
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 <学問>の取扱説明書 仲正昌樹/著 作品社

2 002 <知>の取扱説明書 仲正昌樹/著 作品社

3 002 エリートと教養  （中公新書ラクレ） 村上陽一郎/著 中央公論新社

4 007.1 ディープラーニングを支える技術 2 岡野原大輔/著 技術評論社

5 007.3 サイバー文明論 國領二郎/著 日経BP日本経済新聞出版

6 007.3 情報法入門 小向太郎/著 NTT出版

7 007.3 インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル 中澤佑一/著 中央経済社

8 007.3 巨大テック企業無敵神話の噓 ジョナサン・A.ニー/著 小金輝彦/訳 CCCメディアハウス

9 007.3 サイバーセキュリティ入門 羽室英太郎/著 慶應義塾大学出版会

10 007.3 マクサン式Webライティング実践スキル大全 マクリン/著 サンツォ/著 大和書房

11 007.3 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下由多加/著 中澤佑一/著 ジャムハウス

12 007.3 60分でわかる!NFTビジネス超入門 森川ミユキ/著 GVA法律事務所Web3.0チーム
/監修 技術評論社

13 007.5 Googleサービス基本&便利技 リンクアップ/著 技術評論社

14 007.6 基礎C言語 アンク/著 インプレス

15 007.6 できるPowerPoint 2021 井上香緒里/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

16 007.6 パズルで鍛えるアルゴリズム力 大槻兼資/著 技術評論社

17 007.6 Excel VBAをはじめるまえに絶対知っておきたい「マクロ」の本 大村あつし/著 技術評論社

18 007.6 今すぐ実務に直結するExcel効率化の教科書 奥谷隆一/著 インプレス

19 007.6 今すぐ使えるかんたんWord & Excel 2021 技術評論社編集部/著 AYURA/著 技術評論社

20 007.6 Word & Excel 2021やさしい教科書 国本温子/著 門脇香奈子/著 SBクリエイティブ

21 007.6 Apple Watch基本+健康管理 栗原亮/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

22 007.6 たった1日で基本が身に付く!WordPress超入門 佐々木恵/著 リブロワークス/編 技術評論社

23 007.6 世界一わかりやすいWordテキスト 佐藤薫/著 技術評論社

24 007.6 パワポで描く!図とイラスト 澤崎敏文/著 技術評論社

25 007.6 ビジネスOutlook実用ワザ大全 鈴木眞里子/著 日経PC21/編 日経BP

26 007.6 プロを目指す人のためのTypeScript入門 鈴木僚太/著 技術評論社

27 007.6 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 仙塲大也/著 技術評論社

28 007.6 はじめてのPowerPoint2021 染谷昌利/著 MASH/著 秀和システム

29 007.6 Webデザイナーおうち起業 泰道ゆりか/著 自由国民社

30 007.6 高校生からのPython入門 立山秀利/著 ジャムハウス

31 007.6 できるWord & Excel 2021 田中亘/著 羽毛田睦土/著 インプレス

32 007.6 できるWord 2021 田中亘/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

33 007.6 世界でいちばん簡単なExcel VBAのe本 道用大介/著 秀和システム

34 007.6 世界一わかりやすいExcelテキスト 土岐順子/著 技術評論社

35 007.6 Vue.jsのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田亨/著 秀和システム

36 007.6 インフラ女子の日常 なつよ/著 九龍真乙/監修 シーアンドアール研究所

37 007.6 図解まるわかりAWSのしくみ 西村泰洋/著 翔泳社

38 007.6 Excelデータ分析の教科書 日花弘子/著 SBクリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 007.6 Python自動化簡単レシピ 森巧尚/著 翔泳社

40 007.6 パソコンで困ったときの大事典  ワン・パブリッシング

41 010.2 攻撃される知識の歴史
リチャード・オヴェンデン/著 五十嵐加奈
子/訳 柏書房

42 010.8 講座・図書館情報学 4 山本順一/監修 ミネルヴァ書房

43 014.4 Index MedicusからPubMedまで 山口直比古/著 日本医学図書館協会

44 015 ズバリわかる!図書館利用者に喜ばれる「ビジネス支援サービス」 DBジャパン/編集 DBジャパン

45 016.2 本が語ること、語らせること 青木海青子/著 夕書房

46 016.2 公立図書館の思想・実践・歴史 相関図書館学方法論研究会/編著 塩見昇/著 松籟社

47 019 マルジナリアでつかまえて 2 山本貴光/著 本の雑誌社

48 019.2 考える読書 第67回 全国学校図書館協議会/編 毎日新聞出版

49 019.9 本屋大賞 2022 本の雑誌編集部/編 本の雑誌社

50 021.4 編集とは何か。  （星海社新書） 奥野武範/取材・構成・文 星海社

51 081.6 吉本隆明全集 28 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 131.2 1人称単数の哲学 八木雄二/著 春秋社

2 133.5 60代からの幸福をつかむ極意  （中公新書ラクレ） 齋藤孝/著 中央公論新社

3 134.2 カント講義 高峯一愚/著 論創社

4 134.9 格闘者ニーチェ 1 清眞人/著 藤原書店

5 134.9 ニーチェの哲学見るだけノート 富増章成/監修 宝島社

6 135.5 レヴィナスの時間論 内田樹/著 新教出版社

7 135.5 シモーヌ・ヴェイユ フロランス・ド・リュシー/著 神谷幹夫/訳 白水社

8 140 ど素人でもわかる心理学の本 匠英一/著 翔泳社

9 141.2 手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか? 入倉隆/著 日経BP日本経済新聞出版

10 141.2 時間はなぜあるのか? 平田聡/著 嶋田珠巳/著 ミネルヴァ書房

11 141.5 後悔を活かす心理学  （中公新書） 上市秀雄/著 中央公論新社

12 141.5 THINK AGAIN アダム・グラント/著 楠木建/監訳 三笠書房

13 141.5 認知バイアス見るだけノート 齊藤勇/監修 宝島社

14 141.5 東大ケーススタディ研究会伝説の「論理思考」講座 白木湊/著 東大ケーススタディ研究会/編 東洋経済新報社

15 141.5 おしゃべりな脳の研究 チャールズ・ファニーハフ/著 柳沢圭子/訳 みすず書房

16 141.5 因数分解思考 深沢真太郎/著 あさ出版

17 141.6 つい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本 根本裕幸/著 学研プラス

18 141.6 共感の正体 山竹伸二/著 河出書房新社

19 145.1 意思決定が9割よくなる無意識の鍛え方 茂木健一郎/著 KADOKAWA

20 146.1 フロイトとの対話 ブレット・カー/著 森茂起/訳 人文書院

21 146.8 誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋信頼/著 祥伝社

22 146.8 「自分の感情」の整えかた・切り替えかた 高井祐子/著 大和出版

23 146.8 かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田ひさ子/著 あさ出版

24 146.8 人生が変わる!自己肯定感を高める心のセルフケア大全 中島輝/著 宝島社

25 146.8 心が疲れない「正しい」休み方 るろうに/著 KADOKAWA

26 150.2 西洋倫理思想の考え方 池松辰男/著 山川出版社

27 157.9 人は鹿より賢いのか 立元幸治/著 福村出版

28 159 やり抜く自分に変わる超習慣力 ウェンディ・ウッド/著 花塚恵/訳 ダイヤモンド社

29 159 あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる 小澤竹俊/著 アスコム

30 159 できないのはあなたのせいじゃない 勝間和代/著 プレジデント社

31 159 20歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ  （SB新書） 齋藤孝/著 SBクリエイティブ

32 159 本当に頭がいい人のメンタル習慣100 齋藤孝/著 宝島社

33 159 人はマナーでつくられる 中谷彰宏/著 青春出版社

34 159 うまくいく人の考え方 永松茂久/著 SBクリエイティブ

35 159 プロ投資家の先の先を読む思考法 藤野英人/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

36 159 鋼の自己肯定感 宮崎直子/著 かんき出版

37 159 SLOW LANE カメの流儀で人生を勝ち取る方法 マット・リトル/著 鈴木ファストアーベン
ト理恵/訳 東洋館出版社

38 159.4 人生の経営  （小学館新書） 出井伸之/著 小学館

39 159.4 92歳総務課長の教え 玉置泰子/著 ダイヤモンド社

40 159.7 80歳の壁  （幻冬舎新書） 和田秀樹/著 幻冬舎

41 159.8 心が強い人はみな、「支える言葉」をもっている 齋藤孝/著 アスコム

42 159.8 1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾秀昭/監 致知出版社

43 161.3 現代社会を宗教文化で読み解く 櫻井義秀/編著 平藤喜久子/編著 ミネルヴァ書房

44 170 教養としての神道 島薗進/著 東洋経済新報社

45 172 中世神道入門 伊藤聡/監修 門屋温/監修 勉誠出版(発売)

46 172 神になった武士 高野信治/著 吉川弘文館

47 186.8 不動明王 渡辺照宏/著 吉川弘文館

48 186.9 御朱印でめぐる全国のお寺 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

49 186.9 僕の歩き遍路 四国八十八ケ所巡り 中野周平/著 西日本出版社

50 186.9 四国八十八カ所ゆとりの旅  （ブルーガイド）  実業之日本社

51 188.8 禅僧たちの生涯 小川隆/著 春秋社

52 191.5 アートからたどる悪魔学歴史大全 エド・サイモン/著 加藤輝美/訳 原書房

53 191.9 それで君の声はどこにあるんだ? 榎本空/著 岩波書店

54 192 世界を揺るがした聖遺物 杉崎泰一郎/著 河出書房新社

55 198.9 アーミッシュキルトを訪ねて 鈴木七美/著 大阪大学出版会

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 202.5 入門欧米考古学 富岡直人/著 同成社

2 202.5 古代遺跡大図鑑 森谷公俊/監修 鶴間和幸/監修 ニュートンプレス

3 202.5 考古学概論 山本孝文/著 青木敬/著 ミネルヴァ書房

4 204 ゲームチェンジの世界史 神野正史/著 日経BP日本経済新聞出版

5 204 OPEN 「開く」ことができる人・組織・国家だけが生き残る ヨハン・ノルベリ/著 山形浩生/訳 ニューズピックス

6 204 世界史を変えた40の謎 上・中・下 ジャン=クリスティアン・プティフィス/編
神田順子/監訳 原書房

7 209 帝国の崩壊 上・下 鈴木董/編 山川出版社

8 209 越境と冒険の人類史 アンドリュー・レーダー/著 松本裕/訳 草思社

9 210.4 日本史の新事実70 浮世博史/著 世界文化ブックス

10 210.8 大日本古文書 家わけ第16ノ7 東京大学史料編纂所/編纂 東京大学史料編纂所

11 211 再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

12 211.9 日本の合戦解剖図鑑 本郷和人/監修 かみゆ歴史編集部/編著 エクスナレッジ

13 212 木工の考古学 飯塚武司/著 雄山閣

14 212.5 縄文と世界遺産  （ちくま新書） 根岸洋/著 筑摩書房

15 213 日本のまじなひ 水野正好/著 高志書院

16 213 日本書紀の鳥 山岸哲/著 宮澤豊穂/著 京都大学学術出版会

17 213.4 極彩色壁画の発見 高松塚古墳・キトラ古墳 廣瀬覚/著 建石徹/著 新泉社

18 213.7 現代語訳小右記 14 藤原実資/記 倉本一宏/編 吉川弘文館

19 214 中・近世移行期における上杉氏の領国経営 坂田元丈/著 坂田元丈

20 214 女人政治の中世 田端泰子/著 吉川弘文館

21 214 中世日記の世界 松薗斉/編著 近藤好和/編著 ミネルヴァ書房

22 214.2 鎌倉時代の合戦システム 松本一夫/著 戎光祥出版

23 214.5 南北朝の動乱 かみゆ歴史編集部/編著 カンゼン

24 214.6 一冊でわかる室町時代 大石学/監修 河出書房新社

25 214.7 宮廷女性の戦国史 神田裕理/著 山川出版社

26 214.8 石田三成 太田浩司/編 宮帯出版社

27 215 近世日記の世界 福田千鶴/編著 藤實久美子/編著 ミネルヴァ書房

28 215.8 幕末志士の起源 宮川禎一/著 教育評論社

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 216 無数のひとりが紡ぐ歴史 田中祐介/編 柿本真代/著 文学通信

30 216 日本近代社会史 松沢裕作/著 有斐閣

31 216.1 教科書には載っていない維新直後の日本 安藤優一郎/著 彩図社

32 217 関口宏・保阪正康のもう一度!近現代史 帝国日本の過ち 関口宏/著 保阪正康/著 講談社

33 219.1 「星の城」が見た150年 濱口裕介/著 現代書館

34 219.9 沖縄復帰50年 新聞通信調査会/編集 共同通信社/編集 新聞通信調査会

35 219.9 琉球の考古学 宮城弘樹/著 敬文舎

36 219.9 サンマデモクラシー 山里孫存/著 イースト・プレス

37 220 トルコ民族の世界史 坂本勉/著 慶應義塾大学出版会

38 222.0 超約版貞観政要 呉兢/原作 夏川賀央/訳 ウェッジ

39 222.0 世界史劇場項羽と劉邦 神野正史/著 ベレ出版

40 222.5 満洲国グランドホテル 平山周吉/著 芸術新聞社

41 227.1 アフガニスタン マスードが命を懸けた国 長倉洋海/著 白水社

42 230.4 十字軍全史 ダン・ジョーンズ/著 ダコスタ吉村花子/訳 河出書房新社

43 232.8 古代ローマの日常生活 フィリップ・マティザック/著 岡本千晶/訳 原書房

44 233.0 一九三九年誰も望まなかった戦争 フレデリック・テイラー/著 清水雅大/訳 白水社

45 233.0 ロビン・フッドの森 遠山茂樹/著 刀水書房

46 234 図解リューベック ハインツ=ヨアヒム・ドレーガー/作 中島大
輔/訳 朝日出版社

47 253 人種・ジェンダーからみるアメリカ史 宮津多美子/著 明石書店

48 255 女たちのラテンアメリカ 下 伊藤滋子/著 五月書房新社

49 262 ブラジルの歴史を知るための50章 伊藤秋仁/編著 岸和田仁/編著 明石書店

50 262 一冊でわかるブラジル史 関眞興/著 河出書房新社

51 280.4 クィア・ヒーローズ アラベル・シカルディ/文 サラ・タナト-
ジョーンズ/イラスト ジーオーティー

52 281.0 わたしたちが27歳だったころ with編集部/編集 菅野美穂/ほか述 講談社

53 281.0 New Age 10代がこれからの時代を作る 笹川祐莉/著 高橋海/著 A-Works

54 282.2 中国史を彩った女たち 高橋英司/著 エムケープランニング

55 288.3 物部氏 篠川賢/著 吉川弘文館

56 288.3 図説メディチ家の興亡 松本典昭/著 河出書房新社

57 288.4 秋篠宮 江森敬治/著 小学館

58 288.4 マコクライシス 奥野修司/著 日刊現代

59 288.4 昭和天皇拝謁記 3 田島道治/著 古川隆久/ほか編集 岩波書店

60 288.4 上皇后陛下美智子さま結ばれた愛と絆 渡邊満子/著 ロングセラーズ

61 289.1 ピリカチカッポ 石村博子/著 岩波書店

62 289.1 斎藤一 京都新選組四番隊組頭 伊東成郎/著 河出書房新社

63 289.1 あきらめない男 長田昭二/著 文藝春秋

64 289.1 北条義時の生涯 菊池紳一/監修 北条氏研究会/編 勉誠出版(発売)

65 289.1 高群逸枝 芹沢俊介/編集委員 服藤早苗/編集委員 藤原書店

66 289.1 上総広常 千野原靖方/著 戎光祥出版

67 289.1 橋川文三 中島岳志/責任編集 杉田俊介/責任編集 河出書房新社

68 289.1 中江兆民と植木枝盛 松永昌三/著 清水書院

69 289.1 島田三郎 武藤秀太郎/著 ミネルヴァ書房

70 289.1 大隈重信と早稲田大学  （早稲田新書） 渡邉義浩/著 早稲田大学出版部

71 289.2 李垠 第3巻 李建志/著 作品社

72 289.2 周恩来と日本 王敏/著 三和書籍

73 289.3 ヘレン・ケラーの日記 ヘレン・ケラー/著 山崎邦夫/訳 明石書店

74 289.3 女帝そして母、マリア・テレジア エリザベート・バダンテール/著 ダコスタ
吉村花子/訳 原書房

75 290.8 世界美景 小林廉宜/著
JALブランドコミュニケー
ション

76 290.8 世界美しい聖地とパワースポットをめぐる旅 パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

77 290.9 地球の歩き方 J04 沖縄 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

78 290.9 二輪一会 友竹亮介/著 みらいパブリッシング

79 291.1 北海道廃線紀行 芦原伸/著 筑摩書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 291.1 札幌 小樽・富良野・旭山動物園 23 （まっぷるマガジン）  昭文社

81 291.1 北海道の教科書  JTBパブリッシング

82 291.2 山形 23 （まっぷるマガジン）  昭文社

83 291.3 鎌倉  '23-'24年版  朝日新聞出版

84 291.4 地図でみる新潟県 戸所隆/著 海青社

85 291.4 新潟佐渡 23 （まっぷるマガジン）  昭文社

86 291.4 るるぶ新潟佐渡 23  JTBパブリッシング

87 291.5 軽井沢 23 （まっぷるマガジン）  昭文社

88 291.6 京都を学ぶ 伏見編 京都学研究会/編 ナカニシヤ出版

89 291.6 おとなの温泉宿ベストセレクション100 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

90 291.6 奈良・大和路  （ブルーガイド）  実業之日本社

91 291.6 奈良ゆとりの旅  （ブルーガイド）  実業之日本社

92 291.6 るるぶ和歌山白浜パンダ高野山熊野古道 23  JTBパブリッシング

93 291.7 松江・出雲 石見銀山 23 （まっぷるマガジン）  昭文社

94 291.8 大学的香川ガイド 香川大学教育学部/監修 守田逸人/編 昭和堂

95 291.8 四国  （ブルーガイド）  実業之日本社

96 291.9 石垣・宮古  （ハレ旅）  朝日新聞出版

97 291.9 宮古島  （地球の歩き方島旅）  地球の歩き方

98 292.0 マクロネシア紀行 金子遊/著 アーツアンドクラフツ

99 293 国境で読み解くヨーロッパ 加賀美雅弘/著 朝倉書店

100 296.2 セルタンとリトラル 三砂ちづる/著 弦書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 現代アジアをつかむ 佐藤史郎/編 石坂晋哉/編 明石書店

2 302.2 アジア遊学 269  勉誠出版(発売)

3 302.3 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上彰/著 小学館

4 302.6 遙かなる隣国ペルー 片山和之/著 東京図書出版

5 304 経済参謀 大前研一/著 小学館

6 304 「新型コロナ」「EV・脱炭素」「SDGs」の大ウソ 武田邦彦/著 ビジネス社

7 304 来たれ、新たな社会主義 トマ・ピケティ/著 山本知子/訳 みすず書房

8 304 「歴史の終わり」の後で フランシス・フクヤマ/著 マチルデ・ファ
スティング/編 中央公論新社

9 304 ただしさに殺されないために 御田寺圭/著 大和書房

10 311 “みんな”の政治学 木下ちがや/著 法律文化社

11 311.2 橋川文三とその浪曼 杉田俊介/著 河出書房新社

12 312.1 天皇・コロナ・ポピュリズム  （ちくま新書） 筒井清忠/著 筑摩書房

13 312.2 台湾がめざす民主主義 石田耕一郎/著 大月書店

14 312.3 プーチン政権の闇 林克明/著 高文研

15 312.3 ヨーロッパの政治経済・入門 森井裕一/編 有斐閣

16 312.3 居場所なき革命 吉田徹/著 みすず書房

17 312.5 アメリカ政治史講義 久保文明/著 岡山裕/著 東京大学出版会

18 314.1 日本の国会議員  （中公新書） 濱本真輔/著 中央公論新社

19 316.1 学問と政治  （岩波新書 新赤版） 芦名定道/著 宇野重規/著 岩波書店

20 316.4 非暴力を実践するために ジーン・シャープ/著 谷口真紀/訳 彩流社

21 316.8 ブラックアウト キャンディス・オーウェンズ/著 我那覇真
子/訳 方丈社

22 316.8 「ヘイト」に抗するアメリカ史 兼子歩/編著 貴堂嘉之/編著 彩流社

23 317.1 行政学 曽我謙悟/著 有斐閣

24 317.7 リーゼント刑事  （小学館新書） 秋山博康/著 小学館

25 317.7 立体消火戦術 消防活動研究会/編著 近代消防社

26 317.7 警察官僚  （祥伝社新書） 古野まほろ/著 祥伝社

27 318.3 課長になったら読む自治体の実践コンプライアンス 花岡大/著 学陽書房

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 318.4 市民がつくる政治倫理条例 斎藤文男/著 公人の友社

29 319.3 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上彰/著 文藝春秋

30 319.3 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部/編 岩波書店

31 319.3 日本がウクライナになる日 河東哲夫/著 CCCメディアハウス

32 319.5 バイデンのアメリカ 佐橋亮/編 鈴木一人/編 東京大学出版会

33 319.5 アメリカ外交史 西崎文子/著 東京大学出版会

34 319.5 ジャカルタ・メソッド ヴィンセント・ベヴィンス/著 竹田円/訳 河出書房新社

35 319.8 ピース・アルマナック 2022
ピース・アルマナック刊行委員会/編著 梅
林宏道/監修 緑風出版

36 320 生きるために必要な「法律」のはなし 木村真実/監修 高橋麻理/監修 ナツメ社

37 320 新・大学生が出会う法律問題 信州大学経法学部/編 創成社

38 320.7 法情報の調べ方入門 ロー・ライブラリアン研究会/編 日本図書館協会

39 321 法学概説 神野潔/編 岡田順太/編 弘文堂

40 323.1 憲法逐条注解 村上尚文/原著 立花書房

41 323.9 はじめての行政法 石川敏行/著 藤原静雄/著 有斐閣

42 323.9 行政手続三法の解説 宇賀克也/著 学陽書房

43 324 民法 潮見佳男/著 有斐閣

44 324.2 これだけは知っておきたい最新不動産売買の法律と実務書式 旭祐樹/監修 三修社

45 324.2 共有名義不動産 大江剛/著 三平聡史/監修 東峰書房

46 324.6 持ち家離婚 入江寿/著 みらいパブリッシング

47 324.6 民法 松川正毅/著 有斐閣

48 324.7 この1冊でわかるもめない遺産分割の進め方 川崎公司/著 合同フォレスト

49 324.7 大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本 関根俊輔/監修 関根圭一/監修 新星出版社

50 325 基礎から学ぶ商法 小柿徳武/著 伊藤吉洋/著 有斐閣

51 325.2 教養としての「会社法」入門 柴田和史/著 日本実業出版社

52 325.2 Q&A株式実務ガイドブック 東京証券代行株式会社/編 中央経済社

53 326 入門刑事法 三井誠/編 瀬川晃/編 有斐閣

54 327 現代の裁判 市川正人/著 酒巻匡/著 有斐閣

55 327.1 行政書士法コンメンタール 兼子仁/著 北樹出版

56 327.1 検察審査会  （岩波新書 新赤版） デイビッド・T.ジョンソン/著 平山真理/著 岩波書店

57 327.2 基礎からわかる民事訴訟法 和田吉弘/著 商事法務

58 327.6 入門刑事訴訟法 河村有教/著 晃洋書房

59 327.8 少年法がよくわかる本 廣瀬健二/著 秀和システム

60 327.8 ビギナーズ少年法 守山正/編著 後藤弘子/編著 成文堂

61 329.3 紛争地のポートレート 白川優子/著 集英社クリエイティブ

62 329.5 自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実  （集英社新書） 布施祐仁/著 集英社

63 330 10代のためのお金と投資 大泉書店編集部/編 大泉書店

64 331 そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。 今井誠/編著 坂井豊貴/編著 日経BP

65 331.7 統治不能社会 グレゴワール・シャマユー/著 信友建志/訳 明石書店

66 332 概説世界経済史 北川勝彦/編 北原聡/編 昭和堂

67 332.0 AI時代の資本主義の哲学 稲葉振一郎/著 講談社

68 333.6 人口大逆転 チャールズ・グッドハート/著 マノジ・プ
ラダン/著

日経BP日本経済新聞出版

69 334.4 外国人と共生するための実践ガイドブック 友原章典/著 日本評論社

70 334.4 新大久保に生きる人びとの生活史 箕曲在弘/編著 明石書店

71 335 法律大百科事典 千葉博/著 翔泳社

72 335.1 サステナビリティ経営の真髄 青井浩/著 石井大地/ほか述 日経BP

73 335.1 内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実 奥山俊宏/著 朝日新聞出版

74 335.1 ESGカオスを超えて 北川哲雄/編著 中央経済社

75 335.1 SDGs思考 社会共創編 田瀬和夫/著 SDGパートナーズ/著 インプレス

76 335.1 2030年のSX戦略 坂野俊哉/著 磯貝友紀/著 日経BP

77 335.1 SDGsゴールとターゲット全解説 三井久明/著 東京図書出版

78 335.2 レガシー・カンパニー 6 ダイヤモンド経営者倶楽部/編 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 335.2 事件から読みとく日本企業史 武田晴人/著 有斐閣

80 335.3 中小企業診断士試験ほらっちの独学合格ナビ 洞口智行/著 中央経済社

81 335.4 しくみ図解M&Aのポイント 小本恵照/編著 尾関純/編著 中央経済社

82 335.4 この1冊でわかる!M&A実務のプロセスとポイント 日本M&Aアドバイザー協会/編 大原達朗/著 中央経済社

83 335.4 Talent/Strategy/Risk ビル・マクナブ/著 ラム・チャラン/著 日経BP日本経済新聞出版

84 335.4 体験的ガバナンス論 宮内義彦/著 八田進二/著 同文舘出版

85 335.5 わかりあえる経営力=異文化マネジメントを学ぶ 上田和勇/編著 小林守/編著 同文舘出版

86 336 入社1年目のビジネススキル大全 木部智之/著 三笠書房

87 336 Future of Work コーン・フェリー・ジャパン/編 日経BP日本経済新聞出版

88 336 社会人の教科書1年生 新星出版社編集部/編 新星出版社

89 336 いまさら聞けないビジネス用語BOOK 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

90 336 アジャイル型プロジェクトマネジメント 中谷公巳/著
日本能率協会マネジメント
センター

91 336 ビジネスの名著を読む リーダーシップ編 高野研一/著 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版

92 336 ビジネスの名著を読む 戦略・マーケティング編 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版

93 336 ビジネスの名著を読む マネジメント編 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版

94 336 リモートワークの新常識45 八角嘉紘/著 倉貫義人/監修 インプレス

95 336.1 <ケースでわかる>実践パーパス経営 伊吹英子/著 古西幸登/著 日経BP日本経済新聞出版

96 336.1 DXビジネスモデル 小野塚征志/著 インプレス

97 336.1 プライバシーポリシー作成のポイント 白石和泰/編著代表 村上諭志/編著代表 中央経済社

98 336.1 イノベーション道場 高岡浩三/著 幻冬舎

99 336.1 難しい話はもういいんでDXがうまくいく方法だけ教えてください 日淺光博/著 サンマーク出版

100 336.1 ビジョンとともに働くということ 山口周/著 中川淳/著 祥伝社

101 336.2 バランス思考 高砂哲男/著 あさ出版

102 336.2 努力に逃げない「これからの組織」を作るオペレーション科学 中谷一郎/著 柴田書店

103 336.2 新失敗学 畑村洋太郎/著 講談社

104 336.3 仕事は自分ひとりでやらない 小田木朝子/著 フォレスト出版

105 336.3 こうして社員は、やる気を失っていく 松岡保昌/著 日本実業出版社

106 336.4 人が集まる!求人票実例集160職種 五十川将史/著 誠文堂新光社

107 336.4 育児介護休業・休業給付取得ガイドブック 上野香織/著 津坂直子/著 労働調査会

108 336.4 「見た目」の教科書 乳原佳代/著 ダイヤモンド社

109 336.4 働きやすさこそ最強の成長戦略である 大槻智之/著 青春出版社

110 336.4 パートさんがグンとやる気を出す本 川越雄一/著 スタンダーズ・プレス

111 336.4 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと 令和4年度版 北村庄吾/著 日本実業出版社

112 336.4 これだけは知っておきたい最新労務管理の法律と申請書式 小島彰/監修 三修社

113 336.4 ビジネスコーチング大全 橋場剛/著 日経BP日本経済新聞出版

114 336.4 海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A 藤井恵/著 清文社

115 336.4 LGBTQの働き方をケアする本 宮川直己/著 内田和利/監修 自由国民社

116 336.4 図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント みらいコンサルティング/編著 清文社

117 336.4 場づくり仕事術 矢野圭夏/著 アスカ・エフ・プロダクツ

118 336.4 1%の本質を最速でつかむ「理解力」 山口拓朗/著 日本実業出版社

119 336.5 バックオフィス・トランスフォーメーション 柳楽仁史/著 PHPエディターズ・グループ

120 336.5 LinkedIn活用大全 松本淳/著 日本実業出版社

121 336.8 資金調達力の強化書 赤岩茂/編著 鈴木信二/編著 あさ出版

122 336.8 3つの視点で会社がわかる「有報」の読み方 EY新日本有限責任監査法人/編 中央経済社

123 336.8 決算書の基本 川口宏之/著 日本実業出版社

124 336.8 中小製造業の「製造原価と見積価格への疑問」にすべて答えます! 照井清一/著 日刊工業新聞社

125 336.8 事例でわかるコンプライアンス違反対応の内部監査 樋口達/著 山内宏光/著 中央経済社

126 336.9 会計の用語図鑑 石川和男/著 KADOKAWA

127 336.9 はじめて出会う会計学 川本淳/著 野口昌良/著 有斐閣

128 336.9 会計と経営の七〇〇年史  （ちくま新書） 田中靖浩/著 筑摩書房

129 338 やさしくしっかり学べる金融のしくみと金融用語 杉山敏啓/著
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

130 338.1 お金が増える暮らしのルール えま/著 KADOKAWA

131 338.1 知識ゼロからの米国株投資入門 岡元兵八郎/監修 幻冬舎

132 338.1 めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ZAiが作った「株」入門 ダイヤモンド・ザイ編集部/編 ダイヤモンド社

133 338.1 ESGの奔流 NIKKEI Financial/編 日経BP日本経済新聞出版

134 338.1 世界一楽しい!会社四季報の読み方 藤川里絵/著 SBクリエイティブ

135 338.1 投資の公理 ポール・マーシャル/著 長岡半太郎/監修 パンローリング

136 338.8 知りたいことがぜんぶわかる!つみたてNISA & iDeCoの超基本 酒井富士子/著 学研プラス

137 338.8 「学びほぐし」が会社を再生する 安嶋明/著 岩波書店

138 338.9 これだけは知っておきたい「為替」の基本と常識 中野博幸/著 フォレスト出版

139 339.6 新築戸建と火災保険 藪井馨博/著
クロスメディア・パブリッ
シング

140 341 新・財政学入門 川又祐/著 藪下武司/著 八千代出版

141 345 図解わかる税金 2022-2023年版 芥川靖彦/著 篠崎雄二/著 新星出版社

142 345 これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田泰宏/著 フォレスト出版

143 345.1 現代税法入門塾 石村耕治/編 清文社

144 345.1 よくわかる税法入門 三木義一/編著 有斐閣

145 345.5 相続専門の税理士、父の相続を担当する 清田幸弘/著 あさ出版

146 345.7 クマオーの基礎からわかる消費税 熊王征秀/著 清文社

147 350.1 統計で騙されない10の方法 ティム・ハーフォード/著 上原裕美子/訳 日経BP日本経済新聞出版

148 361.2 歴史と理論からの社会学入門 木村至聖/著 ナカニシヤ出版

149 361.4 いじめをやめられない大人たち  （ポプラ新書） 木原克直/著 ポプラ社

150 361.4 心地いい人がしている、人づきあいに役立つ習慣術 寿マリコ/著 ぱる出版

151 361.4 無敵のコミュ術 ひろゆき/著 宝島社

152 361.4 2度目の会話が続きません 野口敏/著 サンクチュアリ出版

153 361.4 なぜか聴きたくなる人の話し方 秀島史香/著 朝日新聞出版

154 361.4 メディアとアーカイブ 松本恭幸/編 大月書店

155 361.4 陰謀論入門 ジョゼフ・E.ユージンスキ/著 北村京子/訳 作品社

156 361.6 組織理論入門 須田木綿子/著 米澤旦/著 晃洋書房

157 361.7 ネイバーフッドデザイン 荒昌史/著 HITOTOWA INC./編 英治出版

158 361.7 地域・都市の社会学 平井太郎/著 松尾浩一郎/著 有斐閣

159 361.7 東アジアの農村 細谷昻/著 筑摩書房

160 361.7 よくわかる地域社会学 山本努/編著 ミネルヴァ書房

161 361.8 部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。 部落解放・人権研究所/編 部落解放・人権研究所

162 364 現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド 2022年版 福島敏之/著 「ケアマネジャー」編集部/編 中央法規出版

163 364 社会保障あんしん教室 藤岡夕里子/著 高橋裕典/監修 日本法令

164 364 はじめての社会保障 椋野美智子/著 田中耕太郎/著 有斐閣

165 364.5 過労死・過労自殺の救済Q&A 大阪過労死問題連絡会/編 民事法研究会

166 364.6 詳解障害年金相談ハンドブック 安部敬太/編著 岡部健史/共著 日本法令

167 364.6 私の老後私の年金 長尾義弘/著 河出書房新社

168 365.3 これからの住まい  （岩波新書 新赤版） 川崎直宏/著 岩波書店

169 365.3 50歳からの賢い住宅購入 千日太郎/著 同文舘出版

170 366 君らしく働くミライへ QuizKnock/著 朝日新聞出版

171 366 アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野薫/編著 江利川良枝/編著 中央経済社

172 366.1 図解わかる労働基準法 2022-2023年版 荘司芳樹/著 新星出版社

173 366.1 労働基準法実務問答 第5集 労働調査会出版局/編 労働調査会

174 366.2 ジョブ型vsメンバーシップ型
慶應義塾大学産業研究所HRM研究会/編 清家
篤/著 中央経済社

175 366.2 早期退職時代のサバイバル術  （幻冬舎新書） 小林祐児/著 幻冬舎

176 366.2 最新最強の履歴書・職務経歴書 24年版 矢島雅己/監修 成美堂出版

177 366.2 42歳から始めるセカンドキャリア構築術 谷所健一郎/著 シーアンドアール研究所

178 366.3 中小企業のためのパワハラ防止対策Q&A 神坪浩喜/著 労働調査会

179 367.2 ジェンダーと歴史学 ジョーン・W.スコット/著 荻野美穂/訳 平凡社

180 367.2 いいから、あなたの話をしなよ チョナムジュ/ほか著 大島史子/訳 アジュマ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

181 367.3 私、…夫が嫌いです 大貫憲介/著 榎本まみ/絵 日本法令

182 367.3 捨てる家族 咲セリ/著 論創社

183 367.4 離婚の文化人類学 アリソン・アレクシー/著 濱野健/訳 みすず書房

184 367.7 老〜い、どん! 2 樋口恵子/著 婦人之友社

185 367.9 ルポ女性用風俗  （ちくま新書） 菅野久美子/著 筑摩書房

186 367.9 ラジオ保健室 NHK「ラジオ保健室」制作班/著 リトルモア

187 367.9 10代の女の子のための性のお悩み相談室 宮川三代子/著 ライフサイエンス出版

188 368.2 トーキョーサバイバー 二文字屋脩/編著 うつつ堂

189 368.6 死刑になりたくて、他人を殺しました インベカヲリ★/著 イースト・プレス

190 368.6 トゥルークライム 平山夢明/監修 「トゥルークライムアメリ
カ殺人鬼ファイル」プロジェクト/著 光文社

191 368.6 キャッチ・アンド・キル ローナン・ファロー/著 関美和/訳 文藝春秋

192 369.0 外国人のためのやさしく学べる介護のことば 海外介護士育成協議会/編集 甘利庸子/編著 中央法規出版

193 369.2 図解でわかる障害福祉サービス 二本柳覚/編著 中央法規出版

194 369.2 対話から始める脱!強度行動障害 日詰正文/編 吉川徹/編 日本評論社

195 369.2 「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木和子/著 岩波書店

196 369.2 SDGsの推進・合理的配慮提供のための「やさしい日本語」 堀清和/監著 宮田美恵子/編著 晃洋書房

197 369.4 児童福祉施設における性的問題対応ハンドブック 小木曽宏/編 山口修平/執筆 生活書院

198 369.4 どうして? ひぐちあずさ/作 おがわまな/絵 遠見書房

199 369.7 ボランティア活動の責任 溝手康史/著 共栄書房

200 369.9 マイホーム山谷 末並俊司/著 小学館

201 370.4 子どものための居場所論 阿比留久美/著 かもがわ出版

202 374.5 学校財務がよくわかる本 柳澤靖明/編著 現代学校事務研究会/監修 学事出版

203 375.1 イラスト図解AさせたいならBと言え 岩下修/著 明治図書出版

204 375.4 こんなに変わった理科教科書  （ちくま新書） 左巻健男/著 筑摩書房

205 375.4 データサイエンスが求める「新しい数学力」 宮本さおり/著 日本実業出版社

206 376.1 とことんエノコログサあそび 小松つよし/著 チャイルド社

207 376.1 ズバッと解決!保育者のリアルなお悩み200 吉永公平/著 ぎょうせい

208 376.4 ルポ名門校  （ちくま新書） おおたとしまさ/著 筑摩書房

209 376.8 歯学部 橋口佐紀子/著 ぺりかん社

210 376.8 浪人回避大全 濱井正吾/著
日本能率協会マネジメント
センター

211 377.2 カラス学者の回想録 松原始/著 旅するミシン店

212 377.6 「米留組」と沖縄  （集英社新書） 山里絹子/著 集英社

213 377.9 最新最強の面接対策 24年版 小林常秋/監修 成美堂出版

214 377.9 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 24年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

215 378 障がいのある子の安全教育と対策 宮田美恵子/監著 堀清和/監著 晃洋書房

216 378 バトラーさんの贈りもの 百々佑利子/著 のら書店

217 378.8 発達障がい・グレーゾーンの子どもがのびのび育つ接し方と言葉がけ 咲田栞里/著 あさ出版

218 378.8 発達障害の子どもに自立力をつける本 高山恵子/監修 講談社

219 378.8 家族で支援する子どものASD 宮尾益知/監修 河出書房新社

220 378.8 世界を変える子どもたち 茂呂史生/著 信長出版

221 379.9 子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊にまとめた本 江口祐子/著 ワニブックス

222 379.9 叱らない子育て 岸見一郎/著 学研プラス

223 379.9 わが子に今日からできる!世界標準の英語の学び方 白川寧々/著 鈴木款/著 学陽書房

224 382.1 江戸庶民の暮らしと文化 廣瀬尚美/著 雄山閣

225 382.2 草原に生きる アラタンホヤガ/著 論創社

226 382.2 トナカイの大地、クジラの海の民族誌 池谷和信/著 明石書店

227 382.2 憑依と抵抗 島村一平/著 晶文社

228 383.1 細密イラストでわかる服装と民族の風俗史 大津樹/編 IBCパブリッシング

229 383.7 人は入れ墨を見て顔を見る 斎藤卓志/著 風媒社

230 383.8 食の人文学ノート 朝倉敏夫/著 花乱社

231 383.9 江戸の道具図鑑 飯田泰子/著 芙蓉書房出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

232 383.9 江戸で部屋さがし 菊地ひと美/著・絵 講談社

233 384.3 木地屋と鍛冶屋 桐村英一郎/著 七月社

234 384.3 魚毒植物 盛口満/著 南方新社

235 384.8 失われゆく娯楽の図鑑 藤木TDC/監修 グラフィック社

236 385.9 下品大全 菅原圭/著 河出書房新社

237 385.9 ドアはあけたらおさえましょう ジョン・ブリッジズ/著 酒井章文/訳 サンマーク出版

238 387 憑霊信仰と日本中世社会 徳永誓子/著 法藏館

239 388 一角獣の文化史百科
ミシェル・パストゥロー/著 エリザベト・
タビュレ=ドゥラエ/著 原書房

240 388.1 怪異と遊ぶ 怪異怪談研究会/監修 一柳廣孝/編著 青弓社

241 388.1 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持よつば/著 新日本出版社

242 388.3 ヴァンパイアと屍体 ポール・バーバー/著 野村美紀子/訳 工作舎

243 388.8 ことわざなるほど100話 福井栄一/著 里文出版

244 391.2 日本海軍戦史入門 本吉隆/著 イカロス出版

245 393.2 灯火とともに闇のなかを 西村裕美/著 花伝社

246 395.3 辺野古入門  （ちくま新書） 熊本博之/著 筑摩書房

247 396.8 ボマーマフィアと東京大空襲 マルコム・グラッドウェル/著 櫻井祐子/訳 光文社

248 397.2 聯合艦隊 木村聡/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 いのちの秘義 若松英輔/著 亜紀書房

2 407 サイエンスライティング超入門 石浦章一/著 東京化学同人

3 407 市民科学のすすめ 小堀洋美/著 文一総合出版

4 407 見て・考えて・描く自然探究ノート ジョン・ミューア・ロウズ/著 杉本裕代/訳 築地書館

5 410 ジュニア数学オリンピック 2017-2022 数学オリンピック財団/編 亀書房

6 410 教養としての「数学I・A」  （NHK出版新書） 永野裕之/著 NHK出版

7 410 学校では教えてくれない超ディープな数学の教科書 難波博之/著 SBクリエイティブ

8 410 数学大図鑑プレミアム  ニュートンプレス

9 410.4 つれづれなる数学日記 鯵坂もっちょ/著 KADOKAWA

10 413.3 Pythonで理解する微分積分の基礎 井口和之/著 辻真吾/監修 技術評論社

11 413.5 三角関数  ニュートンプレス

12 420 「高校の物理」が一冊でまるごとわかる 小川慎二郎/著 ベレ出版

13 420 ゼロからわかる物理エンジン こーじ/著 KADOKAWA

14 420 世界は単位と公式でできている 福江純/著
日本能率協会マネジメント
センター

15 420.2 物理学の野望  （光文社新書） 冨島佑允/著 光文社

16 421 文系のためのめっちゃやさしい無とは何か 佐々木真人/監修 ニュートンプレス

17 430 学びなおし中学・高校の化学  ニュートンプレス

18 440.1 宇宙の秘密を解き明かす24のスゴい数式  （幻冬舎新書） 高水裕一/著 幻冬舎

19 440.4 夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田祥代/著 草思社

20 443.9 なぜ宇宙は存在するのか  （ブルーバックス） 野村泰紀/著 講談社

21 444 太陽の支配
デイビッド・ホワイトハウス/著 西田美緒
子/訳 築地書館

22 448.9 まちの課題・資源を可視化するQGIS活用ガイドブック 半井真明/著 学芸出版社

23 450.9 よくわかる佐渡ジオパーク 佐渡ジオパーク推進協議会/編 文一総合出版

24 451.2 よくわかる高層気象の知識 福地章/著 成山堂書店

25 451.6 雲を知る本 岩槻秀明/著 いかだ社

26 451.8 気候変動と「日本人」20万年史 川幡穂高/著 岩波書店

27 451.8 気候危機がサクッとわかる本 森朗/監修 森田正光/監修 東京書籍

28 451.8 地球温暖化の教科書  ニュートンプレス

29 452.9 湖の科学 ワーウィック・ヴィンセント/著 占部城太
郎/訳 共立出版

30 455.1 フォッサマグナってなんだろう フォッサマグナミュージアム/著
フォッサマグナミュージア
ム

31 456.8 縄文海進 遠藤邦彦/著 小宮雪晴/著 冨山房インターナショナル

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 456.9 シマシマが語る46億年の歴史 福井県年縞博物館/編 若狭三方縄文博物館/
編 福井県年縞博物館

33 457.8 ナウマンゾウの狩人をもとめて 野尻湖ナウマンゾウ博物館/著 野尻湖ナウマンゾウ博物館

34 460 合成生物学は社会に何をもたらすか 島薗進/編著 四ノ宮成祥/編著 専修大学出版局

35 460.4 身近な生物のきもち 大島健夫/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

36 470 あした出会える雑草の花100 高橋修/著 山と溪谷社

37 470.7 植物園の咲かせる哲学 松谷茂/著 教育評論社

38 479.3 蘭花百姿 東京大学総合研究博物館/編 寺田鮎美/執筆 誠文堂新光社

39 480 Hidden Planet ベン・ロザリー/作 菅野楽章/訳 化学同人

40 481.3 奇想天外な目と光のはなし 入倉隆/著 雷鳥社

41 481.3 進化のたまもの!どうぶつのタマタマ学 丸山貴史/著 成島悦雄/監修 緑書房

42 481.7 動物行動学者、モモンガに怒られる 小林朋道/著 山と溪谷社

43 481.7 ウソをつく生きものたち 森由民/著 村田浩一/監修 緑書房

44 483.3 世界で一番美しいクラゲ図鑑 水口博也/編著 戸篠祥/編著 誠文堂新光社

45 485.7 クモの世界  （中公新書） 浅間茂/著 中央公論新社

46 486 ふしぎな昆虫のせかい 清水聡司/著 repicbook

47 486.0 怪虫ざんまい 小松貴/著 新潮社

48 486.6 タマムシハンドブック 福富宏和/文 山田航/文 文一総合出版

49 487.5 世界のサメ大全 めかぶ/著・イラスト 田中彰/監修 SBクリエイティブ

50 488.5 踊るハシビロコウ 南幅俊輔/著 ライブ・パブリッシング

51 488.9 にっぽんカラス遊戯 松原始/監修・著 宮本桂/写真 カンゼン

52 489.5 もうひとつのキタキツネ物語 塚田英晴/著 東京大学出版会

53 489.5 日本クマ事件簿  三才ブックス

54 490.1 実践医療現場の行動経済学 大竹文雄/編著 平井啓/編著 東洋経済新報社

55 490.2 延びすぎた寿命 ジャン=ダヴィド・ゼトゥン/著 吉田春美/
訳 河出書房新社

56 491.3 絵でわかるにおいと香りの不思議 長谷川香料株式会社/著 講談社

57 491.3 脳は世界をどう見ているのか ジェフ・ホーキンス/著 大田直子/訳 早川書房

58 491.3 皮膚、人間のすべてを語る モンティ・ライマン/著 塩崎香織/訳 みすず書房

59 492.5 人類冬眠計画 砂川玄志郎/著 岩波書店

60 492.7 感動をよぶ若返り革命 2 了徳寺健二/著 アスコム

61 493.1 はじめてのカーボカウント 坂根直樹/編著 佐野喜子/編著 中外医学社

62 493.1 最新女子栄養大学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ
女子栄養大学栄養クリニック/監修 今泉久
美/料理 西東社

63 493.1 完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾和宏/編著 三好春樹/編著 講談社

64 493.3 対話で変わる誤嚥性肺炎診療 吉松由貴/著 日経BP

65 493.4 甲状腺の病気といわれたら 西川光重/編著 赤水尚史/編著 NHK出版

66 493.6 50代からの骨粗鬆症対策の献立  オレンジページ

67 493.7 もっと知りたい解離性障害 岡野憲一郎/著 松井浩子/著 星和書店

68 493.7 これだけは知っておきたい双極性障害 加藤忠史/監修 翔泳社

69 493.7 「加速思考」症候群 アウグスト・クリ/著 鈴木由紀子/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

70 493.7 最新頭痛の治し方大全 丹羽潔/著 扶桑社

71 493.7 1日3分認知症にならない歌う脳トレ 吉田勝明/監修 青春出版社

72 493.8 近世感染症の生活史 鈴木則子/著 吉川弘文館

73 493.8 わからないコロナ後遺症の症状と対処法がよくわかる 永井英明/著 ヴァンメディカル

74 493.8 新型コロナの不安に答える  （講談社現代新書） 宮坂昌之/著 講談社

75 494.5 がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 日本がんサポーティブケア学会
Oncodermatology部会/編 小学館クリエイティブ

76 494.6 脊柱管狭窄症 朝本俊司/編著 綱島脩/共著 ベースボール・マガジン社

77 495 女性の生き方を左右する子宮のきほん 善方裕美/監修 池田書店

78 497.2 なぜ、歯ぐきが健康な人ほどいつまでも長生きできるのか 船越栄次/著
クロスメディア・パブリッ
シング

79 497.3 1分神あごストレッチ 長守雅恵/著 自由国民社

80 498.0 ジョンズ・ホプキンス 黒瀬悦成/著 新潮社

81 498.1 最新医療事務のすべてがわかる本 2022 青地記代子/監修 日本文芸社

82 498.1 最新医療費の仕組みと基本がよ〜くわかる本 伊藤哲雄/編著 森田仁計/編著 秀和システム
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 498.1 医療エラーはなぜ起きるのか ダニエル・オーフリ/著 勝田さよ/訳 みすず書房

84 498.1 最新・医療事務入門 2022年版 木津正昭/著 医学通信社

85 498.3 今日から減酒! 倉持穣/著 主婦の友社

86 498.3 気がついたら自律神経が整う「期待しない」健康法  （祥伝社新書） 小林弘幸/著 祥伝社

87 498.3 ゆるめるヨガプログラム 近藤真由美/監修 朝日新聞出版

88 498.3 京都健康さんぽ 澤野ともえ/著 いろは出版

89 498.3 図解すぐ眠れる!すごいツボ押し 中根一/著 ビジネス社

90 498.3 体が変わる!血流のしくみ 根来秀行/著 成美堂出版

91 498.3 骨盤革命 みのわあい。/著 自由国民社

92 498.3 傷つくだけなら捨てていい ユウンジョン/著 カンバンファ/訳 イースト・プレス

93 498.3 手でかくとなぜいいか? 結城俊也/著 郵研社

94 498.5 カーブスの健康たんぱく質ごはん カーブス/企画監修 藤田聡/監修 扶桑社

95 498.5 老けない人が食べているもの 工藤あき/著 アスコム

96 498.5 最新妊娠中の食事と栄養のきほん 佐藤雄一/医師監修 星麻衣子/料理監修 ベネッセコーポレーション

97 498.5 八訂早わかりインデックス食材&料理カロリーブック 主婦の友社/編 主婦の友社

98 498.6 カラー世界パンデミックの記録 マリエル・ウード/編 青柳正規/日本語版監
修 西村書店

99 498.6 コロナとの死闘 西村康稔/著 幻冬舎

100 498.6 新型コロナはどこから来たのか シャーリ・マークソン/著 高崎拓哉/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

101 498.7 子どもの姿勢ピン!ポーズ 西村猛/著 主婦の友社

102 498.8 「燃え尽きさん」の本 池井佑丞/著 かんき出版

103 499.0 これが私の薬剤師ライフ 日経ドラッグインフォメーション/編 日経BP

104 499.0 コロナと創薬 橋本宗明/著 日経BP

105 499.0 薬事ハンドブック 2022  じほう

106 499.8 心と体がととのうフィトセラピー 岡野真弥/著 池田書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 1冊で学ぶ材料・加工・図面の初歩 西村仁/著 日経ものづくり/編集 日経BP

2 502.1 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男/編著 青野裕幸/ほか著 笠間書院

3 507.2 中国知的財産法 馮超/共著 光安徹/共著 オーム社

4 509.6 利益が出せる生産統制力 坂倉貢司/著 日刊工業新聞社

5 510.9 公共入札・契約手続の実務 鈴木満/著 学陽書房

6 511.4 積算資料北陸版 Vol.100(2022年度上期版) 経済調査会北陸支部/編集 経済調査会

7 518.8 公園が主役のまちづくり 小川貴裕/著・監修 工作舎

8 518.8 世界のSDGsスマートシティ エリン・グリフィス/著 樋口健二郎/訳 原書房

9 518.8 戦後福井県都市計画の軌跡 児玉忠/著 晃洋書房

10 518.8 空き不動産問題から考える地方都市再生 箸本健二/編 武者忠彦/編 ナカニシヤ出版

11 518.8 公共空間の景観力 藤本英子/著 同友館(発売)

12 519 エシカル白書 2022-2023 エシカル協会/編 山川出版社

13 519 気候民主主義 三上直之/著 岩波書店

14 519.0 希望の教室
ジェーン・グドール/著 ダグラス・エイブ
ラムス/著 海と月社

15 520.4 閉ざされる建築、開かれる空間 中川理/著 鹿島出版会

16 521 日本建築史講義 海野聡/著 学芸出版社

17 521.8 裏千家今日庵の茶室建築 茶道資料館/監修 淡交社

18 521.8 図説近世城郭の作事 櫓・城門編 三浦正幸/著 原書房

19 521.8 図説日本の城と城下町 1～2  創元社

20 523.0 画文でわかるモダニズム建築とは何か 藤森照信/文 宮沢洋/画 彰国社

21 523.1 建築家の基点 坂牛卓/編著 安田幸一/ほか述 彰国社

22 523.3 西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術 中島智章/著 エクスナレッジ

23 524.2 森と木と建築の日本史  （岩波新書 新赤版） 海野聡/著 岩波書店

24 524.2 世界で一番くわしい木材 「世界で一番くわしい木材」研究会/著 エクスナレッジ

500 技術

— 12 —



No, 分類 書名 著者名 出版社

25 525.1 だれでもできる<超簡単>スケッチ&パース 村山隆司/著 エクスナレッジ

26 525.3 建築施工単価  '22-4春 経済調査会/編集 経済調査会

27 525.5 日本建築を作った職人たち 浜島一成/著 吉川弘文館

28 526.1 いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿 マイケル・ケリガン/著 安納令奈/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

29 527 小さな平屋に暮らす  平凡社

30 527.0 すみごこち Vol.15(2022) 第一プログレス/編 第一プログレス

31 537.0 豊田章男の覚悟 片山修/著 朝日新聞出版

32 537.0 最新自動車業界の動向としくみがよ〜くわかる本 黒川文子/著 秀和システム

33 537.2 EVシフトの危険な未来 藤村俊夫/著 日経BP

34 537.9 スズキ 自動車史料保存委員会/編著 三樹書房

35 540 よくわかる電気 佐々木一平/共著 磯谷祥之/共著 ユーキャン学び出版

36 545.8 町田忍の懐かしの昭和家電百科 町田忍/著 ウェッジ

37 547.3 スピーカー技術の100年 4 佐伯多門/著 誠文堂新光社

38 547.3 新・レコーディング/ミキシングの全知識 杉山勇司/著 リットーミュージック

39 547.4 ネットワークのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本 中尾真二/著 技術評論社

40 547.8 スマートフォンを「ネットワークカメラ」として使う I O編集部/編集 工学社

41 559 世界の珍兵器大全 ストロー=クーゲルスタイン/著 KADOKAWA

42 565 最新非鉄金属業界大研究 一柳朋紀/著 産学社

43 578.4 バイオマスプラスチック 日本有機資源協会/企画・編集 環境新聞社

44 588.4 魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会/編 主婦の友社/編 主婦の友社

45 588.7 大人時間を味わうたのしいスパイス絵本 武政三男/総監修 日沼紀子/監修 日本文芸社

46 589.2 不易と流行のあいだ 菅付雅信/著 平凡社

47 589.7 ナイキ最強のDX戦略 白土孝/著 祥伝社

48 589.7 こども文房具 2022 たこなお文具堂/著 扶桑社

49 590.4 小さなマシを積み重ねる 奏/著 WAVE出版

50 591 知らないとヤバい老後のお金戦略50  （祥伝社新書） 荻原博子/著 祥伝社

51 591 もうお金で悩まない 崎本大海/著 扶桑社

52 591 長生き地獄にならないための老後のお金大全 森永卓郎/著 KADOKAWA

53 591 貯金0円からはじめる一生お金に困らないための生活 ゆきこ/著 荒堀辰幸/監修 KADOKAWA

54 593.3 きれいに作れる帽子 赤峰清香/著 主婦と生活社

55 593.3 ヴィンテージ銘仙の服を着てでかけよう Qui-Meisen/著 文化学園文化出版局

56 593.3 みんなが選んだパターンコレクション クライ・ムキ/著 日本ヴォーグ社

57 593.3 エブリデイサロペット Quoi?Quoi?/著 文化学園文化出版局

58 593.3 パターンアレンジで21のデザイン 香田あおい/著 文化学園文化出版局

59 593.3 世界一わかりやすい1g=0.5円からの古きもので作る洋服と小物 吉田三世/著 ワニブックス

60 593.3 オシャレでゆったり私が輝くシニア服  ブティック社

61 594 小さくて愛らしいミニチュアのちりめん細工 村岡由美子/著 ブティック社

62 594 かわいい犬のお洋服 山本真寿美/著 主婦と生活社

63 594.2 刺繡のはじめかた atsumi/著 小学館

64 594.2 ビーズと糸で描くCotohaの動物刺繡ブローチ 小川千絵/著 河出書房新社

65 594.2 新幹線と特急の刺しゅう ささきみえこ/著 誠文堂新光社

66 594.2 刺し子糸で楽しむ刺繡 堀川波/著 誠文堂新光社

67 594.3 お花のクロッシェバッグ 今村曜子/著 アップルミンツ

68 594.3 暮らしの中に…おしゃれなレース編み  ブティック社

69 594.3 刺しゅう糸で編むかぎ針編みフラワーアクセサリー大全集  アップルミンツ

70 594.3 刺しゅう糸とかぎ針で編む12か月の花のリース  アップルミンツ

71 594.6 はじめてでも作れるビーズ&パールのアクセサリー  ブティック社

72 594.7 商用OK!これ作ったの?と言われる布こもの yasumin/著 主婦と生活社

73 594.9 ワンパッチキルト 小関鈴子/著 グラフィック社

74 594.9 てづくり推しぬいBOOK 平栗あずさ/著 グラフィック社

75 594.9 フェルト花の作り方BOOK  日本ヴォーグ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 595 だから夫は35歳で嫌われる 西嶌暁生/著 光文社

77 595.5 「コロナ老け知らず」女医の美肌習慣 石井美夏/著 双葉社

78 595.5 男の肌活 現役世代の新ルーティーン 橋本加代子/著 ライフサイエンス出版

79 595.6 「背中やせ筋」7秒ダイエット 浜栄一/著 青春出版社

80 596 これならもう一品作れそう 市瀬悦子/著 サンマーク出版

81 596 もっとストウブはじめまして 大橋由香/著 家の光協会

82 596 賛否両論笠原将弘 常備菜大事典 笠原将弘/著 KADOKAWA

83 596 これがほんとの献立のきほん 上島亜紀/著 成美堂出版

84 596 材料2つだけ!きじま流極旨レシピ きじまりゅうた/著 ワン・パブリッシング

85 596 時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹貴子/著 学研プラス

86 596 ごはんにかけておいしいひとさライス 小堀紀代美/著 西東社

87 596 炊飯器でラクチンレシピ 阪下千恵/著 ワン・パブリッシング

88 596 冷凍王子の冷凍大全 西川剛史/著 サンマーク出版

89 596 長谷美穂の10分でできるごきげんレシピ 長谷美穂/著 ワン・パブリッシング

90 596 塩、しょうゆ、みそで飛田式おかず 飛田和緒/著 西東社

91 596 からだをまもる、すこやかごはん 堀知佐子/著 高橋書店

92 596 ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ 本多理恵子/著
エムディエヌコーポレー
ション

93 596 20代から身につけたいお金が貯まる自炊ぐせ mii/著 KADOKAWA

94 596 スパイスカレーの基本 水野仁輔/著 パイインターナショナル

95 596 91歳のユーチューバー 道場六三郎/著 主婦と生活社

96 596 memiの1か月食費2万円!節約ワンプレートごはん memi/著 永岡書店

97 596 桃屋のかんたんレシピ 桃屋/著 永岡書店

98 596 えっ?これ全部ホットプレートで作っちゃったんですか? 米澤文雄/著 EDITORS

99 596 レンチン!ごほうびひとりごはん rina/著 学研プラス

100 596 一流シェフのレシピ大全  世界文化ブックス

101 596.2 2品で満足。arikoの家和食 ariko/著 講談社

102 596.2 ウー・ウェンの炒めもの ウーウェン/著 高橋書店

103 596.2 フランス人はたくさん仕込んで3度愉しむ。 上田淳子/著 誠文堂新光社

104 596.2 おうちでできる世界のおそうざい 荻野恭子/著 河出書房新社

105 596.2 失敗しない韓国ごはん&おつまみ キムヨンジョン/著 大泉書店

106 596.2 ラ・ロシェル工藤シェフのフライパンひとつでおうちフレンチ 工藤敏之/著 二見書房

107 596.2 クルドの食卓 中島直美/著 ぶなのもり

108 596.2 ゆーママのあこがれ和食 松本有美/著 家の光協会

109 596.2 村田吉弘の「うまみ酢」でかんたん和おかず 村田吉弘/著 NHK出版

110 596.2 2品献立でひとり分から作れる!かんたん和食 吉田愛/著 グラフィック社

111 596.3 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原洋子/著 主婦と生活社

112 596.3 大豆ミートでキレイやせ 牛尾理恵/料理 石原新菜/監修 主婦の友社

113 596.3 手軽でおいしい!サバ缶レシピ 大瀬由生子/著 春陽堂書店

114 596.3 野菜の酢漬けと展開レシピ 野口真紀/著
エムディエヌコーポレー
ション

115 596.3 あと一品がすぐできる!おいしい副菜 ほりえさちこ/著 池田書店

116 596.3 今日のうどん 満留邦子/著 成美堂出版

117 596.6 JELLY DESSERT 太田さちか/著 成美堂出版

118 596.6 お菓子教室tiroir最愛の焼き菓子 高吉洋江/著 家の光協会

119 596.6 米粉のシフォンケーキ 田中可奈子/著 主婦の友社

120 596.6 センイルスイーツ 長嶋清美/著 大泉書店

121 596.6 ホットサンド 堀田貴之/著 実業之日本社

122 596.6 本格パン作り大全 松尾美香/著 世界文化ブックス

123 596.7 キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林キユウ/写真・文 誠文堂新光社

124 596.7 おいしいカクテルの図鑑 鈴木隆行/監修 成美堂出版

125 597.5 1秒片づけ aki/著 学研プラス

126 597.5 人生が変わる紙片づけ! 石阪京子/著 ダイヤモンド社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

127 599 3歳までの子育てで本当に大切なこと30 村田真由美/著 タソ/絵
日本能率協会マネジメント
センター

128 599.0 一緒に生きる 東直子/著 塩川いづみ/画 福音館書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601 地域デザイン技法 地域デザイン科学研究会/編 北樹出版

2 601.1 2030年「東京」未来予想図 市川宏雄/著 宮沢文彦/著
クロスメディア・パブリッ
シング

3 609 きちんと単位を書きましょう 中田宗隆/著 藤井賢一/著 東京化学同人

4 611.3 いのちのバトンをつなぎたい ワールド・ビジョン・ジャパン/編著 合同出版

5 611.9 子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸知弘/著 誠文堂新光社

6 615.7 土が変わるとお腹も変わる 吉田太郎/著 築地書館

7 617.6 春夏秋冬のハーバルレシピ 伊能美緒/著 山と溪谷社

8 617.6 ハーブの便利帖  ブティック社

9 624 図解&事例スマート農業が拓く次世代の施設園芸 土屋和/著 日刊工業新聞社

10 625.6 醸造用ブドウ栽培の手引き 日本ブドウ・ワイン学会/監修 創森社

11 627 最新農業技術花卉 vol.14 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

12 627.1 病気と害虫を防ぐ 草間祐輔/著 NHK出版

13 627.5 ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ/著 富原まさ江/訳 原書房

14 627.6 世界の華麗なチューリップ銘鑑TULIPS ジェーン・イースト/著 レイチェル・ワー
ン/写真 日本文芸社

15 627.7 温暖化に負けない!バラ栽培のすべて 鈴木満男/著 NHK出版

16 627.7 ツツジの文化誌 リチャード・ミルン/著 竹田円/訳 原書房

17 629.7 宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり 阿部容子/監修 西東社

18 629.7 ナチュラルガーデン&雑木の庭  ブティック社

19 645 動物福祉学 新村毅/編 昭和堂

20 645.8 カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会/編著 三輪恭嗣/監修 グラフィック社

21 646.8 オカメインコとともに 細川博昭/著 グラフィック社

22 650.4 樹木の恵みと人間の歴史 ウィリアム・ブライアント・ローガン/著
屋代通子/訳 築地書館

23 663.6 沿岸資源調査法 片山知史/著 松石隆/著 恒星社厚生閣

24 666.9 アクアリウムのある生活 千田義洋/監修 日東書院本社

25 666.9 メダカ飼育読本 戸松具視/監修 平野威/写真・編 笠倉出版社

26 670.9 語彙力がなくても「伝わる」ビジネスメール術 飯間浩明/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

27 672.1 中野ブロードウェイ物語 長谷川晶一/著 亜紀書房

28 673.3 絵でわかる配属1年目でも目標達成できる営業の教科書 岡哲也/著 山本重也/イラスト プレジデント社

29 673.3 ジェフ・ベゾス ブラッド・ストーン/著 井口耕二/訳 日経BP

30 673.3 両利きの営業力 角川淳/著 日経BP日本経済新聞出版

31 673.3 セールスフォース式売れる組織に変える9の方法
アーロン・ロス/著 メリールー・テイラー/
著 ダイヤモンド社

32 673.7 お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会/編 誠文堂新光社

33 673.8 さよならデパート 渡辺大輔/著 スコップ出版

34 674 BtoB広報最強の攻略術 日高広太郎/著 すばる舎

35 674.3 和モダンデザイン ingectar-e/著 翔泳社

36 675 SNSマーケティング大全 門口妙子/著 坂本翔/監修 ぱる出版

37 675 ファンダメンタルズ×テクニカルマーケティング 木下勝寿/著 実業之日本社

38 675 SNSマーケティングはじめの一歩 後藤真理恵/著 技術評論社

39 675 博報堂コンサルティングが作ったBtoBマーケティング施策ガイド 清水慶尚/著 同友館

40 675 「持たない時代」のマーケティング 高橋広行/編著 CCCマーケティング総合研究
所/編著 同文舘出版

41 675 高いから、売れる。 永谷武久/著 イースト・プレス

42 675 シン世代マーケティング 原田曜平/著 ぱる出版

43 675 サービスデザインの発想法 山岡俊樹/編著 前川正実/共著 オーム社

44 675.0 欲望で捉えるデジタルマーケティング史 森永真弓/著 太田出版

45 675.4 考え方がすぐわかるスマートサプライチェーンの設計と構築 鈴木邦成/著 中村康久/著 白桃書房

46 681.3 高齢ドライバーの意識革命 松浦常夫/著 福村出版

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

47 681.6 物流業4つのサステナブル・ビジネスモデル 土井大輔/著 タナベ経営物流ドメインコン
サルティングチーム/編 ダイヤモンド社

48 683.5 船旅の文化誌 富田昭次/著 青弓社

49 686.2 昭和30年代〜50年代の地方私鉄を歩く 第16巻 高井薫平/著 フォト・パブリッシング

50 686.2 大垣夜行と快速「ムーンライト」のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

51 686.2 新幹線のすべて 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

52 686.2 ブルートレイン大図鑑 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

53 686.2 鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本光照/編著 山川出版社

54 686.2 絶滅危惧鉄道 2022  イカロス出版

55 686.9 路面電車大百科 西森聡/著 天夢人

56 687.9 進化する羽田空港 唯野邦男/著 交通研究協会

57 689 現代の観光を学ぶ 中島智/編著 高柳直弥/編著 八千代出版

58 689.3 感動経験を創る!ホスピタリティ・マネジメント 山口一美/著 創成社

59 689.6 最新旅行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 榎木由紀子/著 秀和システム

60 689.8 ゲストハウスがまちを変える 渡邊崇志/著 前田有佳利/著 学芸出版社

61 693.2 切手でたどる郵便創業150年の歴史 Vol.3 内藤陽介/著 日本郵趣出版

62 699.6 テレビの「すごい!」を10年記録 松田健次/著 双葉社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 ジャポニスムを考える ジャポニスム学会/編 思文閣出版

2 702.1 岡倉天心の旅路 岡倉登志/著 新典社

3 702.1 日本の伝統文化 4  山川出版社

4 709.1 ヘリテージマネジメント 松本茂章/編著 中川幾郎/著 学芸出版社

5 712.3 西洋美術は「彫刻」抜きには語れない 堀越啓/著 翔泳社

6 721.2 鳥獣戯画研究の最前線 土屋貴裕/編・著 東京美術

7 721.3 画聖雪舟の素顔  （朝日新書） 島尾新/著 朝日新聞出版

8 721.8 葛飾北斎万物絵本大全 葛飾北斎/画 Timothy Clark/著 朝日新聞出版

9 721.8 北斎 葛飾北斎/画 九州国立博物館/編・著 講談社

10 723 西洋美術105人の巨匠 岡部昌幸/監修 三才ブックス

11 723.0 印象派とタイヤ王 林洋海/著 現代書館

12 723.1 ジャポニズムの眼 菅沼荘二郎/著 水声社

13 723.3 ジェームズ・アンソール ジェームズ・アンソール/画と文 藤田尊潮/
訳編 八坂書房

14 723.3 マリア・ジビーラ・メーリアン蟲愛ずる女 サラ・B.ポメロイ/著 ジェヤラニー・カチ
リザンビー/著 エイアンドエフ

15 724.1 そこが知りたい現代水墨画 基本編 根岸嘉一郎/著 日貿出版社

16 726.1 日本野球はいつも水島新司マンガが予言していた! オグマナオト/著 フォルドリバー

17 726.1 東大×マンガ 東大カルペ・ディエム/著 西岡壱誠/監修 内外出版社

18 726.5 マイルドライナーで簡単!かわいい!ちょこっとイラストが描ける本 おちゃ/著 ゼブラ株式会社/監修 翔泳社

19 726.5 デフォルメロボの描き方 倉持キョーリュー/著 角丸つぶら/編集 ホビージャパン

20 726.5 コピックで出来る!魅力的な質感の描きかた+ 緑華野菜子/著 グラフィック社

21 726.9 村上保きりがみ作品集 村上保/著 銀の鈴社

22 727.8 プロ並みに飾る文字デザイン mito/共著 マルミヤン/共著
エムディエヌコーポレー
ション

23 740.2 沙飛 加藤千洋/著 平凡社

24 740.2 森山大道 森山大道写真財団/監修 平凡社

25 742.6 オールドレンズ銘玉セレクション 上野由日路/著 玄光社

26 743.5 みんなの鉄道撮影地ガイド 中井精也/著 玄光社

27 746.7 世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島真也/著 技術評論社

28 748 Night on Earth アート・ウルフ/著 米田想森郎/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

29 748 産業人魂 3 海田悠/著 文藝春秋企画出版部

30 748 土門拳の昭和 土門拳/撮影 池田真魚/監修 クレヴィス

31 748 土門拳の風貌 土門拳/著 クレヴィス

32 751 茶の湯の茶碗 第3巻 赤沼多佳/監修 竹内順一/監修 淡交社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 751.9 レジンの大人アクセサリー事典 a.k.b./著 河出書房新社

34 754.3 焦がして描くぬくもりのハンドメイドウッドバーニングのすべて  ブティック社

35 754.9 はじめての実用おりがみ 小林一夫/監修 朝日新聞出版

36 754.9 1年中楽しめる花の色紙折り紙 田中具子/作 山口真/著 日本ヴォーグ社

37 754.9 ペーパークイリングスタートブック なかたにもとこ/ほか著 ブティック社

38 754.9 オリガミアドベンチャーランド フチモトムネジ/著
エムディエヌコーポレー
ション

39 754.9 紙バンドで楽しむ四つだたみ・花結びの教科書 古木明美/著 日本ヴォーグ社

40 754.9 六つ目編みで作るクラフトバンドのバッグとかご 松田裕美/著 誠文堂新光社

41 756.1 金属工芸 日本工芸会金工部会/編 里文出版

42 756.6 日本刀名工伝 福永酔剣/著 雄山閣

43 757.0 低空飛行 原研哉/著 岩波書店

44 757.3 「映える」配色 iyamadesign/著 日本文芸社

45 757.3 色の日めくり配色帖365 桜井輝子/著 SBクリエイティブ

46 757.3 色彩のデザイン図鑑 ティム・トラヴィス/編 柏木博/日本版監修 東京書籍

47 760 SPレコード入門 毛利眞人/著 スタイルノート

48 760.4 演奏家が語る音楽の哲学 大嶋義実/著 講談社

49 761.1 ベートーヴェン症候群 マーク・エヴァン・ボンズ/著 堀朋平/訳 春秋社

50 761.5 誰でもわかる和音のしくみ 末松登/編著 楠知子/監修 鳥影社

51 762.1 鍵盤の天皇 中丸美繪/著 中央公論新社

52 762.1 ウルトラ音楽術  （インターナショナル新書） 冬木透/著 青山通/著 集英社インターナショナル

53 762.1 蘇る、安川加壽子の「ことば」 安川加壽子/著 青柳いづみこ/編 音楽之友社

54 762.3 梨の形をした30の言葉 椎名亮輔/著 アルテスパブリッシング

55 762.3 音楽交流のはじまり オットー・ビーバ/著 イングリット・フッ
クス/著 左右社

56 762.3 バイロイトのフルトヴェングラー バルバラ・フレーメル/著 眞峯紀一郎/取
材・文 音楽之友社

57 763.2 コードから始めるジャズ・ピアノ入門 2022 菊地雅臣/編著 自由現代社(発売)

58 763.2 スマート奏法習得術 智内威雄/著 音楽之友社

59 763.2 指で覚えるジャズ・ピアノ・アドリブ完全トレーニング 2022 横岡ゆかり/編著 自由現代社(発売)

60 763.4 初心者のヴァイオリン基礎教本 2022 長嶺安一/編著 自由現代社(発売)

61 763.5 初心者のバンジョー基礎教本 坂本健/編著 自由現代社(発売)

62 764.7 ブルース・ロールズ・オン!! 小出斉/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

63 764.7 ザ・ビートルズ・アイテム100モノ語り ブライアン・サウソール/著 奥田祐士/訳 DU BOOKS

64 764.7 ウエスト・コースト・ロック読本  
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

65 766.1 オペラのひみつ 岸純信/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

66 767.8 財津和夫  （集英社新書） 川上雄三/著 集英社

67 767.8 ザ・ソングライターズ 佐野元春/著 スイッチ・パブリッシング

68 767.8 シティポップとは何か 柴崎祐二/編著 岸野雄一/ほか著 河出書房新社

69 768.1 螺鈿紫檀五絃琵琶 国立文化財機構/監修 宮内庁正倉院事務所/
監修 ライブアートブックス

70 769.9 バレエ王国ロシアへの道 村山久美子/著 東洋書店新社

71 771.7 キミにもなれる!声優
東京アニメ・声優 & eスポーツ専門学校/監
修 つちや書店

72 773.0 梅は匂ひよ桜は花よ人は心よ 野村幻雪/著 笠井賢一/編 藤原書店

73 778.0 押井守のサブぃカルチャー70年 押井守/著 東京ニュース通信社

74 778.0 ショットとは何か 蓮實重彦/著 講談社

75 778.0 お楽しみはこれからだ PART4 和田誠/著 国書刊行会

76 778.2 東宝空想特撮映画1954-1984轟く 小林淳/著 アルファベータブックス

77 778.2 手放す瞬間 古村比呂/著 KADOKAWA

78 778.2 キネマ旬報ベスト・テン95回全史  キネマ旬報社

79 778.4 映画音楽の技法 栗山和樹/著 音楽之友社

80 778.7 日本アニメ史  （中公新書） 津堅信之/著 中央公論新社

81 778.8 仮面ライダー大全 平成編下 講談社/編 石森プロ/監修 講談社

82 779.1 汀日記 林家彦三/著 書肆侃侃房

83 779.3 クロースアップ・マジックコレクション 2 カズ・カタヤマ/編 東京堂出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

84 780.6 日本オリンピック委員会公式写真集 2022 日本オリンピック委員会/企画・監修 アフロ

85 780.7 ジュニア選手が育つ!コンディショニングトレーニング 佐藤雅弘/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

86 780.7 スポーツ毒親 島沢優子/著 文藝春秋

87 780.7 “筋肉博士”山本義徳のかっこいいカラダをつくる筋トレ講座 山本義徳/著 ベースボール・マガジン社

88 782.6 はじめてのトライアスロン  （幻冬舎新書） 倉阪鬼一郎/著 幻冬舎

89 782.9 パラグライダー&パラモーター入門  イカロス出版

90 783.1 最強のスポーツクラブ経営バイブル 島田慎二/著 集英社

91 783.1 ファンをつくる力 藤掛直人/著 日経BP

92 783.4 逆境を楽しむ力 岩出雅之/著 日経BP

93 783.4 ジョアン・ミレッ 世界レベルのGK講座 技術編 倉本和昌/著 ジョアン・ミレッ/監修 カンゼン

94 783.4 相談される力 廣瀬俊朗/著 光文社

95 783.5 トンネルの向こうへ 大坂環/著 集英社

96 783.7 プロ野球「トレード」総検証 出野哲也/著 言視舎

97 783.7 ベースボール・イズ・ミュージック! オカモト“MOBY”タクヤ/著 左右社

98 783.7 新しい投手指導の教科書 川村卓/著 カンゼン

99 783.7 オリオンズさすらいの旅路1950年〜1991年 高橋大司/著 ベースボールマガジン編集部/
編

ベースボール・マガジン社

100 783.7 統計学が見つけた野球の真理  （ブルーバックス） 鳥越規央/著 講談社

101 783.7 俺たちのパシフィック・リーグ クラウンライター・ライオンズ  ベースボール・マガジン社

102 783.8 菅原大地のサイコーレッスン 菅原大地/著 東洋館出版社

103 783.8 今すぐやっておきたい体が忘れないゴルフの基本 芹澤信雄/著 河出書房新社

104 783.8 誰でもできるシンプルスイングの作り方 中井学/著 河出書房新社

105 783.8 支える力 目澤秀憲/著 学研プラス

106 784.6 MUSE ON ICE 伊藤聡美/著 G.B.

107 786.1 一生、山に登るための体づくり 石田良恵/著 ピークス

108 786.1 トレッキング実践学 高橋庄太郎/著 ピークス

109 786.3 ソロキャンプ大事典 青木達也/監修 青木江梨子/監修 成美堂出版

110 786.3 知っておくと役に立つキャンプのことば ソトレシピ/編 関根千種/絵 三才ブックス

111 786.3 プロが教える親子キャンプ読本 長谷部雅一/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

112 786.5 自転車キャンプ大全 田村浩/著 技術評論社

113 787.1 ゼロから始める渓流釣り入門  コスミック出版

114 788.1 大相撲の行司と階級色 根間弘海/著 専修大学出版局

115 788.2 プロレスラー 山内猛/著 新潮社

116 788.5 尾形藤吉 小檜山悟/著 三才ブックス

117 788.7 歓喜 尾張正博/著 インプレス

118 789.2 合気道 植芝守央/著 日本武道館

119 789.2 最高峰の陳式太極拳 黄康輝/著 堀米昭義/訳 BABジャパン

120 789.2 強く、優しく 古賀稔彦の言葉 産業編集センター/編 産業編集センター

121 789.3 剣道 大保木輝雄/著 日本武道館

122 789.3 剣道の文化誌 長尾進/著 日本武道館

123 791.7 実用茶事 4 淡交社編集局/編 藤井宗悦/指導・文 淡交社

124 793 染めの花 前田有紀/著 誠文堂新光社

125 795 囲碁はじめての布石入門 村川大介/監修 成美堂出版

126 796 はじめての人ともう一度の人の-詰将棋1・3・5手詰 羽生善治/監修 詰将棋パラダイス/執筆 ワニブックス

127 796.9 チェスを初めてやる人の本 小島慎也/監修 つちや書店

128 798.5 小一時間でゲームをつくる ゲヱム道館/著 技術評論社

129 798.5 子供の成長はeスポーツで飛躍する! 堀川宣和/著 1万年堂出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.0 社会言語学 岩田祐子/著 重光由加/著 ひつじ書房

2 801.5 それでも言語学 牧秀樹/著 開拓社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 802 複数の言語で生きて死ぬ 山本冴里/編 くろしお出版

4 809.2 伝わるチカラ 井上貴博/著 ダイヤモンド社

5 809.2 一流の言いかえ 諏内えみ/著 光文社

6 809.2 オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井奈々/著 ダイヤモンド社

7 809.2 ことばの連想辞典 話題の達人倶楽部/編 青春出版社

8 809.4 言葉のアップデート術 小竹海広/著
クロスメディア・パブリッ
シング

9 809.6 世界一やさしい会議ファシリテーションの教科書1年生 堀公俊/著 ソーテック社

10 809.9 大きな字でわかりやすいキーボード入力 技術評論社編集部/著 技術評論社

11 810.4 なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤孝/著 草思社

12 810.7 日本語の教え方ABC 寺田和子/著 三上京子/著 アルク

13 814.9 若者言葉の研究 堀尾佳以/著 九州大学出版会

14 816.8 日本一短い手紙「こころ」 丸岡文化財団/編集 中央経済社

15 818.6 地図で読み解く関西のことば 岸江信介/編 中井精一/編 昭和堂

16 829.1 韓国語楽習法  （角川新書） 黒田勝弘/著 KADOKAWA

17 829.1 本気で韓国語はじめます! JIN<仁>/著 香穂/マンガ KADOKAWA

18 829.1 くらべて覚える韓国語 古田富建/著 かんき出版

19 830.7 英語学習7つの誤解 大津由紀雄/著 ひつじ書房

20 830.7 英語学習の科学 中田達也/編 鈴木祐一/編 研究社

21 830.7 「英語を話せる人」と「挫折する人」の習慣 西真理子/著 明日香出版社

22 835 真・英文法大全 関正生/著 KADOKAWA

23 837.5 宮脇孝雄の実践翻訳ゼミナール 宮脇孝雄/著 アルク

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 いっきに書けるラジオドラマとテレビドラマ 森治美/執筆 堀江史朗/執筆 言視舎

2 904 翻訳を産む文学、文学を産む翻訳 邵丹/著 松柏社

3 905 ことばと vol.5(2022spring)  書肆侃侃房

4 908.3 幻想と怪奇 9 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

5 909.3 100年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山早紀/著 立東舎

6 910.2 書こうとしない「かく」教室 いしいしんじ/著 ミシマ社

7 910.2 折口信夫「まれびと」の発見 上野誠/著 幻冬舎

8 910.2 村上春樹のタイムカプセル 加藤典洋/ほか著 小浜逸郎/ほか著 而立書房

9 910.2 父 水上勉 窪島誠一郎/著 白水社

10 910.2 川端康成と女たち  （幻冬舎新書） 小谷野敦/著 幻冬舎

11 910.2 村上春樹クロニクル BOOK2 小山鉄郎/著 春陽堂書店

12 910.2 現代文学風土記 酒井信/著 西日本新聞社

13 910.2 昭和の文学を読む 外村彰/編 ひつじ書房

14 910.2 闇で味わう日本文学 中野純/著 笠間書院

15 910.2 瀬戸内寂聴99年生きて思うこと 2022「瀬戸内寂聴99年生きて思うこと」製
作委員会/著

2022「瀬戸内寂聴99年生き
て思うこと」製作委員会

16 910.2 春夏秋冬 恋よこい 林望/著 春陽堂書店

17 910.2 夏目漱石は子役チャップリンと出会ったか? 原武哲/著 鳥影社

18 910.2 物語史の起動 藤井貞和/著 青土社

19 910.2 愛は忍ぶ 三浦綾子物語 三浦綾子/著 三浦綾子記念文学館/監修 日本キリスト教団出版局

20 911.1 柴犬二匹でサイクロン 大前粟生/著 書肆侃侃房

21 911.1 全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割 岡本雄矢/著 幻冬舎

22 911.1 古典の本文はなぜ揺らぎうるのか 武井和人/著 新典社

23 911.1 わたしの嫌いな桃源郷 初谷むい/著 書肆侃侃房

24 911.1 校注良寛全歌集 良寛/原著 谷川 敏朗/著 春秋社

25 911.3 はじめての五七五違いがわかる「俳句・川柳」上達のポイント 上野貴子/監修 江畑哲男/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

26 911.3 厨に暮らす 宇多喜代子/著 NHK出版

27 911.4 シルバー川柳 丘を越えて編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 911.5 消えた歌の風景 PART2 内館牧子/著 清流出版

29 911.5 長田弘詩集 長田弘/著 角川春樹事務所

30 911.5 金子みすゞ詩集 金子みすゞ/著 角川春樹事務所

31 911.5 さっきまでは薔薇だったぼく 最果タヒ/著 小学館

32 911.5 左川ちか全集 左川ちか/著 島田龍/編 書肆侃侃房

33 911.5 詩人は聖書をどのように表現したか 柴崎聰/著 新教出版社

34 911.5 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎/著 角川春樹事務所

35 911.5 西田昌弘詩集 西田昌弘/著 能登印刷出版部

36 911.5 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎/著 角川春樹事務所

37 911.5 吉野弘詩集 吉野弘/著 角川春樹事務所

38 911.6 中島みゆき詩集 中島みゆき/著 角川春樹事務所

39 914.4 酒の『徒然草』 横田弘幸/著 敬文舎

40 914.6 毛布 安達茉莉子/著 玄光社

41 914.6 大人への手順 伊集院静/著 文藝春秋

42 914.6 小沼丹 小さな手袋/珈琲挽き 小沼丹/著 庄野潤三/編 みすず書房

43 914.6 人生、山あり谷あり家族あり 岸田ひろ実/著 新潮社

44 914.6 木下杢太郎 木下杢太郎/著 平凡社

45 914.6 幸田文生きかた指南 幸田文/著 青木奈緒/編 平凡社

46 914.6 Nさんの机で 佐伯一麦/著 田畑書店

47 914.6 いくつもの空の下で 澤田康彦/著 京都新聞出版センター

48 914.6 ロンドンならすぐに恋人ができると思っていた 鈴木綾/著 幻冬舎

49 914.6 99年、ありのままに生きて 瀬戸内寂聴/著 中央公論新社

50 914.6 今日を楽しく生きる 瀬戸内寂聴/著 祥伝社

51 914.6 天使突抜おぼえ帖 通崎睦美/著 集英社インターナショナル

52 914.6 踊る女と八重桃の花 長谷川春子/著 共和国

53 914.6 猿と猿回し 畠山健二/著 山口恵以子/著 内外出版社

54 914.6 カムカムマリコ 林真理子/著 文藝春秋

55 914.6 万感のおもい 万城目学/著 夏葉社

56 914.6 平凡な日常を切り捨てずに深く大切に生きること 三浦綾子/著
いのちのことば社<フォレス
トブックス>

57 914.6 縦横無尽の人間力 宮城谷昌光/著 平岩外四/述 中央公論新社

58 914.6 それでも日々はつづくから 燃え殻/著 新潮社

59 914.6 わたし、五十歳です 森田信子/著 文芸社

60 914.6 山口瞳 男の作法 山口瞳/著 青志社

61 915.6 シルクロード・楼蘭探検隊 椎名誠/著 産業編集センター

62 915.6 ははとははの往復書簡 長島有里枝/著 山野アンダーソン陽子/著 晶文社

63 916 まぁ、空気でも吸って 海老原宏美/著 海老原けえ子/著 現代書館

64 916 記憶とつなぐ 下坂厚/著 下坂佳子/著 双葉社

65 918 蟲虫双紙 福井栄一/編・現代語訳 工作舎

66 923.7 曹操 6 王暁磊/著 後藤裕也/監訳 曹操社

67 923.7 辮髪のシャーロック・ホームズ 莫理斯/著 舩山むつみ/訳 文藝春秋

68 923.7 柩のない埋葬 方方/著 渡辺新一/訳 河出書房新社

69 929.1 なかなかな今日 アントイ/文・イラスト 加藤慧/訳 朝日新聞出版

70 929.1 世の中に悪い人はいない ウォンジェフン/著 岡崎暢子/訳 KADOKAWA

71 929.1 ファンタスティックガール キムヘジョン/著 清水知佐子/訳 小学館

72 929.1 波が海のさだめなら キムヨンス/著 松岡雄太/訳 駿河台出版社

73 929.1 ノマと愉快な仲間たち 玄徳/著 鄭玄雄/画 作品社

74 929.1 モーメント・アーケード ファンモガ/著 廣岡孝弥/訳 クオン

75 929.1 白い船 ユンフミョン/著 東峰直子/訳 クオン

76 930.2 現代アメリカ文学ポップコーン大盛 青木耕平/著 加藤有佳織/著 書肆侃侃房

77 930.2 英国若者文学論 川島健/著 小鳥遊書房

78 933.7 パープル・ハイビスカス
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ/著
くぼたのぞみ/訳 河出書房新社

— 20 —



No, 分類 書名 著者名 出版社

79 933.7 放浪者 ジョウゼフ・コンラッド/著 山本薫/訳 幻戯書房

80 933.7 あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ/著
高山祥子/訳 東京創元社

81 933.7 シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート/著 黒原敏行/訳 早川書房

82 933.7 すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン/著 岸本佐知子/訳 講談社

83 933.7 吸血鬼ハンターたちの読書会 グレイディ・ヘンドリクス/著 原島文世/訳 早川書房

84 933.7 恋人たちのいる風景 O.ヘンリー/著 常盤新平/訳 言視舎

85 933.7 もう行かなくては イーユン・リー/著 篠森ゆりこ/訳 河出書房新社

86 933.7 もうやってらんない カイリー・リード/著 岩瀬徳子/訳 早川書房

87 938.6 ディケンズ全集 1-2 ディケンズ/著 田辺洋子/訳 萌書房

88 949.5 印 アーナルデュル・インドリダソン/著 柳沢
由実子/訳 東京創元社

89 953.6 運命論者ジャックとその主人 ドニ・ディドロ/著 王寺賢太/訳 白水社

90 953.7 アスファール
イレーヌ・ネミロフスキー/著 芝盛行/訳・
解説 未知谷

91 953.7 地獄の門 モーリス・ルヴェル/著 中川潤/編訳 白水社

92 955.7 ベイルート961時間 関口涼子/著 講談社

93 962 スペイン新古典悲劇選 富田広樹/訳 論創社

94 963 雌犬 ピラール・キンタナ/著 村岡直子/訳 国書刊行会

95 963 わが人生の小説 レオナルド・パドゥーラ/著 久野量一/訳 水声社

96 973 悪魔を見た処女 エツィオ・デリコ/著 カルロ・アンダーセ
ン/著 論創社

97 979.1 ルーマニア,ルーマニア 住谷春也/著 松籟社

98 980 ロシア文学からの旅 中村唯史/編著 坂庭淳史/編著 ミネルヴァ書房

99 988 ウクライナの大作家ミハイル・ブルガーコフ作品集  （知の新書） ミハイル・ブルガーコフ/著 宮澤淳一/訳 文化科学高等研究院出版局

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F たそがれの侵入者 赤川次郎/著 双葉社

2 F 俺ではない炎上 浅倉秋成/著 双葉社

3 F ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒/著 集英社

4 F 空を切り裂いた 飴村行/著 新潮社

5 F ルコネサンス 有吉玉青/著 集英社

6 F 六法推理 五十嵐律人/著 KADOKAWA

7 F マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎/著 幻冬舎

8 F 闇の余白 石川智健/著 光文社

9 F 天下を買った女 伊東潤/著 KADOKAWA

10 F 布武の果て 上田秀人/著 集英社

11 F 夢伝い 宇佐美まこと/著 集英社

12 F くるまの娘 宇佐見りん/著 河出書房新社

13 F 空白小説 氏田雄介/著 小狐裕介/著 ワニブックス

14 F 台湾侵攻 4 大石英司/著 中央公論新社

15 F 死神を祀る 大石大/著 双葉社

16 F 南蛮の絆 大村友貴美/著 双葉社

17 F 夏鳥たちのとまり木 奥田亜希子/著 双葉社

18 F 余烈 小栗さくら/著 講談社

19 F 沈みかけの船より、愛をこめて 乙一/著 中田永一/著 朝日新聞出版

20 F 柿の隣に実るもの 香名山はな/著 エネルギーフォーラム

21 F 逆転のアリバイ 香納諒一/著 光文社

22 F アグレッサーズ 神林長平/著 早川書房

23 F 孤剣の涯て 木下昌輝/著 文藝春秋

24 F 氷の致死量 櫛木理宇/著 早川書房

25 F 初めて会う人 くわがきあゆ/著 産業編集センター

26 F ワカレ花 けんご/著 双葉社

27 F 爆弾 呉勝浩/著 講談社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 F ベター・ハーフ 鴻上尚史/著 講談社

29 F 渚の螢火 坂上泉/著 双葉社

30 F 孤蝶の城 桜木紫乃/著 新潮社

31 F 流転 笹本稜平/著 双葉社

32 F 青春とシリアルキラー 佐藤友哉/著 ホーム社

33 F Y字橋 佐藤洋二郎/著 鳥影社

34 F さよならの向う側 清水晴木/著 マイクロマガジン社

35 F 奇跡のミシン 清水有生/著 双葉社

36 F 情熱の砂を踏む女 下村敦史/著 徳間書店

37 F ハロー・グッドバイ 小路幸也/著 集英社

38 F 笙野頼子発禁小説集 笙野頼子/著 鳥影社

39 F 競争の番人 新川帆立/著 講談社

40 F 夏が破れる 新庄耕/著 小学館

41 F 任俠ショコラティエ 新堂冬樹/著 双葉社

42 F 瀬戸内寂聴全集 24 瀬戸内寂聴/著 新潮社

43 F 裸で生まれ裸で帰ろう 千咲陽/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

44 F 鎮魂 染井為人/著 双葉社

45 F 羊毛フェルトの比重 高森美由紀/著 産業編集センター

46 F エクアドール 滝沢志郎/著 双葉社

47 F 白銀騎士団 田中芳樹/著 光文社

48 F 戴天 千葉ともこ/著 文藝春秋

49 F 隠し女小春 辻原登/著 文藝春秋

50 F 化物園 恒川光太郎/著 中央公論新社

51 F 小さき王たち 第1部 堂場瞬一/著 早川書房

52 F 水の月 中江有里/著 潮出版社

53 F 属国の銃弾 永瀬隼介/著 文藝春秋

54 F イーヴィル・デッド 七尾与史/著 実業之日本社

55 F 咲かせて三升の團十郎 仁志耕一郎/著 新潮社

56 F 今、出来る、精一杯。 根本宗子/著 小学館

57 F パパイヤ・ママイヤ 乗代雄介/著 小学館

58 F 横浜大戦争 川崎・町田編 蜂須賀敬明/著 文藝春秋

59 F 花散る里の病棟 帚木蓬生/著 新潮社

60 F スクイッド荘の殺人 東川篤哉/著 光文社

61 F マスカレード・ゲーム 東野圭吾/著 集英社

62 F 森をひらいて 雛倉さりえ/著 新潮社

63 F 小説デジタル人民元 深井律夫/著 潮出版社

64 F 鼠 堀辰雄/著 ねこ助/絵 立東舎

65 F にごりの月に誘われ 本城雅人/著 東京創元社

66 F 又吉栄喜小説コレクション 1～4 又吉栄喜/著 コールサック社

67 F 名もなき子 水野梓/著 ポプラ社

68 F 夢をかなえるゾウ 0 水野敬也/著 文響社

69 F 天空の密室 未須本有生/著 南雲堂

70 F 公孫龍 巻2 宮城谷昌光/著 新潮社

71 F 百年厨房 村崎なぎこ/著 小学館

72 F 森志げ全作品集 森志げ/著 瀧本和成/編 嵯峨野書院

73 F 千代田区一番一号のラビリンス 森達也/著 現代書館

74 F 宗歩の角行 谷津矢車/著 光文社

75 F 夜の都 山吹静吽/著 KADOKAWA

76 F 山本周五郎人情ものがたり 武家篇 山本周五郎/著 本の泉社

77 F 山本周五郎人情ものがたり 市井篇 山本周五郎/著 本の泉社

78 F 焰ノ地 結城充考/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

79 F 431秒後の殺人 床品美帆/著 東京創元社

80 F 海蝶 2 吉川英梨/著 講談社

81 F 十三階の仇 吉川英梨/著 双葉社

82 F 高く翔べ 吉川永青/著 中央公論新社

83 F 恋せぬふたり 吉田恵里香/著 NHK出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B019.9 電子の社会 松岡正剛/著 KADOKAWA

2 B151.1 価値があるとはどのようなことか ジョセフ・ラズ/著 森村進/訳 筑摩書房

3 B498.6 コレラの感染様式について ジョン・スノウ/著 山本太郎/訳 岩波書店

4 B678.2 世界をつくった貿易商人 フランチェスカ・トリヴェッラート/著 玉
木俊明/訳 筑摩書房

5 B762.1 森のうた 岩城宏之/著 河出書房新社

6 B908.3 短編ミステリの二百年 1～6 グリーン/ほか著 ヤッフェ/ほか著 東京創元社

7 B930.2 アガサ・クリスティー自伝 上・下 アガサ・クリスティー/著 乾 信一郎/訳 早川書房

8 B932.5 すべての季節のシェイクスピア 松岡和子/著 筑摩書房

9 B933.6 臨海楼綺譚 スティーヴンスン/著 南條竹則/訳 光文社

10 B933.6 モルグ街の殺人 エドガー・アラン・ポー/著 河合祥一郎/訳 KADOKAWA

11 B933.7 逃亡テレメトリー マーサ・ウェルズ/著 中原尚哉/訳 東京創元社

12 B933.7 噤みの家 リサ・ガードナー/著 満園真木/訳 小学館

13 B933.7 オシリスの呪いを打ち破れ 上・下 クライブ・カッスラー/著 グラハム・ブラ
ウン/著 扶桑社

14 B933.7 彼岸の花嫁 ヤンシィー・チュウ/著 圷香織/訳 東京創元社

15 B933.7 フルスロットル ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/
訳 文藝春秋

16 B933.7 われらはレギオン 4上・下 デニス・E.テイラー/著 金子浩/訳 早川書房

17 B933.7 英国屋敷の二通の遺書 R.V.ラーム/著 法村里絵/訳 東京創元社

18 B943.7 テュルリュパン レオ・ペルッツ/著 垂野創一郎/訳 筑摩書房

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

20 B953.7 ゴールドマン家の悲劇 上・下 ジョエル・ディケール/著 橘明美/訳 東京創元社

21 BF 味比べ 青山文平/著 梶よう子/著 KADOKAWA

22 BF 夫婦商売 青山文平/著 宇江佐真理/著 KADOKAWA

23 BF よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野頌子/著 ポプラ社

24 BF 京乱 上田秀人/著 KADOKAWA

25 BF 退き口 上田秀人/著 徳間書店

26 BF 灰夜 大沢在昌/著 光文社

27 BF 祝祭と予感 恩田陸/著 幻冬舎

28 BF ドリフター 梶永正史/著 双葉社

29 BF 潜入味見方同心 4 風野真知雄/著 講談社

30 BF 警視庁アウトサイダー 3 加藤実秋/著 KADOKAWA

31 BF 山の音 川端康成/著 新潮社

32 BF 大人になる時 草上仁/著 日下三蔵/編 竹書房

33 BF Missing 10 甲田学人/著 KADOKAWA

34 BF 神南署安積班 今野敏/著 角川春樹事務所

35 BF 萩の餅 坂井希久子/著 角川春樹事務所

36 BF 鬼役 32 坂岡真/著 光文社

37 BF 新・浪人若さま新見左近 10 佐々木裕一/著 双葉社

38 BF 噓つきは殺人鬼の始まり 佐藤青南/著 宝島社

39 BF 准教授・高槻彰良の推察 7 澤村御影/著 KADOKAWA

40 BF はなの味ごよみ 3～10 高田在子/著 KADOKAWA

41 BF 崖っぷち長屋の守り神 田中啓文/著 KADOKAWA

42 BF 開化の殺人 中央公論新社/編 江戸川乱歩/ほか著 中央公論新社

43 BF 倅の了見 辻堂魁/著 光文社

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 BF 千金の街 辻堂魁/著 光文社

45 BF 向島綺譚 辻堂魁/著 光文社

46 BF 笑う鬼 辻堂魁/著 光文社

47 BF SRO 9 富樫倫太郎/著 中央公論新社

48 BF 警視庁SM班 3 富樫倫太郎/著 KADOKAWA

49 BF やめるな外科医 中山祐次郎/著 幻冬舎

50 BF いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 5 似鳥航一/著 KADOKAWA

51 BF 一の悲劇 法月綸太郎/著 祥伝社

52 BF 本所おけら長屋 18 畠山健二/著 PHP研究所

53 BF 群狼の海域 濱嘉之/著 文藝春秋

54 BF 火の航跡 平岩弓枝/著 文藝春秋

55 BF 紙屋ふじさき記念館 5 ほしおさなえ/著 KADOKAWA

56 BF 幻想遊園地 堀川アサコ/著 講談社

57 BF 高校事変 12 松岡圭祐/著 KADOKAWA

58 BF ビブリア古書堂の事件手帖 2-3 三上延/著 KADOKAWA

59 BF 森の石松、社長になる 室積光/著 KADOKAWA

60 BF 京都寺町三条のホームズ 18 望月麻衣/著 双葉社

61 BF ウィタ・セクスアリス 森鷗外/作 岩波書店

62 BF 四畳半神話大系 森見 登美彦/著 角川書店

63 BF 端午のとうふ 山本一力/著 末國善己/編 朝日新聞出版

64 BF 人間腸詰 夢野久作/著 KADOKAWA

65 BF 壺中美人 横溝正史/著 KADOKAWA

66 BF 華やかな野獣 横溝正史/著 KADOKAWA

67 BF 酒宴/残光 吉田健一/著 中央公論新社

68 BF 怪盗黒猫 4 和久田正明/著 二見書房

69 BF 偽証 渡辺裕之/著 中央公論新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T010.5 富山県図書館研究集録 第53号 富山県図書館協会/編 富山県図書館協会

2 T069 研究紀要 第28号 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

3 T163 新綜覧立山曼荼羅 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

4 T173 坪野神明社記念誌 坪野神明社建設委員会/編 五十嵐顕房/監修 坪野神明社建設委員会

5 T209.2 富山市考古資料館紀要 第41号 富山市考古資料館/編 富山市考古資料館

6 T209.4 佐々成政の手紙 富山市郷土博物館/編 富山市郷土博物館

7 T232 富山市の遺跡物語 No.23 富山市教育委員会埋蔵文化財センター/編
富山市教育委員会埋蔵文化
財センター

8 T232.2 田中町の歴史 田中町長寿会「田中町の歴史」編集委員会/
編 橋本哲/編 田中町連合町内会

9 T232.5 富山市横越遺跡発掘調査報告書 毛野考古学研究所富山支所/編 富山市教育委員会

10 T232.7 富山市明神山遺跡発掘調査報告書 毛野考古学研究所富山支所/編 富山市教育委員会

11 T232.7 富山市番神山横穴墓群・呉羽山古墳群発掘調査報告書
富山市教育委員会埋蔵文化財センター/編
北陸航測/編 富山市教育委員会

12 T234.2 もう一つの飛驒街道 宮村光治/著 桂書房

13 T244 高岡市史料集 第33集 高岡市立中央図書館/編 高岡市立中央図書館

14 T289 林忠正等書簡<翻刻> 太田久夫/編集 仁ケ竹亮介/編集 桂書房

15 T318.3 富山市議会定例会会議録 令和3年12月 富山市議会/編 富山市議会

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

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

18 T318.3 富山市議会定例会市長提案理由説明要旨 令和4年3月 富山市議会/編 富山市議会

19 T321 高岡法学 第40号 高岡法科大学法学会運営委員会/編 高岡法科大学法学会

20 T350 富山県勢要覧 令和3年版 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

21 T350 富山県統計年鑑 令和2年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

22 T350 100の指標 統計からみた富山 令和3年度版 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 T353 富山市勢要覧 2022 富山市/編 富山市

24 T358 富山県の人口 令和3年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

25 T369.2 みつけた!とやまde介護のお仕事 2022-2023 富山県健康・福祉人材センター/編
富山県健康・福祉人材セン
ター

26 T375 研究紀要 第40号(令和3年度) 富山県総合教育センター/編 富山県総合教育センター

27 T377.2 GEIBUN 13(令和3年度) 富山大学芸術文化学部/編 沖和宏/編 富山大学出版会

28 T379 生涯学習の仲間たち 第34集 富山県生涯学習団体協議会/編 富山県生涯学習団体協議会

29 T379.1 けやき 第40・41合併号 富山市民大学学友会編集部会/編 富山市民大学学友会

30 T380.2 民村 Vol.8 2021-2022 富山市民俗民芸村/編 富山市民俗民芸村

31 T382 立山御案内 三鍋久雄/編著 桂書房

32 T487.5 富山湾の魚類 稲村修/著 富山県観光・交通振興局観光振
興室/編

富山県観光・交通振興局観
光振興室

33 T492 この病気がこんな姿に 高柳尹立/著 高柳尹立

34 T596 郷土料理と生きる 北海道・北陸編 アイフィス/編
全国料理業生活衛生同業組
合連合会

35 T599 富山市子育て支援ガイドブック 2022年度版  富山市

36 T610 富山県農林水産総合技術センター農業研究所研究報告 第9号
富山県農林水産総合技術センター農業研究
所/編

富山県農林水産総合技術セ
ンター農業研究所

37 T610.5 農林業センサス調査結果報告書 2020年 富山県経営管理部統計調査課/編
富山県経営管理部統計調査
課

38 T671 創立70周年記念誌 2021 射水商工会議所/編 射水商工会議所

39 T688 コンベンションスケジュール 2022年4月～(2022年3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

40 T706 美の祭典 越中アートフェスタ 2021 美の祭典越中アートフェスタ実行委員会事
務局/編

美の祭典越中アートフェス
タ実行委員会

41 T706.9 地域/私のヴァナキュラーをめぐる旅 松田愛/編 徳重道朗/執筆 富山大学芸術文化学部

42 T721 岸駒と岸派の絵画 富山市佐藤記念美術館/編 富山市佐藤記念美術館

43 T721 水墨画の世界 富山市篁牛人記念美術館/編 富山市篁牛人記念美術館

44 T728 玄土社書展 玄土社輯録 21 玄土社/監修 玄土社

45 T750.9 知らない民藝 吉野玄暉/編著 吉野玄暉

46 T936 まっとうな人生 絲山秋子/著 河出書房新社

47 T936 ブラウニー・ホワイト 小山幸生/著 北日本新聞開発センター/編集
協力 小山真生

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あべ弘士のシートン動物記 4 E.T.シートン/原作 あべ弘士/文・絵 学研プラス

2 E アリのメアリ いわたまいこ/作 BL出版

3 E ありがとうなかよし しもかわらゆみ/作 講談社

4 E あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ/さく まさきるり
こ/やく 好学社

5 E あるひくじらがやってきた ニック・ブランド/作 なかがわちひろ/訳 小学館

6 E いいいろふうせんや たなかしん/著 早川書房

7 E おいなりさん もとしたいづみ/文 中川学/絵 アリス館

8 E おおきなかぶ 三木卓/文 西巻茅子/絵 講談社

9 E おっぱい みやにしたつや/さく・え 鈴木出版

10 E おとうとがおおきくなったら
ソフィー・ラグーナ/文 ジュディ・ワトソ
ン/絵 徳間書店

11 E 男の子は強くなきゃだめ? ジェシカ・サンダーズ/文 ロビー・キャス
ロ/絵 すばる舎

12 E おなおしやのミケばあちゃん 尾崎玄一郎/作 尾崎由紀奈/作 偕成社

13 E おならおうこく 丸山誠司/作・絵 ひさかたチャイルド

14 E おにぎりおにぎり 長野ヒデ子/作 おむすび舎

15 E おんぷちゃんとたいこ とよたかずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド

16 E かえるのほんや やぎたみこ/作・絵 PHP研究所

17 E かっぱのふうちゃんライフジャケットでスイスイ 森重裕二/文 市居みか/絵 子どもの未来社

18 E きみの地球を守って フィリップ・バンティング/著 さかいあき
ふみ/やく 光文社

19 E こちらムシムシ新聞社 三輪一雄/作・絵 偕成社

20 E ことばコレクター ピーター・レイノルズ/作 なかがわちひろ/
訳 ほるぷ出版

21 E こねこのケイティ
キャサリン・ジャクソン/さく バイロン・
ジャクソン/さく 好学社

22 E このあななんじゃ 2 みぞぐちともや/え 仮説社

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 E ころころすくすく 吉田敦子/作 飯野和好/絵 パイインターナショナル

24 E さかなくん しおたにまみこ/著 偕成社

25 E ジェニーのぼうし
エズラ・ジャック・キーツ/さく 石津ちひ
ろ/やく 好学社

26 E じぶんのからだはどんなからだ? 田代美江子/監修 せべまさゆき/絵 金の星社

27 E しま マルク・ヤンセン/さく 福音館書店

28 E シロのきもち 内田かずひろ/作・絵 枡野浩一/文 あかね書房

29 E すずばあちゃんのおくりもの 最上一平/文 黒井健/絵 新日本出版社

30 E せかいのくにでいただきます! 野村たかあき/作・絵 講談社

31 E 戦争をやめた人たち 鈴木まもる/文・絵 あすなろ書房

32 E た 田島征三/作 佼成出版社

33 E たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかやみわ/さく 学研教育みらい

34 E ちょっちょっちょきーん たあ先生/作 サニーサイド

35 E つきをなくしたクマくん 谷口智則/著 文溪堂

36 E ディラブディ 與那覇悦子/作話 山本史/絵・ブックデザイ
ン ひつじ書房

37 E てるてるぼうずさん 西村敏雄/さく 白泉社

38 E デンタウン 中垣ゆたか/作 世界文化ブックス

39 E とうちゃんはりょうりにん はしもとえつよ/作絵 ニコモ

40 E ないしょないしょのももんちゃん とよたかずひこ/さく・え 童心社

41 E なきむしせいとく たじまゆきひこ/作 童心社

42 E 2ひきのカエル クリス・ウォーメル/作・絵 はたこうしろ
う/訳 徳間書店

43 E ねこのこね 石津ちひろ/詩 おくはらゆめ/絵 アリス館

44 E のぞいてごらんおとぎのせかい 青山邦彦/作 フレーベル館

45 E のねずみくんのもりの1ねん アリス・メルヴィン/作 木坂涼/訳 徳間書店

46 E 野ばらの村のふねのたび ジル・バークレム/作・絵 こみやゆう/訳 出版ワークス

47 E パパのかえりがおそいわけ キムヨンジン/さく・え 古家正亨/やく 岩崎書店

48 E はみがきすっきり サトウマサノリ/作・絵 パイインターナショナル

49 E 「はやく」と「ゆっくり」 張輝誠/文 許匡匡/絵 光村教育図書

50 E はるなつあきふゆのたからさがし 矢原由布子/作・絵 鈴木純/監修 KTC中央出版

51 E 火の山にすむゴリラ 前川貴行/写真・文 新日本出版社

52 E ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター/作・絵 川上未映子/
訳 早川書房

53 E ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ/さく 橋本あゆみ/やく 化学同人

54 E ピヤキのママ ペクヒナ/作 長谷川義史/訳 ブロンズ新社

55 E プールのくまのこ 種村有希子/作 アリス館

56 E ふしぎなかさやさん たなか鮎子/作 講談社

57 E ブックウィング ふじもとみさと/文 黒須高嶺/絵 文研出版

58 E へっこきよめさま いもとようこ/文・絵 金の星社

59 E ペネロペ ママがだーいすき アン・グットマン/ぶん ゲオルグ・ハレン
スレーベン/え 岩崎書店

60 E へびながすぎる ふくながじゅんぺい/作 こぐま社

61 E へんしん 桃山鈴子/作 井上大成/解説・監修 福音館書店

62 E へんしん うみのいきもの 三浦太郎/作 ほるぷ出版

63 E へんしん どうぶつ 三浦太郎/作 ほるぷ出版

64 E ぼうやはどこ? アン・ハンター/さく 橋本あゆみ/やく 化学同人

65 E ぼくらのサブウェイ・ベイビー ピーター・マキューリオ/作 レオ・エスピ
ノーサ/絵 サウザンブックス社

66 E ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ/ぶんえ まつおかきょ
うこ/やく 福音館書店

67 E ぼりすとこお
ディック・ブルーナ/ぶんえ まつおかきょ
うこ/やく 福音館書店

68 E まって!まって! 近藤瞳/作 ポプラ社

69 E まよなかのバスてい 古内ヨシ/さく 大日本図書

70 E みらいのえんそく ジョン・ヘア/作 椎名かおる/文 あすなろ書房

71 E むしのずかん 雨宮尚子/作 安西英明/監修 白泉社

72 E やせいのパパ フィリップ・バンティング/作 堀江里美/訳 化学同人

73 E やせいのママ フィリップ・バンティング/作 堀江里美/訳 化学同人

— 26 —



No, 分類 書名 著者名 出版社

74 E ゆかしたのワニ ねじめ正一/文 コマツシンヤ/絵 福音館書店

75 E ゆらしてごらんひつじさん ニコ・シュテルンバウム/さく 中村智子/や
く サンマーク出版

76 E よしよしよしおさん おおのたろう/作 ポプラ社

77 E ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ・サラ/作 石津ちひろ/訳 BL出版

78 E らんらんランドセル モリナガヨウ/著 めくるむ

79 E ワクチンくんといっしょ 森戸やすみ/監修 近藤えり/絵 チャイルド社

80 E わたあめ 近藤未奈/作 講談社

81 E わたしはいいこ? えがしらみちこ/作 小学館

82 E ワニはどうしてワニっていうの? 大塚健太/作 うよ高山/絵 小学館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K019 みんなで図書館活動この本、おすすめします! 3 『この本、おすすめします!』編集委員会/
編著 汐文社

2 K033 大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑 世界の虫編
キャサリン・D.ヒューズ/著 新宅広二/訳・
監修

エムディエヌコーポレー
ション

3 K211 東大教授がおしえるシン・日本史 本郷和人/著 扶桑社

4 K219 ももちゃんのピアノ 柴田昌平/文 阿部結/絵 ポプラ社

5 K289 「オードリー・タン」の誕生 石崎洋司/著 講談社

6 K289 カマラ・ハリス物語 岡田好惠/著 講談社

7 K290 おぼえる!学べる!たのしい世界の国 井田仁康/監修 高橋書店

8 K316 止めたい!人種差別 2 関橋眞理/編著 汐文社

9 K318 はっけんいっぱい!まちのしせつ 1～5 田村学/監修 ポプラ社

10 K333 わたしもできる!世界とつながるSDGsアクション 2～3 原琴乃/作 山田基靖/監修 汐文社

11 K366 仕事に行ってきますプラス 1 季刊『コトノネ』編集部/著 原智彦/監修 埼玉福祉会出版部

12 K366 仕事に行ってきます 11～12  埼玉福祉会出版部

13 K366 ジブン未来図鑑 1～5  ポプラ社

14 K367 知ってる?体のしくみと発達 田代美江子/監修 アルバ/編著 金の星社

15 K367 同意って何だろう?自分のきもちと相手のきもち 田代美江子/監修 アルバ/編著 金の星社

16 K369 みんなが過ごしやすい町のバリアフリー 1～5 川内美彦/監修 小峰書店

17 K369 これからの防災 1～4 近藤誠司/監修 ポプラ社

18 K369 ヤングケアラーってなんだろう  （ちくまプリマー新書） 澁谷智子/著 筑摩書房

19 K370 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか  （ちくまプリマー新書） 広田照幸/著 筑摩書房

20 K375 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団/監修 岩崎書店編集部/編著 岩崎書店

21 K407 わくわく自由研究 6年生 辻健/監修 国土社編集部/編集 国土社

22 K451 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎/著 KADOKAWA

23 K451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本 1～6 武田康男/監修 菊池真以/監修 ポプラ社

24 K454 みんなが知りたい!「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

25 K459 宝石のひみつ図鑑 諏訪久子/著 宮脇律郎/監修 世界文化社

26 K465 ずかんはたらく微生物 中島春紫/著 技術評論社

27 K468 みんなが知りたい!プランクトンのふしぎ 「プランクトンのふしぎ」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

28 K482 みんなが知りたい!日本の「絶滅危惧」動物がわかる本 今泉忠明/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

29 K486 小さな生きものの春夏秋冬 1～6 池田菜津美/文・構成 ポプラ社

30 K486 空想科学昆虫図鑑 柳田理科雄/著 丸山宗利/昆虫監修 西東社

31 K487 白輪園長の爬虫類・両生類ランキング大図鑑 白輪剛史/監修 エムピージェー

32 K493 高齢者を知ろう! 平松類/監修 PHP研究所

33 K498 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 野口緑/監修 池田書店

34 K588 はっこう 小川忠博/写真・文 横山和成/監修 あすなろ書房

35 K593 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

36 K596 SDGsクッキング 1～3 今泉マユ子/著 理論社

37 K596 はじめての子どもパン教室 吉永麻衣子/著 主婦の友社

38 K686 列車で行こう! 櫻井寛/写真・文 世界文化社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 K686 首都圏版鉄道地図鑑 地理情報開発/編 平凡社

40 K686 めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図 地理情報開発/編 永岡書店

41 K686 でんしゃでまなぶにほんのめいしょ 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

42 K750 回転ずし・レジをつくろう いしかわまりこ/作 汐文社

43 K750 つくるたね 汐崎弘/著 汐崎正江/著 ごま書房新社

44 K754 作ってたのしい!かざってかわいい!季節のおりがみ 冬巻 たつくりのおりがみ/監修 文研出版

45 K754 頭がよくなる!ちょいムズおりがみ 山田勝久/著 篠原菊紀/脳科学監修 西東社

46 K759 47都道府県の郷土玩具 1～2 日本玩具博物館/監修 井上重義/監修 大月書店

47 K780 新スポーツスーパースター伝 2 ベースボール・マガジン社/編集 ベースボール・マガジン社

48 K783 小学生のサッカー実力アップのための最強トレーニング バディサッカークラブ/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

49 K801 知ろう!あそぼう!楽しもう!はじめての手話 1～5 大杉豊/監修 ポプラ社

50 K807 ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑 青山由紀/監修 国土社編集部/編 国土社

51 K910 作家たちの17歳  （岩波ジュニア新書） 千葉俊二/著 岩波書店

52 K913 一撃をねらえ! あさだりん/作 酒井以/絵 金の星社

53 K913 リメイク! あさだりん/作 いつか/絵 フレーベル館

54 K913 シャンシャン、夏だより 浅野竜/作 中村隆/絵 講談社

55 K913 ジャレットのミント♥コレクション あんびるやすこ/作・絵 ポプラ社

56 K913 5分後に衝撃のどんでん返し エブリスタ/編 河出書房新社

57 K913 友だちの木 おおぎやなぎちか/作 ao/絵 国土社

58 K913 空飛ぶのらネコ探険隊 9 大原興三郎/作 こぐれけんじろう/絵 文溪堂

59 K913 ないしょの五日間 岡田淳/作 偕成社

60 K913 氷の上のプリンセス シニア編1 風野潮/作 Nardack/絵 講談社

61 K913 おじょうさま小学生はなこ 3 川之上英子/作絵 川之上健/作絵 岩崎書店

62 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

63 K913 とりかえっこちびぞう 工藤直子/作 広瀬弦/絵 学研プラス

64 K913 ソノリティ 佐藤いつ子/著 KADOKAWA

65 K913 おかげさまで名探偵 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

66 K913 ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山亮/作 中川大輔/絵 偕成社

67 K913 ハッピー・クローバー! 高田由紀子/作 ゆうこ/絵 あかね書房

68 K913 コトダマ! 2 田丸雅智/作 北風友裕/絵 ポプラ社

69 K913 世にも奇妙な商品カタログ 9 地図十行路/作 望月けい/絵 KADOKAWA

70 K913 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! ドロロン村のなかまたち 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

71 K913 マグノリアの森 中川なをみ/作 白石ゆか/絵 あかね書房

72 K913 はりねずみのノート屋さん ななもりさちこ/作 たかおゆうこ/絵 福音館書店

73 K913 きりんのまいにち 二宮由紀子/作 大野八生/絵 光村図書出版

74 K913 マスクと黒板 濱野京子/作 講談社

75 K913 かみさまのベビーシッター 2 廣嶋玲子/作 木村いこ/絵 理論社

76 K913 十年屋 6 廣嶋玲子/作 佐竹美保/絵 静山社

77 K913 夕ぐれ時のふしぎ 堀米薫/作 ao/絵 国土社

78 K913 ともだちはしおりのこぶた 真山みな子/作 山西ゲンイチ/絵 金の星社

79 K913 ひみつの魔女フレンズ 4 宮下恵茉/作 子兎。/絵 学研プラス

80 K913 プロサッカー選手は、ど田舎にいる! 山田明/著 結布/絵 学研プラス

81 K913 恋愛問題は止まらない 吉野万理子/作 小学館

82 K933 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー/作 長友恵子/訳 フレーベル館

83 K933 嵐の守り手 3 キャサリン・ドイル/作 村上利佳/訳 評論社

84 K933 おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー/作 田中薫子/訳 徳間書店

85 K933 魔笛の調べ 2 S.A.パトリック/作 岩城義人/訳 評論社

86 K933 赤毛のアン L.M.モンゴメリ/作 村岡花子/訳 講談社

87 K933 目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット/作 横山和江/訳 岩波書店

88 K933 ひみつの地下図書館 1 アビー・ロングスタッフ/作 代田亜香子/訳 ほるぷ出版
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