはん あおい/著 ワニブックス

148 599.3 はじめてママ&パパの見てマネするだけ366日の離乳食 落合貴子/料理 上田玲子/栄養監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域創生マーケティング 西村順二/編著 陶山計介/編著 中央経済社

2 611.8 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木武/著 林田雅夫/著 農山漁村文化協会

3 611.9 半農半X 塩見直紀/編 藤山浩/編 創森社

4 611.9 田舎暮らし毒本  （光文社新書） 樋口明雄/著 光文社

5 612.1 農業フロンティア  (文春新書) 川内イオ/著 文藝春秋

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 625.8 キウイフルーツ 三輪正幸/著 NHK出版

7 626 タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川啓一郎/著 農山漁村文化協会

8 626 近江を中心とした伝統野菜文化史 佐藤茂/著 養賢堂

9 626.9 有機の土づくり超基本と応用  ブティック社

10 627 ちいさな花言葉・花図鑑 野の花・道の花編 佐々木知幸/植物監修 ユーキャン学び出版

11 627.7 多肉植物エケベリアハイブリッド図鑑 エケベリアファンクラブ/編 コスミック出版

12 629.2 図説大名庭園の近代 小野芳朗/編著 本康宏史/編著 思文閣出版

13 629.7 世界で一番やさしい住宅用植栽 山崎誠子/著 エクスナレッジ

14 645.2 日本の馬 近藤誠司/編 東京大学出版会

15 645.6 はじめての犬ごはんの教科書 俵森朋子/著 誠文堂新光社

16 645.7 幸せになりたければねこと暮らしなさい 樺木宏/著 かばきみなこ/監修 自由国民社

17 645.7 猫に学ぶ ジョン・グレイ/著 鈴木晶/訳 みすず書房

18 645.7 猫の「がん」 小林哲也/監修 ねこねっこ

19 645.7 はじめて作る猫の健康ごはん 須崎恭彦/監修 マイナビ出版

20 645.7 図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野一枝/編著 郵研社

21 645.9 知りたい!考えてみたい!どうぶつとの暮らし 川添敏弘/監著 山川伊津子/著 駿河台出版社

22 645.9 ペットが死について知っていること ジェフリー・M.マッソン/著 青樹玲/訳 草思社

23 648.2 フォアグラの歴史 ノーマン・コルパス/著 田口未和/訳 原書房

24 659 週末猟師 原田祐介/著 徳間書店

25 666.7 ヒョウモントカゲモドキと暮らす本 寺尾佳之/監修 大美賀隆/編・写真 エムピージェー

26 666.7 カメ大図鑑 中井穂瑞領/著 川添宣広/写真 誠文堂新光社

27 673.3 売上を10倍にする「コンサル脳」のつくり方 菊岡正芳/著 ぱる出版

28 673.3 元ルイ・ヴィトントップ販売員の接客フレーズ言いかえ事典 土井美和/著 大和出版

29 673.3 定期便サービスのデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

30 673.3 お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 平山枝美/著 キタハラケンタ/絵 日本実業出版社

31 673.3 未来志向の営業強化 和田創/著 トラスト出版

32 673.7 Town Center 矢木達也/著 Robert J.Gibbs/監修 トゥーヴァージンズ

33 673.9 フードサービス経営戦略論 阿部川勝義/著 中央経済社

34 673.9 最後に「ありがとう」と言えたなら 大森あきこ/著 新潮社

35 673.9 図解飲食店の衛生管理 河岸宏和/著 日本実業出版社

36 673.9 美しい純喫茶の写真集 品川亮/編著 パイインターナショナル

37 673.9 目標をもって人生を面白く生きる 炭谷久雄/著 プラチナ出版

38 673.9 なぜ駅弁がスーパーで売れるのか?  （交通新聞社新書） 長浜淳之介/著 交通新聞社

39 674.7 「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法 岡本達彦/著 ダイヤモンド社

40 675 圧倒的サイト戦略 大浦早紀子/著 青春出版社

41 675 儲かる会社はホームページが9割! 芝田弘美/著 自由国民社

42 675 ふるくてあたらしいものづくりの未来 吉田貞信/著
クロスメディア・パブリッ
シング

43 675.1 木箱ラベルの時代 林健男/著 IBCパブリッシング

44 675.4 エンジニアが学ぶ物流システムの「知識」と「技術」 石川和幸/著 翔泳社

45 685.5 全国バス駅巡り 渡邊喜治/著 風詠社

46 686.0 大人が楽しむ鉄道趣味 大賀寿郎/著 フォト・パブリッシング

47 686.2 アジアの停車場 小牟田哲彦/著 三和書籍

48 686.2 秘境駅大図鑑 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

49 686.2 ナチスと鉄道  （NHK出版新書） 【バン】澤歩/著 NHK出版

50 686.2 国鉄優等列車列伝 第1巻 山田亮/著 フォト・パブリッシング

51 686.5 鉄道旅のトラブル対処術 松本典久/著 天夢人

52 686.6 新しい貨物列車の世界  交通新聞社

53 687.3 CAになる本 月刊<エアステージ>編集部/総力編集 イカロス出版

54 689 数字でみる観光 2021年度版 日本観光振興協会/編 日本観光振興協会

55 689.2 観光の力 半藤将代/著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

56 689.5 東京ディズニーシー完全ガイド 2022-2023 講談社/編 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 689.5 東京ディズニーシー20周年クロニクル ディズニーファン編集部/編 講談社

58 689.5 東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック 2021-2022 ディズニーファン編集部/編 講談社

59 692.1 通信の日本史 玉原輝基/著 かざひの文庫

60 699.3 ゆるめる準備 川田裕美/著 朝日新聞出版

61 699.6 筑紫哲也『NEWS23』とその時代 金平茂紀/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 アナトミア動く人体を描く アルベルト・ロッリ/著 マウロ・ゾッケッ
タ/著 グラフィック社

2 702.1 イメージかモノか 高島直之/著 武蔵野美術大学出版局

3 702.3 1冊で学位芸術史 ジョン・フィンレー/著 上野正道/監訳 ニュートンプレス

4 709 世界遺産データ・ブック 2022年版 古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・編
集

シンクタンクせとうち総合
研究機構

5 710.4 近代を彫刻/超克する 小田原のどか/著 講談社

6 710.4 ぺらぺらの彫刻 戸田裕介/編 石崎尚/著 武蔵野美術大学出版局

7 718.1 観音像とは何か 君島彩子/著 青弓社

8 721.4 NHK8K国宝へようこそ 洛中洛外図屛風 NHK「国宝へようこそ」制作班/編著 NHK出版

9 721.9 鈴木華邨 鈴木華邨/画 逸翁美術館/編 東京美術

10 721.9 人生の達人・堀文子の生き方 堀文子/著 中島良成/著 中央公論新社

11 723.3 366日絵画でめぐるファッション史 海野弘/解説・監修 パイインターナショナル

12 723.3 サルヴァトール・ローザ 小針由紀隆/著 論創社

13 724 カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

14 724.1 墨の技全ガイド 伊藤昌/著 日貿出版社

15 724.4 水彩で描く色鮮やかな天体 アリーヌ・デオン/著 藤村奈緒美/訳 ホビージャパン

16 725.2 スケッチが上手くなるパース講座 ティム・フィッシャー/著 倉田ありさ/訳 マール社

17 726.1 手塚治虫は「ジャングル大帝」にどんな思いを込めたのか 竹内オサム/著 ミネルヴァ書房

18 726.1 コロナと漫画 ちばてつや/ほか著 島田一志/編 小学館クリエイティブ

19 726.1 ちびまる子ちゃんの社会学 友原嘉彦/編 古今書院

20 726.1 SNSで映えるマンガの描き方 ビーコムプラス/編著 スタジオ葉山/作画 オーム社

21 726.1 懐かしい!70年代少女漫画  双葉社

22 726.5 デジタルイラストの「武器」アイデア事典 サイドランチ/著 SBクリエイティブ

23 728 賞状の書き方 清水克信/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

24 740.2 写真集の本 飯沢耕太郎/文 打林俊/文 カンゼン

25 740.2 平成写真小史 鳥原学/著 日本写真企画

26 740.2 贔屓贔屓 ヨシダナギ/著 幻冬舎

27 740.6 和装ウエディング&成人式撮影ガイドブック 安澤剛直/著 飯田美代子/監修 玄光社

28 743 写真を撮りたくなったら読む本 ヘンリー・キャロル/著 Bスプラウト/訳 ボーンデジタル

29 743 わかりやすいデジタル一眼構図&露出大事典  ワン・パブリッシング

30 746.7 これ1冊でOK!iPhoneだけで今すぐはじめる動画編集 Taka/著 秀和システム

31 748 木村伊兵衛写真に生きる 木村伊兵衛/著 田沼武能/監修 クレヴィス

32 748 キャンサーギフト 杣田美野里/著 北海道新聞社

33 750.2 47都道府県・伝統工芸百科 関根由子/著 佐々木千雅子/著 丸善出版

34 750.2 宮廷のデザイン 八條忠基/著 平凡社

35 751 茶の湯の茶碗 第5巻 赤沼多佳/監修 竹内順一/監修 淡交社

36 751 継(つなぐ) 金継ぎの美と心 清川廣樹/著 淡交社

37 751.3 世界でいちばん美しい皿の図鑑 シャックス・リーグラー/編著 ロバート・
ビーン/写真 原書房

38 753.2 志村ふくみ染めと織り 志村ふくみ/著 古沢由紀子/聞き書きと評伝 求龍堂

39 753.3 手織りのタータンチェック 明石恵子/著 誠文堂新光社

40 753.7 カンタ刺繡 望月真理/著 誠文堂新光社

41 754.3 グリーンウッドワーク 久津輪雅/著 キャンプ

42 754.9 表現を探求する新しい折り紙 折紙創作集団スクエア/著 ブティック社

43 754.9 エコクラフト1巻<5m>で作るちっちゃなかごと小物入れ 桑折智美/著 ブティック社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 754.9 手作りのかわいいグリーティングカード 鈴木孝美/著 ブティック社

45 754.9 はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨 vol.7  ブティック社

46 755.3 CHIROL VINTAGE 太田良恵/著 釘井邦恵/著 芸術新聞社

47 757.3 366日日本の美しい色 橋本実千代/監修 三才ブックス

48 757.3 美しい日本の伝統色 濱田信義/編著 パイインターナショナル

49 757.3 色を分ける色で分ける 日高杏子/著 京都大学学術出版会

50 759 レゴライフハックス DK社/編著 五十嵐加奈子/訳 東京書籍

51 760.8 長岡鉄男のレコードえんま帳 上巻・下巻 長岡鉄男/著 レコード芸術/編 音楽之友社

52 760.9 エンタメの未来2031 北谷賢司/著 日経BP

53 762.1 ニッポンの音楽批評150年◆100冊 栗原裕一郎/著 大谷能生/著 立東舎

54 763.5 世界一わかりやすいエレキギターの教科書 かずき/著 KADOKAWA

55 763.5 いちばんやさしいギター・コード・レッスン 2021 自由現代社編集部/編著 奥山清/監修 自由現代社(発売)

56 763.5 魂のフォーク・ソング大全集 2021 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

57 763.7 初心者のサックス基礎教本 2021 河原塚ユウジ/編著 自由現代社(発売)

58 763.9 珍電子楽器LOVE オオハシヒロミチ/著 リットーミュージック

59 764.6 吹奏楽の編曲入門 柳田孝義/著 音楽之友社

60 764.7 ジャズシーン エリック・ホブズボーム/著 諸岡敏行/訳 績文堂出版

61 766.1 オペラ愛の壊れるとき 長木誠司/著 音楽之友社

62 766.1 モーツァルトのオペラ 松田聡/著 音楽之友社

63 767.8 EPICソニーとその時代  (集英社新書) スージー鈴木/著 集英社

64 767.8 大余談 スチャダラパー/著 立東舎

65 768.0 歴史からでも楽しい!おもしろ日本音楽 釣谷真弓/著 東京堂出版

66 770.4 美しくないゆえに美しい女たち 小谷野敦/著 二見書房

67 772.1 母との食卓 大竹しのぶ/著 幻冬舎

68 773.2 <芸道>の生成 大橋良介/著 講談社

69 775.4 井上芳雄のミュージカル案内  （SB新書） 井上芳雄/著 SBクリエイティブ

70 778.0 NETFLIX戦略と流儀  （中公新書ラクレ） 長谷川朋子/著 中央公論新社

71 778.2 小津安二郎晩秋の味 尾形敏朗/著 河出書房新社

72 778.2 侯孝賢の映画講義 侯孝賢/著 卓伯棠/編 みすず書房

73 778.7 アニメ業界で働く 小杉眞紀/著 山田幸彦/著 ぺりかん社

74 778.7 47歳、まだまだボウヤ 櫻井孝宏/著 KADOKAWA

75 778.7 私たちにはわかってる。アニメーションが世界で最も重要だって 土居伸彰/著 青土社

76 778.8 青天を衝け 完結編 大森美香/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

77 778.8 カムカムエヴリバディ Part1 藤本有紀/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

78 778.8 テレビドラマの間取り 立東舎/編 荒川淳彦/監修 立東舎

79 779.1 我が家は前からソーシャル・ディスタンス 綾小路きみまろ/著 マキノ出版

80 779.1 不器用なまま、踊りきれ。超訳立川談志 立川談慶/著 サンマーク出版

81 779.1 たたかう講談師 目時美穂/著 文学通信

82 779.9 80歳、何かあきらめ、何もあきらめない 萩本欽一/著 主婦と生活社

83 780.1 スポーツ根性論の誕生と変容 岡部祐介/著 旬報社

84 780.6 日本オリンピック委員会公式写真集 2020 日本オリンピック委員会/企画・監修 アフロ

85 780.6 東京2020オリンピック公式記録集  KADOKAWA

86 780.6 東京2020オリンピック・パラリンピック写真集  時事通信出版局

87 780.7 筋トレの科学 オースティン・カレント/著 石井直方/監修 西東社

88 780.7 子どものスポーツパフォーマンスを高めるトレーニングの基本 比嘉進/著 現代書林

89 780.7 見るだけ筋トレ 和田拓巳/著 青春出版社

90 781.4 全身パートナーストレッチ 小岩健一/著 ベースボール・マガジン社

91 781.8 チアリーディング完全上達BOOK 岩野華奈/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

92 783.2 バレーボール勝利につながる「体づくり」競技力向上トレーニング NECレッドロケッツ/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

93 783.4 ウルトラス ジェームズ・モンタギュー/著 田邊雅之/訳 カンゼン

94 783.7 プロ野球「ドラフト」総検証 出野哲也/著 言視舎
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No, 分類 書名 著者名 出版社

95 783.7 機動破壊のすべて 葛原美峰/著 竹書房

96 783.7 それはパンデミックから始まった 佐山和夫/著 ベースボール・マガジン社

97 783.7 消えた球団1950年の西日本パイレーツ 塩田芳久/著 ビジネス社

98 783.7 プロ野球オーナーたちの日米開戦 山際康之/著 文藝春秋

99 783.8 飛距離アップの正解 大西翔太/著 河出書房新社

100 783.8 ダウン・ザ・フェアウェイ ボビー・ジョーンズ/著 O.B.キーラー/著 ゴルフダイジェスト社

101 783.8 ボビー・ジョーンズゴルフのすべて ボビー・ジョーンズ/著 永井淳/訳 ゴルフダイジェスト社

102 784.3 雪に生きる 猪谷六合雄/著 カノア

103 784.3 スノーボードフリーラン最強テクニック 稲川光伸/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

104 784.3 スノーボードの誕生 田嶋リサ/著 春陽堂書店

105 784.3 スキー上達セルフレッスン 藤本剛士/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

106 784.6 羽生結弦未来をつくる 羽生結弦/著 折山淑美/著 集英社

107 786 焚き火のすべて 阪口克/文・写真 草思社

108 786.1 山小屋クライシス  （ヤマケイ新書） 吉田智彦/著 山と溪谷社

109 787.1 ゼロから始める必釣ウキフカセ釣り入門  コスミック出版

110 788.2 昭和プロレステーマ曲大事典 コブラ/著 辰巳出版

111 788.2 昭和プロレス禁断の闘い 福留崇広/著 河出書房新社

112 788.2 藤波辰爾自伝 藤波辰爾/著 イースト・プレス

113 788.2 雲上の巨人ジャイアント馬場 門馬忠雄/著 文藝春秋

114 788.5 名馬堂々。  文藝春秋

115 789.2 “結び”の極意 権藤聡/著 BABジャパン

116 789.5 はじめよう弓道 原田隆次/著 五賀友継/著 ベースボール・マガジン社

117 790.4 江戸・ザ・マニア 浅生ハルミン/著 淡交社

118 795 イ・チャンホのAI探求 大局観・手筋編 李昌鎬/著 成起昌/著 東京創元社

119 795 一手ずつ解説!囲碁・大模様の攻守 大橋成哉/著 マイナビ出版

120 795 大人が読むこどもの碁 丹野憲一/著 ホビージャパン

121 796 対振り飛車裏定跡&B級急戦 島本亮/著 マイナビ出版

122 796 観る将のための将棋ガイド 山口絵美菜/著 法研

123 798.3 暇な人、謎解きでもしませんか? 暇謎/著 幻冬舎

124 798.3 東大ナゾトレ SEASON2第9巻 松丸亮吾/監修 扶桑社

125 798.5 見てわかるUnity Visual Scripting超入門2021対応 掌田津耶乃/著 秀和システム

126 798.5 野田クリスタルのこんなゲームが作りたい! 野田クリスタル/著 廣瀬豪/著 インプレス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 インターネットは言葉をどう変えたか グレッチェン・マカロック/著 千葉敏生/訳 フィルムアート社

2 801.1 母音と子音 Peter Ladefoged/著 Sandra Ferrari
Disner/著 開拓社

3 801.7 通訳の仕事始め方・続け方 通訳・翻訳ジャーナル編集部/編 日本会議
通訳者協会/編 イカロス出版

4 804 だんまり、つぶやき、語らい 鷲田清一/著 講談社

5 810.4 日本語はこわくない 飯間浩明/著 PHP研究所

6 814.4 世にも美しい三字熟語 西角けい子/著 ダイヤモンド社

7 814.7 図解でわかる時事重要テーマ100 2022-2023 日経HR編集部/編著 日経HR

8 816 朝日新聞記者の200字文章術 真田正明/著 さくら舎

9 816.5 小論文これだけ! 模範解答人文・情報・教育編 樋口裕一/著 大原理志/著 東洋経済新報社

10 818.5 名古屋弁トキントキン講座 舟橋武志/著 風媒社

11 821.2 白川静さんに学ぶ漢字がわかるコロナ時代の二字熟語 小山鉄郎/著 論創社

12 829.1 本当によくわかる韓国語初級 高木丈也/著 KADOKAWA

13 830.4 英語で小噺! 2 大島希巳江/著 研究社

14 830.4 そもそも英語ってなに? 里中哲彦/著 現代書館

15 831.1 ぐんぐん英語力がアップする音読パッケージNEWトレーニング 森沢洋介/著 ベレ出版

16 831.1 英語「発音記号」の鬼50講 米山明日香/著 明日香出版社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 834.7 これからの英単語 スティーヴ・マックルーア/著 アルク

18 835 英文法の解剖図鑑 すずきひろし/著・イラスト 中井翔/監修 青春出版社

19 835.6 英語の前置詞使いわけ図鑑 清水建二/著 ヤギワタル/イラスト アスコム

20 837.8 言いかえ英語フレーズ1000 アンドリュー・アビー/監修 新星出版社

21 837.8 コロナ時代の英会話 上田麻鈴/著 Gary I.Anderson/英文校閲 イカロス出版

22 837.8 カムカムエヴリバディ 平川唯一/著 福田昇八/編 南雲堂

23 879 サルジニア語 菅田茂昭/著 早稲田大学出版部

24 880 もっと知りたいロシア語 桑野隆/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901 文学理論入門 疋田雅昭/著 ひつじ書房

2 901.4 批評の教室  （ちくま新書） 北村紗衣/著 筑摩書房

3 902.0 性差(ジェンダー)事変 小谷真理/著 青土社

4 902.0 女の子の謎を解く 三宅香帆/著 笠間書院

5 902.3 フェアプレイの向こう側 法月綸太郎/著 講談社

6 905 ことばと vol.4(2021autumn)  書肆侃侃房

7 908.3 怖い家
エドガー・アラン・ポー/ほか著 H.P.ラヴ
クラフト/ほか著 エクスナレッジ

8 910.2 病んだ言葉癒やす言葉生きる言葉 阿部公彦/著 青土社

9 910.2 ご機嫌剛爺 逢坂剛/著 集英社

10 910.2 平安和歌・物語に詠まれた日本の四季 柏木由夫/著 風間書房

11 910.2 読まなければなにもはじまらない 木越治/編 丸井貴史/編 文学通信

12 910.2 戦争下の文学者たち 小松靖彦/著 花鳥社

13 910.2 谷崎潤一郎をめぐる人々と着物 中村圭子/著 中川春香/著 東京美術

14 910.2 水上勉 藤井淑禎/著 名古屋大学出版会

15 911.1 あなたのための短歌集 木下龍也/著 ナナロク社

16 911.1 最初ギリッとふたを開け 佐藤理江/著 書肆侃侃房

17 911.1 言の葉の森 チョンスユン/著 吉川凪/訳 亜紀書房

18 911.1 馬場あき子全歌集 作品 馬場あき子/著 角川文化振興財団

19 911.1 馬場あき子全歌集 解題・年譜・索引他 馬場あき子/著 角川文化振興財団

20 911.1 踊り場からの眺め 松村正直/著 六花書林

21 911.3 次の角を曲がったら話そう 伊集院光/監修 小学館

22 911.3 草木塔 種田山頭火/著 まつやま山頭火倶楽部/編 創風社出版

23 911.3 俳句いまむかし ふたたび 坪内稔典/著 毎日新聞出版

24 911.4 シルバー川柳ベストセレクション
全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ社編集
部/編 ポプラ社

25 912.4 しんとく丸の栄光と悲惨 福井栄一/著 批評社

26 913.3 解體珍書 福井栄一/編・現代語訳 工作舎

27 914.6 ぜんぶ愛。 安藤桃子/著 集英社インターナショナル

28 914.6 すごいトシヨリ散歩 池内紀/著 川本三郎/著 毎日新聞出版

29 914.6 黄金の1980年代コラム 泉麻人/著 三賢社

30 914.6 ペーパームービー 内田也哉子/著 朝日出版社

31 914.6 ドク・ホリディが暗誦するハムレット 岡崎武志/著 春陽堂書店

32 914.6 遠慮深いうたた寝 小川洋子/著 河出書房新社

33 914.6 みらいめがね 2 荻上チキ/著 ヨシタケシンスケ/著 暮しの手帖社

34 914.6 私は千の風になる 菅野国春/著 展望社

35 914.6 山羊と水葬 くぼたのぞみ/著 書肆侃侃房

36 914.6 月夜の森の梟 小池真理子/著 朝日新聞出版

37 914.6 私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに 小林エリコ/著 幻冬舎

38 914.6 愛子の格言 佐藤愛子/著 中央公論新社

39 914.6 ミルクとコロナ 白岩玄/著 山崎ナオコーラ/著 河出書房新社

40 914.6 一人でぽつんと生きればいい 曽野綾子/著 祥伝社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

41 914.6 人間の懊悩 高橋三千綱/著 青志社

42 914.6 胃が合うふたり 千早茜/著 新井見枝香/著 新潮社

43 914.6 妻から哲学 土屋賢二/著 文藝春秋

44 914.6 ふむ、私は順調に老化している 中山千夏/著 ハモニカブックス

45 914.6 ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ有彩/著 KADOKAWA

46 914.6 魂のさけび 樋口強/著 春陽堂書店

47 914.6 理系的 増田みず子/著 田畑書店

48 914.6 哲学の蝿 吉村萬壱/著 創元社

49 916 生きたい彼死にたい私 咲セリ/著 さくら舎

50 916 コロナに翻弄された家 末利光/著 毎日新聞出版

51 916 アイアム精神疾患フルコース 瀧本容子/著 彩図社

52 916 少女たちの戦争 中央公論新社/編 中央公論新社

53 916 救命センター カンファレンス・ノート 浜辺祐一/著 集英社

54 918.6 ハムレット!ハムレット!! 谷川俊太郎/著 太宰治/著 小学館

55 919.3 詩人たちの歳月 本間洋一/著 和泉書院

56 923.7 円 劉慈欣/著 大森望/訳 早川書房

57 929.1 世界を超えて私はあなたに会いに行く イコンニム/著 矢島暁子/訳 KADOKAWA

58 929.1 ペイント イヒヨン/著 小山内園子/訳 イースト・プレス

59 929.1 千年の眠り 呉世栄/著 徐載坤/訳 港の人

60 929.1 世界でいちばん弱い妖怪 キムドンシク/著 吉川凪/訳 小学館

61 929.1 オリオンと林檎 朴花城/著 李孝石/著 書肆侃侃房

62 929.3 ベトナム戦争の最激戦地 中部高原の友人たち グエン・ゴック/著 鈴木勝比古/訳 めこん

63 930.2 J.R.R.トールキンの世界 ジョン・ガース/著 沼田香穂里/訳 評論社

64 931.7 孔雀のパイ ウォルター・デ・ラ・メア/詩 エドワー
ド・アーディゾーニ/絵 瑞雲舎

65 933.6 さらわれて R.L.スティーブンソン/著 佐復秀樹/訳 平凡社

66 933.7 聖なる渇望 1～2 バリー・アンズワース/作 小林克彦/訳 至誠堂書店

67 933.7 誉れの剣 2 イーヴリン・ウォー/著 小山太一/訳 白水社

68 933.7 <アルハンブラ・ホテル>殺人事件 イーニス・オエルリックス/著 福森典子/訳 論創社

69 933.7 クリスマスの殺人 アガサ・クリスティー/著 深町眞理子/ほか
訳 早川書房

70 933.7 ザ・パワー・オブ・ザ・ドッグ トマス・サヴェージ/著 山中朝晶/訳 早川書房

71 933.7 クレタ島の夜は更けて メアリー・スチュアート/著 木村浩美/訳 論創社

72 933.7 冬 アリ・スミス/著 木原善彦/訳 新潮社

73 933.7 巨匠 コルム・トビーン/著 伊藤範子/訳 論創社

74 933.7 キャンドルフォード フローラ・トンプソン/著 石田英子/訳 朔北社

75 933.7 ガラスの顔 フランシス・ハーディング/著 児玉敦子/訳 東京創元社

76 933.7 2084年報告書 ジェームズ・ローレンス・パウエル/著 小
林政子/訳 国書刊行会

77 933.7 ゲストリスト ルーシー・フォーリー/著 唐木田みゆき/訳 早川書房

78 933.7 夜の声 スティーヴン・ミルハウザー/著 柴田元幸/
訳 白水社

79 933.7 赤いランプ M.R.ラインハート/著 板垣節子/訳 論創社

80 934.7 全体主義の誘惑 ジョージ・オーウェル/著 照屋佳男/訳 中央公論新社

81 936 ネイビーシールズ ウィリアム・H.マクレイヴン/著 伏見威蕃/
訳 早川書房

82 940.2 ローベルト・ヴァルザーとの散策 カール・ゼーリヒ/著 ルカス・グローア/編 白水社

83 941.6 ゲーテからの贈り物 ゲーテ/著 小塩節/訳編 青娥書房

84 953.7 怪狼フェンリル ポール・アルテ/著 平岡敦/訳 行舟文化

85 953.7 混沌の王 ポール・アルテ/著 平岡敦/訳 行舟文化

86 963 ケルト人の夢 マリオ・バルガス=リョサ/著 野谷文昭/訳 岩波書店

87 963 小鳥たち アナ・マリア・マトゥーテ/著 宇野和美/訳 東宣出版

88 964 記憶の図書館 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/著 オスバル
ド・フェラーリ/著 国書刊行会

89 969.3 弓を引く人 パウロ・コエーリョ/著 山川紘矢/訳 KADOKAWA

90 973 天に焦がれて パオロ・ジョルダーノ/著 飯田亮介/訳 早川書房

91 980.2 ドストエフスキーの預言 佐藤優/著 文藝春秋
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No, 分類 書名 著者名 出版社

92 983 ヌマヌマ 沼野充義/編訳 沼野恭子/編訳 河出書房新社

93 989.8 インヴィンシブル スタニスワフ・レム/著 関口時正/訳 国書刊行会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬/著 早川書房

2 F 逃げる女 青木俊/著 小学館

3 F 底惚れ 青山文平/著 徳間書店

4 F 赤と青とエスキース 青山美智子/著 PHP研究所

5 F 青春デンデケデケデケ 芦原すなお/著 作品社

6 F 蚕の王 安東能明/著 中央公論新社

7 F ぼくらはアン 伊兼源太郎/著 東京創元社

8 F 宿命(リベンジ) 石原慎太郎/著 幻冬舎

9 F ミチクサ先生 上・下 伊集院静/著 講談社

10 F 夜叉の都 伊東潤/著 文藝春秋

11 F トリアージ 犬養楓/著 書肆侃侃房

12 F 塞王の楯 今村翔吾/著 集英社

13 F 波のない海 岩田道夫/著 未知谷

14 F 十三の冥府 内田康夫/著 実業之日本社

15 F 剣樹抄 2 冲方丁/著 文藝春秋

16 F 鬼哭洞事件 太田忠司/著 東京創元社

17 F 青天を衝け 4 大森美香/作 豊田美加/ノベライズ NHK出版

18 F 残月記 小田雅久仁/著 双葉社

19 F ミニシアターの六人 小野寺史宜/著 小学館

20 F おおあんごう 加賀翔/著 講談社

21 F むき出し 兼近大樹/著 文藝春秋

22 F 神曲 川村元気/著 新潮社

23 F 私達は、月が綺麗だねと囁き合うことさえできない 神田澪/著 大和書房

24 F ブラックガード 木内一裕/著 講談社

25 F 剛心 木内昇/著 集英社

26 F 中野のお父さんの快刀乱麻 北村薫/著 文藝春秋

27 F あなたに安全な人 木村紅美/著 河出書房新社

28 F 熔果 黒川博行/著 新潮社

29 F 鴨川ランナー グレゴリー・ケズナジャット/著 講談社

30 F 君の名前の横顔 河野裕/著 ポプラ社

31 F ヌルハチ 小前亮/著 講談社

32 F おはようおかえり 近藤史恵/著 PHP研究所

33 F 半睡 佐々木敦/著 書肆侃侃房

34 F 怖ガラセ屋サン 澤村伊智/著 幻冬舎

35 F 失われた岬 篠田節子/著 KADOKAWA

36 F 恋侍 中目黒世直し編 柴崎竜人/著 講談社

37 F 銀行炎上 渋井正浩/著 ダイヤモンド社

38 F ものがたりの賊(やから) 真藤順丈/著 文藝春秋

39 F 真・慶安太平記 真保裕一/著 講談社

40 F かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野日名子/著 河出書房新社

41 F シリウスの反証 大門剛明/著 KADOKAWA

42 F 采女の怨霊 高田崇史/著 新潮社

43 F 濁り水 日明恩/著 双葉社

44 F 塩の樹と森の人魚 塚本はつ歌/著 産業編集センター

45 F ビタートラップ 月村了衛/著 実業之日本社

46 F 闇祓 辻村深月/著 KADOKAWA

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 F 辻調鮨科 土田康彦/著 祥伝社

48 F 前夜 ツチヤタカユキ/著 小学館

49 F 現代生活独習ノート 津村記久子/著 講談社

50 F 幻の旗の下に 堂場瞬一/著 集英社

51 F ルーティーンズ 長嶋有/著 講談社

52 F 特急リバティ会津111号のアリバイ 西村京太郎/著 双葉社

53 F 邯鄲の島遙かなり 下 貫井徳郎/著 新潮社

54 F 人工島戦記 橋本治/著 ホーム社

55 F 人間レベル 橋本ツカサ/著 KADOKAWA

56 F メディコ・ペンナ 蓮見恭子/著 ポプラ社

57 F 御坊日々 畠中恵/著 朝日新聞出版

58 F 闘資 浜口倫太郎/著 双葉社

59 F 李王家の縁談 林真理子/著 文藝春秋

60 F 笑うマトリョーシカ 早見和真/著 文藝春秋

61 F ディープフェイク 福田和代/著 PHP研究所

62 F 死にふさわしい罪 藤本ひとみ/著 講談社

63 F 黙約のメス 本城雅人/著 新潮社

64 F フェイクフィクション 誉田哲也/著 集英社

65 F ほんのこども 町屋良平/著 講談社

66 F 矢印 松尾スズキ/著 文藝春秋

67 F レインメーカー 真山仁/著 幻冬舎

68 F ハッピーリフォーム 未上夕二/著 KADOKAWA

69 F 毎日世界が生きづらい 宮西真冬/著 講談社

70 F 北斗の邦へ翔べ 谷津矢車/著 角川春樹事務所

71 F 原罪 山本音也/著 小学館

72 F らんたん 柚木麻子/著 小学館

73 F 驟雨 吉行淳之介/著 春陽堂書店

74 F サマーゴースト loundraw/原案 乙一/小説 集英社

75 F GENESiS 4  東京創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 全然アート 松岡正剛/著 KADOKAWA

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

3 B198.9 キリスト信徒のなぐさめ 内村鑑三/著 岩波書店

4 B289.1 抵抗の新聞人 桐生悠々 井出孫六/著 岩波書店

5 B387.9 日本迷信集 今野圓輔/著 河出書房新社

6 B404 教科書名短篇 中央公論新社/編 寺田寅彦/ほか著 中央公論新社

7 B404 科学者の創造性 湯川秀樹/著 中央公論新社

8 B596.2 北京の台所、東京の台所 ウーウェン/著 筑摩書房

9 B664.9 日本の古式捕鯨 太地五郎作/著 講談社

10 B914.6 「世間」心得帖 嵐山光三郎/著 坂崎重盛/編 筑摩書房

11 B914.6 ドストエフスキーとの旅 亀山郁夫/著 岩波書店

12 B914.6 魂のままに生きれば、今日やることは今日わかる 銀色夏生/著 KADOKAWA

13 B914.6 杉浦日向子ベスト・エッセイ 杉浦日向子/著 松田哲夫/編 筑摩書房

14 B933.7 ネットワーク・エフェクト マーサ・ウェルズ/著 中原尚哉/訳 東京創元社

15 B933.7 通い猫アルフィーの贈り物 レイチェル・ウェルズ/著 中西和美/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

16 B933.7 ハンターキラー東京核攻撃 上・下 ジョージ・ウォーレス/著 ドン・キース/著 早川書房

17 B933.7 失踪船の亡霊を討て 上・下 クライブ・カッスラー/著 グラハム・ブラ
ウン/著 扶桑社

18 B933.7 寄宿学校の天才探偵 3 モーリーン・ジョンソン/著 谷泰子/訳 東京創元社

19 B933.7 紅(あか)いオレンジ ハリエット・タイス/著 服部京子/訳 早川書房

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

20 B933.7 ハートに火をつけないで ジャナ・デリオン/著 島村浩子/訳 東京創元社

21 B933.7 不吉なことは何も フレドリック・ブラウン/著 越前敏弥/訳 東京創元社

22 B933.7 ヨルガオ殺人事件 下 アンソニー・ホロヴィッツ/著 山田蘭/訳 東京創元社

23 B933.7 町かどの穴 R.A.ラファティ/著 牧眞司/編 早川書房

24 B933.7 皮肉な終幕 リチャード・レヴィンソン/著 ウィリア
ム・リンク/著 扶桑社

25 B949.8 ウサギ狩り人 上・下 ラーシュ・ケプレル/著 古賀紅美/訳 扶桑社

26 B953.7 ずっとあなたを見ている アメリー・アントワーヌ/著 浦崎直樹/訳 扶桑社

27 B953.7 時は殺人者 上・下 ミシェル・ビュッシ/著 平岡敦/訳 集英社

28 B973 フォンタマーラ シローネ/著 齋藤ゆかり/訳 光文社

29 BF 凛として弓を引く 碧野圭/著 講談社

30 BF 裁かれた女 赤川次郎/著 中央公論新社

31 BF 鳥獣戯画/我が人生最悪の時 磯崎憲一郎/著 講談社

32 BF こおろぎ橋 稲葉稔/著 光文社

33 BF 武士の流儀 6 稲葉稔/著 文藝春秋

34 BF 伊賀越仁義 井原忠政/著 双葉社

35 BF 雨月の怪 岩室忍/著 祥伝社

36 BF 公共考査機構 かんべむさし/著 徳間書店

37 BF 悪党の裔(すえ) 上・下 北方謙三/著 中央公論新社

38 BF 日本ハードボイルド全集 2 北上次郎/編 日下三蔵/編 東京創元社

39 BF 真夜中のメンター 北川恵海/著 実業之日本社

40 BF 斉国札術士録 九条菜月/著 KADOKAWA

41 BF 幻の男 小杉健治/著 二見書房

42 BF 逡巡の二十秒と悔恨の二十年 小林泰三/著 KADOKAWA

43 BF 陰の人 佐伯泰英/著 光文社

44 BF 声なき蟬 上・下 佐伯泰英/著 文藝春秋

45 BF 雪見酒 佐伯泰英/著 文藝春秋

46 BF すみれ飴 坂井希久子/著 角川春樹事務所

47 BF 雲雀の太刀 佐々木裕一/著 講談社

48 BF 星月夜の鬼子母神 篠綾子/著 集英社

49 BF 君と漕ぐ 4 武田綾乃/著 新潮社

50 BF 斬雪 辻堂魁/著 祥伝社

51 BF 霊魂の足 角田喜久雄/著 東京創元社

52 BF ひねもすなむなむ 名取佐和子/著 幻冬舎

53 BF 妻の罪状 新津きよみ/著 実業之日本社

54 BF 本所おけら長屋 17 畠山健二/著 PHP研究所

55 BF ゲーム部はじめました。 浜口倫太郎/著 講談社

56 BF 海が見える家 逆風 はらだみずき/著 小学館

57 BF 鬼 東雅夫/編 筑摩書房

58 BF 異形の山 樋口明雄/著 徳間書店

59 BF 天眼通 藤井邦夫/著 双葉社

60 BF 言葉の園のお菓子番 2 ほしおさなえ/著 大和書房

61 BF 伯爵と成金 堀川アサコ/著 新潮社

62 BF écriture新人作家・杉浦李奈の推論 松岡圭祐/著 KADOKAWA

63 BF ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡圭祐/著 新潮社

64 BF 星巡りの瞳 松葉屋なつみ/著 東京創元社

65 BF 下町洋食バー高野 2 麻宮ゆり子/著 角川春樹事務所

66 BF 音楽 三島由紀夫/著 新潮社

67 BF 美徳のよろめき 三島由紀夫/著 新潮社

68 BF 無根の樹 三好昌子/著 角川春樹事務所

69 BF 京都船岡山アストロロジー 望月麻衣/著 講談社

70 BF 蒼衣の末姫 門田充宏/著 東京創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

71 BF 迷犬マジック 山本甲士/著 双葉社

72 BF 花人始末 2 和田はつ子/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T049 虹 7 北日本新聞社/編 北日本新聞社

2 T163 霊山立山天空への祈り 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

3 T289 山高水長 松村謙三没後50年記念誌編纂委員会/企画・
編集 南砺市教育委員会

4 T290.9 北陸ドライブ 2021-2022 シー・エー・ピー/編集 シー・エー・ピー

5 T290.9 d design travel 11・2  D&DEPARTMENT PROJECT

6 T318.3 富山市くらしの便利帳 2021 富山市市民生活部市民生活相談課/編
富山市市民生活部市民生活
相談課

7 T364 富山市の国保と年金 令和3年度 富山市福祉保健部保険年金課/編
富山市福祉保健部保険年金
課

8 T660 富山の水産 令和3年10月 富山県農林水産部水産漁港課/編 富山県

9 T686 わが列車わが鉄路 富山新聞社報道局/編 富山大学都市デザイ
ン学部都市・交通デザイン学科/監修 北國新聞社

10 T688 コンベンションスケジュール 2021年10月～(2021年9月調査) 富山コンベンションビューロー/編
富山コンベンションビュー
ロー

11 T689 とやまヘルシーごはん  シー・エー・ピー

12 T706.9 県展[入賞作品] 第76回 富山県美術展実行委員会/編 富山県美術展実行委員会

13 T750 富山県工芸作家の歩み
富山県工芸作家連盟80周年記念誌編集委員
会/編 富山県工芸作家連盟

14 T780.6 蜷川体育協会65年の歩み 蜷川体育協会/編 蜷川体育協会

15 T786 高志 高志山の会/編 高志山の会

16 T908 四季 第49号 北日本四季の会/編 北日本四季の会

17 T913.6 富山県俳句連盟合同句集 第46集 中坪達哉/編 富山県俳句連盟

18 T936 残照の頂 湊かなえ/著 幻冬舎

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E いきものづくしものづくし 8～9 内城葉子/ほか作 福音館書店

2 E いっしょだねいっしょだよ きむらだいすけ/作 講談社

3 E いろんなところにいろんなさかな ブリッタ・テッケントラップ/作 小野寺佑
紀/訳 講談社

4 E いろんなところにいろんなむし ブリッタ・テッケントラップ/絵 リリー・
マリー/文 講談社

5 E うさぎちゃんスキーへいく せなけいこ/作・絵 金の星社

6 E うちにパンダがいるよ 唐亜明/作 高畠純/絵 偕成社

7 E うちのくるまはバン!! 鎌田歩/作 アリス館

8 E エゾシマリス 佐藤圭/写真・文 文一総合出版

9 E おいものもーさん 岡田よしたか/さく ブロンズ新社

10 E おうちおおずもう 二宮由紀子/文 あおきひろえ/絵 文研出版

11 E おおきなかぜのよる 阿部結/著 ポプラ社

12 E おおきなトラとシカのはんぶんくん バーニス・フランケル/さく レナード・ワ
イスガード/え 好学社

13 E おしっこ、うんこはどこにいく? 中川ひろたか/作 カワチレン/絵 アリス館

14 E おしょうがつパーティーめでたいめでたい すとうあさえ/文 山田花菜/絵 ほるぷ出版

15 E おちばのほん いわさゆうこ/著 文一総合出版

16 E 音にさわる 広瀬浩二郎/作 日比野尚子/絵 偕成社

17 E おもち 彦坂有紀/さく もりといずみ/さく 福音館書店

18 E オリーとおちばのまほう ニコラ・キルン/作 増子久美/訳 化学同人

19 E オリーとクリスマスのまほう ニコラ・キルン/作 増子久美/訳 化学同人

20 E オリーとはるかぜのまほう ニコラ・キルン/作 増子久美/訳 化学同人

21 E 蛾
イザベル・トーマス/文 ダニエル・イグヌ
ス/絵 化学同人

22 E カメレオンたんてい・ドロン 苅田澄子/作 伊藤夏紀/絵 あかね書房

23 E 木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん トム・ゴールド/作 金原瑞人/訳 ほるぷ出版

24 E 黄色い星
カーメン・アグラ・ディーディ/文 ヘン
リー・ソレンセン/絵 BL出版

T 郷土資料

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 E キツネ イザベル・トーマス/文 ダニエル・イグヌ
ス/絵 化学同人

26 E クヌギがいる 今森光彦/作 城芽ハヤト/絵 岩崎書店

27 E クリコ シゲタサヤカ/作 小学館

28 E クリスマスべんとう 木坂涼/文 いりやまさとし/絵 教育画劇

29 E こおりのむこうに かじりみな子/さく 偕成社

30 E ごっつあん!うまいもんずもう 岩田明子/作 佼成出版社

31 E こねこが まつおかたつひで/著 めくるむ

32 E さむがりやのスティーナ ラニ・ヤマモト/著 朱位昌併/訳 平凡社

33 E さわってたのしいレリーフブックさかな 村山純子/著 小学館

34 E しってるよ たかだしんいち/さく 文研出版

35 E しっぽや ななもりさちこ/作 大島妙子/絵 こぐま社

36 E しびと 柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社

37 E じゅうにしどこいくの? すとうあさえ/ぶん おくはらゆめ/え ほるぷ出版

38 E じゅうにしのはなし スギヤマカナヨ/作・絵 ひかりのくに

39 E じゅうにしのはなしのつづき スギヤマカナヨ/作・絵 ひかりのくに

40 E ゾウは何を聞いてきたの? シャーロット・ギラン/文 サム・アッ
シャー/絵 化学同人

41 E ダーラナのひ nakaban/作 偕成社

42 E だいかぞく 南知里/作・絵 アルファポリス

43 E たいそうするよ 高畠純/作・装丁 光村教育図書

44 E たことさる 新井洋行/著 佼成出版社

45 E たぬき いせひでこ/著 平凡社

46 E だれかのプレゼント 谷口智則/著 文溪堂

47 E チャレンジミッケ! 11 ウォルター・ウィック/作 糸井重里/訳 小学館

48 E なぜちゅうしゃをするの? カーラ・フローランス/作・絵 ジョン・フ
ローランス/作・絵 文響社

49 E なぜてをあらうの? カーラ・フローランス/作・絵 ジョン・フ
ローランス/作・絵 文響社

50 E にじゅうおくこうねんのこどく 谷川俊太郎/詩 塚本やすし/絵 小学館

51 E ニッキの火星探検 コマヤスカン/作・絵 学研プラス

52 E 日本の神話えほん 3 ふしみみさを/文 ポール・コックス/絵 岩崎書店

53 E ニュートンりきがくfor babies クリス・フェリー/さく 村山斉/かんやく サンマーク出版

54 E のうじょうにすむねこ トラネコボンボンなかにしなちお/作 小学館

55 E 野ばらの村の秋の実り ジル・バークレム/作・絵 こみやゆう/訳 出版ワークス

56 E ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤ノリコ/著 白泉社

57 E ハナはへびがすき 蟹江杏/作 福音館書店

58 E はにわくん まつながもえ/さく 絵本塾出版

59 E はりねずみくんのゆきだるま はらだよしこ/作 講談社

60 E パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田ケイコ/作 KADOKAWA

61 E ひとりぼっちのもみの木 クリス・ネイラー・バレステロス/作 江國
香織/訳 BL出版

62 E ひめさま!ぞうはすごくおおきいでござる 丸山誠司/作 光村教育図書

63 E ピンクはおとこのこのいろ ロブ パールマン/文 イダ カバン/絵 KADOKAWA

64 E ふゆってどんなところなの? 工藤ノリコ/作 学研プラス

65 E フライングメジャー号世界一周空の旅 コマヤスカン/作 講談社

66 E ぷるるのちょこっとちがう
クレア・アレクサンダー/さく くぼみよこ/
やく 化学同人

67 E ぷるるのちょこっとゆうき クレア・アレクサンダー/さく くぼみよこ/
やく 化学同人

68 E ペロペロおさらくん まるやまなお/著 みらいパブリッシング

69 E ぼくの!わたしの!いや、おれの!
アヌスカ・アレプス/さく ふしみみさを/や
く BL出版

70 E ほしじいたけほしばあたけ 石川基子/作 講談社

71 E マイロのスケッチブック マット・デ・ラ・ペーニャ/作 クリスチャ
ン・ロビンソン/絵 鈴木出版

72 E まるとてんてんのえほん たかはしみどり/さく やまうちかずあき/え デコ

73 E みんなのいちにち たけうちちひろ/作 アリス館

74 E めからはいりやすいウイルスのはなし 大久保祐輔/作・監修 ミヤザキ/絵 岩崎書店

75 E メンドリと赤いてぶくろ 安東みきえ/作 村尾亘/絵 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 E やっぱりじゃない! チョーヒカル/作 フレーベル館

77 E ヤマネのぼうやはねむれない!? ザビーネ・ボールマン/文 ケルスティン・
シェーネ/絵 ひさかたチャイルド

78 E ゆきのようせい 松田奈那子/作 石黒誠/監修 岩崎書店

79 E 夜をあるく マリー・ドルレアン/作 よしいかずみ/訳 BL出版

80 E よるはおやすみ はっとりさちえ/作 福音館書店

81 E らいおんレストラン やまぐちりりこ/文 土屋富士夫/絵 アリス館

82 E る さいとうしのぶ/作・絵 PHP研究所

83 E れいとうこのそこのおく うえだしげこ/作絵 教育画劇

84 E ロケットかがくfor babies クリス・フェリー/さく 小野雅裕/やく サンマーク出版

85 E わたしのマントはぼうしつき 東直子/作 町田尚子/絵 岩崎書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C あ、あぶない! すとうあさえ/脚本 中谷靖彦/絵 童心社

2 C あついひのおばけさん 苅田澄子/脚本 市居みか/絵 童心社

3 C いもほりチャンピオン すとうあさえ/脚本 岡本よしろう/絵 童心社

4 C ウイルスにまけないぞ! 津田真一/脚本 北村裕花/絵 童心社

5 C うさぎとかめ やえがしなおこ/脚本 やべみつのり/絵 童心社

6 C おおあめ、ゆだんしないで! キムファン/脚本 いしいつとむ/絵 童心社

7 C おおきくなーれ!ひよこちゃん ようふゆか/作絵 教育画劇

8 C おたまじゃくしのアッペとトッペ ときわひろみ/作 藤本四郎/絵 教育画劇

9 C カブトムシのようちゅうキバくん タダサトシ/作絵 教育画劇

10 C タムくんのたいこ はせがわさとみ/脚本 ひろかわさえこ/絵 童心社

11 C ぱっくりそっくりくーりくり かとうようこ/脚本 くすはら順子/絵 童心社

12 C パルちゃんとピンクのあかちゃん かけひさとこ/作絵 教育画劇

13 C ピエリーノとまじょ さえぐさひろこ/脚本 スズキコージ/絵 童心社

14 C ぶんぶくちゃがま 川崎大治/脚本 馬場のぼる/絵 童心社

15 C ぼくのママどこ? 鈴木真実/作絵 教育画劇

16 C ポンポコぽんきちまちにいく よこみちけいこ/脚本 土田義晴/絵 童心社

17 C まっくらていでんどうするどうする? 礒みゆき/脚本・絵 国崎信江/監修 童心社

18 C マレーバクのてんてんちゃん 苅田澄子/作 山田花菜/絵 教育画劇

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 13歳からの「手帳活用術」 小澤淳/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

2 K007 AIの時代を生きる  （岩波ジュニア新書） 美馬のゆり/著 岩波書店

3 K031 つくろう!なぞなぞ 1～5 上田るみ子/文と絵 倉本美津留/監修 岩崎書店

4 K031 小学生なら知っておきたいもっともっと教養366 齋藤孝/著 小学館

5 K033 大きな絵で楽しむはじめてのわくわく図鑑 恐竜編 キャサリン・D.ヒューズ/著 フランコ・テ
ンペスタ/イラスト

エムディエヌコーポレー
ション

6 K114 生きるって、なに?死ぬって、なに?  東京書店

7 K147 3分後にゾッとする話 野宮麻未/著 怖い話研究会/著 理論社

8 K150 どう解く? やまざきひろし/ぶん きむらよう/え ポプラ社

9 K160 こども世界の宗教 島薗進/監修 ライブ/著 カンゼン

10 K172 神話でたどる日本の神々  （ちくまプリマー新書） 平藤喜久子/著 筑摩書房

11 K209 世界の歴史366 祝田秀全/監修 TOA/絵 主婦の友社

12 K210 はじめての考古学  （ちくまプリマー新書） 松木武彦/著 筑摩書房

13 K217 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験 第2巻～第3巻 村山士郎/著 新日本出版社

14 K289 田中久重と技術 河本信雄/著 玉川大学出版部

15 K291 京都まるごと図鑑 塩原直美/監修 岩崎書店

16 K316 平等ってなんだろう? 齋藤純一/著 平凡社

C かみしばい

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

17 K337 Oh!金 2 あんびるえつこ/監修 フレーベル館

18 K337 お札で学ぶ 1～4  くもん出版

19 K366 SDGsを実現する2030年の仕事未来図 1巻
SDGsを実現する2030年の仕事未来図編集委
員会/著 文溪堂

20 K366 仕事の歴史図鑑 3 本郷和人/監修 くもん出版

21 K375 マイテーマの探し方 片岡則夫/著 筑摩書房

22 K383 世界一くさい食べもの 小泉武夫/著 筑摩書房

23 K404 みのまわりのふしぎ 小峯龍男/監修 学研プラス

24 K404 ジュニア空想科学読本 16～17 柳田理科雄/著 きっか/絵 汐文社

25 K407 わくわく自由研究 1・2年生 辻健/監修 国土社編集部/編集 国土社

26 K407 理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村陽子/著 宮本一弘/監修 主婦の友社

27 K410 算数の実験大図鑑 DK社/編著 越前敏弥/訳 新星出版社

28 K454 日本の大地つくりと変化 1～2 鎌田浩毅/監修 岩崎書店

29 K460 地球の生物大図鑑 デイヴィッド・バーニー/著 スミソニアン
協会/監修 河出書房新社

30 K468 観察!いきものたちの夜のすがた 2～3  汐文社

31 K480 世界一まぎらわしい動物図鑑 今泉忠明/監修 小学館

32 K480 危険生物 加藤英明/総監修 小菅正夫/ほか監修 KADOKAWA

33 K480 じぶんでよめるどうぶつずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

34 K481 いきもののふしぎ 小宮輝之/監修 学研プラス

35 K481 どうしてそうなった!?海の生き物 3 吉野雄輔/著 文一総合出版

36 K482 人と動物の日本史図鑑 1 小宮輝之/著 阿部浩志/文協力 少年写真新聞社

37 K487 はっけん!オタマジャクシ 関慎太郎/写真 AZ Relief/編著 緑書房

38 K487 はっけん!ニホンアマガエル 関慎太郎/写真 AZ Relief/編著 緑書房

39 K489 自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち
キャサリン・バー/文 ジェニ・デズモンド/
絵 化学同人

40 K490 おしっこ、ヒル、頭にドリル クライブ・ギフォード/作 アン・ウィルソ
ン/絵 化学同人

41 K491 安心・安全子ども免疫ガイド 1 石田靖雅/監修 フレーベル館

42 K491 へぇー!ほんとに?おなら事典 M.D.ウェイレン/著 こどもトリビア研究会/
訳 早川書房

43 K491 脳のふしぎをときあかす!ブレインワールド探検ブック 2 理化学研究所脳神経科学研究センター/監修 文研出版

44 K493 感染症と人類の歴史 2 おおつかのりこ/文 池田光穂/監修 文研出版

45 K493 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘純一/著 PHP研究所

46 K495 生理のはなし 高橋怜奈/監修 のはらあこ/漫画 主婦と生活社

47 K498 命を救う心を救う ふじもとみさと/文 佼成出版社

48 K519 海の中から地球を考える 武本匡弘/著 汐文社

49 K519 キッズvs気候変動大作戦
マーティン・ドーレー/文 ティム・ウェッ
ソン/絵 化学同人

50 K519 気候変動
アンドレア・ミノリオ/文 ラウラ・ファ
ネッリ/絵 大月書店

51 K536 でんしゃ  学研プラス

52 K536 のりもの  学研プラス

53 K537 陸送会社図鑑 ゼロ/監修 いわた慎二郎/絵 日経BP

54 K537 自動車のひみつ 廣田幸嗣/監修 小学館

55 K538 「はやぶさ2」のはるかな旅 的川泰宣/監修 宇宙航空研究開発機構/協力 小学館

56 K594 わくわく手芸部 1～3 ミカ/著 ユカ/著 誠文堂新光社

57 K596 バットで冷やすだけさわやかデザート 宮沢うらら/著 汐文社

58 K612 おいしく安心な食と農業 2 小泉光久/制作・文 文研出版

59 K626 はじめてのやさい 1～2 藤田智/監修 理論社

60 K627 知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎景介/監修 汐文社

61 K645 動物愛護ってなに? 浅川千尋/監修 PHP研究所

62 K652 森の日本史  （岩波ジュニア新書） 黒瀧秀久/著 岩波書店

63 K721 楽しく読みとく鳥獣戯画 1 三戸信惠/監修 WAVE出版

64 K726 手塚治虫 国松俊英/著 岩崎書店

65 K750 どんぐり・木の実工作図鑑 1～2 岩藤しおい/著 いかだ社

66 K754 親子で遊べる季節のたのしいおりがみ Oriya小町/著 高橋書店

67 K754 リサイクルでかんたん!エコ手芸 寺西恵里子/著 新日本出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

68 K809 10歳から知っておきたい魔法の伝え方 鈴木深雪/著 新藤さとえ/イラスト
日本能率協会マネジメント
センター

69 K810 にほんごをまなぶえほん 1 スーザンももこ/作・絵 久東明日香/監修 岩崎書店

70 K908 雌牛のブーコラ 東京子ども図書館/編纂 大社玲子/絵 東京子ども図書館

71 K913 おかしの国のお姫さま 綾真琴/作 Kamio.T/絵 学研プラス

72 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 15 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

73 K913 レッツキャンプ いとうみく/作 酒井以/絵 佼成出版社

74 K913 富士山のむこう側 岩崎京子/作 小泉るみ子/絵 文溪堂

75 K913 家守神 1 おおぎやなぎちか/作 トミイマサコ/絵 フレーベル館

76 K913 ぜったい絶命!恐竜ワールド 小川彗/作 岩本ゼロゴ/絵 集英社

77 K913 とりあえずとりのはなし おくはらゆめ/作 あかね書房

78 K913 学園ミステリー 恩田陸/著 米澤穂信/著 汐文社

79 K913 ゆうぐれ亭のまっ黒ソース カワズミ/絵 こわいはなし倶楽部/作 理論社

80 K913 りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんのゆうこ/作 北見葉胡/絵 講談社

81 K913 魔女みならいのキク 草野あきこ/作 ひがしちから/絵 PHP研究所

82 K913 マイブラザー 草野たき/著 ポプラ社

83 K913 しんぱいなことがありすぎます! 工藤純子/作 吉田尚令/絵 金の星社

84 K913 ぼくのまつり縫い 3 神戸遙真/作 井田千秋/絵 偕成社

85 K913 ポーチとノート こまつあやこ/著 講談社

86 K913 ばけねこキッチン 佐川芳枝/作 めばち/絵 講談社

87 K913 おぱんつロック しえ☆つぼ/さく・え 主婦の友社

88 K913 せっしゃ、なべぶぎょうでござる! しめのゆき/作 大串ゆうじ/絵 ポプラ社

89 K913 幽霊お悩み相談室 2 高木敦史/作 鈴木マナツ/絵 ポプラ社

90 K913 ナゾトキ時間旅行! 南房秀久/作 脚次郎/絵 学研プラス

91 K913 世々と海くんの図書館デート 5 野村美月/作 U35/絵 講談社

92 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 嫌われものの真実 PHP研究所/編 PHP研究所

93 K913 お天気屋と封印屋 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

94 K913 はんぴらり! 4 廣嶋玲子/作 九猫あざみ/絵 童心社

95 K913 カティとつくりかけの家 福井さとこ/作・絵 ポプラ社

96 K913 絶体絶命ゲーム 10 藤ダリオ/作 さいね/絵 KADOKAWA

97 K913 まじょのナニーさん 8 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

98 K913 まじょばーのたまごやき 堀直子/作 木村いこ/絵 文研出版

99 K913 推理教室Q 岬かつみ/著 のう/イラスト KADOKAWA

100 K913 ひみつの魔女フレンズ 3 宮下恵茉/作 子兎。/絵 学研プラス

101 K913 飛べ!遺伝子を超えて 森川成美/作 森川泉/絵 国土社

102 K913 願いがかなう自動はんばいき ジャンケン必勝てぶくろ 山口タオ/作 たかいよしかず/絵 童心社

103 K913 理花のおかしな実験室 4 やまもとふみ/作 nanao/絵 KADOKAWA

104 K913 小説弱虫ペダル 7 渡辺航/原作 輔老心/ノベライズ 岩崎書店

105 K933 湖の中のレイチェル K.R.アレグザンダー/作 金原瑞人/訳 小学館

106 K933 MINECRAFTさいごのたたかい
ニック・エリオポラス/文 ルーク・フラ
ワーズ/絵 技術評論社

107 K933 グレッグのダメ日記 はじめて、あじわえたよ ジェフ・キニー/作 中井はるの/訳 ポプラ社

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

109 K933 タフィー サラ・クロッサン/作 三辺律子/訳 岩波書店

110 K933 チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン・ケイン/著 根本美由紀/訳 岩崎書店

111 K933 飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー/作 相良倫子/訳 徳間書店

112 K933 イアリーの魔物 1 トーマス・テイラー/作 代田亜香子/訳 小学館

113 K933 ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー/著 杉田七重/訳 小学館

114 K933 ほんとうの友だちさがし マット・ヘイグ/文 クリス・モルド/絵 西村書店

115 K933 アンの友だち L.M.モンゴメリ/作 村岡花子/訳 講談社

116 K943 黒い兄弟 上・下 リザ・テツナー/著 酒寄進一/訳 あすなろ書房

117 K949 どんぐり喰い エルス・ペルフロム/作 野坂悦子/訳 福音館書店

118 K953 パリ・オペラ座バレエ学校物語
エリザベット・バルフェティ/著 マガ
リー・フートゥリエ/絵 竹書房
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