
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 心と暮らしが整う手帳の使い方BOOK mukuri/著 KADOKAWA

2 002.7 京大芸人ノート ロザン/著 宝島社

3 007 知りたいことがわかる!IT&ICTキーワード図鑑 IT&ICT研究会/著 ナツメ社

4 007.1 顔認証の教科書 今岡仁/著 プレジデント社

5 007.1 深層学習 岡谷貴之/著 講談社

6 007.1 ディープラーニングを支える技術 岡野原大輔/著 技術評論社

7 007.1 脳とAI 酒井邦嘉/編著 合原一幸/著 中央公論新社

8 007.1 僕とアリスの夏物語 谷口忠大/著 岩波書店

9 007.1 AIとうまくつきあう方法 武藤ゆみ子/著 岡田浩之/著 玉川大学出版部

10 007.1 ゼロからわかる人工知能  ニュートンプレス

11 007.3 私らしさ120%!「満席講座」のつくりかた 加藤あい/著 同文舘出版

12 007.3 セーフティ&セキュリティ入門 金子朋子/著 日科技連SQiP研究会セーフ
ティ&セキュリティ分科会/編 日科技連出版社

13 007.3 パラコンシステント・ワールド 澤田純/著 NTT出版

14 007.3 リモート経済の衝撃 野口悠紀雄/著 ビジネス社

15 007.3 ソフトウェアカンパニーの秘密
ニール・メタフ/著 アディティヤ・アガ
シェ/著 ソシム

16 007.3 最新インターネットの法律とトラブル対策 森公任/監修 森元みのり/監修 三修社

17 007.3 いちばんやさしいアプリマーケティングの教本 森下明/著 インプレス

18 007.5 Python最速データ収集術 清水義孝/著 技術評論社

19 007.6 図解!AWSのツボとコツがゼッタイにわかる本 五十嵐貴之/著 秀和システム

20 007.6 超速Python仕事術大全 伊沢剛/著 宝島社

21 007.6 エンジニアなら知っておきたいシステム設計とドキュメント 梅田弘之/著 インプレス

22 007.6 基礎からしっかり学ぶLinux入門 河原木忠司/著 技術評論社

23 007.6 Webデザイン良質見本帳 久保田涼子/著 SBクリエイティブ

24 007.6 Python for MBA マッタン・グリフェル/著 ダニエル・ゲッ
タ/著 日経BP

25 007.6 Python FlaskによるWebアプリ開発入門 佐藤昌基/著 平田哲也/著 翔泳社

26 007.6 ノーコード開発ツール超入門 掌田津耶乃/著 秀和システム

27 007.6 はじめてのWindows 11 戸内順一/著 秀和システム

28 007.6 スッキリわかるC言語入門 中山清喬/著 フレアリンク/監修 インプレス

29 007.6 Azure定番システム設計・実装・運用ガイド 日本マイクロソフト株式会社/著 日経BP

30 007.6 入門WebAssembly Rick Battagline/著 クイープ/監訳 翔泳社

31 007.6 HTML&CSSとWebデザインが1冊できちんと身につく本 服部雄樹/著 技術評論社

32 007.6 世界一わかりやすいHTML&CSSコーディングとサイト制作の教科書 マジカルリミックス/著 赤間公太郎/著 技術評論社

33 007.6 いちばんやさしい60代からのiPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini 増田由紀/著 日経BP

34 007.6 アルゴリズムがわかる図鑑 松浦健一郎/著 司ゆき/著 技術評論社

35 007.6 Bootstrap 5フロントエンド開発の教科書 山内直/著 山田祥寛/監修 技術評論社

36 011.3 市民とつくる図書館 青柳英治/編著 勉誠出版

37 014.3 『日本目録規則2018年版』入門 木村麻衣子/編著 日本図書館協会目録委員
会/監修 日本図書館協会

38 014.7 地域資料サービスの展開 蛭田廣一/編 日本図書館協会
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 014.7 地域資料のアーカイブ戦略 蛭田廣一/編 日本図書館協会

40 015.6 読書会の教室 竹田信弥/著 田中佳祐/著 晶文社

41 015.9 児童サービス論 金沢みどり/著 柳勝文/著 学文社

42 019.0 千年の読書 三砂慶明/著 誠文堂新光社

43 019.1 早く読めて、忘れない、思考力が深まる「紙1枚!」読書法 浅田すぐる/著 SBクリエイティブ

44 019.1 勝間式金持ちになる読書法 勝間和代/著 宝島社

45 019.9 無敵の読解力  （文春新書） 池上彰/著 佐藤優/著 文藝春秋

46 019.9 今日は何の日?今日も本の日!
逢坂肇と流泉書房の仲間たち/著 逢坂肇と
流泉書房の仲間たち/著 苦楽堂

47 020.4 絶版文庫万華鏡 近藤健児/著 青弓社

48 021.2 著作権法 茶園成樹/編 有斐閣

49 023.0 新宿書房往来記 村山恒夫/著 港の人

50 024.1 Bookstore AID Bookstore AID 運営事務局‖編 Bookstore AID 運営事務局

51 031.7 クイズ思考の解体 伊沢拓司/著 朝日新聞出版

52 051.7 JJとその時代  （光文社新書） 鈴木涼美/著 光文社

53 069 石川県立歴史博物館紀要 第30号 石川県立歴史博物館‖編 石川県立歴史博物館

54 071 ジャパンタイムズ社説集 2021 ジャパンタイムズ出版英語出版編集部/編
又江原裕/監修 ジャパンタイムズ出版

55 080 胡適文選 2 胡適/著 佐藤公彦/訳 平凡社

56 081.6 吉本隆明全集 27 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 知への恐れ ポール・ボゴシアン/著 飯泉佑介/訳 堀之内出版

2 116 楽しみながら身につく論理的思考  ニュートンプレス

3 123.8 60代の論語  （祥伝社新書） 齋藤孝/著 祥伝社

4 124.2 老子探究 蜂屋邦夫/著 岩波書店

5 140 人生の意味の心理学 アルフレッド・アドラー/著 岸見一郎/訳 アルテ

6 140 アドラー心理学見るだけノート 小倉広/監修 宝島社

7 140.4 すばらしきアカデミックワールド 越智啓太/著 北大路書房

8 141.2 クオリアはどこからくるのか? 土谷尚嗣/著 岩波書店

9 141.3 私たちは学習している 澤幸祐/著 ちとせプレス

10 141.5 アファンタジア アラン・ケンドル/著 高橋純一/共訳 北大路書房

11 141.5 ささるアイディア。 水野学/ほか述 松永光弘/編 誠文堂新光社

12 141.6 なぜ日本人は怒りやすくなったのか? 安藤俊介/著 秀和システム

13 141.6 「あとから怒りがわいてくる人」のための処方箋 戸田久実/著 新星出版社

14 141.7 モチベーションの心理学  （中公新書） 鹿毛雅治/著 中央公論新社

15 146.1 ラカンと哲学者たち 工藤顕太/著 亜紀書房

16 146.1 おとぎ話の心理学 M-L.フォン・フランツ/著 氏原寛/訳 創元社

17 146.8 もっと、自分をいたわっていい 香山リカ/著 新日本出版社

18 146.8 「親しい関係からなぜか離れたい」がなくなる本 イルセ・サン/著 枇谷玲子/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

19 146.8 “落ち込みやすい自分”が劇的に変わる本 Joe/著 大和出版

20 146.8 心理カウンセラーをめざす人の本  '22年版 新川田譲/監修 コンデックス情報研究所/編
著 成美堂出版

21 146.8 心の容量(キャパ)が増えるメンタルの取扱説明書 エマ・ヘップバーン/著 木村千里/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

22 159 続けるほど、毎日が面白くなる。もっともっとマイノート Emi/著 大和書房

23 159 3週間続ければ一生が変わる ロビン・シャーマ/著 北澤和彦/訳 扶桑社

24 159 感性のある人が習慣にしていること SHOWKO/著
クロスメディア・パブリッ
シング

25 159 ステートファースト 玉本潤一/著 PHP研究所

26 159 ライフハック大全  （角川新書） 堀正岳/著 KADOKAWA

27 159 自分を変えるノート術 安田修/著 明日香出版社

28 159 アンラーン 柳川範之/著 為末大/著 日経BP

29 159 精神科医が教える一喜一憂しない生き方 和田秀樹/著 三笠書房

30 159.4 社会人10年目の壁を乗り越える仕事のコツ 河野英太郎/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 159.4 モダンエルダー チップ・コンリー/著 大熊希美/訳 日経BP

32 159.4 一生使える「勝ちメンタル」のつくり方 宋世羅/著 青春出版社

33 159.4 「世界基準」で動け 山本康正/著 大和書房

34 159.6 孤独の飼い方  （青春新書INTELLIGENCE） 下重暁子/著 青春出版社

35 159.6 やわらかい知性  （河出新書） 坂東眞理子/著 河出書房新社

36 159.6 お金持ちだけが知っている賢い使い道 横田真由子/著 宝島社

37 159.7 50代から実る人、枯れる人 松尾一也/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

38 159.7 50代からは3年単位で生きなさい  （KAWADE夢新書） 諸富祥彦/著 河出書房新社

39 163.9 シャーマン
セバスチャン・ボー/著 コリーヌ・ソンブ
ラン/著 グラフィック社

40 164.1 日本神話がわかる神々のくらし 瓜生中/著 講談社

41 169.2 ボン教 熊谷誠慈/編著 三宅伸一郎/著 創元社

42 175.9 全国の神社福めぐり 渋谷申博/著 G.B.

43 175.9 全国「刀剣」御朱印ガイド 「刀剣巡礼」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

44 176.4 声に出す祝詞、お経、真言 原書房編集部/編 原書房

45 181.0 仏菩薩の名前からわかる大乗仏典の成立 田中公明/著 春秋社

46 182 教養としての仏教思想史  （ちくま新書） 木村清孝/著 筑摩書房

47 182 仏教の考古学 上巻・下巻 坂詰秀一/著 雄山閣

48 183.1 法句経真理の言葉 山田無文/著 春秋社

49 183.6 維摩経 釈徹宗/著 NHK出版

50 185.6 みんなに喜ばれるお寺33実践集 松本紹圭/著 遠藤卓也/著 興山舎

51 188.4 最澄に秘められた古寺の謎 山折哲雄/編 ウェッジ

52 188.5 空海を生きる ひろさちや/著 佼成出版社

53 191.0 危機の神学  （文春新書） 若松英輔/著 山本芳久/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 感情の歴史 3 A.コルバン/監修 J-J.クルティーヌ/監修 藤原書店

2 209 岩波講座世界歴史 03 荒川正晴/ほか編集委員 岩波書店

3 209 歴史を動かした重要文書 ピーター・スノウ/著 アン・マクミラン/著 原書房

4 209.5 世界史を変えた24の革命 上・下 ピーター・ファタードー/編 原書房

5 209.7 人びとのなかの冷戦世界 益田/肇‖著 岩波書店

6 210.2 実践埋蔵文化財と考古学 水ノ江和同/著 同成社

7 210.4 もし幕末に広報がいたら 鈴木正義/著 金谷俊一郎/監修 日経BP

8 210.9 年中行事百科 八條忠基/著 淡交社

9 212.5 イヌと縄文人 小宮孟/著 吉川弘文館

10 213 江戸前の海の物語 河野博/著 原書房

11 213.7 呪いの都平安京 繁田信一/著 吉川弘文館

12 214.2 鎌倉殿を歩く 伊東潤/著 歴史探訪社

13 214.2 鎌倉草創 西股総生/著 ワン・パブリッシング

14 214.2 北条氏の時代  （文春新書） 本郷和人/著 文藝春秋

15 214.2 鎌倉幕府の「謎」を歩く  宝島社

16 214.6 室町幕府将軍列伝 榎原雅治/編 清水克行/編 戎光祥出版

17 214.6 「室町殿」の時代 久水俊和/編 日本史史料研究会/監修 山川出版社

18 214.7 戦国剣豪完全ファイル  八重洲出版

19 214.8 大坂城  （新潮新書） 北川央/著 新潮社

20 214.8 秀吉襲来 渡邊大門/編 東京堂出版

21 217 かたりべ 第九集 金沢大学日本史学研究室/編 金沢大学日本史学研究室

22 219.2 秋田藩大坂詰勘定奉行の仕事 金森正也/著 秋田文化出版

23 219.3 江戸  （中公新書） 齋藤慎一/著 中央公論新社

24 219.3 対決の東国史 2～3  吉川弘文館

25 219.6 京都の中世史 1  吉川弘文館

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 222.0 中国牛鬼蛇神録 楊曦光/著 劉燕子/監訳 集広舎

27 227.8 謎の海洋王国ディルムン 安倍雅史/著 中央公論新社

28 230.5 世界でいちばん素敵なルネサンスの教室 祝田秀全/監修 三才ブックス

29 235.0 女性たちのフランス革命 クリスティーヌ・ル・ボゼック/著 藤原翔
太/訳 慶應義塾大学出版会

30 280.4 人間晩年図巻 2008-11年3月11日 関川夏央/著 岩波書店

31 281.0 偉人しくじり図鑑 河合敦/著 秀和システム

32 281 日本史人物<あの時、何歳?>事典 吉川弘文館編集部/編 吉川弘文館

33 288.1 人名の世界地図  （文春新書） 21世紀研究会/編 文藝春秋

34 288.3 最上氏三代 松尾剛次/著 ミネルヴァ書房

35 288.3 リヒトホーフェン  （中公新書） 森貴史/著 中央公論新社

36 288.4 明治天皇の聖蹟を歩く 東日本編 打越孝明/著 KADOKAWA

37 288.4 聖徳太子信仰とは何か 榊原史子/著 勉誠出版

38 288.9 国旗と国章図鑑 苅安望/著 世界文化ブックス

39 289.1 死ぬまで、働く。 池田きぬ/著 すばる舎

40 289.1 広田弘毅 井上寿一/著 ミネルヴァ書房

41 289.1 北条義時  （中公新書） 岩田慎平/著 中央公論新社

42 289.1 渋沢栄一と松平定信 植村美洋/著 現代書館

43 289.1 足利義輝と三好一族 木下昌規/著 戎光祥出版

44 289.1 山内一豊・忠義 長屋隆幸/著 ミネルヴァ書房

45 289.1 旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見博明/著 古川江里子/編 中央公論新社

46 289.1 津田梅子 古川安/著 東京大学出版会

47 289.1 北条義時の足跡をたどる旅 「北条義時の足跡をたどる旅」製作委員会/
著 東京ニュース通信社

48 289.1 史伝北条義時 山本みなみ/著 小学館

49 289.2 良心の囚人 マ・ティーダ/著 熊木信太郎/訳 論創社

50 289.3 ゆるぎなき自由 ジゼル・アリミ/著 アニック・コジャン/著 勁草書房

51 289.3 URBAN OUTLAW マグナス・ウォーカー/著 小林玲子/訳 東洋館出版社

52 289.3 シュリーマン エーミール・ルートヴィヒ/著 秋山英夫/訳 白水社

53 290.8 いちばん美しい季節に行きたい世界の絶景365日 TABIZINE/著 PIE International/著 パイインターナショナル

54 290.9 海外赴任ガイド 2022 JCM/編集・監修 丸善プラネット

55 290.9 世界遺産  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

56 290.9 世界史を歩く 南里章二/著 ナカニシヤ出版

57 291.0 地元写真家がいちばん見せたいにっぽんの絶景 #みんなの地元推し/著 別所隆弘/監修 玄光社

58 291.0 GO!SAUNA&SPA GUIDE  朝日新聞出版

59 291.0 日本で見つけるまるで海外な絶景旅  JTBパブリッシング

60 291.0 日本歴史地図帳  昭文社

61 291.2 るるぶ福島会津磐梯  '23  JTBパブリッシング

62 291.3 埼玉の教科書  JTBパブリッシング

63 291.3 るるぶドライブ関東ベストコース  '23  JTBパブリッシング

64 291.5 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋真名子/著 河出書房新社

65 291.5 愛知の昭和30年代を歩く 溝口常俊/編著 風媒社

66 291.5 るるぶ安曇野松本白馬  '23  JTBパブリッシング

67 291.5 るるぶ伊豆  '23  JTBパブリッシング

68 291.5 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷  '23  JTBパブリッシング

69 291.5 るるぶ山梨  '23  JTBパブリッシング

70 291.6 るるぶ奈良  '23  JTBパブリッシング

71 291.8 高知のトリセツ  昭文社

72 291.8 徳島のトリセツ  昭文社

73 291.9 宮崎のトリセツ  昭文社

74 291.9 るるぶ石垣宮古竹富島西表島  '23  JTBパブリッシング

75 291.9 るるぶ長崎  '23  JTBパブリッシング

76 292 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田仁康/監修 昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

77 292.2 香港旅の雑学ノート 山口文憲/著 河出書房新社

78 292.5 JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷はるか/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 政策リサーチ入門 伊藤修一郎/著 東京大学出版会

2 302.1 コロナ後  （新潮新書） 佐藤智恵/編著 新潮社

3 302.2 韓国愛憎  （中公新書） 木村幹/著 中央公論新社

4 302.2 タリバンの眼  （PHP新書） 佐藤和孝/著 PHP研究所

5 302.2 イラン  （平凡社新書） 新冨哲男/著 平凡社

6 302.2 さまよえる韓国人 武藤正敏/著 ワック

7 302.3 バチカン大使日記  （小学館新書） 中村芳夫/著 小学館

8 302.5 コロナ禍のアメリカを行く デール・マハリッジ/著 上京恵/訳 原書房

9 304 日本の論点 2022〜23 大前研一/著 プレジデント社

10 304 過去を「巨視」して未来を考える 落合陽一/著 NHK「ズームバック×オチア
イ」制作班/著 NHK出版

11 304 裏道を行け  （講談社現代新書） 橘玲/著 講談社

12 304 老人支配国家日本の危機  （文春新書） エマニュエル・トッド/著 文藝春秋

13 304 まなざしの革命 ハナムラチカヒロ/著 河出書房新社

14 304 ヒトの壁  （新潮新書） 養老孟司/著 新潮社

15 309.3 激動日本左翼史  （講談社現代新書） 池上彰/著 佐藤優/著 講談社

16 309.3 連合赤軍を読む年表 椎野礼仁/著 ハモニカブックス

17 311.1 ジョン・ロールズ  （中公新書） 齋藤純一/著 田中将人/著 中央公論新社

18 311.1 みんな政治でバカになる 綿野恵太/著 晶文社

19 311.7 資本主義・デモクラシー・エコロジー 千葉眞/著 筑摩書房

20 312.1 時代への向き合い方 雨宮昭一/著 丸善プラネット

21 312.1 安倍晋三と菅直人  （集英社新書） 尾中香尚里/著 集英社

22 312.1 官邸は今日も間違える  （新潮新書） 千正康裕/著 新潮社

23 312.2 中国のロジックと欧米思考 天児慧/著 青灯社

24 312.3 ソ連を崩壊させた男、エリツィン 下斗米伸夫/著 作品社

25 314.8 選挙活動、ビラ配りからやってみた。 和田靜香/著 小川淳也/取材協力 左右社

26 315.1 「NHKから国民を守る党」とは何だったのか? 選挙ウォッチャーちだい/著 新評論

27 316.1 新・個人情報保護法の逐条解説 宇賀克也/著 有斐閣

28 316.8 AI監獄ウイグル ジェフリー・ケイン/著 濱野大道/訳 新潮社

29 316.8 人種差別をしない・させないための20のレッスン ティファニー・ジュエル/著 オーレリア・
デュラン/イラスト DU BOOKS

30 317.7 マル暴  （小学館新書） 櫻井裕一/著 小学館

31 318.1 地方自治法の基本 高橋明男/編 佐藤英世/編 法律文化社

32 318.2 戦後沖縄の政治と社会 平良好利/編著 高江洲昌哉/編著 吉田書店

33 318.2 沖縄が日本を倒す日 渡瀬夏彦/著 かもがわ出版

34 319 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2022 池上彰/著 毎日新聞出版

35 319.1 中国から独立せよ 小滝透/著 集広舎

36 319.1 宿命の衝突 田久保忠衛/著 櫻井よしこ/著 ビジネス社

37 319.1 追跡!謎の日米合同委員会 吉田敏浩/著 毎日新聞出版

38 319.2 狂える世界と不確実な未来 斎藤直樹/著 論創社

39 319.2 慰安婦運動、聖域から広場へ 沈揆先/著 箱田哲也/訳 朝日新聞出版

40 319.2 チベット侵略 チベット亡命政権ジュネーブ支局/著 ダラ
イ・ラマ法王日本代表部事務所/訳 飛鳥新社

41 319.2 なぜ、イスラームと衝突し続けるのか 内藤正典/著 明石書店

42 319.3 極東ナチス人物列伝 田嶋信雄/編著 田野大輔/編著 作品社

43 319.8 戦争の未来 ローレンス・フリードマン/著 奥山真司/訳 中央公論新社

44 320.9 まこつの古今判例集 中村真/著 清文社

45 322 ルールの世界史 伊藤毅/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

46 324 民法 4  有斐閣

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 324.2 物権法 中舎寛樹/著 日本評論社

48 324.2 不動産実務百科Q&A 2021新第19版 日本不動産研究所/著 清文社

49 324.2 空き家の法律問題と実務対応 羽柴研吾/著 清文社

50 324.6 男の離婚読本 飯野たから/著 神木正裕/著 自由国民社

51 324.6 日本のふしぎな夫婦同姓  （PHP新書） 中井治郎/著 PHP研究所

52 324.6 親の財産を凍結から守る認知症対策ガイドブック 元木翼/著 日本法令

53 324.7 すぐに役立つ相続登記・相続税・事業承継の法律と書式 武田守/監修 旭祐樹/監修 三修社

54 324.7 親子で知っておきたいはじめての相続と遺言 ベンチャーサポート相続税理士法人/著 合同フォレスト

55 324.7 侵害額を少なくするための遺留分対策完全マニュアル 山本和義/著 平松亜矢子/法律監修 清文社

56 324.9 夫婦別姓  （ちくま新書） 栗田路子/著 冨久岡ナヲ/著 筑摩書房

57 325.2 会社法は誰のためにあるのか 上村達男/著 岩波書店

58 325.2 図解いちばんやさしく丁寧に書いた会社法の本 佐藤孝幸/監修 成美堂出版

59 326.3 エビデンスから考える現代の「罪と罰」 浜井浩一/著 現代人文社

60 327.2 民事訴訟マニュアル 上・下 岡口基一/著 ぎょうせい

61 327.2 最新重要判例250民事訴訟法 山本和彦/著 弘文堂

62 329.3 緊急人道支援の世紀 内海成治/編 桑名恵/編 ナカニシヤ出版

63 331 資本主義の方程式  （中公新書） 小野善康/著 中央公論新社

64 331.7 「経済学」にだまされるな! トマ・ポルシェ/著 岩澤雅利/訳 NHK出版

65 332.1 岸田政権の新しい資本主義で無理心中させられる日本経済 高橋洋一/著 宝島社

66 332.1 安いニッポン 中藤玲/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

67 332.1 日経キーワード 2022-2023 日経HR編集部/編著 日経HR

68 332.1 ハンドブック日本経済史 平井健介/編著 島西智輝/編著 ミネルヴァ書房

69 333 ミッション・エコノミー マリアナ・マッツカート/著 関美和/訳 ニューズピックス

70 333.6 グローバリゼーション  （ちくま新書） 伊豫谷登士翁/著 筑摩書房

71 333.6 世界はコロナとどう闘ったのか? アダム・トゥーズ/著 江口泰子/訳 東洋経済新報社

72 333.8 国際協力キャリアガイド 2021-22  国際開発ジャーナル社

73 333.8 日本の国際協力 中南米編  ミネルヴァ書房

74 335 きまじめでやさしい弱者のための「独立・起業」読本 阿部浩一/著
クロスメディア・パブリッ
シング

75 335 個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根俊輔/著 新星出版社

76 335 法務コンプライアンス実践ガイド 浜辺陽一郎/著 清文社

77 335 人間ぎらいのマーケティング 林直人/著 実業之日本社

78 335.1 BUSHIDO CAPITALISM 櫻田謙悟/著 柴田さとみ/訳 かんき出版

79 335.1 シン・君主論 冨山和彦/著 木村尚敬/著 日経BP

80 335.1 中小企業でもできるSDGs経営の教科書 藤田源右衛門/著 あさ出版

81 336 マネジメント 遠藤功/監修 新星出版社

82 336.1 Digital-Oriented革命 安部慶喜/共著 柳剛洋/共著 日経BP

83 336.1 シン・経済安保 高橋郁夫/著 近藤剛/著 日経BP

84 336.1 たった1人からはじめるイノベーション入門 竹林一/著 日本実業出版社

85 336.1 武器としての戦略フレームワーク 手塚貞治/著 日本実業出版社

86 336.1 プロダクトビジョン Laura Fish/著 Scott Kiekbusch/著 丸善出版

87 336.1 「なりわい」革新 望月真理子/筆 中町直太/筆 宣伝会議

88 336.1 デザイン経営 鷲田祐一/著 有斐閣

89 336.2 チャートで考えればうまくいく 安藤芳樹/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

90 336.2 社会人1年目からのフレームワーク思考 苅野進/著 秀和システム

91 336.2 エフォートレス思考 グレッグ・マキューン/著 高橋璃子/訳 かんき出版

92 336.3 問いかけの作法 安斎勇樹/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

93 336.3 叱らない、ほめない、命じない。 岸見一郎/著 小野田鶴/構成・編集 日経BP

94 336.3 なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか  （SB新書） 沢渡あまね/著 SBクリエイティブ

95 336.3 会社ではネガティブな人を活かしなさい  （集英社新書） 友原章典/著 集英社

96 336.3 会社は「仲良しクラブ」でいい 橋本正徳/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

97 336.4 職場のめんどくさい人から自分を守る心理学 井上智介/著
日本能率協会マネジメント
センター
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98 336.4 できる人は、「これ」しか言わない 大塚寿/著 PHP研究所

99 336.4 ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田充弘/監修 宝島社

100 336.4 感じがいいと思われる敬語の話し方 川道映里/著 西出ひろ子/監修 ナツメ社

101 336.4 どこでも成果を出す技術 沢渡あまね/著 技術評論社

102 336.4 図解でわかる人事・労務の知識 中田孝成/監修 総合法令出版/編 総合法令出版

103 336.4 1からの人的資源管理 西村孝史/編著 島貫智行/編著 碩学舎

104 336.4 中小企業における働き方改革「同一労働同一賃金」の実践手順 二宮孝/編著 住美賀子/著 労働調査会

105 336.4 多様性って何ですか? 羽生祥子/著 日経BP

106 336.4 トヨタグループで学んだ誰にでも伝わる図解資料作成術! 森川翔/著 自由国民社

107 336.4 入門図解最新休業・休職の法律知識と実務手続き 森島大吾/監修 三修社

108 336.4 労務不祥事の社内調査ハンドブック 横山直樹/著 日本法令

109 336.4 リーダーの解決力 吉田幸弘/著 ビジネス社

110 336.4 テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A ロア・ユナイテッド法律事務所/編 岩出誠/
編集代表 民事法研究会

111 336.8 企業価値向上のための経営指標大全 大津広一/著 ダイヤモンド社

112 336.8 バリュエーションの理論と実務 鈴木一功/編著 田中亘/編著
日経BP日本経済新聞出版本
部

113 336.8 永守流経営とお金の原則 永守重信/著 日経BP

114 336.9 図解連結決算のしくみと読み方 石王丸周夫/著 中央経済社

115 336.9 理解が深まる消費税インボイス制度QA 金井恵美子/著 税務研究会出版局

116 336.9 経理業務の基本 小島孝子/著 日本実業出版社

117 336.9 図説貸倒損失をめぐる法人税務 須田勝/著 大蔵財務協会

118 336.9 減価償却資産の50音順耐用年数早見表 令和3年12月改訂 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会

119 337.8 物価とは何か 渡辺努/著 講談社

120 338 最新いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン 大塚雄介/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

121 338 金融サービスの未来  （岩波新書 新赤版） 新保恵志/著 岩波書店

122 338.1 敗者のゲーム チャールズ・エリス/著 鹿毛雄二/訳
日経BP日本経済新聞出版本
部

123 338.1 勝てる投資家は、「これ」しかやらない 上岡正明/著 PHP研究所

124 338.1 インパクト投資入門 須藤奈応/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

125 338.1 貯金0円からの投資入門 竹内弘樹/監修 朝日新聞出版

126 338.1 あなたの人生に最適なお金の増やし方が見つかる投資図鑑 内藤忍/著 SBクリエイティブ

127 338.1 10万円から始めるスタートアップ投資 安田次郎/著
クロスメディア・パブリッ
シング

128 338.1 株の超入門書 安恒理/著 高橋書店

129 338.6 リージョナルバンカーズ地域金融が勝ち抜く条件 NIKKEI Financial/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

130 338.8 自由に生きるための地味な投資で2000万円 大西真人/著 SBクリエイティブ

131 339.2 保険業界2.0 野口俊哉/著 きんざい

132 339.4 いらない保険  （講談社+α新書） 後田亨/著 永田宏/著 講談社

133 342.1 図説日本の財政 令和3年度版 廣光俊昭/編著 財経詳報社

134 345.3 医療費控除のすべてがわかる本 令和4年3月申告用 藤本清一/編集代表 税務研究会/編集 税務研究会出版局

135 345.5 これからの相続不動産と税務 小林磨寿美/著 清文社

136 349 自治体の財政診断入門 鈴木文彦/著 学芸出版社

137 361.0 情報生産者になってみた  （ちくま新書） 上野ゼミ卒業生チーム/著 筑摩書房

138 361 Think critically ジョエル・ベスト/著 飯嶋貴子/訳 慶應義塾大学出版会

139 361.4 ファシリテーションとは何か 井上義和/編著 牧野智和/編著 ナカニシヤ出版

140 361.4 バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚文/著 かんき出版

141 361.4 誰も教えてくれなかった縁切りの知恵 川副秀樹/著 近藤隆己/著 言視舎

142 361.4 メディアリテラシー 坂本旬/編著 山脇岳志/編著 時事通信出版局

143 361.4 メディアリテラシーを学ぶ 坂本旬/著 大月書店

144 361.4 「印象」の心理学 田中知恵/著 日本実業出版社

145 361.4 なぜ私たちは友だちをつくるのか ロビン・ダンバー/著 吉嶺英美/訳 青土社

146 361.4 ソーシャル・コンストラクショニズムと対人支援の心理学 能智正博/編 大橋靖史/編 新曜社

147 361.4 7秒で好かれる人になるコツと、小さな習慣 藤村純子/著 主婦の友社

148 361.4 対立を歓迎するリーダーシップ アーノルド・ミンデル/著 松村憲/訳
日本能率協会マネジメント
センター
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No, 分類 書名 著者名 出版社

149 361.7 集まる場所が必要だ エリック・クリネンバーグ/著 藤原朝子/訳 英治出版

150 361.8 ノブレス・オブリージュ イギリスの上流階級 新井潤美/著 白水社

151 361.8 頭手心
デイヴィッド・グッドハート/著 外村次郎/
訳 実業之日本社

152 361.8 格差という虚構  （ちくま新書） 小坂井敏晶/著 筑摩書房

153 361.9 インタビュー調査法の基礎 グラント・マクラッケン/著 寺崎新一郎/訳 千倉書房

154 364.3 社会保険労務士になるには 池田直子/著 ぺりかん社

155 364.3 社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本 小岩和男/監修 技術評論社

156 364.6 最強の老後資産づくりiDeCo個人型確定拠出年金のトリセツ 大江加代/著 ソシム

157 364.6 確定拠出年金<iDeCo>入門 大竹のり子/著 ナツメ社

158 364.6 図表でみる世界の年金 2019年版 OECD/編著 岡部史哉/監訳 明石書店

159 364.6 これ一冊でわかる!障害年金のしくみと手続き 吉野千賀/監修 ナツメ社

160 365.3 家づくりのすべてがスラスラわかる本 2022  エクスナレッジ

161 366 ブルシット・ジョブの謎  （講談社現代新書） 酒井隆史/著 講談社

162 366.2 ジョブ型時代を勝ち抜くキャリア戦略 中川浩/監修・著 佐久間大介/著 秀和システム

163 366.3 大人のいじめ  （講談社現代新書） 坂倉昇平/著 講談社

164 367.1 同意 ジュヌヴィエーヴ・フレス/著 石田久仁子/
訳 明石書店

165 367.2 わたしの体に呪いをかけるな リンディ・ウェスト/著 金井真弓/訳 双葉社

166 367.2 性差(ジェンダー)の日本史  （インターナショナル新書）
国立歴史民俗博物館/監修 「性差の日本
史」展示プロジェクト/編集

集英社インターナショナル

167 367.2 フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから 冨士谷あつ子/編著 新川達郎/編著 明石書店

168 367.6 ひきこもりの真実  （ちくま新書） 林恭子/著 筑摩書房

169 367.6 見過ごされた貧困世帯の「ひきこもり」 原未来/著 大月書店

170 367.7 人生の締め切りを前に  （講談社+α新書） 田原総一朗/著 下重暁子/著 講談社

171 367.7 ルポ中高年ひきこもり  （宝島社新書） NHKスペシャル取材班/著 宝島社

172 367.9 RESPECT男の子が知っておきたいセックスのすべて インティ・シャベス・ペレス/著 みっつん/
訳 現代書館

173 367.9 トランスジェンダーの原理 神名龍子/著 ポット出版プラス

174 367.9 産婦人科専門医が教えるはじめての性教育 仲栄美子/著 自由国民社

175 367.9 10代の妊娠 にじいろ/著 高橋幸子/監修 合同出版

176 367.9 ノンバイナリーがわかる本 エリス・ヤング/著 上田勢子/訳 明石書店

177 368.2 ルポ路上生活 國友公司/著 KADOKAWA

178 368.4 パパ活女子  （幻冬舎新書） 中村淳彦/著 幻冬舎

179 368.4 帝国主義国の軍隊と性 林博史/著 吉川弘文館

180 369.0 外国人のためのやさしく学べる介護の知識・技術 甘利庸子/編著 海外介護士育成協議会/編集 中央法規出版

181 369.0 渋沢栄一と社会事業 武井優/著 鳥影社

182 369 社会福祉概論 西村昇/編著 日開野博/編著 中央法規出版

183 369.1 ケアマネジャーをめざす人の本 22年版 コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版

184 369.2 おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう 青木聖久/著 ペンコム

185 369.2 ポストコロナ時代の「通いの場」 近藤克則/編 日本看護協会出版会

186 369.2 だって、生まれたんだもん 西田江里/著 ぶどう社

187 369.2 失敗事例に学ぶ生活保護の現場対応Q&A 眞鍋彰啓/編著 民事法研究会

188 369.2 高齢親への言葉がけシーン別実例53 柳本文貴/監修 つちや書店

189 369.3 紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち 国連難民高等弁務官事務所/著 UNHCR駐日事
務所/協力 合同出版

190 369.3 大震災・原発事故からの復活  （知の新書） 琴寄政人/著 文化科学高等研究院出版局

191 369.4 シングルマザー、その後  （集英社新書） 黒川祥子/著 集英社

192 369.4 子どもの貧困とライフチャンス 子どもの貧困アクショングループ/編 松本
伊智朗/監訳 かもがわ出版

193 369.4 子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 日本弁護士連合会子どもの権利委員会/編 明石書店

194 370.7 データからデザインする教師の組織的な学び 中田正弘/編著 坂田哲人/編著 学事出版

195 371.4 こどものスモールトラウマのためにできること スッダ・クドゥバ/著 穂積由利子/訳 春秋社

196 371.4 いじめ事件の弁護士実務 高島惇/著 第一法規

197 371.5 多様性を再考する 坂本光代/編
Sophia University Press上
智大学出版

198 372.3 「論理的思考」の社会的構築 渡邉雅子/著 岩波書店

199 373.2 コンメンタール教育基本法 日本教育法学会/編 学陽書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

200 373.4 就学支援がよくわかる本 川崎雅和/著 柳澤清香/著 学事出版

201 374.3 #教師のバトンとはなんだったのか 内田良/著 斉藤ひでみ/著 岩波書店

202 374.3 書かない板書 沼田拓弥/著 東洋館出版社

203 375.1 映画アクティブラーニング 小田浩之/著 公人の友社

204 375.1 個別最適な学びと協働的な学び 奈須正裕/著 東洋館出版社

205 375.1 GIGAスクールはじめて日記 続 堀田龍也/監修 佐藤和紀/監修 さくら社

206 375.4 親子で楽しむ!中学受験算数 横山明日希/著 滝澤幹/著 平凡社

207 375.4 理科総合大百科 2022  少年写真新聞社

208 376.1 あそびが語る保育と発達 河崎道夫/著 かもがわ出版

209 376.1 ママがいい! 松居和/著 グッドブックス

210 376.1 保育の現場で使える文章と言葉かけ 横山洋子/監修 池田書店

211 377.1 大学広報を知りたくなったら読む本 谷ノ内識/著 大学教育出版

212 377.9 女子大生さくらの就活日記 甲斐莊正晃/著 日本経済評論社

213 377.9 本気で内定!面接対策 2024年度版 瀧本博史/監修 新星出版社

214 378.8 発達障害の子のビジョントレーニング 北出勝也/監修 講談社

215 378.8 発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック 集団の生活編 全国LD親の会/編著 安住ゆう子/監修 かもがわ出版

216 378.8 得意なこと苦手なことが極端なきみへ 高山恵子/著 合同出版

217 378.8 星と虹色なこどもたち 星山麻木/著 相澤るつ子/イラスト 学苑社

218 378.8 親子で力を合わせ思春期の発達障害を乗り越える 宮尾益知/監修 河出書房新社

219 379 「つながり」で目指す持続可能なふるさとづくり 江頭明文/著 ぎょうせい

220 379.4 50歳からの人生が変わる痛快!「学び」戦略  （PHPビジネス新書） 前川孝雄/著 PHP研究所

221 379.9 3歳から始める欧米式お金の英才教育 川口幸子/著 文友舎

222 379.9 子どもの考える力を伸ばす聴き方・伝え方 岸田雪子/著 三笠書房

223 379.9 子育てに迷ったときのお母さんへの言葉 佐々木正美/著 大和書房

224 379.9 「私、子育て向いてないかも」がラクになる本 Joe/著 日本実業出版社

225 379.9 敏感な男の子の伸ばし方 松永暢史/著 あさ出版

226 382.1 講座日本民俗学 4 小川直之/ほかシリーズ編集 朝倉書店

227 382.1 京なにわ暮らし歳時記 山田庄一/著 岩波書店

228 383.1 中山服の誕生 乗松佳代子/著 風媒社

229 383.8 和菓子のひみつ 「江戸楽」編集部/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

230 383.8 食の歴史学 原田信男/著 青土社

231 386.1 史料が語る年中行事の起原 阿部泉/著 清水書院

232 388 世界怪異伝説事典 えいとえふ/著 朝里樹/監修 笠間書院

233 388.1 あいたくてききたくて旅にでる 小野和子/執筆 清水チナツ/編集 PUMPQUAKES

234 388.1 日本の鬼図鑑 八木透/監修 青幻舎

235 388.5 カリブ海アンティル諸島の民話と伝説 テレーズ・ジョルジェル/著 松井裕史/訳 作品社

236 389 生きていること ティム・インゴルド/著 柴田崇/訳 左右社

237 389.0 絡まり合う生命 奥野克巳/著 亜紀書房

238 389.0 生態人類学は挑む MONOGRAPH6  京都大学学術出版会

239 392.2 亡びゆく中国の最期の悪あがきから日本をどう守るか 兵頭二十八/著 徳間書店

240 393 防衛外交とは何か 渡部恒雄/編 西田一平太/編 勁草書房

241 397.2 海上自衛隊装備百科  イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 清少納言がみていた宇宙と、わたしたちのみている宇宙は同じなのか? 池内了/著 青土社

2 410 Designing Math. 古堅真彦/著 ビー・エヌ・エヌ

3 410 一目でわかるイメージ式!高校数学・公式図鑑 涌井良幸/著 涌井貞美/著 技術評論社

4 410.2 不確実性を飼いならす イアン・スチュアート/著 徳田功/訳 白揚社

5 410.4 人と数学のあいだ 加藤文元/著 岩井圭也/著 トランスビュー

6 410.7 数学でピザを切り分ける! 坂井公/著 斉藤重之/イラスト 日経サイエンス

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 410.9 世界を満たす論理 荒畑靖宏/著 勁草書房

8 412.7 世界は「e」でできている  （ブルーバックス） 金重明/著 講談社

9 417 統計学の絵本 竹内俊彦/著 山口真理子/絵 オーム社

10 417 Rでらくらくデータ分析入門 西田典充/著 技術評論社

11 420 物理学図鑑 福江純/共著 福江翼/共著 オーム社

12 420 単位と法則大図鑑 和田純夫/監修 ニュートンプレス

13 420.4 世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学CAST/文 滝川洋二/監修 三才ブックス

14 423 力学 下村裕/著 共立出版

15 431.1 量子化学の世界 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

16 431.1 暗記しないで化学入門  （ブルーバックス） 平山令明/著 講談社

17 435.4 知られざる水の化学 齋藤勝裕/著 技術評論社

18 435.5 図説窒素と環境の科学 林健太郎/編 柴田英昭/編 朝倉書店

19 436.3 新元素ニホニウムはいかにして創られたか 羽場宏光/著 東京化学同人

20 440 地球外生命  （中公新書） 小林憲正/著 中央公論新社

21 440 文系のためのめっちゃやさしい宇宙 吉田直紀/監修 ニュートンプレス

22 442 星空の楽しみかた KAGAYA/著 河出書房新社

23 442.7 魅せる星空撮影術 田中達也/著 インプレス

24 445.3 火星の歩き方  （光文社新書） 臼井寛裕/著 野口里奈/著 光文社

25 448.9 フリーGISソフトMANDARA10入門 谷謙二/著 古今書院

26 451.6 日本の降雪 村上正隆/著 朝倉書店

27 457.8 恋する化石 土屋健/著 ツク之助/絵 ブックマン社

28 460 学びなおし中学・高校の生物  ニュートンプレス

29 469.2 人類はできそこないである  （SB新書） 斎藤成也/著 SBクリエイティブ

30 469.2 図解人類の進化  （ブルーバックス） 斎藤成也/編・著 海部陽介/著 講談社

31 471.7 かおりの生態学 塩尻かおり/著 辻和希/コーディネーター 共立出版

32 474.8 素晴らしき、きのこの世界 ポール・スタメッツ/編著 保坂健太郎/日本
語版監修 原書房

33 481.1 セルプロセッシング工学 高木睦/編著 岩井良輔/著 コロナ社

34 485.3 エビはすごいカニもすごい  （中公新書） 矢野勲/著 中央公論新社

35 486 虫を観る、虫を描く 川島逸郎/著 グラフィック社

36 486.1 昆虫飛形図鑑 三橋淳/著 八坂書房

37 488.1 鳥になるのはどんな感じ? デビッド・アレン・シブリー/著 川上和人/
監訳・解説 羊土社

38 488.6 海鳥と地球と人間 綿貫豊/著 築地書館

39 489.4 野ネズミとドングリ 島田卓哉/著 東京大学出版会

40 489.5 虎 岩合光昭/著 クレヴィス

41 489.7 ゾウが教えてくれたこと 入江尚子/著 化学同人

42 490.1 臓器収奪-消える人々 イーサン・ガットマン/著 鶴田ゆかり/訳 ワニ・プラス

43 490.2 図解医療の世界史 久繁哲徳/著 丸善出版

44 491.1 はたらく内臓 坂井建雄/監修 中央公論新社

45 491.1 筋肉大図鑑 谷本道哉/監修 ニュートンプレス

46 491.3 タイミングの科学 乾信之/著 京都大学学術出版会

47 491.3 ハーバードで学んだ逆境の脳科学 川崎康彦/著 青春出版社

48 491.3 子どもの脳がぐんぐん育つ「やる気脳」を育てる 沢口 俊之/著 小学館

49 491.3 生命知能と人工知能 高橋宏知/著 講談社

50 491.3 生理学の基本としくみ 部谷祐紀/著 田中越郎/監修 ナツメ社

51 491.3 人体完全ガイド  ニュートンプレス

52 491.4 瘦せる脂肪 マリエッタ・ボン/著 リーズベス・ファ
ン・ロッサム/著

クロスメディア・パブリッ
シング

53 491.6 がんは裏切る細胞である アシーナ・アクティピス/著 梶山あゆみ/訳 みすず書房

54 491.7 図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本 内海洋/著 あさ出版

55 492.7 おうちでできるやさしいお灸 石本和也/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

56 493.1 ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下雅弘/監修 成美堂出版

57 493.1 糖尿病と食 植木浩二郎/編集 朝倉書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 493.2 食べて飲んで中性脂肪とコレステロールをへらす本 栗原毅/著 興陽館

59 493.7 脳科学で探る認知症予防 稲場秀明/著 花伝社

60 493.7 他人をコントロールせずにはいられない人  （朝日新書） 片田珠美/著 朝日新聞出版

61 493.7 安心な認知症 繁田雅弘/監修(代表) 森下えみこ/マンガ・
イラスト 主婦と生活社

62 493.7 統合失調症 白石弘巳/監修 高橋書店

63 493.7 精神科医が教えない「プチ強迫性障害」という「幸せ」 杉山崇/著 双葉社

64 493.7 薬に頼らず認知症を治す方法 竹内孝仁/著 エクスナレッジ

65 493.7 認知症とその治療法がよくわかる本 玉野吉範/著 アーク出版

66 493.7 マンガ認知症  （ちくま新書） ニコ・ニコルソン/著 佐藤眞一/著 筑摩書房

67 493.7 精神科医が語るHSP・心の病と“生きづらさ” 福西勇夫/著 法研

68 493.7 認知症家族に寄り添う介護しやすい家づくり 堀越智/編著 山崎努/著 日刊工業新聞社

69 493.8 本当に大丈夫か、新型ワクチン 岡田正彦/著 花伝社

70 493.8 mRNAワクチンの衝撃 ジョー・ミラー/著 エズレム・テュレジ/著 早川書房

71 493.9 ASD、ADHDの「苦手」を乗り越え自己実現 青木悠太/著 主婦の友社

72 493.9 心の病気にかかる子どもたち 水野雅文/著 朝日新聞出版

73 494.6 腰椎椎間板ヘルニアを治す 岡田英次朗/著 法研

74 494.7 庭仕事の真髄 スー・スチュアート・スミス/著 和田佐規
子/訳 築地書館

75 494.8 ニキビは皮膚科で治す 鳥居靖史/著 現代書林

76 494.9 ぼくとがんの7年 松永正訓/著 医学書院

77 494.9 一流の前立腺がん患者になれ! 安江博/著 鹿砦社

78 495 もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら? シーラ・デ・リス/著 鈴木ファストアーベ
ント理恵/訳 サンマーク出版

79 495.1 私たちの月経カップ 神林美帆/著 宋美玄/監修 現代書林

80 495.1 生理中です パクボラム/著 ミンウネ/著 世界文化ブックス

81 495.1 「揺らぐカラダ」のトリセツ ベルジェロン容子/著 田中彩/著 学研プラス

82 495.4 知っておきたい不妊症・不育症ガイド 藤井知行/総監修 原田美由紀/監修 時事通信出版局

83 496.8 自律神経を整えたいなら上咽頭を鍛えなさい 堀田修/著 世界文化社

84 497.7 もっと知りたい小児歯科 内川喜盛/編著 永末書店

85 498.0 満州開拓団と満州開拓医 泉孝英/著 文理閣

86 498.0 医療崩壊真犯人は誰だ  （講談社現代新書） 鈴木亘/著 講談社

87 498.0 自由の国と感染症 ヴェルナー・トレスケン/著 西村公男/訳 みすず書房

88 498.1 あなたが知りたい病院事情 西勝英/著 熊本日日新聞社

89 498.2 中絶がわかる本 ロビン・スティーブンソン/著 塚原久美/訳 アジュマ

90 498.3 会話に花が咲くクイズ昭和物語 安部満/著 伊藤文人/イラスト みらいパブリッシング

91 498.3 脳メンテナンス大全
クリステン・ウィルミア/著 サラ・トーラ
ンド/著 日経BP

92 498.3 最強のウォーキング脳 加藤俊徳/著 時事通信出版局

93 498.3 自律神経 工藤孝文/著 朝日新聞出版

94 498.3 小林教授の肩の力を抜くとすべてよくなる 小林弘幸/著
クロスメディア・パブリッ
シング

95 498.3 脳のコンディションの整え方 茂木健一郎/著 ぱる出版

96 498.4 病み、肥え、貧す レオナルド・トラサンデ/著 中山祥嗣/監修 光文社

97 498.5 免疫は栄養がつくる 阿部皓一/著 阿部出版

98 498.5 お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 2 大塚亮/著 高嶋純子/料理 三空出版

99 498.5 おうちでかんたん漢方ごはん
櫻井大典/中医学監修 酒寄美奈子/レシピ監
修 扶桑社

100 498.5 医者が考案した老けないたんぱく質ごはん 白澤卓二/監修 杉浦仁志/料理・レシピ制作 宝島社

101 498.5 美味しく改善ハーブ&スパイス薬膳 田村美穗香/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

102 498.5 脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる低GI食 西剛志/著 アスコム

103 498.5 やせたい人はカロリー制限をやめなさい 益江毅/著 ダイヤモンド社

104 498.5 「嚙める」「飲み込める」がうれしい料理 山田晴子/食事指導 赤堀博美/料理指導 女子栄養大学出版部

105 498.5 食べるなら、どっち!? 渡辺雄二/著 サンクチュアリ出版

106 498.6 感染症と人権 内田博文/著 解放出版社

107 498.6 秘闘 岡田晴恵/著 新潮社

108 498.6 新型コロナ<感染ゼロ>戦略、ニュージーランド 千種キムラ・スティーブン/著 作品社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

109 498.6 保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021  （光文社新書） 関なおみ/著 光文社

110 498.6 中国「コロナ封じ」の虚実  （中公新書）ラクレ 高口康太/著 中央公論新社

111 498.6 コロナ政策の費用対効果  （ちくま新書） 原田泰/著 筑摩書房

112 498.6 ポストコロナの生命哲学  （集英社新書） 福岡伸一/著 伊藤亜紗/著 集英社

113 498.8 会社でうつにならないための7つの心の技術 くずまきたけじろう/著
青春出版社プレミアム編集
工房

114 499.0 小林製薬アイデアをヒットさせる経営 小林一雅/著 PHP研究所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.8 AutoCADパーフェクトガイド 芳賀百合/著 技術評論社

2 501.8 今すぐ使えるかんたんJw_cad完全ガイドブック困った解決&便利技 水坂寛/著 技術評論社

3 507.2 技術者・研究者のための特許の知識と実務 高橋政治/著 秀和システム

4 507.2 最新知的財産権の基本と実務 渡辺弘司/監修 三修社

5 509.6 図解でわかるスマート工場のつくり方 神谷俊彦/編著 清水仁司/著 アニモ出版

6 509.6 入門物流現場の平準化とカイゼン 鈴木邦成/著 日刊工業新聞社

7 513.8 建設機械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 増井麻里子/著 技術評論社

8 519.0 イオン環境財団30年の歩み イオン環境財団/編 イオン環境財団

9 519 エシカル革命 末吉里花/著 山川出版社

10 519 環境経済学 スティーヴン・スミス/著 若林茂樹/訳 白水社

11 519 気候危機とグローバル・グリーンニューディール ノーム・チョムスキー/著 ロバート・ポー
リン/著 那須里山舎

12 519 60分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田雄大/著 EnergyShift/監修 技術評論社

13 519.7 生殖危機 シャナ・H.スワン/著 ステイシー・コリー
ノ/著 原書房

14 520.9 建築意匠権対策マニュアル 池谷和浩/編著 日経アーキテクチュア/編著 日経BP

15 521.8 首里城 象徴になるまで 沖縄タイムス首里城取材班/著 沖縄タイムス社

16 523 図説西洋建築の歴史 西田雅嗣/編著 小林正子/著 学芸出版社

17 526.1 いつかは訪れたい美しき世界の教会 マイケル・ケリガン/著 片山美佳子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

18 527 すてきな玄関・門まわり・駐車場  ブティック社

19 527.1 車いすの一級建築士が教えるほんとうのバリアフリー建築 阿部一雄/著 講談社エディトリアル

20 528 断面図でわかる建築設備 柿沼整三/著 大澤良二/著 彰国社

21 528 建築設備パーフェクトマニュアル 2022-2023 山田浩幸/著 エクスナレッジ

22 537.0 図解IATF 16949よくわかるコアツール 岩波好夫/著 日科技連出版社

23 537.9 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド 2022  JAFメディアワークス

24 538 飛行機のテクノロジー  ニュートンプレス

25 538.6 日本ドローン年鑑 2021 野波健蔵/監修 先端ロボティクス財団/編著 日刊工業新聞社

26 538.6 ドローン・ビジネスと法規制
森・濱田松本法律事務所AI・IoTプラクティ
スグループ/編 戸嶋浩二/編集代表 清文社

27 538.7 世界の戦闘機 石川潤一/解説 富永浩史/解説 イカロス出版

28 538.9 宇宙ビジネスの法務 大久保涼/編著代表 大島日向/共同編著 弘文堂

29 538.9 太陽系観光旅行読本 オリヴィア・コスキー/著 ジェイナ・グル
セヴィッチ/著 原書房

30 540.7 スッキリ!がってん!電気英語の本 春日健/著 濱崎真一/著 電気書院

31 540.9 エネルギー産業2030への戦略 竹内純子/編著 伊藤剛/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

32 547.4 基礎から学ぶTerraform 茅根涼平/著 土持昌志/著 シーアンドアール研究所

33 547.4 いちばんやさしい新しいサーバーの教本 水野源/著 宮原徹/監修 インプレス

34 548.2 わかる!電子工作 I O編集部/編 工学社

35 548.2 PC自作の鉄則! 2022 日経WinPC/編 日経BP

36 549 エレクトロニクスの基礎知識 I O編集部/編 工学社

37 557.8 図解海上交通安全法 藤本昌志/著 成山堂書店

38 564.0 鉄の日本史 松井和幸/著 筑摩書房

39 575.4 LPガス事業団広報 No.220 全国LPガス保安共済事業団/編 全国LPガス保安共済事業団

40 576.7 化粧品成分事典 久光一誠/監修 池田書店

41 588 肉食の終わり ジェイシー・リース/著 井上太一/訳 原書房

42 588.3 とことん、「一点だけ」で突き抜ける 所浩史/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 589.2 ワンピースのおんな 宇壽山貴久子/写真 すまあみ/文 草思社

44 589.7 はじめてのガラスペン 武田健/著 実務教育出版

45 590 「小さい暮らし」の日々のピース cata_coto_/著 主婦の友社

46 590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所/編 メディアパル

47 590.4 60歳を過ぎてから見つけるちいさな暮らしの幸せのヒント pokkoma/著 学研プラス

48 590.4 私をあたらしくする51のこと 本多さおり/著 大和書房

49 590.4 ちょっと背伸びのもの選び  主婦と生活社

50 591 「お金じょうずさん」の小さな習慣 市居愛/著 PHP研究所

51 591 世界一やさしいお金の貯め方増やし方 さんきゅう倉田/著 東洋経済新報社

52 591 ゆるFIRE ちー/著 かんき出版

53 591 1日1分読むだけで身につくお金大全100 頼藤太希/著 高山一恵/著 自由国民社

54 591 はじめてのお金の基本 頼藤太希/共著 高山一恵/共著 成美堂出版

55 593.3 私たちの欲しい和布の洋服 岡崎光子/著 グラフィック社

56 593.3 野口光が教える一生使えるダーニング術 野口光/著 秀和システム

57 593.3 型紙いらずの着物リメイク 2Way楽しめるシャツワンピース 松下純子/著 河出書房新社

58 593.3 毎日コーデに活躍!!作って着回す大人服  ブティック社

59 593.4 ミシンスタートBOOK  日本ヴォーグ社

60 594 as know as de wanのかわいいワンコ服 アズノゥアズ/著 日本ヴォーグ社

61 594 超初心者でも作れる!きほんの通園通学グッズ  ブティック社

62 594 手作りしたい和布のアクセサリー  ブティック社

63 594 HANDMADE布小物  日本ヴォーグ社

64 594 フェルトで作るかわいい和のお飾り  ブティック社

65 594.2 クロスステッチで楽しむアンティークタイルの模様 遠藤佐絵子/著 河出書房新社

66 594.2 刺しゅうステッチ事典150 オノエメグミ/著 アップルミンツ

67 594.2 ぶきっちょさんでもできるかわいい刺しゅう おひつじ/著 ブティック社

68 594.2 どうぶつのししゅう 千葉美波子/著 エクスナレッジ

69 594.2 レトロかわいい刺しゅう ノジヘ/著 土田理奈/訳 朝日新聞出版

70 594.3 冬コーデの定番アイテム手編みの帽子 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

71 594.3 タティングレースのクラシカルアクセサリー 中野ひろこ/著 アップルミンツ

72 594.3 かぎ針で編む編み込み模様のパターン集  アップルミンツ

73 594.3 かぎ針で編むリカちゃんのカジュアルワードローブ  アップルミンツ

74 594.3 だっこあみぐるみ&クッション  アップルミンツ

75 594.3 玉編みでお花のようなリフ編みコモノ  アップルミンツ

76 594.7 帯で作る大人のバッグ  ブティック社

77 594.7 これから私が持ちたいバッグ  ブティック社

78 594.8 ペーパーフラワーの時間 堀込好子/著 ブティック社

79 595 脚やせ本 森拓郎/著 講談社

80 595.4 美髪ケア大全 齊藤あき/監修 浜中聡子/監修 主婦の友社

81 595.5 肌トラブル大全 小林智子/著 WAVE出版

82 595.6 勝手に“やせ体質”に変わる!ダイエット脳 加藤俊徳/著 学研プラス

83 595.6 やせるのはどっち? 中野ジェームズ修一/著 飛鳥新社

84 596 銀座料亭の若女将が教える料亭レベルのレンチンレシピ 伊藤ミナ子/著 ダイヤモンド社

85 596 「ストウブ」だから手間なしでおいしい無水煮込み 大橋由香/著 主婦と生活社

86 596 栗原家のごはん 栗原心平/著 大和書房

87 596 調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社

88 596 二つ星フレンチ元料理長が教えるおうち格上げレシピ 城二郎/著 KADOKAWA

89 596 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ 2 タサン志麻/著 ワニブックス

90 596 小さなひと皿100 堤人美/著 新星出版社

91 596 おいしすぎるたんぱく質おかず 藤井恵/著 新星出版社

92 596 全部レンチン!たんぱく質の作りおき&ラク早おかず218 藤田聡/監修 食のスタジオ/編集 新星出版社

93 596 たんぱく質しっかりおかず 牧野直子/著 池田書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

94 596.0 その下ごしらえ、ホントに必要? 松本仲子/教える人 野田真外/教わった人 幻冬舎

95 596 焼くだけで絶品グリルレシピ 武蔵裕子/著 新星出版社

96 596 レンチン1回!野菜もとれる超ウマおかず 武蔵裕子/著 新星出版社

97 596.2 スリランカのまかないごはん 石野明子/著 イカロス出版

98 596.2 ほぼ10分でアジアのスープ エダジュン/著 誠文堂新光社

99 596.2 ホットクックで作るときめきアジアごはん 阪下千恵/著 日東書院本社

100 596.2 シュウマイの本 シュウマイ潤/著 産業編集センター

101 596.2 全集伝え継ぐ日本の家庭料理 16 日本調理科学会/企画・編集 農山漁村文化協会

102 596.2 イタリアン好きオヤジの絶品晩ごはん まーや/著 KADOKAWA

103 596.2 三國シェフのベスト・レシピ136 三國清三/著 KADOKAWA

104 596.2 プロヴァンスのいつものごはん ダヴィッド・ミシャール/著 町田陽子/著 イカロス出版

105 596.3 オートミール楽やせスープレシピ 岩崎啓子/著 石原新菜/監修 宝島社

106 596.3 一生幸せになれる料理147お魚イラストレシピ大百科 大垣友紀惠/著 つり人社

107 596.3 たっきーママの簡単2STEP!オートミールレシピ 奥田和美/著 加藤彩子/監修 扶桑社

108 596.3 魚はわが師匠 富松由紀/著 弦書房

109 596.6 ノスタルジア喫茶 イスクラ/著 グラフィック社

110 596.6 科学でわかるパンの「なぜ?」 梶原慶春/著 木村万紀子/著 柴田書店

111 596.6 パネットーネとパンドーロ 佐藤広樹/技術監修 ドンク/著 柴田書店

112 596.6 本当に作りたい焼き菓子 信太康代/著 成美堂出版

113 596.6 ホットケーキミックスでおうちカフェ焼き菓子 主婦と生活社/編 主婦と生活社

114 596.6 ホームベーカリーで作るプレミアム食パンとハイブリッド食パン 高橋雅子/著
パルコエンタテインメント
事業部

115 596.6 twins cooking24のホームカフェレシピブック twins cooking24/著 KADOKAWA

116 596.6 パン&サンドイッチ 沼津りえ/著 永岡書店

117 596.6 アメリカンスタイルのアップルパイ・バイブル 平野顕子/著 河出書房新社

118 596.6 何度でも作って、食べたくなる本当においしいお菓子の作り方 marimo/著 KADOKAWA

119 596.6 12か月の小さくてかわいいスイーツの贈り物 柳谷みのり/著 グラフィック社

120 596.7 コーヒー抽出人気店の最新メソッド 旭屋出版書籍編集部/編 旭屋出版

121 596.7 THE COFFEE BOOK アネット・モルドヴァ/著 丸山健太郎/監修 誠文堂新光社

122 597 北欧スタイルでたのしむインテリア おさだゆかり/著 筑摩書房

123 597.5 心地よく暮らす片付け・収納 えり/著 エクスナレッジ

124 597.5 ライフオーガナイズの教科書 日本ライフオーガナイザー協会/著 主婦の友社

125 597.9 病気がイヤならその掃除をやめなさい。 松本忠男/著 河出書房新社

126 599 世界一楽しい子育てアイデア大全 木下ゆーき/著 モチコ/イラスト KADOKAWA

127 599 いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー/著 CCCメディアハウス

128 599.3 体、知能がグングン育つ離乳食 宗田哲男/著 岡田清春/著 エクスナレッジ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 岡山まちづくり探検 岩淵泰/著
岡山大学地域総合研究セン
ター

2 601.1 地域の課題を解決するクリエイティブディレクション術 田中淳一/著 宣伝会議

3 611.3 食べものが足りない! 井出留美/著 手塚雅恵/絵 旬報社

4 612.1 農的暮らしをはじめる本 榊田みどり/著 農山漁村文化協会

5 616.8 サツマイモの病害虫 渡邊健/著 西岡一也/著 全国農村教育協会

6 619.9 サフランの歴史 ラーミン・ガネシュラム/著 龍和子/訳 原書房

7 625.2 リンゴの文化誌 マーシャ・ライス/著 柴田譲治/訳 原書房

8 626.1 図解土づくりタネまき植えつけ  ワン・パブリッシング

9 626.9 知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園 本多勝治/著 家の光協会

10 627 植物画で彩る美しい花言葉 二宮孝嗣/著 ナツメ社

11 627.7 バラの物語 ピーター・E.クキエルスキー/著 チャール
ズ・フィリップス/共著 グラフィック社

12 627.9 季節の言葉を表現するフラワーデザイン 新井光史/著 誠文堂新光社

13 629 庭 246  建築資料研究社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 629.1 動いている庭 ジル・クレマン/著 山内朋樹/訳 みすず書房

15 645.3 和牛繁殖経営の教科書 根岸拓哉/著 イカロス出版

16 645.8 ネザーランドドワーフ飼育バイブル 田向健一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

17 649.8 野生動物の法獣医学 浅川満彦/著 地人書館

18 653.4 ネパールで木を植える 安倍泰夫/著 信濃毎日新聞社

19 661.1 逐条解説漁業法 漁業法研究会/著 大成出版社

20 666.6 宇宙マグロのすしを食べる 山本俊政/著 旬報社

21 667.9 さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂康之/著 林公代/著 イースト・プレス

22 668.1 イワシとニシンの江戸時代 武井弘一/編 吉川弘文館

23 670.9 実例で学ぶ英文ビジネスレター・Eメールの教科書 真鍋英吾/著 ベレ出版

24 672.1 近江商人と出世払い 宇佐美英機/著 吉川弘文館

25 673.3 図解EC担当者の基礎と実務がまるごとわかる本 井幡貴司/著 秀和システム

26 673.3 2年で年商1億円を達成するネットショップ成功の7原則 大上達生/著 水王舎

27 673.3 いる接客、いらない接客 齋藤孝太/著
クロスメディア・パブリッ
シング

28 673.9 人材派遣のことならこの1冊 岡田良則/著 自由国民社

29 673.9 銀座最年少ママの売れ続ける力 桐島とうか/著 河出書房新社

30 673.9 土地利用権における鑑定評価の実務Q&A 黒沢泰/著 清文社

31 673.9 外食業DX 三輪大輔/著 秀和システム

32 673.9 一流のホステスが教える好かれる男と好かれる女 望月明美 ゴマブックス

33 674.3 ヘルス&ビューティグラフィックス・インテリア ヴィクショナリー/編 和田侑子/訳 グラフィック社

34 675 仕事に使えるYouTube動画術 家子史穂/共著 千崎達也/共著 翔泳社

35 675 カワイイエコノミー 稲垣涼子/著 日経BP

36 675 なぜか「惹かれる企業」の7つのポジション 菅順史/著
日経BP日本経済新聞出版本
部

37 675 今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「マーケティング」 佐藤耕紀/著 同文舘出版

38 675 世界一やさしいTwitter集客・運用の教科書1年生 岳野めぐみ/著 ソーテック社

39 675 SDGsブランディングの教科書 三科公孝/著 日本ビジネス出版

40 675 ショートムービー・マーケティング 若井映亮/著 KADOKAWA

41 675.1 ロシアのチョコレート包み紙 小我野明子/著 イーゴリ・スミレンヌィ/著 青幻舎

42 675.4 物流革命 2022 角井亮一/監修 日本経済新聞出版/編
日経BP日本経済新聞出版本
部

43 681 モビリティと地方創生 切通堅太郎/著 西藤真一/著 晃洋書房

44 682.1 横浜市営交通100年 横浜市交通局/編著 横浜交通開発株式会社/
編著 神奈川新聞社

45 683.2 日本の船員と海運のあゆみ 藤丸徹/著 赤塚宏一/校閲 成山堂書店

46 683.9 図解港則法 國枝佳明/共著 竹本孝弘/共著 成山堂書店

47 685.5 ウーバー戦記 マイク・アイザック/著 秋山勝/訳 草思社

48 686.2 地図鉄のすすめ 今尾恵介/著 昭文社

49 686.2 天皇陛下と鉄道  （交通新聞社新書） 工藤直通/著 交通新聞社

50 686.2 国鉄型気動車鈍行が走る日本の鉄道風景 北海道、東北、関東甲信越編 牧野和人/著 フォト・パブリッシング

51 686.2 国鉄優等列車列伝 第2巻  フォト・パブリッシング

52 686.2 全国新幹線完全ガイド  双葉社

53 686.3 鉄道業界就職ガイドブック 2023  イカロス出版

54 686.9 今昔写真と路線分析 都電荒川線の全記録 中村建治/著 森川尚一/著 フォト・パブリッシング

55 689 アフターコロナの観光学 遠藤英樹/編著 新曜社

56 689.2 旅行年報 2021  日本交通公社

57 689.5 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原一郎/著 三五館シンシャ

58 689.8 「築地ホテル館」物語 永宮和/著 原書房

59 699.6 2時間ドラマ40年の軌跡 大野茂/著 東京ニュース通信社

60 699.6 日本懐かしテレビ大全  辰巳出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.5 スケッチで学ぶ動物+人 比較解剖学 加藤公太/著 小山晋平/著 玄光社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

2 702.1 NHK8K国宝へようこそ 法隆寺 NHK「国宝へようこそ」制作班/編著 NHK出版

3 702.1 商業美術家の逆襲  NHK出版新書 山下裕二/著 NHK出版

4 706.9 THE MIRROR 清水敏男/編著 東京書籍

5 712 彫刻の歴史 アントニー・ゴームリー/著 マーティン・
ゲイフォード/著 東京書籍

6 718.4 日本の石仏 No.175(2021年12月) 日本石仏協会/編集 日本石仏協会

7 721 戯画を楽しむ 濱田信義/編著 谷川渥/監修 玄光社

8 721.7 仙厓BEST100 仙厓/画 出光美術館/編・著 講談社

9 723 絵の中のモノ語り 中野京子/著 KADOKAWA

10 723 殉教 山田五郎/著 創元社

11 723 聖獣 山田五郎/著 創元社

12 723 天使 山田五郎/著 創元社

13 723 美童 山田五郎/著 創元社

14 723 楼閣 山田五郎/著 創元社

15 723.1 外交官が描いた世界の風景 小川郷太郎/著 日貿出版社

16 723.1 もっと知りたい佐伯祐三 熊田司/著 東京美術

17 723.3 フェルメールの世界 ゲイリー・シュヴァルツ/著 熊澤弘/訳 パイインターナショナル

18 724 初めてのアルコールインクアートLesson 鈴木美香/著 グラフィック社

19 724.1 すぐに描きたいはがき絵180 小池良子/著 日貿出版社

20 725 服のシワを描く ミシェル・ローリセラ/著 布施英利/監修 グラフィック社

21 726.1 漫画家の自画像 南信長/著 左右社

22 726.1 そのうちプラン ヨシタケ シンスケ/著 遊タイム出版

23 726.5 加々美高浩がもっと全力で教える「スゴい手」の描き方 加々美高浩/著 SBクリエイティブ

24 726.5 イラストでわかる武士の装束 樋口隆晴/執筆・監修 玄光社

25 726.5 ミュシャ装飾デザイン集 ミュシャ/画 千足伸行/著 東京美術

26 726.5 和田誠展 和田誠/画 和田誠展制作チーム/編 ブルーシープ

27 726.6 日本の絵本100年100人100冊 広松由希子/著 玉川大学出版部

28 727.0 これはデザインではない 千原徹也/著 CCCメディアハウス

29 727.8 要点で学ぶ、ロゴの法則150 生田信一/著 板谷成雄/著 ビー・エヌ・エヌ

30 727.8 もじモジ探偵団 雪朱里/著 ヒグチユウコ/イラスト グラフィック社

31 728.2 共に生きる金澤翔子 金澤泰子/文 芸術新聞社

32 733.0 小原古邨 小原古邨/画 小池満紀子/著 平凡社

33 740.2 新興写真の先駆者金丸重嶺 鳥海早喜/著 国書刊行会

34 740.4 写真論 港千尋/著 中央公論新社

35 743.5 風景写真まるわかり教室 萩原史郎/著 萩原俊哉/著 玄光社

36 746.7 Premiere Proではじめるビジネス動画制作入門 森田勇人/著 日経BP

37 750 ふきさんのシーズンおもちゃ大百科 佐藤蕗/著 偕成社

38 750.2 経営者柳宗悦 長井誠/著 水声社

39 753.3 布のはなし 平真実/著 産業編集センター

40 754.9 正方形の紙で作るらせんが美しい折り紙の箱 布施知子/著 日本ヴォーグ社

41 754.9 楽しく遊ぼう!紙のおもちゃ部 moko/著 日本ヴォーグ社

42 755.5 ヌメ革で作るトートバッグ・リュック・鞄 がなはようこ/著 田村光商店/監修 グラフィック社

43 756.6 刀装具 新・解体新書 生田享子/著 天夢人

44 756.6 大加州刀展 石川県立歴史博物館/企画・編集 石川県立歴史博物館

45 756.6 日本刀五ケ伝の旅 山城伝編 田野邉道宏/著 目の眼

46 756.6 日本刀五ケ伝の旅 備前伝 田野邉道宏/著 目の眼

47 757.3 カラーバイブル ローラ・ペリーマン/著 服部こまこ/訳 青幻舎インターナショナル

48 761.1 音楽心理学ことはじめ エリザベス・ヘルムス・マーギュリス/著
二宮克美/訳 福村出版

49 761.2 子どもに教える楽典 ムジカノーヴァ/編 音楽之友社

50 763.2 楽譜がよめなくても90分でいきなりピアノが弾ける本 monaca：factory/著 ダイヤモンド社

51 763.4 弦楽器メンテナンス完全ガイド 茅根健/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

52 763.5 3年後、確実にジャズ・ベースが弾ける練習法 関谷友貴/著 リットーミュージック
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No, 分類 書名 著者名 出版社

53 763.5 初心者のクラシック・ギター基礎教本 2022 たしまみちを/編著 自由現代社(発売)

54 763.7 初心者のオカリナ基礎教本 2022 橋本愛子/編著 自由現代社(発売)

55 763.9 テルミンとわたし 竹内正実/著 工作舎

56 764.6 はじめての吹奏楽ブラスバンド 佐藤博/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

57 764.7 マイルス・デイヴィス大事典 小川隆夫/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

58 764.7 ザ・ブルース マーティン・スコセッシ/監修 ピーター・
ギュラルニック/ほか編 白夜書房

59 764.7 時代のカナリア 湯川れい子/著 集英社

60 767.8 アメリカ音楽の新しい地図 大和田俊之/著 筑摩書房

61 767.8 もういいかいまあだだよ 小椋佳/著 双葉社

62 767.8 平成のヒット曲  （新潮新書） 柴那典/著 新潮社

63 767.8 全音歌謡曲全集 70 全音楽譜出版社出版部/編 全音楽譜出版社

64 767.8 実践!はじめての作曲入門 2021 竹内一弘/編著 クラフトーン/編著 自由現代社(発売)

65 772.1 崑ちゃん90歳今が一番、健康です! 大村崑/著 青春出版社

66 774 歌舞伎を読む 武の巻 大矢芳弘/編著 森話社

67 778.2 私映画 黒田博/著 港の人

68 778.2 侍役者道 千葉真一/筆 双葉社

69 778.2 わたしのウエストサイド物語 ジョージ・チャキリス/著 戸田奈津子/訳 双葉社

70 778.2 夢みるインドネシア映画の挑戦 西芳実/著 英明企画編集

71 778.2 人生が豊かになる映画50本 村瀬広/著 新日本出版社

72 778.8 鎌倉殿の13人 前編 三谷幸喜/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

73 779.1 いまだから語りたい昭和の落語家楽屋話 三遊亭好楽/著 河出書房新社

74 779.1 浪曲は蘇る 杉江松恋/著 原書房

75 779.1 講談最前線 瀧口雅仁/著 彩流社

76 779.1 天才論 立川談志の凄み  （PHP新書） 立川談慶/著 PHP研究所

77 779.1 関東芸人のリーダー 渡辺正行/著 双葉社

78 779.9 今だから!植木等 高田雅彦/著 アルファベータブックス

79 780.1 筋肉の科学知識  ニュートンプレス

80 780.2 スポーツからみる東アジア史  （岩波新書 新赤版） 高嶋航/著 岩波書店

81 780.6 東京オリンピック1964の遺産 坂上康博/編著 來田享子/編著 青弓社

82 780.6 東京五輪の大罪  （ちくま新書） 本間龍/著 筑摩書房

83 780.7 ここで差がつく!スポーツで結果を出す81の習慣 高橋宏文/著 ベースボール・マガジン社

84 781.9 竹馬練習百科 齋藤仁/編著 叢文社

85 782 ほんとうのランニング マイク・スピーノ/著 近藤隆文/訳 木星社

86 782.3 駅伝ごはん 大八木京子/著 ベースボール・マガジン社

87 782.3 フルマラソン》サブスリー達成最強メソッド 平塚潤/著 カンゼン

88 783.1 バスケットボールの動き向上トレーニング 佐藤晃一/著 鈴木良和/著 ベースボール・マガジン社

89 783.4 FCバイエルンの軌跡 ディートリヒ・シュルツェ=マルメリング/
著 中村修/訳 白水社

90 783.4 ベテランの心得 堀江翔太/著 PHP研究所

91 783.5 コートサーフェス研究 伊達公子/著 東洋館出版社

92 783.7 ベースボールと日本占領 谷川建司/著 京都大学学術出版会

93 783.7 アメリカのホームラン打者列伝 ベースボール・マガジン社/編 ベースボール・マガジン社

94 783.7 最高のコーチは、教えない。 吉井理人/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

95 783.8 菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ! 菅原大地/著 日本文芸社

96 783.8 女子プロと一緒に上手くなる! 辻村明志/著 ゴルフダイジェスト社

97 784.3 バックカントリースキー&スノーボード 藤川健/監修 旭立太/監修 山と溪谷社

98 784.3 ニッポンのゲレンデ 2022 ブルーガイド・グラフィック  実業之日本社

99 784.6 フィギュアとは“生き様”を観るスポーツである! 織田信成/著 KADOKAWA

100 784.6 フィギュアスケートスピン完全レッスン 中野友加里/監修 今井遙/協力
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

101 784.6 共に、前へ 羽生結弦 日本テレビ「news every.」取材班/著 祥伝社

102 785.2 イントゥ・ザ・プラネット ジル・ハイナース/著 村井理子/訳 新潮社

103 787.1 陸っぱり海のルアー釣りスタートBOOK TSURINEWS/編著 週刊つりニュース
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No, 分類 書名 著者名 出版社

104 787.1 なんでも釣れるワームの世界  ケイエス企画

105 788.5 そしてフジノオーは「世界」を飛んだ 辻谷秋人/著 三賢社

106 789.2 初心 井上康生/著 ベースボール・マガジン社

107 789.3 おうちで居合道 末岡志保美/著 ブリッジブック企画/監修 体育とスポーツ出版社

108 789.3 チーム・イノベーション 宮脇信介/著 徳間書店

109 791.7 七事式の準備 堀宗恵/指導・執筆 淡交社編集局/編 淡交社

110 792 心と体に効くお香のある生活 椎名まさえ/監修 日東書院本社

111 795 囲碁・失敗に学ぶ上達のヒント 安達利昌/著 平田智也/著 マイナビ出版

112 795 即効順で学ぶ囲碁実戦手筋 松本武久/著 マイナビ出版

113 795 囲碁・AI流定石の基本と変化 山田真生/著 マイナビ出版

114 796 これだけで勝てる矢倉のコツ 大平武洋/著 マイナビ出版

115 796 中飛車戦記2009〜2020 黒沢怜生/著 杉本和陽/著 日本将棋連盟

116 796 藤井聡太の選択 谷合廣紀/著 日本将棋連盟

117 796.0 竜王藤井聡太 将棋世界編集部/編 日本将棋連盟

118 796 羽生善治の実戦次の一手 羽生善治/著 河出書房新社

119 796 羽生善治のみるみる強くなる将棋入門 羽生善治/監修 池田書店

120 798.5 作って学べるUnity本格入門 賀好昭仁/著 技術評論社

121 798.5 eスポーツの科学 FeRC/監修 磯貝浩久/編著 ベースボール・マガジン社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 言語とフラクタル 田中久美子/著 東京大学出版会

2 801.7 “深読み”の技法 小池陽慈/著 笠間書院

3 809.4 新しいあいさつ・スピーチ文例集 すぴーち工房/著 法研

4 810.1 いつもの言葉を哲学する  （朝日新書） 古田徹也/著 朝日新聞出版

5 810.4 日本語の大疑問  （幻冬舎新書） 国立国語研究所/編 幻冬舎

6 810.4 うつりゆく日本語をよむ  （岩波新書 新赤版） 今野真二/著 岩波書店

7 810.7 超基礎・日本語教育のための日本語学 太田陽子/編著 嵐洋子/著 くろしお出版

8 810.7 日本語を教えるための教授法入門 深澤のぞみ/編著 本田弘之/編著 くろしお出版

9 814.7 辛酸なめ子の独断!流行大全  （中公新書ラクレ) 辛酸なめ子/著 中央公論新社

10 814.7 <図解>まるわかり時事用語 2022→2023年版 ニュース・リテラシー研究所/編著 新星出版社

11 816 発信力を強化する「書く」「話す」サイクル さわらぎ寛子/著 ぱる出版

12 816 ファンが増える!文章術 山口拓朗/著 廣済堂出版

13 816.5 学術論文の作法 近江幸治/著 成文堂

14 816.5 論文の教室 戸田山和久/著 NHK出版

15 816.8 カキナーレ 深谷純一/編著 東方出版

16 818 それいけ!方言探偵団  （平凡社新書） 篠崎晃一/著 平凡社

17 829.1 イラストとゴロで覚える韓国語 おかわり こんぶパン/著・イラスト KADOKAWA

18 829.1 K-POP・アイドル好きのためのすぐわかるはじめての韓国語 ソンホ/著 韓興鉄/監修 KADOKAWA

19 834 放送通訳の現場から-難語はこうして突破する 袖川裕美/著 イカロス出版

20 837.5 英語ニュースの教科書 木村恭子/編著 日経ニュース英語塾/編著 InteLingo

21 837.5 基本文法から学ぶ英語リーディング教本 薬袋善郎/著 研究社

22 837.5 単語を覚えたのに読めない人のための英文読解のオキテ55 宮下卓也/著 KADOKAWA

23 867.8 スペイン語の感情表現集 佐竹謙一/著 佐竹パトリシア/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 詩とは何か  （講談社現代新書） 吉増剛造/著 講談社

2 901.3 10代から目指すライトノベル作家 榎本秋/編著 菅沼由香里/著 DBジャパン

3 901.3 このミステリーがすごい! 2022年版 『このミステリーがすごい!』編集部/編 宝島社

4 901.3 テーマからつくる物語創作再入門 K.M.ワイランド/著 シカ・マッケンジー/訳 フィルムアート社

800 語学

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

5 901.6 誰よりも、うまく書く ウィリアム・ジンサー/著 染田屋茂/訳 慶應義塾大学出版会

6 909.3 戦争と児童文学 繁内理恵/著 みすず書房

7 910.2 ライトノベルの新・潮流 石井ぜんじ/著 太田祥暉/著 スタンダーズ

8 910.2 タイム・スリップ芥川賞 菊池良/著 ダイヤモンド社

9 910.2 日本SF全集・総解説 日下 三蔵/著 早川書房

10 910.2 企業と経済を読み解く小説50  （岩波新書 新赤版） 佐高信/著 岩波書店

11 910.2 寂聴さんに教わったこと 瀬尾まなほ/著 講談社

12 910.2 父のおじさん 田中敦子/著 里文出版

13 910.2 古典の効能 寺田真理子/著 林望/監修 雷鳥社

14 910.2 文豪と印影 西川清史/著 左右社

15 910.2 クダン狩り 東雅夫/編著 白澤社

16 910.2 石坂洋次郎 森,英一/著 津軽書房

17 910.4 古典を読んだら、悩みが消えた。 安田登/著 大和書房

18 910.5 北陸古典研究 第36号 北陸古典研究会/編 北陸古典研究会

19 911.1 音楽 岡野大嗣/著 ナナロク社

20 911.1 恋に生きる万葉歌人 加納邦光/著 ブイツーソリューション

21 911.1 神様の住所 九螺ささら/著 朝日出版社

22 911.1 現代万葉集 2021年版 日本歌人クラブ/編 短歌研究社

23 911.1 古代万葉の歳時記 東茂美/著 海鳥社

24 911.1 吉井勇の旅鞄 細川光洋/著 短歌研究社

25 911.1 女性とジェンダーと短歌 水原紫苑/編 短歌研究社

26 911.3 沢木欣一の百句 荒川英之/著 ふらんす堂

27 911.3 俳諧宗匠花の本聴秋 上田千秋/著 文藝春秋企画出版部

28 911.3 東京マッハ 千野帽子/著 長嶋有/著 晶文社

29 911.3 正岡子規伝 復本一郎/著 岩波書店

30 911.4 近・現代川柳アンソロジー 桑原道夫/編 堺利彦/編 新葉館出版

31 911.4 さいえんす川柳 川柳 in the ラボ/編 講談社

32 911.4 日本のつぶやき 仲畑貴志/選 毎日新聞出版

33 911.5 現代女性詩人論 中村稔/著 青土社

34 911.5 東京の表情 柳春玉/著 土曜美術社出版販売

35 911.6 松本隆 言葉の教室 松本隆/述 延江浩/著 マガジンハウス

36 912.6 別役実の風景 野田映史/編 論創社

37 913.3 源氏物語解剖図鑑 佐藤晃子/文 伊藤ハムスター/イラスト エクスナレッジ

38 913.4 平家物語を読む 永積安明/著 吉川弘文館

39 913.7 菊池寛が落語になる日 春風亭小朝/著 文藝春秋

40 914.3 枕草子つづれ織り 土方洋一/著 花鳥社

41 914.6 空を見てますか… 13 池辺晋一郎/著 新日本出版社

42 914.6 一期一会の人びと 五木寛之/著 中央公論新社

43 914.6 金井姉妹のマッド・ティーパーティーへようこそ 金井久美子/著 金井美恵子/著 中央公論新社

44 914.6 モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本葉子/著 中央公論新社

45 914.6 このごろのこと 駒村吉重/著 ライブ・パブリッシング

46 914.6 とどのつまり人は食う 佐野洋子/著 河出書房新社

47 914.6 100歳まで生きてどうするんですか? 末井昭/著 中央公論新社

48 914.6 その日まで 瀬戸内寂聴/著 講談社

49 914.6 もういちど、あなたと食べたい 筒井ともみ/著 新潮社

50 914.6 掠れうる星たちの実験 乗代雄介/著 国書刊行会

51 914.6 歴史探偵開戦から終戦まで  （文春新書） 半藤一利/著 文藝春秋

52 914.6 作家と珈琲 平凡社編集部/編 平凡社

53 914.6 違和感ワンダーランド 松尾貴史/著 毎日新聞出版

54 914.6 若狭がたり 2 水上勉/著 アーツアンドクラフツ

55 914.6 断片的回顧録 燃え殻/著 アタシ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

56 914.6 吉祥寺ドリーミン 山田詠美/著 小学館

57 915.6 忘却の野に春を想う 姜信子/著 山内明美/著 白水社

58 916 終の棲 2 北沢美代/著 芸術新聞社

59 916 ニワトリと卵と、息子の思春期 繁延あづさ/著 婦人之友社

60 916 巣鴨日記 重光葵/著 吉川弘文館

61 916 一万年生きた子ども ナガノハル/著 現代書館

62 916 私がヤングケアラーだったころ 林真司/著 みずのわ出版

63 916 家族 村井理子/著 亜紀書房

64 916 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井克子/著 講談社

65 918.6 新編山頭火全集 第5巻 種田山頭火/著 春陽堂書店

66 923.7 台湾文学ブックカフェ 1 呉佩珍/編 白水紀子/編 作品社

67 923.7 火守 劉慈欣/著 池澤春菜/訳 KADOKAWA

68 925.7 冬牧場 李娟/著 河崎みゆき/訳 アストラハウス

69 929.1 日刊イ・スラ イスラ/著 原田里美/訳 朝日出版社

70 929.1 最後のライオニ キムチョヨプ/著 デュナ/著 河出書房新社

71 929.1 シソンから、 チョンセラン/著 斎藤真理子/訳 亜紀書房

72 931.6 子供の詩の庭 ロバート・ルイス・スティーヴンソン/著
池澤春菜/訳 毎日新聞出版

73 931.7 凸面鏡の自画像 ジョン・アシュベリー/著 飯野友幸/訳 左右社

74 933.7 青と緑 ヴァージニア・ウルフ/著 西崎憲/編訳 亜紀書房

75 933.7 ピーター卿の遺体検分記 ドロシー・L.セイヤーズ/著 井伊順彦/訳 論創社

76 933.7 母を燃やす アヴニ・ドーシ/著 川副智子/訳 早川書房

77 933.7 ヴィリコニウム M.ジョン・ハリスン/著 大和田始/訳 アトリエサード

78 933.7 ゴルファーズ・キャロル ロバート・ベイリー/著 吉野弘人/訳 小学館

79 933.7 塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン/著 国弘喜美代/訳 早川書房

80 933.7 とうもろこし倉の幽霊 R.A.ラファティ/著 井上央/編・訳 早川書房

81 933.7 フィッシャーマン ジョン・ランガン/著 植草昌実/訳 新紀元社

82 933.7 デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃
テイラー・ジェンキンス・リード/著 浅倉
卓弥/訳 左右社

83 933.7 ドラゴンランス レイストリン戦記 1～2 マーガレット・ワイス/著 安田均/訳 KADOKAWA

84 936 GROUP! クリスティ・テート/著 春田純子/訳 CCCメディアハウス

85 937 ユーモア・スケッチ傑作展 1 浅倉久志/編・訳 国書刊行会

86 938.6 ディケンズ全集 1-1 ディケンズ/著 田辺洋子/訳 萌書房

87 942.6 ヴィルヘルム・テル フリードリヒ・シラー/著 本田博之/訳 幻戯書房

88 946 パンツァー・エース
リヒャルト・フォン・ローゼン/著 並木均/
訳 ホビージャパン

89 949.3 アントワネット ロベルト・ヴェラーヘン/著 國森由美子/訳 集英社

90 953.7 メルヴィルに挨拶するために ジャン・ジオノ/著 山本省/訳 彩流社

91 953.7 シャアバの子供 アズーズ・ベガーグ/著 下境真由美/訳 水声社

92 953.7 黄色い笑い/悪意 ピエール・マッコルラン/著 中村佳子/訳 国書刊行会

93 963 蛇口 シルビナ・オカンポ/著 松本健二/訳 東宣出版

94 963 オデッサの花嫁
エドガルド・コサリンスキイ/著 飯島みど
り/訳 インスクリプト

95 976 アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ/著 アンドラ・ブッチ/著 アストラハウス

96 983 緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ/著 前田和泉/訳 新潮社

97 983 地獄の裏切り者
パーヴェル・ペッペルシテイン/著 岩本和
久/訳 水声社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 仁王の本願 赤神諒/著 KADOKAWA

2 F 霧にたたずむ花嫁 赤川次郎/著 実業之日本社

3 F 饗宴 赤松利市/著 小学館

4 F 小説刀剣幻想曲 秋月達郎/著 ホビージャパン

5 F 杜子春 芥川龍之介/著 ぺんで舎

6 F 黒白の一族 明野照葉/著 光文社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

7 F ボタニカ 朝井まかて/著 祥伝社

8 F したいとか、したくないとかの話じゃない 足立紳/著 双葉社

9 F 捜査線上の夕映え 有栖川有栖/著 文藝春秋

10 F サーキット・スイッチャー 安野貴博/著 早川書房

11 F 連鎖犯 生馬直樹/著 光文社

12 F 我が友、スミス 石田夏穂/著 集英社

13 F 石原慎太郎短編全集 1～2 石原慎太郎/著 幻冬舎

14 F 新しい世界で 石持浅海/著 光文社

15 F 雨の日には車をみがいて 五木寛之/著 幻冬舎

16 F 威風堂々 上・下 伊東潤/著 中央公論新社

17 F 灰色の評決 犬塚理人/著 二見書房

18 F 竜血の山 岩井圭也/著 中央公論新社

19 F 月の光の届く距離 宇佐美まこと/著 光文社

20 F 北の街物語 内田康夫/著 中央公論新社

21 F 創世の日 江上剛/著 朝日新聞出版

22 F ひとりでカラカサさしてゆく 江國香織/著 新潮社

23 F 台湾侵攻 1 大石英司/著 中央公論新社

24 F あずかりやさん 5 大山淳子/著 ポプラ社

25 F まっすぐな遠まわり 岡田瑳久/著 文芸社

26 F 求めよ、さらば 奥田亜希子/著 KADOKAWA

27 F 愚かな薔薇 恩田陸/著 徳間書店

28 F もう別れてもいいですか 垣谷美雨/著 中央公論新社

29 F 名前だけでもおぼえてください 風カオル/著 小学館

30 F ミーツ・ザ・ワールド 金原ひとみ/著 集英社

31 F 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田茜/著 光文社

32 F すべての季節に君がいて 神田澪/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

33 F Schoolgirl 九段理江/著 文藝春秋

34 F 弔い月の下にて 倉野憲比古/著 行舟文化

35 F 楽園の殺人 越尾圭/著 二見書房

36 F AIドクターロボット 2 小橋隆一郎/著 ロングセラーズ

37 F 探花 今野敏/著 新潮社

38 F 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條奈加/著 PHP研究所

39 F 山狩 笹本稜平/著 光文社

40 F 水没ピアノ 佐藤友哉/著 笹井一個/画 星海社

41 F オン・ザ・プラネット 島口大樹/著 講談社

42 F 霜月信二郎探偵小説選 霜月信二郎/著 論創社

43 F 黛家の兄弟 砂原浩太朗/著 講談社

44 F 銀狐は死なず 鷹樹烏介/著 二見書房

45 F 日々のきのこ 高原英理/著 河出書房新社

46 F おとぎカンパニー モンスター編 田丸雅智/著 光文社

47 F 教育 遠野遙/著 河出書房新社

48 F かめれおん日記 中島敦/著 山本善行/撰 灯光舎

49 F 血の歌 なかにし礼/著 毎日新聞出版

50 F おわかれはモーツァルト 中山七里/著 宝島社

51 F 鑑定人 氏家京太郎 中山七里/著 双葉社

52 F 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾与史/著 二見書房

53 F 特許やぶりの女王 南原詠/著 宝島社

54 F 城崎にて、殺人 西村京太郎/著 中央公論新社

55 F 土佐くろしお鉄道殺人事件 西村京太郎/著 新潮社

56 F スター・シェイカー 人間六度/著 早川書房

57 F 世界の美しさを思い知れ 額賀澪/著 双葉社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

58 F 皆のあらばしり 乗代雄介/著 新潮社

59 F さもなくば黙れ 平山瑞穂/著 論創社

60 F コージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎 笛吹太郎/著 東京創元社

61 F 名探偵に甘美なる死を 方丈貴恵/著 東京創元社

62 F アクトレス 誉田哲也/著 光文社

63 F 一九六一東京ハウス 真梨幸子/著 新潮社

64 F 雨はあした晴れるだろう 三浦綾子/著 三浦綾子記念文化財団

65 F 果て遠き丘 上・下 三浦綾子/著 三浦綾子記念文化財団

66 F 不知火海沿岸 水上勉/著 大木志門/編 田畑書店

67 F にべ屋往来記 村木嵐/著 文藝春秋

68 F クラスター 村澤武彦/著 一粒書房

69 F 桜風堂夢ものがたり 村山早紀/著 PHP研究所

70 F おネコさま御一行 群ようこ/著 角川春樹事務所

71 F きりきり舞いのさようなら 諸田玲子/著 光文社

72 F マザー・マーダー 矢樹純/著 光文社

73 F 王子失踪す 山上たつひこ/著 新潮社

74 F 横溝正史少年小説コレクション 6 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

75 F ミス・サンシャイン 吉田修一/著 文藝春秋

76 F ミトンとふびん 吉本ばなな/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B146.1 フロイト、無意識について語る フロイト/著 中山元/訳 光文社

2 B227.1 マスードの戦い 長倉洋海/著 河出書房新社

3 B367.2 新編おんなの戦後史 もろさわようこ/著 河原千春/編 筑摩書房

4 B390.7 陸軍将校の教育社会史 上・下 ちくま学芸文庫 広田照幸/著 筑摩書房

5 B402.1 江戸の科学者  講談社学術文庫 吉田光邦/著 講談社

6 B404 雪と人生 中谷宇吉郎/著 KADOKAWA

7 B421.3 ワインバーグ量子力学講義 上・下 S.ワインバーグ/著 岡村浩/訳 筑摩書房

8 B779.1 作家と家元 立川談志/著 中央公論新社

9 B914.6 人間は哀れである 東海林さだお/著 平松洋子/編 筑摩書房

10 B914.6 追懐のコヨーテ 森博嗣/著 講談社

11 B914.6 新しい考え 吉本ばなな/著 幻冬舎

12 B916 ベトナム戦記 開高健/著 秋元啓一/写真 朝日新聞出版

13 B933.7 まだ見ぬ敵はそこにいる ジェフリー・アーチャー/著 戸田裕之/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

14 B933.7 ある詩人への挽歌 マイケル・イネス/著 高沢治/訳 東京創元社

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

16 B933.7 新しい時代への歌 サラ・ピンスカー/著 村山美雪/訳 竹書房

17 B933.7 ネヴァー 上・中・下 ケン・フォレット/著 戸田裕之/訳 扶桑社

18 B933.7 欺きの仮面 サンドラ・ブラウン/著 林啓恵/訳 集英社

19 B933.7 最後の審判 ロバート・ベイリー/著 吉野弘人/訳 小学館

20 B933.7 レイン・ドッグズ エイドリアン・マッキンティ/著 武藤陽生/
訳 早川書房

21 B933.7 ファニーフィンガーズ R.A.ラファティ/著 牧眞司/編 早川書房

22 B945.6 イタリア紀行 上・下 ゲーテ/著 鈴木芳子/訳 光文社

23 B973 クジオのさかな会計士 ジャンニ・ロダーリ/著 内田洋子/訳 講談社

24 B983 未成年 1 ドストエフスキー/著 亀山郁夫/訳 光文社

25 BF 花嫁は歌わない 赤川次郎/著 実業之日本社

26 BF デジタルリセット 秋津朗/著 KADOKAWA

27 BF 明日へつながる5つの物語 あさのあつこ/著 KADOKAWA

28 BF 神と王 浅葉なつ/著 文藝春秋

29 BF 赤い追憶 阿刀田高/著 集英社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

30 BF 昭和の名短篇 荒川洋治/編 志賀直哉/ほか著 中央公論新社

31 BF 叡智の覇者 庵野ゆき/著 東京創元社

32 BF 番所医はちきん先生休診録 2 井川香四郎/著 幻冬舎

33 BF 小説の惑星 オーシャンラズベリー篇 伊坂幸太郎/編 永井龍男/ほか著 筑摩書房

34 BF ベストSF 2021 大森望/編 柞刈湯葉/ほか著 竹書房

35 BF 義時 運命の輪 奥山景布子/著 集英社

36 BF 鬼面村の殺人 折原一/著 光文社

37 BF 禁煙小説 垣谷 美雨/著 双葉社

38 BF 地面師 梶山季之/著 光文社

39 BF 南町奉行と深泥沼 風野真知雄/著 文藝春秋

40 BF カスタード 加藤元/著 実業之日本社

41 BF 青の呪い 神永学/著 講談社

42 BF 出雲のあやかしホテルに就職します 11 硝子町玻璃/著 双葉社

43 BF ホーンテッド・キャンパス 19 櫛木理宇/著 KADOKAWA

44 BF 珍名ばかりが狙われる連続殺人鬼ヤマダの息子 黒川慈雨/著 宝島社

45 BF ふしぎな話 小池真理子/著 東雅夫/編 KADOKAWA

46 BF Missing 9 甲田学人/著 KADOKAWA

47 BF 間者 小杉健治/著 双葉社

48 BF 未だ行ならず 上・下 佐伯泰英/著 文藝春秋

49 BF 師匠 坂岡真/著 光文社

50 BF 暴れ公卿 佐々木裕一/著 講談社

51 BF 妖し火 佐々木裕一/著 講談社

52 BF 千石の夢 佐々木裕一/著 講談社

53 BF あなたもスマホに殺される 志駕晃/著 KADOKAWA

54 BF オレオレの巣窟 志駕晃/著 幻冬舎

55 BF 霊獣紀 上・下 篠原悠希/著 講談社

56 BF お勝手のあん 5 柴田よしき/著 角川春樹事務所

57 BF ファイナルオッズ 島田明宏/著 集英社

58 BF 非接触の恋愛事情 短編プロジェクト/編 相沢沙呼/著 集英社

59 BF 虚構推理 3 城平京/著 講談社

60 BF 江戸の雷神 2 鈴木英治/著 中央公論新社

61 BF 辞表 高杉良/著 新潮社

62 BF 徴産制 田中兆子/著 新潮社

63 BF 天から落ちてきた相撲取り 田中啓文/著 集英社

64 BF 古道具おもかげ屋 田牧大和/著 ポプラ社

65 BF 尚武の志 千野隆司/著 双葉社

66 BF 冬のやんま 辻堂 魁/著 光文社

67 BF 親子坂 辻堂魁/著 光文社

68 BF ボーダーズ 堂場瞬一/著 集英社

69 BF 鬼の隠れ簔 鳥羽亮/著 徳間書店

70 BF 神奈川県警「ヲタク」担当細川春菜 2 鳴神響一/著 幻冬舎

71 BF 殺人者を乗せて 西村京太郎/著 宮脇俊三/著 双葉社

72 BF いわゆる天使の文化祭 似鳥 鶏/著 東京創元社

73 BF さよならの次にくる 新学期編 似鳥 鶏/著 東京創元社

74 BF さよならの次にくる 卒業式編 似鳥 鶏/著 東京創元社

75 BF 家庭用事件 似鳥鶏/著 東京創元社

76 BF 昨日まで不思議の校舎 似鳥鶏/著 東京創元社

77 BF ピースメーカー天海 波多野聖/著 幻冬舎

78 BF 約束 葉室麟/著 文藝春秋

79 BF 丘の上の賢人 原田マハ/著 集英社

80 BF 妖怪の子、育てます 廣嶋玲子/著 東京創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

81 BF 作家ごはん 福澤徹三/著 講談社

82 BF 凶状持 藤井邦夫/著 文藝春秋

83 BF 福の神 藤井邦夫/著 講談社

84 BF 無銘刀 藤井邦夫/著 光文社

85 BF 功罪の籤 藤木桂/著 二見書房

86 BF 彼女が最後に見たものは まさきとしか/著 小学館

87 BF アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 松岡圭祐/著 KADOKAWA

88 BF 鬼火の町 松本清張/著 光文社

89 BF もうひとつの「流転の海」 宮本輝/著 堀井憲一郎/編 新潮社

90 BF 満月珈琲店の星詠み 3 望月麻衣/著 桜田千尋/画 文藝春秋

91 BF ゆうれい居酒屋 山口恵以子/著 文藝春秋

92 BF 団十郎菓子 和田はつ子/著 角川春樹事務所

93 BF 911代理店 3 渡辺裕之/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 KT499 くすりのまちとやま 第1集(令和3年度版)
富山市教育委員会/編 富山スガキ株式会社/
制作 富山市教育委員会

2 KT519 美しい富山 令和3年度版 富山市環境部環境センター/編 富山市環境部環境センター

3 KT612 富山市の農業の姿 2021 富山市農政企画課/監修 富山農林振興セン
ター/監修

富山市担い手育成総合支援
協議会

4 T018 富山県公文書館年報 第34号(令和2年度) 富山県公文書館/編 富山県公文書館

5 T027 富山県公文書館文書目録 歴史文書36 富山県公文書館/編 富山県公文書館

6 T241 町内会50年の軌跡 太閤山5・6丁目町内会/編 太閤山5・6丁目町内会

7 T305 富大経済論集 第67巻第2号 富大経済論集編集委員会/編 富山大学経済学部

8 T314 富山県議会定例会会議録 令和3年9月 富山県議会/編 富山県議会

9 T318.3 富山市都市整備事業の概要 2020 富山市活力都市創造部/編 富山市活力都市創造部

10 T330 北陸ハンドブック 2022年度版 日本政策投資銀行北陸支店企画調査課/編 日本政策投資銀行

11 T343 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 令和2年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

12 T344 予算特別委員会会議録 令和3年9月 富山県議会/編 富山県議会

13 T344 予算の概要 令和3年度 富山市/編 富山市

14 T353 富山市勢要覧 2021 富山市/編 富山市

15 T353 Toyama city information[富山市勢要覧] 2021 富山市/編 富山市

16 T364 介護保険と高齢者福祉の手引き 令和3・4・5年度版  富山市

17 T369 蜷川校下社協70年風雪のあゆみ 記念誌作成実行委員会/編 蜷川校下社会福祉協議会

18 T369 地区社協活動-虎の巻- 令和3年度 富山市社会福祉協議会/編 富山市社会福祉協議会

19 T369.2 障害のある人への差別をなくそう! 2021 富山市障害福祉課/編 富山市障害福祉課

20 T370.6 研究紀要 第17集(令和3年度) 富山市小学校長会/編 富山市小学校長会

21 T373.2 富山市学校教育指導方針 令和3年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

22 T375.1 「令和3年度全国学力・学習状況調査」の結果について 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

23 T377.3 学校案内 2021 富山市立看護専門学校/編 富山市立看護専門学校

24 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

25 T493 富山と疫病 富山県公文書館/編 富山県公文書館

26 T498 病院年報 令和元年度 富山市立富山市民病院/編 富山市立富山市民病院

27 T499.3 富山県薬事総合研究開発センター年報 第48号 令和2年度 富山県薬事総合研究開発センター/編
富山県薬事総合研究開発セ
ンター

28 T519.5 不安から希望へ カドミ汚染から復元された農地に 見波重尋/ほか編 速星地区公害対策協議会

29 T525 富山市住生活基本計画更新基礎調査業務委託報告書 令和3年3月 富山市/編 富山市

30 T527 とやま家づくりの本 2022  シー・エー・ピー

31 T596 富山のラーメン 2022-23  シー・エー・ピー

32 T599 ジージ・バーバの孫育て手帳 2021 富山市こども家庭部子育て支援センター/編
富山市こども家庭部子育て
支援センター

33 T674.9 富山市屋外広告業登録制度の手引き 2021 富山市活力都市創造部都市計画課/編
富山市活力都市創造部都市
計画課

34 T681 富山市交通安全計画 第11次(令和3年度～令和7年度) 富山市/編 富山市交通安全対策協議会/編 富山市

35 T681 富山市交通安全推進計画 令和3年度 富山市/編 富山市交通安全対策協議会/編 富山市

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 T683 富山港 2021 富山港振興協議会/編 富山港外港建設促進
期成同盟会/編 富山港振興協議会

37 T683 富山港の統計 2020 富山市/編 富山港振興協議会/編 富山市

38 T748 LOVE TOYAMA
とうざわ印刷工芸株式会社/制作・編集 東
澤光明/写真

とうざわ印刷工芸株式会社

39 T748 Land of the rising sun Osamu Hayashi/写真 Nobuaki Tanaka/制作
Japan washiphoto
association

40 T756.6 日本刀物語 田野邉道宏/監修 森記念秋水美術館

41 T775 劇団文芸座のあゆみ 続続 劇団文芸座/編 劇団文芸座

42 T911.2 万葉を楽しむ  笠間書院

43 T959 わたしがこどものころせんそうがあった 朝岡明美/著 能登印刷出版部(発売)

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あけてあけて accototo/えとぶん みらいパブリッシング

2 E いいな「じぶん」! くすのきしげのり/作 こばようこ/絵
世界文化ワンダークリエイ
ト

3 E いえるよ!NO
ジェニー・シモンズ/作 クリスティン・ソ
ラ/絵 大月書店

4 E いきものづくしものづくし 11 岡本泰子/ほか作 福音館書店

5 E いまめがあったよね? おおたゆみこ/ぶん にしかわともみ/え ブロンズ新社

6 E ウイルスのひみつ コレクティボ・エリャス・エドゥカン/文
マリオナ・トロサ・システレ/絵 あすなろ書房

7 E おもちちゃん きたがわめぐみ/作 アリス館

8 E かいじゅうたくはいびん 澤野秋文/作 講談社

9 E ガンディー マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ/文
アルベール・アラジャス/絵 ほるぷ出版

10 E カンナマルクールクの神 野原正子/伝承 山本史/絵 ひつじ書房

11 E きこりとおおかみ やまぐちともこ/さいわ ほりうちせいいち/
え 福音館書店

12 E きずのひみつ マリオナ・トロサ・システレ/文と絵 轟志
津香/訳 あすなろ書房

13 E クリスマスにオオカミは ティエリー・デデュー/文と絵 大野博人/訳 カクイチ研究所

14 E 車いすにのったらどうなるの? ハリエット・ブランドル/作 中野泰志/総合
監修 ほるぷ出版

15 E クロべぇ ふくだいわお/作 光村教育図書

16 E こぶたのまーち 村山桂子/さく 堀内誠一/え 福音館書店

17 E こりすのクリスマス 豊福まきこ/作 BL出版

18 E コロッケころくまくん こんがりおいしくなれるかなの巻 志村まゆみ/作・絵 教育画劇

19 E こんなおともだちってすごいね! 1～4 トレーシー・パッキアム・アロウェイ/ぶん
アナ・サンフェリッポ/え 合同出版

20 E しーっ!みみをすまして ニコラ・キニア/さく くぼみよこ/やく 化学同人

21 E じゅうじゅうじゅう あずみ虫/さく 福音館書店

22 E スーツケース
クリス・ネイラー・バレステロス/作 くぼ
みよこ/訳 化学同人

23 E すきなものみっつなあに
ウェンディ・メドゥール/ぶん ダニエル・
イグヌス/え 化学同人

24 E スリー スティーヴン・マイケル・キング/ぶんえ
神野三鈴/やく

イマジネイション・プラス

25 E せかいでいちばんのばしょ ペトル・ホラチェック/さく いわじょうよ
しひと/やく BL出版

26 E 旅の絵本 10 安野光雅/著 福音館書店

27 E だれかさんのかたっぽてぶくろ すずきみほ/作 ほるぷ出版

28 E てがみのえほん 堀内誠一/さくえ 福音館書店

29 E てんのくぎをうちにいったはりっこ 神沢利子/作 堀内誠一/画 福音館書店

30 E どうしてパパとけっこんしたの? 桃戸栗子/作 福音館書店

31 E どうぶつしんぶん 岸田衿子/ぶん 松竹いね子/ぶん 福音館書店

32 E 動物のうんちえほん エマニュエル・グランドマン/作 ジュリ
ア・ロンバルド/絵

パイインターナショナル

33 E どうぶつえんにいらっしゃい 本木洋子/文 しろぺこり/絵 新日本出版社

34 E ながみちくんがわからない 数井美治/作 奥野哉子/絵 BL出版

35 E なぜおいしゃさんへいくの? 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

36 E なぞなぞはじまるよ 3 おおなり修司/なぞなぞ文 高畠純/絵 絵本館

37 E ナナちゃんとせんいんさん 高藤純子/絵 西野泉/文・編集 学研プラス

38 E ナマハゲコッコ あきたこまり/文 山口けい子/絵 文芸社

39 E 日本の神話えほん 4 ふしみみさを/文 ポール・コックス/絵 岩崎書店

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 E ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル/さく こみやゆう/や
く 好学社

41 E ねこまたごよみ 石黒亜矢子/作・絵 ポプラ社

42 E はっけよい!おせちばしょ 奥原弘美/文 柴田ケイコ/絵 くもん出版

43 E ハッピーハッピーバースデー! 岡村志満子/作 くもん出版

44 E はな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

45 E はなみずのひみつ マリオナ・トロサ・システレ/文と絵 轟志
津香/訳 あすなろ書房

46 E ふくろにいれられたおとこのこ 山口智子/再話 堀内誠一/画 福音館書店

47 E ぼく 谷川俊太郎/作 合田里美/絵 岩崎書店

48 E ほしのおんがくかい 齋藤槇/作 世界文化ブックス

49 E 星砂の話 内盛スミ/伝承 山本史/絵 ひつじ書房

50 E 北極点 関屋敏隆/文・型染版画 ポプラ社

51 E マロングラッセ だるま森/作 BL出版

52 E ムーミン谷のなかまたち トーベ・ヤンソン/原案 当麻ゆか/訳 徳間書店

53 E やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの? なかやみわ/さく 白泉社

54 E ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐美和子/作・絵 PHP研究所

55 E ゆうきをだしてよ、ローガン! ニコラ・キニア/さく くぼみよこ/やく 化学同人

56 E 雪ダルマ サンタクロースをさがして ティエリー・デデュー/文と絵 大野博人/訳 カクイチ研究所

57 E ようかいむらのにこにこまめまき たかいよしかず/作・絵 国土社

58 E 4・5・6さいのなぜなにSDGs 汐見稔幸/監修
世界文化ワンダークリエイ
ト

59 E ランディーときいろのトラック そら/作・絵 学研プラス

60 E ダンボール ユンヨリム/ぶん イミョンハ/え TOY Publishing

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 インターネットサバイバル 1～3 鈴木朋子/監修 日本図書センター

2 K010 図書館図鑑 小田光宏/監修 金の星社

3 K013 司書の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

4 K021 学校で知っておきたい著作権 2 小寺信良/著 上沼紫野/監修 汐文社

5 K021 ぼくのわたしの著作権ずかん 森田盛行/監修 ほるぷ出版

6 K031 くらべる図鑑クイズブック 加藤 由子/監修・指導 小学館

7 K159 生きのびるための「失敗」入門 雨宮処凛/著 河出書房新社

8 K159 自分を変えたい  岩波ジュニア新書 宮武久佳/著 岩波書店

9 K159 悩んでなんぼの青春よ 森毅/著 筑摩書房

10 K213 はにわ 若狭徹/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

11 K217 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験 第4巻 村山士郎/著 新日本出版社

12 K217 「慰安婦」問題ってなんだろう? 梁澄子/著 平凡社

13 K230 ヨーロッパ史入門  岩波ジュニア新書 池上俊一/著 岩波書店

14 K288 国旗えじてん 吹浦忠正/監修 オカタオカ/絵 パイインターナショナル

15 K289 昭和の犬ジョンとの約束 今西乃子/著 合同出版

16 K289 北条義時 小沢章友/作 げみ/絵 講談社

17 K289 女王さまのワードローブ
ジュリア・ゴールディング/文 ケイト・ヒ
ンドレー/絵 BL出版

18 K307 こどもよのなか塾 1～3 山下真一/監修 理論社

19 K317 かっこいいなしょうぼうし  ひさかたチャイルド

20 K329 国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉茂勝/著 鎌田靖/監修 新日本出版社

21 K333 学校でやってみた!SDGs実践ナビ 1 手島利夫/監修 理論社

22 K335 みんなが知ってる企業のSDGs 蟹江憲史/監修 ほるぷ出版

23 K361 「人それぞれ」がさみしい  ちくまプリマー新書 石田光規/著 筑摩書房

24 K366 仕事の歴史図鑑 2 本郷和人/監修 くもん出版

25 K367 性ってなんだろう? 1 北山ひと美/監修 青野真澄/指導協力 新日本出版社

26 K367 きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」 1～2
治部れんげ/著 小林裕美子/イラスト・マン
ガ 汐文社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 K369 ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる 2 障害のある人とともに生きる本編集委員会/
編著 共用品推進機構/協力 合同出版

28 K375 授業で活躍!タブレットPCで写真を撮ろう 1 並木隆/監修 汐文社

29 K375 ICTで生活科 2  フレーベル館

30 K376 中学校ってどんなとこ? 升野伸子/監修 世界文化ブックス

31 K382 ちがいがわかるとおもしろい!東日本と西日本 2 岡部敬史/編著 汐文社

32 K402 わたしの科学SCIENCE AND ME アリ・ウィンター/文 ミカエル・エル・
ファティ/絵 かもがわ出版

33 K404 もしも地球がひっくり返ったら 川村康文/監修 学研プラス

34 K404 どうしてオナラはくさいのかな?
ニュー・サイエンティスト/編 西川由紀子/
訳 評論社

35 K407 わくわく自由研究 4年生 辻健/監修 国土社編集部/編集 国土社

36 K440 宇宙の果てへ はばなおゆき/さく うのあつみ/え 小峰書店

37 K440 藤井旭の天文年鑑 2022年版 藤井旭/著 誠文堂新光社

38 K443 ブラックホールと宇宙の謎 荒舩良孝/構成・文 本間希樹/監修 岩崎書店

39 K451 空を見るのが楽しくなる!雲のしくみ 荒木健太郎/著 津田紗矢佳/著 誠文堂新光社

40 K451 天気を知って備える防災雲図鑑 荒木健太郎/著 津田紗矢佳/著 文溪堂

41 K451 異常気象図鑑 平井信行/監修 金の星社

42 K454 日本の大地つくりと変化 4 鎌田浩毅/監修 岩崎書店

43 K457 鳥になった恐竜 1～2 真鍋真/監修 山口まさよし/絵 理論社

44 K480 世界のおとぼけいきもの図鑑 フィリップ・バンティング/著 古田治/訳 恒星社厚生閣

45 K487 最驚!世界のサメ大図鑑 中野富美子/構成・文 藤原義弘/監修 あかね書房

46 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 3 理化学研究所脳神経科学研究センター/監修 文研出版

47 K491 なぜからはじまる体の科学 「感じる・考える」編  保育社

48 K493 感染症と人類の歴史 3 おおつかのりこ/文 池田光穂/監修 文研出版

49 K493 10代から知っておきたい不安症 新村秀人/監修 WILLこども知育研究所/編著 保育社

50 K498 パンデミック・プラネット アンナ・クレイボーン/作 大山泉/訳 評論社

51 K498 保健委員アイデアブック 齋藤久美/監修 あかね書房

52 K519 2050年の地球を予測する  ちくまプリマー新書 伊勢武史/著 筑摩書房

53 K519 CO2はどこへ行くのか? 小西哲之/編著 PHP研究所

54 K519 こども気候変動アクション30 高橋真樹/著 かもがわ出版

55 K548 未来が広がる最新ロボット技術 3 古田貴之/監修 汐文社

56 K594 ぜんぶかわいい!手芸クラブ 1～4  あかね書房

57 K596 野菜はすごい! 柴田書店/編 秋元さくら/ほか著 柴田書店

58 K596 フライパンで焼くだけかんたん焼き菓子 宮沢うらら/著 汐文社

59 K619 すがたをかえるたべものしゃしんえほん 17 宮崎祥子/構成・文 白松清之/写真 岩崎書店

60 K626 くらべて発見やさいの「おなか」 1 農文協/編 山中正大/絵 農山漁村文化協会

61 K626 まるごとたまねぎ 八田尚子/構成・文 野村まり子/構成・絵 絵本塾出版

62 K645 小学生でも安心!はじめてのモルモット正しい飼い方・育て方 大庭秀一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

63 K721 楽しく読みとく鳥獣戯画 2 三戸信惠/監修 WAVE出版

64 K721 葛飾北斎 山下裕二/監修 ほるぷ出版

65 K727 ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ 1 冨樫忠浩/監修 オフィス303/編集 汐文社

66 K754 2〜5才のかわいいおりがみえほん たべもの いしばしなおこ/さく パイインターナショナル

67 K764 吹奏楽部のトリセツ! 松元宏康/監修 学研プラス

68 K810 にほんごをまなぶえほん 2～5 スーザンももこ/作・絵 久東明日香/監修 岩崎書店

69 K814 たのしく学ぼう!!ことわざ大図鑑 青山由紀/監修 国土社編集部/編集 国土社

70 K837 3語で話せる!英語で日本を紹介しよう 2 大門久美子/編著 汐文社

71 K910 紫式部 令丈ヒロ子/著 鈴木淳子/絵 岩崎書店

72 K913 青星学園★チームEYE-Sの事件ノート 13 相川真/作 立樹まや/絵 集英社

73 K913 チームEYE-S×渚くん 相川真/作 夜野せせり/作 集英社

74 K913 謎解きミステリー 有栖川有栖/著 綾辻行人/著 汐文社

75 K913 お花のドレスのBプラン あんびるやすこ/著 岩崎書店

76 K913 ひみつのおばけ一家 3 石崎洋司/作 はんだみちこ/絵 岩崎書店

77 K913 ほんとのママはゴールドマリー 板橋雅弘/作 平田景/絵 岩崎書店
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 K913 時間割男子 7 一ノ瀬三葉/作 榎のと/絵 KADOKAWA

79 K913 よそんちの子 いとうみく/文 池辺葵/絵 ほるぷ出版

80 K913 大どろぼうジャム・パン 5 内田麟太郎/作 藤本ともひこ/絵 文研出版

81 K913 世界一クラブ 13 大空なつき/作 明菜/絵 KADOKAWA

82 K913 氷の上のプリンセス ジュニア編10 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

83 K913 ケケと半分魔女 角野栄子/作 佐竹美保/画 福音館書店

84 K913 おてがみほしいぞ こうまるみづほ/作 丸山誠司/絵 あかね書房

85 K913 馬と明日へ 杉本りえ/作 結布/絵 ポプラ社

86 K913 探検!いっちょかみスクール 怪盗の後継者編 宗田理/作 静山社

87 K913 ホラーチック文具 染谷果子/著 PHP研究所

88 K913 銀杏堂 2 橘春香/作・絵 偕成社

89 K913 世にも奇妙な商品カタログ 8 地図十行路/作 望月けい/絵 KADOKAWA

90 K913 君色パレット 戸森しるこ/著 ひこ・田中/著 岩崎書店

91 K913 あしたへの翼 中島信子/著 汐文社

92 K913 この空のずっとずっと向こう 鳴海風/作 おとないちあき/絵 ポプラ社

93 K913 華麗なる探偵アリス&ペンギン 18 南房秀久/著 あるや/イラスト 小学館

94 K913 新美南吉童話集 新美南吉/著 杉山巧/絵 世界文化ブックス

95 K913 ママは十二さい 2 服部千春/作 川野辺/絵 講談社

96 K913 落窪物語 花形みつる/編訳・絵 偕成社

97 K913 火狩りの王 外伝 日向理恵子/作 山田章博/絵 ほるぷ出版

98 K913 星のラジオとネジマキ世界 日向理恵子/作 alma/絵 PHP研究所

99 K913 心霊スポットは知っている 藤本ひとみ/原作 住滝良/文 講談社

100 K913 電車でスタンプラリーへGO! 本田有明/作 結布/絵 金の星社

101 K913 図書室の怪談 3 緑川聖司/作 浮雲宇一/絵 ポプラ社

102 K913 宮沢賢治童話集 宮沢賢治/著 日下明/絵 世界文化ブックス

103 K913 たまごの魔法屋トワ 4 宮下恵茉/作 星谷ゆき/絵 文響社

104 K913 ようかい村のようかいばあちゃん 最上一平/作 種村有希子/絵 新日本出版社

105 K913 びわ色のドッジボール もりなつこ/作 丹地陽子/絵 文研出版

106 K913 異界のミステリー 山白朝子/著 近藤史恵/著 汐文社

107 K913 暗号サバイバル学園 04 山本省三/作 丸谷朋弘/絵 学研プラス

108 K913 推しトモ! 吉田桃子/著 PHP研究所

109 K914 大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ 1 和合亮一/編・エッセイ ゆまに書房

110 K915 写真で読み解くおくのほそ道大辞典 佐藤勝明/監修 あかね書房

111 K933 小さな手 金原瑞人/編訳 佐竹美保/絵 岩波書店

112 K933 ミオととなりのマーメイド 10 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/訳 ポプラ社

113 K933 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル/作 久保陽子/訳 童心社

114 K933 火星のライオン ジェニファー・L.ホルム/作 もりうちすみ
こ/訳 ほるぷ出版

115 K933 わたしのアメリカンドリーム ケリー・ヤン/作 田中奈津子/訳 講談社

116 K933 暗号クラブ 20 ペニー・ワーナー/著 番由美子/訳 KADOKAWA

117 K949 ラビットホッピング! マーリン・エリクソン/作 きただいえりこ/
訳 理論社
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