
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 ゆっくり学ぶ 岸見一郎/著 集英社クリエイティブ

2 002.7 伝わるメモは図解が9割! 泉收/著 自由国民社

3 002.7 先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会/著 京都大学学術出版会

4 002.7 今日の自分を肯定する箇条書き手帳術 Marie/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

5 007 サイバーフィジカル 飯尾淳/著 森北出版

6 007.0 「AIの今」がわかる 太田猛彦/特別監修 藤嶋昭/特別監修 学研プラス

7 007.1 AIはすべてを変える マーティン・フォード/著 松本剛史/訳 日経BP日本経済新聞出版

8 007.1 AI・データ倫理の教科書 福岡真之介/著 弘文堂

9 007.1 動かして学ぶAI・機械学習の基礎 Laurence Moroney/著 菊池彰/訳 オライリー・ジャパン

10 007.3 大きな字でわかりやすいYouTubeユーチューブ入門 AYURA/著 技術評論社

11 007.3 NFT1.0→2.0 伊藤佑介/著 総合法令出版

12 007.3 ホワイトハッカーの教科書 IPUSIRON/著 シーアンドアール研究所

13 007.3 メタバース見るだけノート 岡嶋裕史/監修 宝島社

14 007.3 デジタル依存症の罠 香山リカ/著 さくら舎

15 007.3 メタバース未来戦略 久保田瞬/著 石村尚也/著 日経BP

16 007.3 はじめての「VRChat」 I O編集部/編集 工学社

17 007.3 60分でわかる!メタバース超入門 武井勇樹/著 技術評論社

18 007.3 完全図解セキュリティー対策 日経NETWORK/編集 日経BP

19 007.3 メタバースがよくわかる本 松村雄太/著 秀和システム

20 007.3 なぜ日本からGAFAは生まれないのか  （光文社新書） 山根節/著 牟田陽子/著 光文社

21 007.5 インターネットで文献探索 2022年版 伊藤民雄/著 日本図書館協会

22 007.6 今すぐ使えるかんたんOffice for Mac AYURA/著 技術評論社

23 007.6 できるゼロからはじめるワード超入門 井上香緒里/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

24 007.6 誰でもできる!Chromebook活用ガイド 井上健語/著 サテライトオフィス/監修 日経BP

25 007.6 仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名由美/著 秀和システム

26 007.6 Excel驚速仕事術 高山俊/著 ワン・パブリッシング

27 007.6 Apple Watchアプリ完全大事典 田中拓也/著 技術評論社

28 007.6 Django4 Webアプリ開発実装ハンドブック チーム・カルポ/著 秀和システム

29 007.6 Windows 10&11最強活用バイブル 2022年最新版 日経PC21/編 日経BP

30 007.6 今日から始めるiPad仕事帖 日経パソコン/編 日経BP

31 007.6 分析が導く最新SEOプラクティカルガイド 野澤洋介/著 技術評論社

32 007.6 達人が教えるWebパフォーマンスチューニング 藤原俊一郎/著 馬場俊彰/著 技術評論社

33 007.6 できるゼロからはじめるiPhone SE第3世代超入門 法林岳之/著 白根雅彦/著 インプレス

34 007.6 データ×AI人材キャリア大全 村上智之/著 翔泳社

35 007.6 できるゼロからはじめるエクセル超入門 柳井美紀/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

36 007.6 文字が大きくて見やすいパソコン講座 3  ジャムハウス

37 010.2 古代日本に於ける「図書館」の起源 新藤透/著 樹村房

38 010.4 第107回全国図書館大会山梨大会 第107回全国図書館大会山梨大会実行委員会
/編集
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 010.4 図書館とポスト真実 未来の図書館研究所/編集 未来の図書館研究所

40 014 学校図書館メディアの構成 米谷優子/編著 呑海沙織/編著 放送大学教育振興会

41 016.2 公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井潤/著 樹村房

42 017 学習指導と学校図書館 塩谷京子/編著 鎌田和宏/編著 放送大学教育振興会

43 017 情報メディアの活用 高鍬裕樹/著 田嶋知宏/著 放送大学教育振興会

44 019.2 一冊の絵本が子どもを変える 多賀一郎/著 黎明書房

45 022.5 本とはたらく 矢萩多聞/著 河出書房新社

46 023.1 近代出版史探索 6 小田光雄/著 論創社

47 024 本屋という仕事 三砂慶明/編 世界思想社

48 024.2 韓国の「街の本屋」の生存探究 ハンミファ/著 渡辺麻土香/訳 クオン

49 024.8 稀書探訪 鹿島茂/著 平凡社

50 035 編集者ディドロ 鷲見洋一/著 平凡社

51 049 復活事典 造事務所/編著 カンゼン

52 049 チコちゃんの素朴なギモン365 NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班/監修 宝島社

53 069.0 ミュージアムグッズのチカラ 2 大澤夏美/著 国書刊行会

54 070.2 オッサンの壁  （講談社現代新書） 佐藤千矢子/著 講談社

55 070.6 朝日新聞政治部 鮫島浩/著 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 104 不条理を乗り越える  （平凡社新書） 小川仁志/著 平凡社

2 104 実践・哲学ディベート  （NHK出版新書） 高橋昌一郎/著 NHK出版

3 104 独自成類的人間 永井均/著 ぷねうま舎

4 115.7 ルドルフ・シュタイナー思考の宇宙 中村昇/著 河出書房新社

5 121.6 西田幾多郎の哲学  （岩波新書 新赤版） 小坂国継/著 岩波書店

6 122.0 中国の水の思想 蜂屋邦夫/著 法藏館

7 123.8 現代訳論語 孔子/著 下村湖人/訳著 興陽館

8 134.9 ウィトゲンシュタインと言語の限界 ピエール・アド/著 合田正人/訳 講談社

9 134.9 格闘者ニーチェ 2～3 清眞人/著 藤原書店

10 135.5 メルロ=ポンティ 加賀野井秀一/著 白水社

11 140 だからフェイクにだまされる  （ちくま新書） 石川幹人/著 筑摩書房

12 141.3 驚くほど簡単な記憶法 池田義博/著
日本能率協会マネジメント
センター

13 141.5 思考を哲学する 森川亮/著 ミネルヴァ書房

14 141.6 わたしからはじまる 入江杏/著 小学館

15 141.6 孤独の哲学  （中公新書ラクレ） 岸見一郎/著 中央公論新社

16 141.6 正しい孤独マインド入門 コスメティック田中/著 KADOKAWA

17 141.6 感動する、を考える 相良敦子/著 鳥影社

18 146.0 臨床心理学小史  （ちくま新書） サトウタツヤ/著 筑摩書房

19 146.1 精神分析とナチズム 小俣和一郎/著 誠信書房

20 146.8 PTGと心の健康 近藤卓/著 金子書房

21 146.8 毎日がうまく回りだす「1人おしゃべりノート」 すずきそうこ/著 大和出版

22 147.0 オカルト編集王 三上丈晴/著 学研プラス

23 147.9 イラストで見るUFOの歴史
アダム・オールサッチ・ボードマン/絵と文
ナカイサヤカ/訳 マール社

24 151.6 脱!しあわせ迷子 堂原有美/著 いろは出版

25 151.6 ディストピア禍の新・幸福論 前野隆司/著 プレジデント社

26 159 もっと早く言ってよ。 一田憲子/著 扶桑社

27 159 よく生きるココロエ 岸見一郎/著 清流出版

28 159 +1cm IDEA
キムウンジュ/文 ヤンヒョンジョン/イラス
ト 文響社

29 159 20代の人生戦略 櫻井秀勲/著 きずな出版

30 159 まだ間に合う  （講談社現代新書） 藤崎一郎/著 講談社

31 159 すぐやるメソッド見るだけノート 藤由達藏/監修 宝島社

100  哲学

— 2 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

32 159 習慣化ベスト100 吉井雅之/監修 宝島社

33 159 なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学 和田秀樹/著
クロスメディア・パブリッ
シング

34 159.4 仕事ではウソをつけ 菊原智明/著 光文社

35 159.6 “一生美人”力 齋藤薫/著 朝日新聞出版

36 159.6 傷ついた私を助けてくれたこと レイチェル・ホリス/著 小西敦子/訳 パンローリング

37 159.7 老いて今日も上機嫌! 石川恭三/著 河出書房新社

38 159.7 ピンピン、ひらり。  （小学館新書） 鎌田實/著 小学館

39 159.7 50代から強く生きる法 佐藤伝/著 三笠書房

40 161.3 魔法少女はなぜ変身するのか 石井研士/著 春秋社

41 162 宗教対立がわかると「世界史」がかわる 島田裕巳/著 晶文社

42 164.3 ケルト神話・伝承事典 木村正俊/著 論創社

43 165 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂俊司/監修 昭文社

44 180.4 ひろさちや仏教名作選 2 ひろさちや/著 佼成出版社

45 183 喜怒哀楽のお経を読む 釈徹宗/著 朝日新聞出版

46 184 ブッダに学ぶ聖者の世界 アルボムッレ・スマナサーラ/著 アルタープレス

47 188.2 道慈 曾根正人/著 吉川弘文館

48 188.4 最澄を生きる ひろさちや/著 佼成出版社

49 188.5 空海『三教指帰』 藤井淳/著 慶應義塾大学出版会

50 188.6 現代語訳一遍上人縁起絵全十巻
宗俊/編述 『一遍上人縁起絵』現代語訳研
究会/編 法藏館

51 188.8 新禅と日本文化 鈴木大拙/著 岩本明美/訳 能登印刷出版部

52 188.8 道元の<哲学> 竹村牧男/著 春秋社

53 198.2 インディオの聖像 立花隆/文 佐々木芳郎/写真 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 201 歴史とは何か E.H.カー/著 近藤和彦/訳 岩波書店

2 204 陰謀論の教科書 近現代史編 関眞興/監修 グループSKIT/編集・執筆 辰巳出版

3 209 岩波講座世界歴史 07 荒川正晴/編集委員 大黒俊二/編集委員 岩波書店

4 210.2 発掘された日本列島 2022 文化庁/編 共同通信社

5 210.4 文化財が語る日本の歴史 會田康範/編 下山忍/編 雄山閣

6 210.4 日本史を疑え  （文春新書） 本郷和人/著 文藝春秋

7 211 天皇と中国皇帝  （平凡社新書） 彭丹/著 平凡社

8 211.2 世界遺産の日本史  （ちくま新書） 佐藤信/編 筑摩書房

9 213.2 鏡の古墳時代 下垣仁志/著 吉川弘文館

10 213.3 律令国家前夜 前園実知雄/著 新泉社

11 213.4 大化改新  （中公新書） 遠山美都男/著 中央公論新社

12 213.8 鎌倉幕府誕生と中世の真相 加来耕三/著 日経BP

13 214 国衆  （平凡社新書） 黒田基樹/著 平凡社

14 214.2 鎌倉幕府と北条義時見るだけノート 小和田哲男/監修 宝島社

15 214.8 豊臣五奉行と家康 渡邊大門/著 柏書房

16 215 生きることの近世史 塚本学/著 平凡社

17 215 インテリジェンス都市・江戸  （朝日新書） 藤田覚/著 朝日新聞出版

18 215 江戸の組織人  （朝日新書） 山本博文/著 朝日新聞出版

19 215.8 桜田門外の変  ホビージャパン

20 216.1 よみがえれ「仙台藩戊辰史」 菅原政治郎/著 S・I科学情報研究所

21 216.1 経済の維新と殖産興業 鈴木淳/編著 ミネルヴァ書房

22 217.4 石原莞爾と昭和天皇 野村乙二朗/著 同成社

23 217.5 抑留を生きる力 富田武/著 朝日新聞出版

24 219.2 陸奥と渡島 吉村武彦/編 川尻秋生/編 KADOKAWA

25 219.3 幻想の都鎌倉  （光文社新書） 高橋慎一朗/著 光文社

26 219.3 裏横浜  （ちくま新書） 八木澤高明/著 筑摩書房

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

27 219.3 近世都市<江戸>の水害 渡辺浩一/著 吉川弘文館

28 219.6 写真図説占領下の大阪・関西 橋爪紳也/編著 毎日新聞大阪本社/編 創元社

29 219.6 歴史の現場読み歩き。 松井宏員/著 140B

30 219.6 奈良史料叢書 7  奈良県

31 223 海の東南アジア史  （ちくま新書） 弘末雅士/著 筑摩書房

32 227 イスラムがヨーロッパ世界を創造した  （光文社新書） 宮田律/著 光文社

33 230.5 ルネサンス情報革命の時代  （ちくま新書） 桑木野幸司/著 筑摩書房

34 232.8 後期ローマ帝国史 1 マイケル・クリコフスキ/著 阪本浩/訳 白水社

35 232.8 古代ポンペイの日常生活  （祥伝社新書） 本村凌二/著 祥伝社

36 233.2 物語スコットランドの歴史  （中公新書） 中村隆文/著 中央公論新社

37 234.0 アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン/著 宇丹貴代実/訳 河出書房新社

38 236 図説スペインの歴史 立石博高/著 黒田祐我/著 河出書房新社

39 238.6 中学生から知りたいウクライナのこと 小山哲/著 藤原辰史/著 ミシマ社

40 253.0 世界サブカルチャー史 欲望の系譜 丸山俊一/著 NHK「世界サブカルチャー史」
制作班/著 祥伝社

41 280.4 だから私はここにいる
アンナ・ラッセル/著 カミラ・ピニェイロ/
絵 フィルムアート社

42 281.0 戦国武将、虚像と実像  （角川新書） 呉座勇一/著 KADOKAWA

43 281.0 文人たちの江戸名所 竹内明彦/著 世界書院

44 281.0 生きるみちしるべ 文化出版局/編 文化学園文化出版局

45 281.0 Woman's Style 100 ヤマザキマリ/監修 昭文社

46 285.3 世界を変えた31人の人生の講義 デイヴィッド M.ルーベンシュタイン/著
ジェフ・ベゾス/ほか述 文響社

47 288.3 会津藩家老・山川家の近代 遠藤由紀子/著 雄山閣

48 288.3 相模朝倉一族 志村平治/著 戎光祥出版

49 288.3 家系図でわかる日本の上流階級 八幡和郎/著 清談社Publico

50 289.1 吉野源三郎の生涯 岩倉博/著 花伝社

51 289.1 仏教者柳宗悦 岡本勝人/著 佼成出版社

52 289.1 踏み出す一歩は小さくていい 河野理恵/著 ライブ・パブリッシング

53 289.1 外科医谷垣雄三物語 川本晴夫/著 国際開発ジャーナル社

54 289.1 宮本常一 須藤功/著 ミネルヴァ書房

55 289.1 ボストン美術館富田幸次郎の50年 橘しづゑ/著 彩流社

56 289.1 大村純忠 外山幹夫/著 吉川弘文館

57 289.1 宗一郎と喜一郎 長谷川智/筆 羽衣出版

58 289.1 半藤一利わが昭和史  （平凡社新書） 半藤一利/著 平凡社

59 289.1 徳川家康100の言葉 眞邊明人/監修 宝島社

60 289.1 史伝北条政子  （NHK出版新書） 山本みなみ/著 NHK出版

61 289.2 「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤えりか/著 講談社

62 289.3 ザ・クイーン マシュー・デニソン/著 実川元子/訳 カンゼン

63 289.3 創造られたヒロイン、ナイチンゲールの虚像と実像 中島俊郎/著 松野修/著 日本看護協会出版会

64 290.8 世界の廃墟島 クラウディア・マーティン/著 小金輝彦/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック

65 290.9 旅路の果てに 久保田耕司/著 春秋社

66 290.9 旅のことばを読む 小柳淳/著 書肆梓

67 290.9 世界の絶景に行ってみた。 詩歩/著 二見書房

68 290.9 いつか死ぬから旅に出た 周藤卓也/著 海鳥社

69 290.9 イスタンブールで青に溺れる 横道誠/著 文藝春秋

70 291 読みたくなる「地図」 地方都市編1 平岡昭利/編 海青社

71 291.0 中央分水嶺を旅する 栗田貞多男/著 世界文化ブックス

72 291.0 日本の地形見るだけノート 竹村公太郎/監修 宝島社

73 291.0 LAST PARADISE 死ぬまでに行きたい日本のサウナ TTNE/編集 A-Works

74 291.0 日本再発見紀行 第3集 ディレクトフォース観光立国研究会/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

75 291.0 高速道路&SA・PAガイド 2022-2023年最新版  講談社ビーシー

76 291.0 全国キャンプ場ガイド 2022西日本編  昭文社

77 291.0 全国キャンプ場ガイド 2022東日本編  昭文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

78 291.0 ソロキャンプ場ガイド  実業之日本社

79 291.1 るるぶ函館  '23  JTBパブリッシング

80 291.1 おいしい道の駅ドライブ 北海道 2022 (まっぷるマガジン) 昭文社

81 291.2 おいしい道の駅ドライブ 東北 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

82 291.3 神奈川の教科書  JTBパブリッシング

83 291.3 栃木  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

84 291.3 日光ハイキング案内  山と溪谷社

85 291.3 山と高原地図GUIDE関東の山あるき100選  昭文社

86 291.3 るるぶ群馬  '23  JTBパブリッシング

87 291.3 るるぶ栃木  '23  JTBパブリッシング

88 291.5 東海日帰りハイキングこだわり徹底コースガイド 東海山歩き倶楽部/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

89 291.5 アルプス・八ケ岳絶景トレッキングBOOK 2022  ネコ・パブリッシング

90 291.5 伊豆・箱根  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

91 291.5 おいしい道の駅ドライブ 名古屋・東海 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

92 291.5 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

93 291.5 河口湖・山中湖 富士山  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

94 291.5 山と高原地図GUIDEアルプストレッキングBESTコース  昭文社

95 291.5 るるぶ名古屋  '23  JTBパブリッシング

96 291.5 るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 2022  JTBパブリッシング

97 291.6 観光コースでない京都 平井美津子/文 本庄豊/写真と文 高文研

98 291.6 びわ湖一周滋賀じてんしゃ旅 輪の国びわ湖推進協議会/編 八重洲出版

99 291.6 京都  ハレ旅  朝日新聞出版

100 291.6 京阪神発おいしい道の駅ドライブ 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

101 291.6 兵庫  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

102 291.6 るるぶ大阪  '23  JTBパブリッシング

103 291.7 おいしい道の駅ドライブ 中国・四国 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

104 291.7 山陰  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

105 291.7 鳥取  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

106 291.7 るるぶ山陰  '23  JTBパブリッシング

107 291.7 るるぶ松江出雲石見銀山  '23  JTBパブリッシング

108 291.9 石垣宮古完全版 2022  JTBパブリッシング

109 291.9 おいしい道の駅ドライブ 九州・山口 2022 （まっぷるマガジン）  昭文社

110 291.9 長崎ハウステンボス  '23 （まっぷるマガジン）  昭文社

111 291.9 与論島・沖永良部島・徳之島  （地球の歩き方島旅）  地球の歩き方

112 291.9 るるぶ湯布院黒川  '23  JTBパブリッシング

113 292.2 モンゴル十六年の空白 中熊孝義/著 文芸社

114 292.3 イラストでわかるタイ・ガイドブック 原田弘和/著 柿崎一郎/監修 大和書房

115 293 スラヴの十字路 嵐田浩吉/著 里文出版

116 293.0 STAY WILD
ゲシュタルテン/編 キャノピー&スターズ社
/共編 グラフィック社

117 293.4 チェコに学ぶ「作る」の魔力 あまのさくや/著 かもがわ出版

118 293.8 フィンランドで気づいた小さな幸せ365日 島塚絵里/著 パイインターナショナル

119 293.8 ストックホルムと小さな街散歩スウェーデンへ 田中桜/著 イカロス出版

120 295.3 そもそもアメリカってなに? 松岡完/著 現代書館

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.1 沖縄の街で暮らして教わったたくさんのことがら 藤井誠二/編著 論創社

2 302.2 知らないと恥をかく中国の大問題 池上彰/著 KADOKAWA

3 302.2 アジア遊学 270  勉誠出版(発売)

4 302.3 ロシア点描 小泉悠/著 PHP研究所

5 302.3 ウクライナの夜 マーシ・ショア/著 池田年穂/訳 慶應義塾大学出版会

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

6 304 撤退論 内田樹/編著 晶文社

7 304 テクノソーシャリズムの世紀 ブレット・キング/著 リチャード・ペティ/
著 東洋経済新報社

8 304 それでも、世界はよくなっている
ラシュミ・サーデシュパンデ/著 神田由布
子/訳 亜紀書房

9 304 JAPAN TRANSFORMATION 新経済連盟/著 KADOKAWA

10 309.0 平成転向論 小峰ひずみ/著 講談社

11 309.3 戦士たちの記録 重信房子/著 幻冬舎

12 311.1 政治家のレトリック 木下健/著 オフェル・フェルドマン/著 勁草書房

13 311.2 「天下の大勢」の政治思想史 濱野靖一郎/著 筑摩書房

14 311.7 新自由主義の廃墟で ウェンディ・ブラウン/著 河野真太郎/訳 人文書院

15 312.2 競争と秩序 川中豪/著 白水社

16 312.2 ミャンマー「民主化」を問い直す 山口健介/著 NHK出版

17 312.9 最新「地政学」入門 山内昌之/監修 小山鹿梨子/まんが 宝島社

18 315.1 日本共産党  （中公新書） 中北浩爾/著 中央公論新社

19 316.5 革命論 ハンナ・アーレント/著 森一郎/訳 みすず書房

20 316.8 人種主義の歴史  （岩波新書 新赤版） 平野千果子/著 岩波書店

21 316.8 地獄への潜入 タリア・ラヴィン/著 道本美穂/訳 柏書房

22 317.2 会計検査院 令和4年版 会計検査院事務総長官房総務課渉外広報室/
編集

会計検査院事務総長官房総
務課渉外広報室

23 317.3 職業としての官僚  （岩波新書 新赤版） 嶋田博子/著 岩波書店

24 318 事例から学ぶ・市民協働の成功法則 松下啓一/著 水曜社

25 318.5 日本一バズる公務員 守時健/著 扶桑社

26 318.5 50のポイントでわかるはじめての自治体監査 吉野貴雄/著 学陽書房

27 318.8 自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック 水津陽子/著 実業之日本社

28 319 地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック ロラン・カルルエ/著 土居佳代子/訳 原書房

29 319.1 沖縄50年の憂鬱  （光文社新書） 河原仁志/著 光文社

30 319.1 高度成長期からポスト冷戦期の外交・安全保障 竹内行夫/著 中北浩爾/編 岩波書店

31 319.1 日米同盟・最後のリスク 布施祐仁/著 創元社

32 319.2 中東問題再考  （扶桑社新書） 飯山陽/著 育鵬社

33 319.2 ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略  （PHP新書） 遠藤誉/著 PHP研究所

34 319.2 アジアからみるコロナと世界 日下部尚徳/編著 本多倫彬/編著 毎日新聞出版

35 319.2 新中国論  （平凡社新書） 野嶋剛/著 平凡社

36 319.3 世界と日本を目覚めさせたウクライナの「覚悟」 倉井高志/著 PHP研究所

37 319.3 プーチン3.0 殺戮と破壊への衝動 塩原俊彦/著 社会評論社

38 319.8 国民安全保障国家論 船橋洋一/著 文藝春秋

39 320 法律トラブルを解決するならこの1冊 國部徹/監修 生活と法律研究所/編集 自由国民社

40 323.0 憲法のリテラシー 横大道聡/著 吉田俊弘/著 有斐閣

41 323.9 公共用地取得・補償の実務 藤川眞行/著 ぎょうせい

42 324.6 Q&A任意後見の実務と裁判例 菅原崇/著 仙波英躬/著 日本加除出版

43 324.6 成年後見実務マニュアル 日本社会福祉士会/編集 中央法規出版

44 324.7 もめない相続困らない相続税 坪多晶子/共著 坪多聡美/共著 清文社

45 324.8 最新不動産登記の基本と実務 旭祐樹/監修 三修社

46 326.2 情報刑法 1 鎮目征樹/編 西貝吉晃/編 弘文堂

47 327.0 司法試験・予備試験社会人合格者のリアル 中央経済社/編 中央経済社

48 327.1 行政書士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 石下貴大/著 秀和システム

49 327.1 弁護士のすゝめ 宮島渉/著 多田猛/著 民事法研究会

50 327.5 調停による円満解決 日本調停協会連合会/編 有斐閣

51 329.6 若者たちのBC級戦犯裁判 野見山剛/著 dZERO

52 331 MMT講義ノート 島倉原/著 白水社

53 331.1 経済指標読み方がわかる事典 森永康平/著 日本実業出版社

54 331.7 シュンペーター 名和高司/著 日経BP

55 332.2 中国減速の深層 福本智之/著 日経BP日本経済新聞出版

56 332.3 EU経済入門 本田雅子/編著 山本いづみ/編著 文眞堂
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No, 分類 書名 著者名 出版社

57 333.6 国際経済学入門 古沢泰治/著 新世社

58 333.8 SDGsとは何か? 続 安藤顯/著 三和書籍

59 333.8 グローバル開発史 サラ・ロレンツィーニ/著 三須拓也/訳 名古屋大学出版会

60 334.3 歴史人口学で見た日本  （文春新書） 速水融/著 文藝春秋

61 335 個人事業の教科書1年生 宇田川敏正/監修 新星出版社

62 335 一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本 関根俊輔/監修 新星出版社

63 335 ひとり社長になっていきなり年収を650万円にする方法 松尾昭仁/著 自由国民社

64 335 クリエイター1年目のビジネススキル図鑑 山田邦明/著 KADOKAWA

65 335.0 「100円カニ缶」ヒットが教えてくれた商売のコツ 岡本誠司/著 PHPエディターズ・グループ

66 335.1 自分を変えたあのとき 2 金澤レディース経政会/編 北國新聞社(発売)

67 335.1 労働CSRガイドブック 全国社会保険労務士会連合会/監修 社会保
険労務士総合研究機構/編 中央経済社

68 335.1 中小企業のSDGs
野村佐智代/編 日本中小企業・ベンチャー
ビジネスコンソーシアム/編 中央経済社

69 335.1 次世代リーダーに捧ぐ経営の定石 橋本孝之/著 今井正彦/著 日経BP

70 335.2 なぜ倒産 令和・粉飾編 日経トップリーダー/編 帝国データバンク/
協力 日経BP

71 335.4 Q&AでわかるM&A実務のすべて G-FAS株式会社/編 中央経済社

72 335.4 「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方 福西信文/著 合同フォレスト

73 335.5 西武王国の興亡 大下英治/著 さくら舎

74 335.8 公益法人・非営利型一般法人・NPO法人 西川吉典/著 総合経営/編 中央経済社

75 336 ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術 後田良輔/著 明日香出版社

76 336
独立してコンサルタント、専門家で活躍するために絶対にやるべきこ
と

岡本文宏/著 WAVE出版

77 336 コンサルが読んでる本100+α 並木裕太/編著 青山正明/著 BOW&PARTNERS

78 336 業務委託契約の基本と書式 長谷川俊明/編著 前田智弥/著 中央経済社

79 336.1 社内起業家 岩田徹/著 生産性出版

80 336.1 DXMO KPMGコンサルティング株式会社/著 福島豊
亮/編著 朝日新聞出版

81 336.1 超DX仕事術 相馬正伸/著 サンマーク出版

82 336.1 DXがわかる本 日経XTECH/編 日経BP

83 336.2 AI分析でわかったトップ5%社員の時間術 越川慎司/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

84 336.2 超没入 カル・ニューポート/著 池田真紀子/訳 早川書房

85 336.2 Adapt適応戦略 ティム・ハーフォード/著 得重達朗/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

86 336.3 なぜ「弱い」チームがうまくいくのか 今中博之/著 晶文社

87 336.3 強い組織ほど正解を捨てる 西坂勇人/著 ダイヤモンド社

88 336.3 心理的安全性とアジャイル ドゥエナ・ブロムストロム/著 松本裕/訳 翔泳社

89 336.4 オウンドメディアリクルーティングの教科書
Indeed Japanオウンドメディアリクルー
ティングプロジェクト/著

クロスメディア・パブリッ
シング

90 336.4 経営戦略としての人的資本開示 HRテクノロジーコンソーシアム/編
日本能率協会マネジメント
センター

91 336.4 日本人の承認欲求  （新潮新書） 太田肇/著 新潮社

92 336.4 ジョブ型人事システムの作り方と事例 佐藤純/著
日本生産性本部生産性労働
情報センター

93 336.4 産休・育休制度の実務がまるっとぜんぶわかる本 島麻衣子/著 日本法令

94 336.4 マスク時代リモート時代の新コミュニケーション 竹内一郎/著 春陽堂書店

95 336.4 Z世代・さとり世代の上司になったら読む本 竹内義晴/著 翔泳社

96 336.4 研修開発入門「研修評価」の教科書 中原淳/著 関根雅泰/著 ダイヤモンド社

97 336.4 イーロン・マスクの面接試験 ウィリアム・パウンドストーン/著 森夏樹/
訳 青土社

98 336.4 プレゼンの大学 藤倉礼亜/著
クロスメディア・パブリッ
シング

99 336.5 御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか 田村昇平/著 技術評論社

100 336.5 自動化経営の教科書 兎澤直樹/著 日経BP

101 336.5 法律のプロが教える社内ペーパーレスの進め方 戸田総合法律事務所/著 ジャムハウス

102 336.5 Microsoft Power Automate入門 松本典子/著 小尾智之/監修 翔泳社

103 336.5 Microsoft Teamsプロ技BESTセレクション リンクアップ/著 技術評論社

104 336.8 会計の基本と儲け方はラーメン屋が教えてくれる 石動龍/著 日本実業出版社

105 336.8 世界一楽しい決算書の読み方 実践編
大手町のランダムウォーカー/著 わかる/イ
ラスト KADOKAWA

106 336.9 経理マインドの強化書 伯母敏子/著 中央経済社

107 336.9 税務・労務ハンドブック 令和4年版 馬詰政美/著 菊地弘/著 清文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

108 336.9 電子化実践マニュアル 令和4年度改正版 SKJコンサルティング合同会社/編 袖山喜久
造/監修 税務研究会出版局

109 336.9 海外子会社管理の会計・税務・財務ケース50 佐和周/著 中央経済社

110 336.9 ビジネスリーダーが学んでいる会計&ファイナンス 日沖健/著 中央経済社

111 338 60分でわかる!暗号資産超入門 開米瑞浩/著 技術評論社

112 338 仮想通貨とWeb3.0革命 千野剛司/著 日経BP日本経済新聞出版

113 338 Q&Aでわかる業種別法務 キャッシュレス決済 日本組織内弁護士協会/監修 上野陽子/編集
代表 中央経済社

114 338 お金の未来  （講談社現代新書） 山本康正/著 ジェリー・チー/著 講談社

115 338.1 ゼロからスタート!岩田美貴のFP3級1冊目の教科書 2022-'23年版
岩田美貴/著 LEC東京リーガルマインド/監
修 KADOKAWA

116 338.1 ゼロからスタート!岩田美貴のFP2級1冊目の教科書 2022-'23年版
岩田美貴/著 LEC東京リーガルマインド/監
修 KADOKAWA

117 338.1 安心・安全・確実な投資の教科書 佐藤治彦/著 扶桑社

118 338.4 最後の防衛線 中曽宏/著 日経BP日本経済新聞出版

119 338.8 世界一かんたんなNISAとiDeCoの得する教科書 藤川太/著 宝島社

120 342.1 財務省、偽りの代償  （扶桑社新書） 高橋洋一/著 扶桑社

121 345 最新税金の基本と実務 武田守/監修 三修社

122 345 図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金 22-'23年版 吉澤大/監修 成美堂出版

123 345.1 図説日本の税制 令和2-3年度版 藤井大輔/編著 木原大策/編著 財経詳報社

124 345.3 ケースでわかる中小企業が使える優遇税制の選択 アクタス税理士法人/編 中央経済社

125 345.5 土地の減価補正 風岡範哉/著 ぎょうせい

126 345.5 絶対に知らないとヤバイ!生前贈与の手続きの進め方 柴崎貴子/著 房野和由/著 彩図社

127 361.4 デマの影響力 シナン・アラル/著 夏目大/訳 ダイヤモンド社

128 361.4 部下後輩年下との話し方 五百田達成/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

129 361.4 究極会話の全技術 齋藤孝/著 KADOKAWA

130 361.4 「世間教」と日本人の深層意識 佐藤直樹/著 さくら舎

131 361.4 コピーライター式ホメ出しの技術 澤田智洋/著 宣伝会議

132 361.4 おもろい話し方 芝山大補/著 ダイヤモンド社

133 361.4 なぜか「好かれる人」と「嫌われる人」の習慣 野呂エイシロウ/著 総合法令出版

134 361.4
ゼロからわかるオンライン&リアルのトラブルを回避 人間関係の心理
学

ポーポー・ポロダクション/著 日本文芸社

135 361.4 世界の科学研究から導き出したコミュニケーションの大誤解 堀田秀吾/著 大和書房

136 361.4 感じのいい人は、この「ひと言」で好かれる 森優子/著 三笠書房

137 361.4 つながり過ぎないでいい 尹雄大/著 亜紀書房

138 361.4 人との距離を、整える  主婦と生活社

139 361.8 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン/著 旬報社

140 364.3 社会保険・労働保険の事務百科 令和4年5月改訂 社会・労働保険実務研究会/編 清文社

141 364.3 社会保険のてびき 令和4年度版  社会保険研究所

142 365 お気軽移住のライフハック100 宇都宮ミゲル/著 集英社インターナショナル

143 365 遺品整理士が教える遺す技術と片付けの極意 木村榮治/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

144 365 18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 消費者教育支援センター/監修 さかなこう
じ/マンガ 旬報社

145 365.3 “負動産”にしないための実家の終活 小島一茂/著 同文舘出版

146 365.3 実家じまい終わらせました! 松本明子/著 祥伝社

147 366.1 実務家のための労働判例読本 2022年版 芦原一郎/著
産労総合研究所出版部経営
書院

148 366.2 今すぐ転職を考えていない人のためのキャリア戦略 田中研之輔/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

149 366.3 ここが変わった!改正育児休業早わかり 岡田良則/著 桑原彰子/著 自由国民社

150 366.3 今すぐ使える!男性育休の対応と実務 島麻衣子/著 第一法規

151 367.1 教養としてのジェンダーと平和 2 風間孝/編著 今野泰三/編著 法律文化社

152 367.1 薔薇はいいから議席をくれよ キムジナ/著 大島史子/訳 アジュマ

153 367.1 あなたのセックスが楽しくないのは資本主義のせいかもしれない クリステン・R.ゴドシー/著 高橋璃子/訳 河出書房新社

154 367.2 良妻賢母という規範 小山静子/著 勁草書房

155 367.2 むずかしい女性が変えてきた ヘレン・ルイス/著 田中恵理香/訳 みすず書房

156 367.3 モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法 福山れい/著
日本能率協会マネジメント
センター

157 367.5 新しい声を聞くぼくたち 河野真太郎/著 講談社

158 367.6 「少女」の社会史 今田絵里香/著 勁草書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

159 367.7 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野千鶴子/著 中央公論新社

160 367.7 定年1年目の教科書 高橋伸典/著
日本能率協会マネジメント
センター

161 367.9 不倫と正義  （新潮新書） 中野信子/著 三浦瑠麗/著 新潮社

162 368.2 貧困理論入門 志賀信夫/著 堀之内出版

163 368.3 地域でできる自殺予防 高橋聡美/著 日本医学出版

164 368.4 性的人身取引 シドハース・カーラ/著 山岡万里子/訳 明石書店

165 368.4 性売買のブラックホール シンパクジニョン/著 金富子/監訳 ころから

166 368.6 ポルノ被害の声を聞く ぱっぷす/編 岩波書店

167 368.8 依存症と回復、そして資本主義  （光文社新書） 中村英代/著 光文社

168 369.1 イラストでわかる対人援助職のためのコミュニケーションと面接技術 須藤昌寛/著 中央法規出版

169 369.2 精神・発達障害がある人の経済的支援ガイドブック 青木聖久/編著 中央法規出版

170 369.2 闘病した医師からの提言iPadがあなたの生活をより良くする 安保雅博/総指揮 高尾洋之/編集 日経BP

171 369.2 医者が教える非まじめ介護のすすめ 大塚宣夫/著 PHPエディターズ・グループ

172 369.2 民生委員のための高齢者支援ハンドブック 小林雅彦/著 中央法規出版

173 369.2 超楽しい!シニアの健康どうぶつ体操50 斎藤道雄/著 黎明書房

174 369.2 誰も断らない 篠原匡/著 朝日新聞出版

175 369.2 65歳からデイサービス従業員はじめました 夏樹久視/著 リベラル社

176 369.2 障害福祉従事者のための相談支援実務Q&A 日本相談支援専門員協会/監修 中央法規出版

177 369.2 障害者たちの太平洋戦争 林雅行/著 風媒社

178 369.2 世界を手で見る、耳で見る 堀越喜晴/著 毎日新聞出版

179 369.3 糸魚川市大規模火災と復興へのあゆみ 関澤愛/著 三舩康道/著 近代消防社

180 369.4 放課後等デイサービスの豊かなあそびと発達支援 亀井智泉/編集 中央法規出版

181 369.4 施設心理士から伝えたいこと 高田治/著 世織書房

182 370.4 21世紀の教育 ダニエル・ゴールマン/著 ピーター・セン
ゲ/著 ダイヤモンド社

183 370.4 感情的ウェルビーイング トレーシー・バーンズ/編著 フランチェス
カ・ゴットシャルク/編著 明石書店

184 373.4 もらえる!借りる!奨学金の完全活用ガイド 2022 久米忠史/著 福井剛司/著 合同出版

185 373.7 「使い捨てられる教師たち」の知られざる実態 佐藤明彦/著 時事通信出版局

186 376.1 子どもと自然 大豆生田啓友/編・著 出原大/著 学研教育みらい

187 376.1 OECDスターティングストロング白書 経済協力開発機構/編著 一見真理子/訳 明石書店

188 376.4 まちの風景をつくる学校 森山円香/著 晶文社

189 376.8 人間科学部 大岳美帆/著 ぺりかん社

190 376.8 東大大全 東大カルペ・ディエム/著 西岡壱誠/監修 幻冬舎

191 376.8 高認があるじゃん! 2022〜2023年版  学びリンク

192 377.2 日本の知、どこへ 共同通信社「日本の知、どこへ」取材班/著 日本評論社

193 377.2 大学ランキング 2023年版  朝日新聞出版

194 377.6 コロナ禍を生きる大学生 北野真帆/編 内藤直樹/編 昭和堂

195 377.9 業界と職種がわかる本  '24年版 岸健二/編 成美堂出版

196 377.9 留学生のためのシューカツブック 莊嚴/著 山本幹子/著 秀明大学出版会

197 377.9 こう動く!就職活動オールガイド  '24年版 高嶌悠人/監修 成美堂出版

198 377.9 定年後にもう一度大学生になる 瀧本哲哉/著 ダイヤモンド社

199 378 気になる子の秘められた魅力 近藤直子/著 クリエイツかもがわ

200 378.2 聞こえなくても大丈夫!
阿部敬信/編著 バイリンガル・バイカル
チュラルろう教育センター/監修 ココ出版

201 378.8 DCD・不器用な子も楽しめるスポーツがある社会のために 北洋輔/編 澤江幸則/編 金子書房

202 378.8 日本全国続々と学童保育に作業療法士がやって来た 小林隆司/著 山西葉子/著 高文研

203 379 聞き書き自分史 三浦清一郎/共著 渡辺いづみ/共著 日本地域社会研究所

204 379.7 図解でわかる試験勉強のすごいコツ 平木太生/著 日本実業出版社

205 379.9 子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本 井上智介/著 主婦の友社

206 379.9 子育てのほんとうの原理原則 奥田健次/著 TAC株式会社出版事業部

207 379.9 0〜18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育
ティム・セルダン/著 ローナ・マクグラス/
著 創元社

208 379.9 デジタルおしゃぶりを外せない子どもたち ウッラ・デュアルーヴ/著 ナシエ/イラスト 子ども時代

209 379.9 ことばをひきだす親子あそび 寺田奈々/著 beth/絵 小学館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

210 379.9 子どもの気持ちがわかる本 イザベル・フィリオザ/著 アヌーク・デュ
ボワ/イラスト かんき出版

211 379.9 感情コントロールがうまくいく101の方法 ルイーズ・ベイティ/著 伊藤理子/訳 創元社

212 380.1 柳田國男先生随行記 今野圓輔/著 河出書房新社

213 383.7 身体の文化人類学 吉岡郁夫/著 雄山閣

214 383.8 世界の地元メシ図鑑  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

215 383.8 世界の中華料理図鑑  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

216 383.8 イギリスが変えた世界の食卓 トロイ・ビッカム/著 大間知知子/訳 原書房

217 383.8 西アジア・シリアの食文化論 平田昌弘/著 農山漁村文化協会

218 383.8 古今東西スイーツ物語 吉田菊次郎/著 松柏社

219 384.3 地魚の文化誌 太田雅士/著 創元社

220 385.9 日本水引 長浦ちえ/著 誠文堂新光社

221 388.1 日本異類図典 朝里樹/監修 G.B.

222 388.1 日本怪異妖怪事典 近畿 朝里樹/監修 御田鍬/著 笠間書院

223 388.1 日本怪異妖怪事典 東北 朝里樹/監修 寺西政洋/著 笠間書院

224 388.5 コスタリカ伝説集 エリアス・セレドン/編 山中和樹/訳 国書刊行会

225 389 これからの時代を生き抜くための文化人類学入門 奥野克巳/著 辰巳出版

226 391.2 指揮官たちの第二次大戦 大木毅/著 新潮社

227 391.6 プーチンと習近平 独裁者のサイバー戦争  （文春新書） 山田敏弘/著 文藝春秋

228 392.1 戦後日本の安全保障  （中公新書） 千々和泰明/著 中央公論新社

229 395.3 日米地位協定の現場を行く  （岩波新書 新赤版） 山本章子/著 宮城裕也/著 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 402.1 蘭学の九州 大島明秀/著 弦書房

2 404 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー・J.グバー/著 水谷淳/訳 ダイヤモンド社

3 407 桝太一が聞く科学の伝え方 桝太一/著 東京化学同人

4 410 数の謎はどこまで解けたか オリヴァー・リントン/著 駒田曜/訳 創元社

5 410.2 数学者図鑑 本丸諒/著 かんき出版

6 417 統計処理に使うExcel 2021活用法 相澤裕介/著 カットシステム

7 417 Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 馬場真哉/著 翔泳社

8 417 すごい統計学 本丸諒/著 飛鳥新社

9 429.6 神の方程式 ミチオ・カク/著 斉藤隆央/訳 NHK出版

10 430 亜澄錬太郎の事件簿 8 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

11 430.7 化学技術者・研究者になるには 堀川晃菜/著 ぺりかん社

12 431.1 周期表 ニュートン編集部/編著 ニュートンプレス

13 440 オウムアムアは地球人を見たか? アヴィ・ローブ/著 松井信彦/訳 早川書房

14 440 宇宙がスゴい! 渡部潤一/監修 エクシア出版

15 448.4 緯度を測った男たち ニコラス・クレーン/著 上京恵/訳 原書房

16 450 文系のためのめっちゃやさしい地球46億年 田近英一/監修 ニュートンプレス

17 451.4 図説日本の風 真木太一/編 朝倉書店

18 451.8 世界の気候と天気のしくみ 今井明子/著 産業編集センター

19 452 海大図鑑 倉本圭/監修 藤倉克則/監修 ニュートンプレス

20 452 深海学 ヘレン・スケールズ/著 林裕美子/訳 築地書館

21 453 地震と火山と防災のはなし 楠城一嘉/編著 成山堂書店

22 453.8 阿蘇踏査の歩み 渡辺一徳/著 佐藤倫之/聞き手 不知火書房

23 453.9 知られざる温泉の秘密 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

24 457 こうして絶滅種復活は現実になる エリザベス・D.ジョーンズ/著 野口正雄/訳 原書房

25 457.8 新・恐竜骨格図集 G.Masukawa/著 小林快次/監修 イースト・プレス

26 457.8 こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋健/著 ロバート・ジェンキンズ/監修 技術評論社

27 460.4 みんなで考えるAIとバイオテクノロジーの未来社会 冨田勝/著 かんき出版

28 461.1 ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 更科功/著 新潮社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 467.2 遺伝子とは何か?  （ブルーバックス） 中屋敷均/著 講談社

30 467.5 進化論の進化史 ジョン・グリビン/著 メアリー・グリビン/
著 早川書房

31 469 進化と人間行動 長谷川寿一/著 長谷川眞理子/著 東京大学出版会

32 469 ヒトは<家畜化>して進化した ブライアン・ヘア/著 ヴァネッサ・ウッズ/
著 白揚社

33 471 教養のための植物学 久保山京子/著 福田健二/監修 朝倉書店

34 471.7 田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック 浅井元朗/著 西廣淳/著 文一総合出版

35 472 世にも珍奇な植物図鑑 エド・アイキン/著 キュー王立植物園/監修 河出書房新社

36 473.3 変形菌 川上新一/解説 新井文彦/写真 山と溪谷社

37 474.8 あした出会えるきのこ100 新井文彦/著 保坂健太郎/監修 山と溪谷社

38 479.8 自生地の多肉植物 小林浩/編著 誠文堂新光社

39 480.9 私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身にまとうのか メラニー・ジョイ/著 玉木麻子/訳 青土社

40 481.1 生きもの毛事典 保谷彰彦/文 川崎悟司/イラスト 文一総合出版

41 486.1 ダマして生きのびる虫の擬態 海野和男/写真と文 草思社

42 486.1 虫のオスとメス、見分けられますか? 森上信夫/著 ベレ出版

43 486.8 かんたん識別!身近なチョウ 森地重博/著 清水聡司/著 文一総合出版

44 487.5 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか? 佐藤圭一/著 冨田武照/著 産業編集センター

45 487.9 野外観察のための日本産爬虫類図鑑 関慎太郎/著 疋田努/監修 緑書房

46 488.0 鳥と根付 春秋の物語 高円宮妃久子/写真・文 ハースト婦人画報社

47 488.6 ペンギン大全
パブロ・ガルシア・ボルボログ/編 P.
ディー・ボースマ/編 青土社

48 489.5 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎雅子/著 実業之日本社

49 489.6 川に生きるイルカたち 神谷敏郎/著 東京大学出版会

50 490.1 逝きかた上手 石蔵文信/著 幻冬舎

51 490.1 穏やかな死に医療はいらない 萬田緑平/著 河出書房新社

52 490.4 医療革命  
日経ナショナルジオグラ
フィック

53 491.3 脳の地図を書き換える デイヴィッド・イーグルマン/著 梶山あゆ
み/訳 早川書房

54 491.3 呼吸器のしくみ 弦間昭彦/監修 マイナビ出版

55 491.3 人体のふしぎ見るだけノート 坂井建雄/監修 宝島社

56 491.3 なぜ私は私であるのか アニル・セス/著 岸本寛史/訳 青土社

57 491.3 BREATH ジェームズ・ネスター/著 近藤隆文/訳 早川書房

58 491.3 脳と生きる  （河出新書） 藤井直敬/著 太田良けいこ/著 河出書房新社

59 491.5 処方がわかる医療薬理学 2022-2023 中原保裕/著 学研メディカル秀潤社

60 492.2 心肺蘇生教本 日本ライフセービング協会/編 大修館書店

61 492.7 民間療法は本当に「効く」のか 大野智/著 化学同人

62 492.7 歩くだけで効く!おさんぽ整体 小林篤史/著 三笠書房

63 493.1 「家トレ」のきほん 石田竜生/著 翔泳社

64 493.1 血糖値を下げる簡単メニュー 井上修二/医学監修 宗像伸子/食事指導 成美堂出版

65 493.1 糖尿病は炭水化物コントロールでよくなる! 團茂樹/著 合同フォレスト

66 493.1 大人になる前に知る老いと死 前沢政次/著 ぺりかん社

67 493.6 こむら返り自力で克服!名医が教える最新1分体操大全 出沢明/著 文響社

68 493.7 ギャンブル依存と生きる 稲村厚/著 彩流社

69 493.7 メランコリーの文化史 谷川多佳子/著 講談社

70 493.7 森田療法で治す「不安症・強迫症」 中村敬/監修 大和出版

71 493.7 うつ病治療大全 野村総一郎/監修 講談社

72 493.7 患者の語りを聴くという問い 堀川英起/著 生活書院

73 493.7 誤解だらけの「ギャンブル依存症」 ワンデーポート/編 中村努/著 彩流社

74 493.8 変異ウイルスとの闘い  （中公新書） 黒木登志夫/著 中央公論新社

75 493.9 子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア 高山かおる/編集 学研メディカル秀潤社

76 493.9 子どものデジタル脳完全回復プログラム ヴィクトリア・L.ダンクリー/著 川島隆太/
監修 飛鳥新社

77 493.9 アトピーっ子の安心ごはん 渡辺雅美/著 佐藤美津子/監修 家の光協会

78 494.7 痛みの元凶を自分で治すひざ痛ほぐし1分ストレッチ 酒井慎太郎/著 徳間書店

79 494.8 ウルトラ図解乾癬 朝比奈昭彦/監修 法研
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 494.8 新しい皮膚の教科書 豊田雅彦/著 池田書店

81 494.8 知っておきたい爪の知識と病気 東禹彦/著 金原出版

82 495 365日機嫌のいいカラダでいたい。 及川夕子/著 高橋幸子/監修
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

83 495 女性の不調がラクになるナチュラルケア 自然療法学校マザーズオフィス/著 村田善
子/絵 秀和システム

84 495 大丈夫だよ 高尾美穂/著 講談社

85 495.1 月経の人類学 杉田映理/編 新本万里子/編 世界思想社

86 495.1 大人の女性の心と体をととのえる更年期改善レシピ 対馬ルリ子/監修 前田量子/料理制作 扶桑社

87 495.1 更年期、私のトリセツ 対馬ルリ子/監修 つちや書店

88 495.4 妊活パーフェクトガイド 坂口健一郎/著
クロスメディア・パブリッ
シング

89 496.3 自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識 平松類/著 ライフサイエンス出版

90 496.3 緑内障眼科医の私が患者ならこう対処!名医が教える最新1分習慣大全  文響社

91 498.1 デジタルヘルス事業参入の法務 落合孝文/著 松倉香純/著 中央経済社

92 498.3 たった12週間で天才脳を養う方法 サンジェイ・グプタ/著 伊藤理恵/訳 文響社

93 498.3 アスリートの心の強さを手に入れるメンタルタフネス実践法 小松昭吾/編著 加藤千恵子/編著 日本法令

94 498.3 自分でできる!熟睡脳のコツ 酒谷薫/著 ビジネス社

95 498.3 寝ながら1分!からだの痛みを自分で治す本 白井天道/著 SBクリエイティブ

96 498.3 ボケないための笑いヨガ 高田佳子/著 春陽堂書店

97 498.3 カラダ取説 武田淳也/著 徳間書店

98 498.3 血糖値がどんどん下がる1分早歩き 玉谷実智夫/著 自由国民社

99 498.3 なぜ、人は病気になるのか? 寺田武史/著
クロスメディア・パブリッ
シング

100 498.3 ヨガを楽しむ教科書 綿本彰/著 ナツメ社

101 498.5 ビジネスエリートがやっている最高の食習慣 有馬佳代/著 自由国民社

102 498.5 中年女子のゆる薬膳。 池田陽子/著 上田惣子/まんが 文化学園文化出版局

103 498.5 続食べ 岸村康代/著 かんき出版

104 498.5 本当に役立つ栄養学  （ブルーバックス） 佐藤成美/著 講談社

105 498.5 糖質制限で健康を保つつくりおきと簡単おかず 田中明/監修 食のスタジオ/編 成美堂出版

106 498.5 医者に「やせなさい」と言われたら。  オレンジページ

107 498.6 コロナ禍とトリアージを問う 土井健司/編著 田坂さつき/編著 青弓社

108 498.6 なぜ新型ウイルスが、次々と世界を襲うのか? マリー=モニク・ロバン/著 杉村昌昭/訳 作品社

109 498.8 うつの人のリワークガイド 五十嵐良雄/著 法研

110 499.0 Moonshot アルバート・ブーラ/著 柴田さとみ/訳 光文社

111 499.8 健康保険が使える漢方薬の事典 今津嘉宏/著 つちや書店

112 499.8 和ハーブのある暮らし 平川美鶴/著 エクスナレッジ

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 間違いだらけのエネルギー問題 山本隆三/著 ウェッジ

2 509.5 工場長の教科書 古谷賢一/著 日経BP

3 509.6 機械保全のための部品交換・調整作業 小笠原邦夫/著 日刊工業新聞社

4 509.6 ISO9001やるべきこと、気をつけること 小林和貴/監修・著 あさ出版

5 509.6 ストップ品質不正 安岡孝司/著 日経BP

6 509.6 課題達成型QCストーリーの基本と活用 山田佳明/編著 須加尾政一/著 日科技連出版社

7 510.9 最新建設業法と建設業許可申請のしくみと手続き 服部真和/監修 三修社

8 512.7 いちばんやさしい衛星データビジネスの教本 神武直彦/著 恩田靖/著 インプレス

9 517.2 中国の水の物語 蜂屋邦夫/著 法藏館

10 518.8 シティ・カスタマイズ自分仕様に「まち」を変えよう 饗庭伸/編著 荒木源希/編著 晶文社

11 518.8 RIAが建築で街をつくりはじめて 近藤正一/著 初田香成/著 建築メディア研究所

12 518.8 エレクトリック・シティ トーマス・ヘイガー/著 伊藤真/訳 白水社

13 519 プラスチック「革命」 2  日経BP

14 519.1 環境法入門 梶川千賀子/著 農林統計出版

15 519.7 危険!建設残土 畑明郎/著 自治体研究社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

16 519.8 自然保護と平和構築  （知の新書） 田中俊徳/著 文化科学高等研究院出版局

17 520.4 建築/かたちことば 市原出/著 岩城和哉/著 鹿島出版会

18 520.6 決戦!株主総会 秋場大輔/著 文藝春秋

19 520.9 写真でスラスラわかる建築基準法 関田保行/著 エクスナレッジ

20 521.8 戦国の城と石垣 中井均/著 高志書院

21 521.8 生きつづける民家 中村琢巳/著 吉川弘文館

22 523 様式とかたちから建築を考える 五十嵐太郎/著 菅野裕子/著 平凡社

23 524 世界で一番くわしい建築構造 江尻憲泰/著 エクスナレッジ

24 527 日本でもできる!「英国の住まい」に暮らす。 主婦の友社/編 主婦の友社

25 527.1 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内せな/著 madree/著 エクスナレッジ

26 532 めっちゃ使える!設計目線で見る「部品加工の基礎知識」 藤崎淳子/著 今井誠/著 日刊工業新聞社

27 537.9 よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木タカオ/著 秀和システム

28 537.9 ミニ1959-2000 当摩節夫/著 三樹書房

29 538.9 宇宙プロジェクト開発史アーカイブ 鈴木喜生/著 EDITORS

30 540.6 インベンション ジェームズ・ダイソン/著 川上純子/訳 日経BP日本経済新聞出版

31 547.4 図解でやさしくわかるネットワークのしくみ超入門 網野衛二/著 技術評論社

32 547.4 この一冊で全部わかるサーバーの基本 きはしまさひろ/著 SBクリエイティブ

33 548 コンピュータの新技術 勝田有一朗/著 工学社

34 548.3 ロボット工学者が考える「嫌なロボット」の作り方 松井哲也/著 青土社

35 549 電子工作の基本を楽しむ本 神田民太郎/著 工学社

36 549.4 現代版真空管入門 矢花隆男/著 CQ出版

37 549.8 よくわかる最新パワー半導体の基本と仕組み 佐藤淳一/著 秀和システム

38 557.0 船の仕事海の仕事 伊藤玄二郎/編 全日本海員組合

39 560 元素のふるさと図鑑 西山孝/著 化学同人

40 575.4 LPガス事業団広報 No.221 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

41 576.5 地球市民宣言 ビジネスで世界を変える 更家悠介/著 日経BP

42 579.9 生命機械が未来を変える スーザン・ホックフィールド/著 久保尚子/
訳 インターシフト

43 585.7 紙もの 暮らしの図鑑編集部/編 高木芳紀/監修 翔泳社

44 588.5 ラム酒は楽しい! ミカエル・ギド/著 ヤニス・ヴァルツィコ
ス/絵

パイインターナショナル

45 588.5 キリンを作った男 永井隆/著 プレジデント社

46 588.5 古代ワインの謎を追う ケヴィン・ベゴス/著 矢沢聖子/訳 原書房

47 588.5 にいがた酒紀行 上巻  新潟日報社

48 590 自分を休ませる家事 満月/著 KADOKAWA

49 590 私らしい暮らしとお金の整え方 柳沢小実/著 主婦の友社

50 590.4 台湾の日々 青木由香/著 翔泳社

51 590.4 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂雅美/ほか著 家の光協会

52 590.4 青空そよかぜ深呼吸 引田かおり/著 大和書房

53 591 一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください! 井戸美枝/著 日経BP

54 591 定年までに知らないとヤバイお金の話 岡崎充輝/著 彩図社

55 591 この1冊で不安・疑問がほとんど消える女子のお金大全
Gift Your Lifeファイナンシャルプラン
ナー女子部/著 すばる舎

56 593.1 家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた クライ・ムキ/著 ブティック社

57 593.3 いちばんよくわかるパターンレーベルの子供服ソーイングLESSON BOOK 片貝夕起/著 日本ヴォーグ社

58 593.3 香田あおいの簡単に、きれいに仕上がる服 香田あおい/著 NHK出版

59 593.3 フレンチテイストな子ども服 月田ゆい/著 文化学園文化出版局

60 593.3 LaLaDress踊りだしたくなる女の子の服 鳥巣彩子/著 ブティック社

61 593.3 かわいい布ぞうり はんだえりこ/著 ブティック社

62 593.3 きみに着せたい服 banryoku/著 文化学園文化出版局

63 593.3 大人もときめく愛され服 山口智美/著 文化学園文化出版局

64 593.3 コットンフレンドソーイング vol.8  ブティック社

65 593.3 CHECK&STRIPE my favorite  主婦と生活社

66 593.3 ハンドメイドのかんたん子ども服 2022夏  ブティック社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

67 593.3 ミセスのスタイルブック 2022盛夏号  文化学園文化出版局

68 594 シンプルかわいい手づくりピアス&イヤリング いわせあさこ/著 学研プラス

69 594 藍を楽しむ和小物 グラフィック社編集部/編 グラフィック社

70 594 あそべる!まなべる!フェルトのおままごとと知育おもちゃ  アップルミンツ

71 594 とびきりかわいいスタイ  ブティック社

72 594.2 花のリボン刺しゅう 小倉ゆき子/著 日本ヴォーグ社

73 594.2 annasのおいしい刺繡CAFE&SWEETS 川畑杏奈/著 河出書房新社

74 594.2 季節と暮らしの動物刺繡 Chicchi/著 日本ヴォーグ社

75 594.2 蓬萊和歌子の刺繡 蓬萊和歌子/著 文化学園文化出版局

76 594.3 1DAYマクラメ 主婦の友社/編 主婦の友社

77 594.3 ビヨンドザリーフのちっちゃなバッグ ビヨンドザリーフ/著 日本ヴォーグ社

78 594.3 かんたんかわいいあみぐるみ Miya/著 ブティック社

79 594.3 アクリル毛糸で編む動物モチーフの魔法のタワシ  ブティック社

80 594.3 憧れのパイナップル模様とモチーフつなぎのレース  日本ヴォーグ社

81 594.3 いちばんよくわかるはじめてのマクラメ  日本ヴォーグ社

82 594.3 今編みたい旬のつけ衿  ブティック社

83 594.3 美しいネット模様と方眼模様のレース  日本ヴォーグ社

84 594.3 オーガニックコットンのやさしいベビーニット  ブティック社

85 594.3 お花のレースドイリー  アップルミンツ

86 594.3 かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑  アップルミンツ

87 594.7 古着のデニムでバッグ  ブティック社

88 594.9 ワイヤーレジンでつくるアクセサリーと小物 白崎紗織/著 マイナビ出版

89 595.5 顔印象変わる美鼻矯正 村木宏衣/著 講談社

90 596 『すごい腸活』スープ&ディッシュ Atsushi/著 講談社

91 596 ヴィーガンフード、はじめの一歩! iina/著 グラフィック社

92 596 くり返し作りたい一生ものレシピ 石原洋子/著 学研プラス

93 596 圧力鍋で作る印度カリー子のスパイスカレー教室 印度カリー子/著 誠文堂新光社

94 596 68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭英子/著 家の光協会

95 596 「また作って!」と言われるおかわりおかず 上島亜紀/著 池田書店

96 596 男子ごはんの本 その14 国分太一/著 栗原心平/著 エム・シィオー

97 596 毎日おいしいびん詰め サルボ恭子/著 文化学園文化出版局

98 596 料理がもっと上手になる!加熱調理の科学 渋川祥子/著 おのみさ/絵 講談社

99 596 大家族ごはん Mako/著 成美堂出版

100 596 冷凍食品アレンジ神レシピ大全123品+∞ タケムラダイ/著 宝島社

101 596 志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻/著 マガジンハウス

102 596 やせウマずぼら飯極 だれウマ/著 扶桑社

103 596 駅ビルご当地グルメ大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

104 596 究極ずぼらおかず にじまま/著 KADOKAWA

105 596 ホットサンドメーカーで作れる最高においしいレシピ 野川彩/著 扶桑社

106 596 日本のいいものおいしいもの KAILENE FALLS/著 朝日新聞出版

107 596 包んでかんたん糖質オフのレンチンレシピ 前川智/著 若宮寿子/レシピ考案 マイナビ出版

108 596 スパイスカレーの教科書 水野仁輔/監修 東京カリ〜番長/著 ナツメ社

109 596
motoさんの家族のおかわりがとまらない!がっつりおかずとがっつり
丼

moto/著 主婦と生活社

110 596 ぜーんぶ電鍋! 山田英季/著 主婦の友社

111 596 至高のレンジ飯 リュウジ/著 KADOKAWA

112 596 おいしいルール 若山曜子/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

113 596.0 おあげさん 平松洋子/著
パルコエンタテインメント
事業部

114 596.2 ビストロ・バルの技アリスピード料理 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

115 596.2 エスニック料理。屋台飯もスパイスカレーも アベクミコ/著 成美堂出版

116 596.2 ベンガル料理が食べたい 石濱匡雄/著 ユザーン/監修 伊藤総研+NUMABOOKS

117 596.2 地球のかじり方 世界のレシピBOOK  （地球の歩き方BOOKS）
『地球の歩き方』編集室/監修 佐藤わか子/
料理制作 学研プラス
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No, 分類 書名 著者名 出版社

118 596.2 オカズデザインの沖縄食堂ごはん  オレンジページ

119 596.3 低温調理の教科書 今城敏/著 服部栄養専門学校/監修
カナリアコミュニケーショ
ンズ

120 596.3 四季の刺身料理 大田忠道/著 旭屋出版

121 596.3 おにぎりと味噌汁だけ 表洋子/著 柴田重信/監修 ワニブックス

122 596.3 摘んで野草料理 金田初代/著 創森社

123 596.3 プロのベジミートレシピ 柴田書店/編 柴田書店

124 596.3 JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部/監修 KADOKAWA

125 596.4 西荻窪日常軒のお弁当 嶋崎恵里奈/著 大和書房

126 596.4 ラク弁当の本 長谷川りえ/著 EDITORS

127 596.6 いちじくのお菓子づくり 今井ようこ/著 藤沢かえで/著 誠文堂新光社

128 596.6 魔法のやせスイーツ 鈴木沙織/著 主婦の友社

129 596.6 らくらくお米パン 野崎ゆみこ/著 光文社

130 596.6 ホットケーキミックスだからおいしいお菓子 ホッとケーキさん。/著 KADOKAWA

131 596.6 日本ご当地パン大全  辰巳出版

132 596.7 おうちで楽しむティー&フードペアリングLESSON 安達由香里/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

133 596.9 台所図鑑 大木奈ハル子/著 三田みどり/著 大和書房

134 596.9 85歳現役、暮らしの中心は台所 高森寛子/著 小学館

135 597.5 だから、50歳から片づける 阿部静子/著 CCCメディアハウス

136 599 生き抜く力をはぐくむ愛着の子育て
ダニエル・J.シーゲル/著 ティナ・ペイ
ン・ブライソン/著 大和書房

137 599 子育てがつらいと思うあなたへ 寺崎しのぶ/著 Clover出版

138 599.3 赤ちゃんがぜ〜んぶ食べる!ベスト離乳食288 上田玲子/監修 主婦の友社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 700人の村がひとつのホテルに 嶋田俊平/著 文藝春秋

2 606.9 万博100の物語 久島伸昭/著 ヨシモトブックス

3 611.7 食と農の進化 アクセンチュア/監修 日本経済新聞出版/編 日経BP日本経済新聞出版

4 613.5 土を育てる ゲイブ・ブラウン/著 服部雄一郎/訳 NHK出版

5 614.6 農家が教える農家の土木 農文協/編 農山漁村文化協会

6 615.7 オーガニック ロビン・オサリバン/著 浜本隆三/訳 築地書館

7 619.3 小麦粉とパンの1万年史 ジョン・ストーク/著 ウォルター・D.
ティーグ/著 旭屋出版

8 619.3 小麦粉の魅力 製粉振興会/編 製粉振興会

9 625.3 柚子をさぐる 沢村正義/著 フレグランスジャーナル社

10 627 植物のきもち 金子三保子/著 日東書院本社

11 627.5 おもとを楽しむ 水野豊隆/著 栃の葉書房

12 627.7 はじめての鉢バラ育て方の基本がわかる本 後藤みどり/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

13 627.7 シャボテン新図鑑 Shabomaniac!/著 日本文芸社

14 629.3 水辺のプレイフルインフラ 建設技術研究所国土文化研究所/編 子ども
の水辺研究会/著 技報堂出版

15 645.6 ねこかもいぬかも 浅生鴨/著 ネコノス

16 645.8 うさぎのほんね 森山標子/絵 中山ますみ/監修 東京書店

17 646.8 とりのほんね 磯崎哲也/監修 てんキュー/絵 東京書店

18 653.7 カバノキの文化誌 アンナ・ルウィントン/著 野村真依子/訳 原書房

19 659 これから始める人のためのエアライフル猟の教科書 東雲輝之/著 佐藤一博/著 秀和システム

20 673.3 NEW SALES 麻野耕司/著 ダイヤモンド社

21 673.3 売上の地図 池田紀行/著 日経BP

22 673.3 「ゆる副業」のはじめかたメルカリ 川崎さちえ/著 翔泳社

23 673.3 普通なのにまた行きたくなる「すごい接客」 筒木幸枝/著 日本実業出版社

24 673.9 飲食店人気のテイクアウト 旭屋出版「近代食堂」編集部/編著 旭屋出版

25 673.9 お客が殺到する飲食店の始め方と運営  '22〜'23年版 入江直之/著 成美堂出版

26 673.9 成功するキッチンカー移動販売開業法 烏川清治/著 旭屋出版

27 674.3 パパッとデザインレシピ Power Design Inc./著 ソシム

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

28 674.5 ハイブリッドイベントの教科書 光畑真樹/著
クロスメディア・パブリッ
シング

29 675 サブスクビジネスをめぐる法律実務 石原一樹/編著 新日本法規出版

30 675 ブランディングが9割 ケーススタディ篇 乙幡満男/著 青春出版社

31 675 世界一やさしいTikTokマーケティングの教科書1年生 小里雄平/著 ソーテック社

32 675 コトラーのマーケティング5.0 フィリップ・コトラー/著 ヘルマワン・カ
ルタジャヤ/著 朝日新聞出版

33 675 “未”顧客理解 芹澤連/著 日経BP

34 675.1 魅きつける!スイーツ・パッケージ・デザイン・コレクション インパクト・コミュニケーションズ/編 グラフィック社

35 675.1 無印良品の社員だけが知っている無印良品の「隠れ定番」 「心地よい暮らし」プロジェクト/編 KADOKAWA

36 675.4 シン・物流革命 鈴木邦成/著 中村康久/著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

37 678.4 よくわかる貿易実務入門 片山立志/著
日本能率協会マネジメント
センター

38 681.5 のりもの勝席ガイド 2022-2023  イカロス出版

39 685.9 小山雅敬の運送業経営相談室 Part2 小山雅敬/著 日本法令

40 686.2 ローカル鉄道がゆく K&Bパブリッシャーズ編集部/編 K&Bパブリッシャーズ

41 686.2 国鉄型普通電車が走る日本の鉄道風景 牧野和人/著 フォト・パブリッシング

42 686.2 空鉄 吉永陽一/著 天夢人

43 686.2 国鉄優等列車列伝 第4巻  フォト・パブリッシング

44 686.3 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫渉/著 KADOKAWA

45 687.9 全国空港ウォッチングガイド 2022改訂版  イカロス出版

46 689.2 日本の観光 3 谷沢明/著 八坂書房

47 689.4 交流まちづくり 国土総合研究機構観光まちづくり研究会/編
上田裕之/著 学芸出版社

48 689.5 子どもと楽しむ!東京ディズニーリゾート 2022-2023 ディズニーファン編集部/編 講談社

49 689.5 東京ディズニーランド完全ガイド 2022-2023 講談社/編 講談社

50 689.5 るるぶハウステンボス 2022  JTBパブリッシング

51 693.8 さくら日本切手カタログ 2023年版  日本郵趣協会

52 699.6 何が記者を殺すのか  （集英社新書） 斉加尚代/著 集英社

53 699.6 一芸を究めない 藤井青銅/著 春陽堂書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 702.0 悪魔絵の物語 アリックス・パレ/著 冨田章/監修 グラフィック社

2 702.1 ヴェネチア・ビエンナーレと日本 国際交流基金/企画 平凡社

3 702.1 オイル・オン・タウンスケープ 中島晴矢/著 論創社

4 706.9 ミュージアムの教科書 暮沢剛巳/著 青弓社

5 706.9 私を美術館に連れてって 山下裕二/著 壇蜜/著 小学館

6 709 美術作品の修復保存入門 宮津大輔/著 青幻舎

7 718 仏像のみかた 大角修/監修 成美堂出版

8 718.3 やすらぎの仏像彫刻 正 岩松拾文/著 日貿出版社

9 721.3 「等伯と一門ルーツ探訪」調査会報告書 2020.4月-2022.3月 「等伯と一門ルーツ探訪」調査会事務局/編 北國総合研究所

10 721.3 等伯がみえてきた 宮島新一/著 北國新聞社

11 721.9 朝倉摂の見つめた世界 朝倉摂/作 神奈川県立近代美術館/編著 青幻舎

12 723.3 フェルメールとオランダ黄金時代 中野京子/著 文藝春秋

13 724.4 主題で差がつく透明水彩の風景画 醍醐芳晴/著 芸術新聞社

14 724.4 水彩画デッサンと彩色のツボ 高崎尚昭/著 日貿出版社

15 724.4 水彩画レッスンノート 田中己永/著 日貿出版社

16 725 60秒右脳ドローイングで絵が感動的にうまくなる! 松原美那子/著 西東社

17 725.5 あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画 村松薫/著 日本文芸社

18 726.1 キャラとモノの基本スケール図鑑 ユニバーサル・パブリシング/編著 芸術新聞社

19 726.5 配色のヒミツ 稲葉隆/著 玄光社

20 726.5 「棒人間」からはじめるキャラの描き方<超入門> isuZu/著 技術評論社

21 726.5 Essential 今日マチ子/著 rn press

22 726.5 EDNE junaida/画 Konnie Aoki/英訳 白泉社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

23 726.5 本物そっくり!リアル絵の描き方 Yas/著 翔泳社

24 726.6 永遠のデザインとことば ディック・ブルーナ/著 KADOKAWA

25 726.6 やまなし 宮沢賢治/文 アーサー・ビナード/英訳 今人舎

26 727 マークの本 佐藤卓/著 紀伊國屋書店

27 727 「文様」のしきたり  （青春新書INTELLIGENCE） 藤依里子/著 青春出版社

28 727.8 究極のロゴデザイン デザインノート編集部/編 誠文堂新光社

29 731 版画でオリジナル・グッズを作ろう  阿部出版

30 740.4 写真はわからない  （光文社新書） 小林紀晴/著 光文社

31 740.4 あの人が自分らしい写真を撮れる理由 澤村洋兵/著 インプレス

32 746.7 動画の文法 神井護/著 技術評論社

33 748 写真家白洲次郎の眼 白洲次郎/撮影 小学館

34 748 アヴァンガルド勃興 東京都写真美術館/編 国書刊行会

35 748 記憶色 野呂希一/写真・文 青菁社

36 751.4 粘土で作る!いきもの造形 恐竜編 竹内しんぜん/著 ホビージャパン

37 751.4 土から土器ができるまで 望月昭秀/著 松岡宏大/撮影 ニルソンデザイン事務所

38 753.8 キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤麻陽/著 ブティック社

39 754.6 PPバンドでつくる大人のかご・バッグ 松田裕美/著 学研プラス

40 754.9 世界を旅するポップアップカード 月本せいじ/著 ブティック社

41 754.9 いちばんわかりやすい紙バンドのおしゃれバッグ教室 古木明美/著 河出書房新社

42 757.3 世界のふしぎな色の名前 城一夫/著 カラーデザイン研究会/著 グラフィック社

43 759 幻獣の作り方 綺想造形蒐集室/著 ホビージャパン

44 760.4 演奏する喜び、考える喜び チャールズ・ローゼン/著 キャサリン・テ
マーソン/著 みすず書房

45 762.8 名曲誕生の裏事情 山根悟郎/著 学研プラス

46 763 楽器の科学  （ブルーバックス） フランソワ・デュボワ/著 木村彩/訳 講談社

47 763.2 初心者のピアノ基礎教本 2022 岡素世/編著 自由現代社(発売)

48 764.7 ザ・ビートルズ 大金直樹/監修 リットーミュージック

49 764.7 ピンク・フロイドVSキング・クリムゾン 大鷹俊一/著 高見展/著 DU BOOKS

50 764.7 イーノ入門  Pヴァイン

51 767.0 歌う民衆と放歌高吟の近代 永嶺重敏/著 勉誠出版(発売)

52 767.8 シティ・ポップに愛をこめて 木村ユタカ/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

53 767.8 「未熟さ」の系譜 周東美材/著 新潮社

54 767.8 オリビア・ニュートン・ジョン自伝 オリビア・ニュートン・ジョン/著 中川泉/
訳

シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

55 767.8 デヴィッド・ボウイ・アンド・ヒズ・ヒーローズ
トム・ハグラー/著 トニー・ヴィスコン
ティ/監修 リットーミュージック

56 771.7 声優になるには 山本健翔/著 ぺりかん社

57 778.0 映画を早送りで観る人たち  （光文社新書） 稲田豊史/著 光文社

58 778.0 マイ修行映画 みうらじゅん/著 文藝春秋

59 778.2 寅さんの「日本」を歩く 3 岡村直樹/著 天夢人

60 778.2 わが人生。 マイケル・ケイン/著 大田黒奉之/訳 集英社

61 778.2 さらば、ベイルート 四方田犬彦/著 河出書房新社

62 778.7 シン・論 大塚英志/著 太田出版

63 778.7 湯浅政明のユリイカな日々 湯浅政明/著 東京ニュース通信社

64 778.7 シネアスト高畑勲 ステファヌ・ルルー/著 岡村民夫/訳 みすず書房

65 778.8 鎌倉殿の13人 後編 三谷幸喜/作 NHKドラマ制作班/監修 NHK出版

66 779.1 落語の目利き 広瀬和生/著 三遊亭兼好/題字・イラスト 竹書房

67 780.6 報道記録東京2020オリンピック・パラリンピック 読売新聞取材班/編 読売新聞東京本社

68 780.7 一生疲れない体になるゆる筋のつくりかた 池本誠知/著 WAVE出版

69 781.4 芸術性を極める!魅せる新体操表現力向上トレーニング 藤岡里沙乃/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

70 782 陸上競技相洋高校式メニュー 銭谷満/著 ベースボール・マガジン社

71 782 50代・60代からのランニングBOOK ランニングマガジンcourir/責任編集 ベースボール・マガジン社

72 782 走り革命理論 和田賢一/著 KADOKAWA

73 782.3 ハードル 谷川聡/著 ベースボール・マガジン社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

74 783.1 バスケットボール勝利につながる体づくり 川崎ブレイブサンダース/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

75 783.1 データで強くなる!!バスケットボール最強の確率 小谷究/著 木村和希/著 日東書院本社

76 783.1 車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっこいい。 古澤拓也/著 小学館

77 783.4 DO YOU SPEAK FOOTBALL? トム・ウィリアムズ/著 堀口容子/訳 イースト・プレス

78 783.4 サッカー 西田勝彦/著 ベースボール・マガジン社

79 783.4 すべての瞬間を生きる 森岡隆三/著 徳間書店

80 783.4 TACTICAL FRONTIER 結城康平/著 ソル・メディア

81 783.4 イビチャ・オシム日本サッカーへの遺言。  文藝春秋

82 783.7 絶対大丈夫 飯尾哲司/著 幻冬舎

83 783.7 野球観 井端弘和/著 日本文芸社

84 783.7 ピッチャーズ球速向上プログラム 殖栗正登/著 カンゼン

85 783.7 絶対に知っておきたい野球現場のファーストエイド 笠原政志/著 富田一誠/医学監修 ベースボール・マガジン社

86 783.7 ルポ大谷翔平  （朝日新書） 志村朋哉/著 朝日新聞出版

87 783.7 野球勝つための最強の準備 本西厚博/監修 ナツメ社

88 783.7 コントロールの極意 吉見一起/著 竹書房

89 783.7 日本プロ野球背番号大図鑑  ベースボール・マガジン社

90 783.8 ゴルフ迷わないラウンド術 堀尾研仁/著 学研プラス

91 786.1 スポーツクライミングのコンディショニング 有吉与志恵/著 野口啓代/著 ベースボール・マガジン社

92 786.1 日本の岩場 下巻 菊地敏之/編著 白山書房

93 787.1 シーバス釣り大切な基礎が1冊でわかるすごいベーシック53 つり人社書籍編集部/編 つり人社

94 788.1 けっぱれ相撲道 安治川竜児/著 光文社

95 788.1 七転び八起き 井筒大樹/著 ベースボール・マガジン社

96 788.1 平成新入幕力士物語 第1巻 「相撲」編集部/編 ベースボール・マガジン社

97 788.5 近代日本の競馬 杉本竜/著 創元社

98 788.5 人と仕事を動かす直談判力 野口佳槻/著 産学社

99 788.6 これでケイリンのすべてがわかる 阿部道/著 三恵書房

100 788.7 戦前日本の自動車レース史 三重宗久/著 三樹書房

101 789.2 まったく新しい柔道の寝技の教科書 矢嵜雄大/著 ベースボール・マガジン社

102 791.0 今日もお稽古日和 はな/著 淡交社

103 793 花と器の素敵な合わせ方 小川典子/著 誠文堂新光社

104 795 アルファ碁以前以後の定石 金萬樹/著 洪敏和/訳 東京創元社

105 795 やさしく語る囲碁・石の攻め方 白石勇一/著 マイナビ出版

106 795 誰でも使える!囲碁手筋の基本と実践 水間俊文/著 マイナビ出版

107 796 現代矢倉のすべて 池永天志/著 マイナビ出版

108 796 佐藤康光 剛腕の一手 佐藤康光/著 日本将棋連盟

109 796 1手ずつ解説する右四間飛車 中川大輔/著 マイナビ出版

110 796 AI流中飛車破り 服部慎一郎/著 マイナビ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.1 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原繁人/著 朝日出版社

2 801.7 翻訳のスキャンダル ローレンス・ヴェヌティ/著 秋草俊一郎/訳 フィルムアート社

3 801.7 出版&映像翻訳完全ガイドブック  イカロス出版

4 802 あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン・ニコリッチ/著 藤村奈緒美/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック

5 804 フリースタイル言語学 川原繁人/著 大和書房

6 809.6 会議カイゼン 高尾英正/著 ぱる出版

7 810.2 言葉の周圏分布考  （インターナショナル新書） 松本修/著 集英社インターナショナル

8 811.2 漢字の使い分け図鑑 円満字二郎/著 講談社

9 811.7 てんまる  （PHP新書） 山口謠司/著 PHP研究所

10 816.4 新しい公用文作成ガイドブック 岩田一成/著 日本加除出版

11 816.5 基礎からわかる論文の書き方  （講談社現代新書） 小熊英二/著 講談社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

12 816.5 最新最強の作文・小論文  '24年版 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

13 816.5 #卒論修論一口指南 田中草大/著 文学通信

14 830.7 日本の「英文法」ができるまで 斎藤浩一/著 研究社

15 835 英文法は絵に描きやすいルールでできている オールライト千栄美/著 明日香出版社

16 836.7 誰でも使える/テーマ別自己紹介の英語 浦島久/著 IBCパブリッシング

17 837 天声人語 2022春 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/訳 原書房

18 837.7 英文精読教室 第5巻～第6巻 柴田元幸/編・訳・註 研究社

19 837.8 オンライン英会話でどんどん話せるトレーニングBOOK 上野陽子/著 日本実業出版社

20 837.8 スピーキング“瞬発力”クイズ80 横山カズ/著 IBCパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.2 映画脚本の教科書プロが教えるシナリオのコツ 衣笠竜屯/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

2 901.3 人生を豊かにする歴史・時代小説教室  （文春新書） 安部龍太郎/著 門井慶喜/著 文藝春秋

3 901.3 小説作法XYZ 島田雅彦/著 新潮社

4 904 やりなおし世界文学 津村記久子/著 新潮社

5 904 ル・クレジオ、文学と書物への愛を語る ル・クレジオ/著 許鈞/編 作品社

6 908.3 幻想と怪奇 10 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

7 909.3 絵本のつぎに、なに読もう? 越高綾乃/著 かもがわ出版

8 910.2 吉本隆明 河出書房新社編集部/編 河出書房新社

9 910.2 平安貴族サバイバル 木村朗子/著 笠間書院

10 910.2 ペガサスの記憶 桐島洋子/著 桐島かれん/著 小学館

11 910.2 アイラヴ漱石先生 くまもと漱石文化振興会/編 熊本大学文学
部附属漱石・八雲教育研究センター/編 集広舎

12 910.2 「焼跡世代」の文学 黒古一夫/著 アーツアンドクラフツ

13 910.2 私解説 瀬戸内寂聴/著 新潮社

14 910.2 文豪東京文学案内 田村景子/編著 小堀洋平/著 笠間書院

15 910.2 森鷗外「翻訳」という生き方 長島要一/著 新曜社

16 910.2 壁とともに生きる  （NHK出版新書） ヤマザキマリ/著 NHK出版

17 911.1 歌合を読む 錦仁/著 花鳥社

18 911.3 沢木欣一 荒川英之/著 翰林書房

19 911.3 猫は髭から眠るもの 堀本裕樹/編著 幻冬舎

20 911.4 Ladies and 平岡直子/著 左右社

21 911.4 サラリーマン川柳にんじょう傑作選 やくみつる/選 やすみりえ/選 NHK出版

22 911.5 石垣りん詩集 石垣りん/著 角川春樹事務所

23 911.5 中原中也詩集 中原中也/著 角川春樹事務所

24 911.5 まど・みちお詩集 まどみちお/著 角川春樹事務所

25 911.6 現代解釈明治官製唱歌読本 ことのは会/編 春秋社

26 912.4 近松半二-奇才の浄瑠璃作者 原田真澄/編著 早稲田大学坪内博士記念演
劇博物館/監修 春陽堂書店

27 912.6 岩松了戯曲集 岩松了/著 リトルモア

28 912.7 破れ星、流れた 倉本聰/著 幻冬舎

29 914.6 ことばの杖 李良枝/著 新泉社

30 914.6 おいしい沖縄 池上永一/ほか著 河出書房新社

31 914.6 沓が行く。 戌井昭人/文・写真 左右社

32 914.6 この世の真実が見えてくる 井上ひさし/著 岩波書店

33 914.6 私の顔は誰も知らない インベカヲリ★/著 人々舎

34 914.6 水曜日は働かない 宇野常寛/著 ホーム社

35 914.6 人生百年の教養  （講談社現代新書） 亀山郁夫/著 講談社

36 914.6 よみぐすり 坂口恭平/著 東京書籍

37 914.6 捨てることから始まる 瀬戸内寂聴/著 祥伝社

38 914.6 紅色のあじさい 津村節子/著 鳥影社

39 914.6 小さいわたし 益田ミリ/著 ポプラ社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

40 914.6 今日もごきげんよう 松浦弥太郎/著 マガジンハウス

41 914.6 とあるひととき 三浦しをん/著 道尾秀介/著 平凡社

42 914.6 今日は、これをしました 群ようこ/著 集英社

43 914.6 美しいってなんだろう? 矢萩多聞/著 つた/著 世界思想社

44 914.6 こころの風景 山折哲雄/文 太田順一/写真 海風社

45 914.6 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキマリ/著 養老孟司/著 文藝春秋

46 914.6 私と街たち<ほぼ自伝> 吉本ばなな/著 河出書房新社

47 916 妻はサバイバー 永田豊隆/著 朝日新聞出版

48 918.6 アンソロジー・プロレタリア文学 5 楜沢健/編 森話社

49 918.6 新編山頭火全集 第7巻 種田山頭火/著 春陽堂書店

50 929.1 大丈夫な人 カンファギル/著 小山内園子/訳 白水社

51 929.1 Lの運動靴 キムスム/著 中野宣子/訳 アストラハウス

52 929.1 さすらう地 キムスム/著 岡裕美/訳 新泉社

53 929.3 チベット幻想奇譚 星泉/編訳 三浦順子/編訳 春陽堂書店

54 930.2 小泉八雲 池田雅之/監修 平凡社

55 933.6 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン/著 市川亮平/訳 小鳥遊書房

56 933.6 吸血鬼ラスヴァン G.G.バイロン/ほか著 J.W.ポリドリ/ほか著 東京創元社

57 933.7 リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン/著 芹澤恵/訳 集英社

58 933.7 オーウェル『一九八四年』 川端康雄/著 慶應義塾大学出版会

59 933.7 クロームハウスの殺人 G.D.H.コール/著 M.コール/著 論創社

60 933.7 レックスが囚われた過去に アビゲイル・ディーン/著 国弘喜美代/訳 早川書房

61 933.7 エドワードへの手紙 アン・ナポリターノ/著 桑原洋子/訳 河出書房新社

62 933.7 メアリ・ヴェントゥーラと第九王国 シルヴィア・プラス/著 柴田元幸/訳 集英社

63 933.7 ボンベイのシャーロック ネヴ・マーチ/著 高山真由美/訳 早川書房

64 933.7 デイヴィッドスン事件 ジョン・ロード/著 渕上瘦平/訳 論創社

65 943.7 呼び出し ヘルタ・ミュラー/著 小黒康正/訳 三修社

66 950.2 バタイユ 酒井健/著 白水社

67 950.2 レーモン・クノー<与太郎>的叡智 塩塚秀一郎/著 白水社

68 953.7 運河の家 人殺し ジョルジュ・シムノン/著 森井良/訳 幻戯書房

69 953.7 プラハのショパン エリック・ファーユ/著 松田浩則/訳 水声社

70 953.7 夜の少年 ローラン・プティマンジャン/著 松本百合
子/訳 早川書房

71 963 リャマサーレス短篇集 フリオ・リャマサーレス/著 木村榮一/訳 河出書房新社

72 969.3 ニホンジン オスカール・ナカザト/著 武田千香/訳 水声社

73 973 天国への電話 ラウラ・今井・メッシーナ/著 粒良麻央/訳 早川書房

74 989.8 マゼラン雲 スタニスワフ・レム/著 後藤正子/訳 国書刊行会

75 993.2 パトリック・ピアース短篇集 パトリック・ピアース/著 高橋歩/編訳 未知谷

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 幽霊認証局 赤川次郎/著 文藝春秋

2 F 白馬八方尾根殺人事件 梓林太郎/著 光文社

3 F すべては一度きり 浅生鴨/著 左右社

4 F 入れ子細工の夜 阿津川辰海/著 光文社

5 F 残心 我孫子武丸/著 光文社

6 F あるじなしとて 天津佳之/著 PHP研究所

7 F 朽ちゆく庭 伊岡瞬/著 集英社

8 F 安土の日蝕 市原麻里子/著 里文出版

9 F 風を彩る怪物 逸木裕/著 祥伝社

10 F 駆ける2 稲田幸久/著 角川春樹事務所

11 F セレナーデ Uru/著 KADOKAWA

12 F この村で 大城貞俊/著 インパクト出版会

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

13 F 副音声 大林利江子/著 河出書房新社

14 F 南蛮の絆 大村友貴美/著 双葉社

15 F 猫弁と幽霊屋敷 大山淳子/著 講談社

16 F 東京四次元紀行 小田嶋隆/著 イースト・プレス

17 F 奇跡集 小野寺史宜/著 集英社

18 F 加賀乙彦長篇小説全集4～5 加賀乙彦/著 作品社

19 F あきらめません! 垣谷美雨/著 講談社

20 F 広重ぶるう 梶よう子/著 新潮社

21 F 残された人が編む物語 桂望実/著 祥伝社

22 F 夢に溺れる人びと 金山嘉城/著 鼎書房

23 F 空をこえて七星のかなた 加納朋子/著 集英社

24 F ナイトシフト 香納諒一/著 祥伝社

25 F FOX海上保安庁情報調査室 川嶋芳生/著 徳間書店

26 F 無垢なる花たちのためのユートピア 川野芽生/著 東京創元社

27 F 株式会社タイムカプセル社 喜多川泰/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

28 F 氷の致死量 櫛木理宇/著 早川書房

29 F 夜に星を放つ 窪美澄/著 文藝春秋

30 F 予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる 黒木渚/著 講談社

31 F 情事と事情 小手鞠るい/著 幻冬舎

32 F 神薙虚無最後の事件 紺野天龍/著 講談社

33 F 石礫 今野敏/著 光文社

34 F よろずを引くもの 西條奈加/著 東京創元社

35 F レーテーの大河 斉藤詠一/著 講談社

36 F コークスが燃えている 櫻木みわ/著 集英社

37 F ホワイトルーキーズ2 佐竹アキノリ/著 主婦の友インフォス

38 F さざなみの彼方 佐藤雫/著 集英社

39 F <磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路幸也/著 光文社

40 F 任俠ショコラティエ 新堂冬樹/著 双葉社

41 F マウンテンガールズ・フォーエバー 鈴木みき/著 エイアンドエフ

42 F 瀬戸内寂聴全集25 瀬戸内寂聴/著 新潮社

43 F AI法廷のハッカー弁護士 竹田人造/著 早川書房

44 F 死神と天使の円舞曲 知念実希人/著 光文社

45 F 戴天 千葉ともこ/著 文藝春秋

46 F 馬鹿みたいな話! 辻真先/著 東京創元社

47 F カレーの時間 寺地はるな/著 実業之日本社

48 F 新説源義経の真実 中津攸子/著 コールサック社

49 F 終わりの街 中野睦夫/著 シングルカット

50 F ダンシング玉入れ 中山可穂/著 河出書房新社

51 F 棘の家 中山七里/著 KADOKAWA

52 F 掟上今日子の忍法帖 西尾維新/著 講談社

53 F 雨滴は続く 西村賢太/著 文藝春秋

54 F うまたん 東川篤哉/著 PHP研究所

55 F スパイコードW 福田和代/著 KADOKAWA

56 F さんず 降田天/著 小学館

57 F 両手にトカレフ ブレイディみかこ/著 ポプラ社

58 F 宙ごはん 町田そのこ/著 小学館

59 F ウェルカム・ホーム! 丸山正樹/著 幻冬舎

60 F 子宝船 宮部みゆき/著 PHP研究所

61 F 風琴密室 村崎友/著 KADOKAWA

62 F 信仰 村田沙耶香/著 文藝春秋

63 F おいしいコーヒーのいれ方Second Season：アナザーストーリー 村山由佳/著 集英社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

64 F 一心同体だった 山内マリコ/著 光文社

65 F 忍者に結婚は難しい 横関大/著 講談社

66 F 全力でアナウンサーしています。 吉川圭三/著 文藝春秋

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B131.3 ゴルギアス プラトン/著 中澤務/訳 光文社

2 B159 まだまだ身の下相談にお答えします 上野千鶴子/著 朝日新聞出版

3 B215 お江戸暮らし 杉浦日向子/著 松田哲夫/編 筑摩書房

4 B391.6 諜報の技術 アレン・ダレス/著 鹿島守之助/訳 中央公論新社

5 B410.4 数学の世界 森毅/著 竹内啓/著 中央公論新社

6 B489.9 人類は何を失いつつあるのか 山極寿一/著 関野吉晴/著 朝日新聞出版

7 B596.0 舌の上の散歩道 團伊玖磨/著 小学館

8 B659 北海の狩猟者 西村武重/著 山と溪谷社

9 B702.1 琉球の富 柳宗悦/著 日本民藝館/監修 筑摩書房

10 B807 20カ国語ペラペラ 種田輝豊/著 筑摩書房

11 B901.3 小説の読み方 平野啓一郎/著 PHP研究所

12 B914.6 優雅さとミステリー 銀色夏生/著 KADOKAWA

13 B914.6 人間とマンボウ 北杜夫/著 中央公論新社

14 B914.6 老いて華やぐ 瀬戸内寂聴/著 文藝春秋

15 B914.6 人生相談 谷川俊太郎対談集 谷川俊太郎/著 谷川徹三/著 朝日新聞出版

16 B915.6 愉快なる地図 林芙美子/著 中央公論新社

17 B931.7 わたしたちの登る丘 アマンダ・ゴーマン/著 鴻巣友季子/訳 文藝春秋

18 B933.7 最後の宇宙飛行士 デイヴィッド・ウェリントン/著 中原尚哉/
訳 早川書房

19 B933.7 業火の市 ドン・ウィンズロウ/著 田口俊樹/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

20 B933.7 過ちの雨が止む アレン・エスケンス/著 務台夏子/訳 東京創元社

21 B933.7 正義が眠りについたとき 上・下 ステイシー・エイブラムス/著 服部京子/訳 早川書房

22 B933.7 報復のカルテット ダニエル・シルヴァ/著 山本やよい/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

23 B933.7 とむらい家族旅行 サマンサ・ダウニング/著 唐木田みゆき/訳 早川書房

24 B933.7 長い別れ レイモンド・チャンドラー/著 田口俊樹/訳 東京創元社

25 B933.7 死亡告示 ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/
訳 文藝春秋

26 B933.7 エミリーに薔薇を フォークナー/著 高橋正雄/訳 中央公論新社

27 B933.7 捜索者 タナ・フレンチ/著 北野寿美枝/訳 早川書房

28 B933.7 レオ・ブルース短編全集 レオ・ブルース/著 小林晋/訳 扶桑社

29 B933.7 南の子供たち S.J.ローザン/著 直良和美/訳 東京創元社

30 B933.7 水の墓碑銘 P.ハイスミス/著 柿沼瑛子/訳 河出書房新社

31 B953.7 姉妹殺し ベルナール・ミニエ/著 坂田雪子/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

32 BF やり過ごした殺人 赤川次郎/著 光文社

33 BF きよのお江戸料理日記 3 秋川滝美/著 アルファポリス

34 BF 香り立つ金箔 有馬美季子/著 光文社

35 BF 我が尻よ、高らかに謳え、愛の唄を 浅暮三文/著 河出書房新社

36 BF 東京棄民 赤松利市/著 講談社

37 BF コンサバター 3 一色さゆり/著 幻冬舎

38 BF 下町やぶさか診療所 3 池永陽/著 集英社

39 BF 浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵!? 内田康夫財団事務局/著 光文社

40 BF ヴェネツィアの陰の末裔 上田朔也/著 東京創元社

41 BF カロや 梅崎春生/著 中央公論新社

42 BF 日雇い浪人生活録 13 上田秀人/著 角川春樹事務所

43 BF 怪奇小説集 遠藤周作/著 日下三蔵/編 KADOKAWA

44 BF 地底の魔術王 江戸川乱歩/著 新潮社

45 BF 禿鷹の夜 逢坂剛/著 文藝春秋

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 BF 鴨川食堂しあわせ 柏井壽/著 小学館

47 BF 弥勒の手 風野真知雄/著 双葉社

48 BF いい湯じゃのう 3 風野真知雄/著 PHP研究所

49 BF 古都 川端康成/著 新潮社

50 BF 掌の小説 川端康成/著 新潮社

51 BF 日本ハードボイルド全集 4 北上次郎/編 日下三蔵/編 東京創元社

52 BF Jミステリー 2022SPRING 光文社文庫編集部/編 東野圭吾/ほか著 光文社

53 BF 奪還 小杉健治/著 集英社

54 BF 一目惚れ 小杉健治/著 祥伝社

55 BF 朱に交われば 坂井希久子/著 文藝春秋

56 BF 真夜中の詩人 笹沢左保/著 徳間書店

57 BF 死してなお 坂岡真/著 双葉社

58 BF 風に訊け 佐伯泰英/著 文藝春秋

59 BF 黄泉の女 佐々木裕一/著 講談社

60 BF 後宮の烏 7 白川紺子/著 集英社

61 BF 虹の橋からきた犬 新堂冬樹/著 集英社

62 BF 大正幽霊アパート鳳銘館の新米管理人 3 竹村優希/著 KADOKAWA

63 BF 謀聖 尼子経久伝 風雲の章 武内涼/著 講談社

64 BF 待宵の芒舟 千野隆司/著 双葉社

65 BF 出世商人 5 千野隆司/著 文藝春秋

66 BF 告ぐ雷鳥 知野みさき/著 光文社

67 BF 観覧車は謎を乗せて 朝永理人/著 宝島社

68 BF ただいま、お酒は出せません! 長月天音/著 集英社

69 BF Cocoon 京都・不死篇 夏原エヰジ/著 講談社

70 BF SIS 3 鳴神響一/著 角川春樹事務所

71 BF 春だから 野口卓/著 集英社

72 BF 法治の獣 春暮康一/著 早川書房

73 BF 放浪大名水野勝成 早見俊/著 新潮社

74 BF メガバンク起死回生 波多野聖/著 幻冬舎

75 BF ブラッディ・ファミリー 深町秋生/著 新潮社

76 BF 幕臣の湯屋 藤木桂/著 二見書房

77 BF 雨宿り 藤井邦夫/著 文藝春秋

78 BF 隙間風 藤井邦夫/著 双葉社

79 BF écriture新人作家・杉浦李奈の推論 4 松岡圭祐/著 KADOKAWA

80 BF 北の詩人 松本清張/著 KADOKAWA

81 BF 探偵は御簾の中 3 汀こるもの/著 講談社

82 BF お客さまのご要望は 水生大海/著 朝日新聞出版

83 BF 復讐 三島由紀夫/著 河出書房新社

84 BF 大塩平八郎 森鷗外/作 岩波書店

85 BF 沖縄。人、海、多面体のストーリー 森本浩平/編 大城立裕/著 集英社

86 BF リアルの私はどこにいる? 森博嗣/著 講談社

87 BF ぶたぶたのお引っ越し 矢崎存美/著 光文社

88 BF 婚活食堂 7 山口恵以子/著 PHP研究所

89 BF 乳頭温泉から消えた女 山本巧次/著 集英社

90 BF 琉球建国記 矢野隆/著 集英社

91 BF ネコ・ロマンチスム 吉行淳之介/編 梶井基次郎/ほか著 中央公論新社

92 BF 吸血蛾 横溝正史/著 KADOKAWA

93 BF 毒の矢 横溝正史/著 KADOKAWA

94 BF 恋のかわら版 吉森大祐/著 小学館

95 BF 髪追い 輪渡颯介/著 講談社

96 BF 旅立ちの虹 有馬美季子/著 光文社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

97 BF 砕かれた鍵 逢坂剛/著 集英社

98 BF ミミズクと夜の王 紅玉いづき/著 KADOKAWA

99 BF 覚悟の算盤 千野隆司/著 双葉社

100 BF 桃湯の産声 千野隆司/著 双葉社

101 BF 中央線小説傑作選 南陀楼綾繁/編 内田百間/ほか著 中央公論新社

102 BF SIS 2 鳴神響一/著 角川春樹事務所

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T027 “くざんどん”の書棚 氷見市立博物館/編集 氷見市立博物館

2 T250 氷見春秋 第83号 氷見春秋会/編 氷見春秋会

3 T266.3 戦国時代の城端 藤田豊久/著 藤田豊久

4 T289 松村謙三先生を学び伝えよう 2021 松村記念会館/編 松村謙三顕彰会

5 T317.7 消防年報 令和3年度版 富山市消防局/編 富山市消防局

6 T318.3 第2次富山市SDGs未来都市計画 富山市環境部環境政策課未来都市推進係/編 富山市

7 T318.3 第2次富山市総合計画 2022～2026 富山市企画管理部企画調整課/編
富山市企画管理部企画調整
課

8 T318.3 第4期富山市行政改革実施計画 2021 富山市企画管理部行政経営課/編
富山市企画管理部行政経営
課

9 T345 市税のしおり 令和4年度 富山市財務部納税課/編 富山市

10 T370.7 富山市教育センター要覧 令和4年度 富山市教育センター/編 富山市教育センター

11 T374.7 富山市学校施設長寿命化計画 令和3年 富山市/編 富山市

12 T374.9 学校における食物アレルギー対応マニュアル 富山市教育委員会学校保健課/編 富山市教育委員会

13 T377.3 富山ガラス造形研究所創立30周年記念 富山ガラス造形研究所/編 富山ガラス造形研究所

14 T382 尾山の七夕流し・中陣のニブ流し調査報告書 尾山の七夕流し・中陣のニブ流し調査委員
会/編 黒部市教育委員会

15 T382 扇状地に広がる人々の営み 藤本武/編 野澤豊一/編
富山大学人文学部文化人類
学研究室

16 T388.9 ふるさとのわらべ歌CD  神通峡わらべ歌同好会

17 T450 東海・北陸のジオサイトを味わう 森勇一/著 田口一男/著 風媒社

18 T460 ビオストーリー vol.37 生き物文化誌学会/編 誠文堂新光社

19 T493 甦った豊かな水と大地 神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会/
制作 富山県

20 T510 富山市の建設 令和4年度 富山市建設部建設政策課/編 富山市建設部建設政策課

21 T656 立山カルデラ砂防博物館年報 第23号 富山県立山カルデラ砂防博物館/編
富山県立山カルデラ砂防博
物館

22 T656 飛騨の砂守  
国土交通省北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所

23 T708 カースティ・レイ 富山市ガラス美術館/編 富山市ガラス美術館

24 T760 桐朋学園大学大学院研究年報 第3集 桐朋学園音楽部門/編 桐朋学園

25 T780 北陸スポーツ・体育学研究 第3号 北陸スポーツ・体育学会/編 北陸スポーツ・体育学会

26 T911.6 散居のよろこび
齊藤百合子/著 「現代・北陸歌人選集」監
修委員会/監修 能登印刷出版部

27 T911.6 花曇 室井千鶴子/著 本阿弥書店

28 T913.6 あしたば句集 第22集 句会あしたば/編 佳夕能

29 T936 Vivre 生きる 2021  
富山市民大学[文学へのいざ
ない]講座

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 C イーヨくんともったいないオバケ 中川貴雄/作絵 教育画劇

2 C 石になったいも 片岡直子/文・画 ときわひろみ/監修 埼玉福祉会出版部

3 C いっしょにあーそぼ! きたがわめぐみ/作絵 教育画劇

4 C おせんべやけた! 長野ヒデ子/脚本・絵 童心社

5 C おとしとり ときわひろみ/文・画 埼玉福祉会出版部

6 C おばあさんの第三の人生 上野明美/文・画 ときわひろみ/監修 埼玉福祉会出版部

7 C おもしろ星座めぐり 本多ちかこ/文・画 ときわひろみ/監修 埼玉福祉会出版部

8 C かぐやちゃんともったいないでんき 天野慶/作 こやまこいこ/絵 教育画劇

9 C じゃあじゃあぴっちゃん! ひらぎみつえ/作絵 教育画劇

10 C ずーっとともだち かわしまえつこ/脚本 福田岩緒/絵 童心社

C かみしばい

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

11 C たべものたろう 関根知未/作絵 教育画劇

12 C たんぽぽぐみのおへやです こがようこ/脚本 ひろかわさえこ/絵 童心社

13 C ともだちおっとっと 内田麟太郎/脚本 山口マオ/絵 童心社

14 C どんなうんちかな? ねもとまゆみ/脚本 ゴトウノリユキ/絵 童心社

15 C にらめっこにらめっこ 中村ルミ子/文・画 ときわひろみ/監修 埼玉福祉会出版部

16 C はたらきもののビーバーさん 河村誠/作絵 教育画劇

17 C ひこうきくんとおふねさん とよたかずひこ/脚本・絵 童心社

18 C ぼたもちとこぞうさん こがようこ/脚本 久住卓也/絵 童心社

19 C レレコせんせいのおまじない 新沢としひこ/脚本 市居みか/絵 童心社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あいうえおでんしゃじてん くにすえたくし/え はるくゆう/え 視覚デザイン研究所

2 E あつまれ!わくわくパンまつり のしさやか/作・絵 ひさかたチャイルド

3 E いい一日ってなあに? ミーシャ・アーチャー/作 石津ちひろ/訳 BL出版

4 E いただきますのおやくそくだもの きだにやすのり/さく わたなべあや/え あかね書房

5 E いっしょにいこう ルース・リップハーゲン/作 木坂涼/訳 マイクロマガジン社

6 E うみでなんでやねん 鈴木翼/文 あおきひろえ/絵
世界文化ワンダークリエイ
ト

7 E 江戸日本ねこづくし 吉田愛/作 エミリ・バリストレーリ/訳 講談社

8 E おたんじょうびまだかな ジュリー・フォリアーノ/ぶん クリスチャ
ン・ロビンソン/え 化学同人

9 E おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト/さく こみやゆう/やく 好学社

10 E おふろがでまーす accototo/作 KADOKAWA

11 E おふろのなかのジャングルたんけん まつおかたつひで/作・絵 童心社

12 E おまめがっこうだいずぐみ よこみちけいこ/さく・え ニコモ

13 E およいでいえにかえりたい おかもとかなこ/作・絵 PHP研究所

14 E かきごおりおまちどおさま ふくだじゅんこ/作 WAVE出版

15 E かずとすうじのでんしゃじてん くにすえたくし/え はるくゆう/え 視覚デザイン研究所

16 E がっこうにまにあわない ザ・キャビンカンパニー/作・絵 あかね書房

17 E 学校はうたう 杉本深由起/詩 松田奈那子/絵 あかね書房

18 E きみは星のかけら エリン・ケルシー/文 ソイアン・キム/絵 新評論

19 E きょうはおうちでなつまつり 新井悦子/さく ももろ/え 岩崎書店

20 E きょうは選挙の日。 塚本やすし/作 汐文社

21 E クッキーのおべんとうやさん 安西水丸/著 クレヴィス

22 E クッキーのぼうしやさん 安西水丸/著 クレヴィス

23 E くみたて 田中達也/作 福音館書店

24 E ごきげんななめなおさるさん
スザンヌ・ラング/ぶん マックス・ラング/
え 評論社

25 E しーしずかに かかずゆみ/さく 市原淳/え 金の星社

26 E しっかりママにつかまって! 市川里美/作 BL出版

27 E 「じぶん」のはなし ようろうたけし/さく よこやまかんた/え 講談社

28 E すいかごろごろ すとうあさえ/ぶん 北村裕花/え ほるぷ出版

29 E スタコラサッサ 花山かずみ/作 こぐま社

30 E ずぼっじー 高橋祐次/作 講談社

31 E 世界の市場 マリヤ・バーハレワ/文 アンナ・デスニツ
カヤ/絵 河出書房新社

32 E ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター/さく サンクチュアリ出版

33 E 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン/作 アンドリー・レ
シヴ/作 ブロンズ新社

34 E たなばたパーティーきらきらきらきら すとうあさえ/文 山田花菜/絵 ほるぷ出版

35 E ちびクワくんおとうとなんてだいきらい やましたこうへい/作 ほるぷ出版

36 E ちびちびパンダ みやにしたつや/作絵 金の星社

37 E ちゃぷちゃぷぷーん 得田之久/文 及川賢治/絵 福音館書店

38 E ティトとペピータふきげんなおてがみ
アマリア・ロウ/さく・え しみずれいな/や
く 永岡書店

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 E ドーナツペンタくん 柴田ケイコ/著 白泉社

40 E 鳥博士と天才カラス 樋口広芳/作 おおたぐろまり/絵 文一総合出版

41 E とんとんとんのこもりうた いもとようこ/作・絵 講談社

42 E とんぼのぎんちゃんうまれたよ! ねもとまゆみ/作 たけがみたえ/絵 童心社

43 E なみのむこうに ブリッタ・テッケントラップ/作 三原泉/訳 BL出版

44 E にちようびはパンケーキ! マヤ・タツカワ/作 木坂涼/訳 光村教育図書

45 E にらめっこしましょ むっしっし よこたいくこ/ぶん よこたきょうご/え 金木犀舎

46 E はじめてのこんちゅうずかん 講談社ビーシー/編 講談社

47 E バナナくん さとうめぐみ/作・絵 PHP研究所

48 E ハレガエル 大塚健太/作 すずきみほ/絵 小学館

49 E 光にむかって サーロー節子/述 くさばよしみ/編 汐文社

50 E ひでよーし 丸山誠司/作 絵本館

51 E ぼくらのひみつきち といよしひこ/文・絵 出版ワークス

52 E ほしぞらのきょうりゅうたち なかたみちよ/さく・え ひかりのくに

53 E ホホジロザメ 沼口麻子/文 関俊一/絵 福音館書店

54 E まなちゃんのあかいながぐつ あいはらひろゆき/作 つがねちかこ/絵 サニーサイド

55 E モナのとり サンドラ・ポワロ=シェリフ/作 水橋はな/
訳 新日本出版社

56 E もふっ ふじいともみ/作 アリス館

57 E 森の子レオ
スタシス・エイドリゲーヴィチュス/写真・
ドローイング 中川素子/文 水声社

58 E ようかいびより 堀切リエ/作 いしいつとむ/絵 あかね書房

59 E ようかいむらのきらきらたなばた たかいよしかず/作・絵 国土社

60 E りすとかえるのあめのたび うえだまこと/作 BL出版

61 E 赤りすナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター/作・絵 川上未映子/
訳 早川書房

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K002 10歳からのプロジェクトマネジメント
伊藤大輔/監修 くじょう/まんが表紙イラス
ト くもん出版

2 K021 13歳からの著作権 久保田裕/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

3 K031 モノのなまえ事典 杉村喜光/文 大崎メグミ/絵 ポプラ社

4 K104 言葉を生きる 池田晶子/著 筑摩書房

5 K141 私たちはどう学んでいるのか  （ちくまプリマー新書） 鈴木宏昭/著 筑摩書房

6 K141 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷朝代/著 秀和システム

7 K141 やらかした時にどうするか  （ちくまプリマー新書） 畑村洋太郎/著 筑摩書房

8 K147 3分後にゾッとする話 野宮麻未/著 怖い話研究会/著 理論社

9 K281 お札に登場した偉人たち21人 河合敦/著 あすなろ書房

10 K314 13歳からの図解でやさしい国会 清水雅博/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

11 K333 みんなで調べよう・考えよう!小学生からのSDGs丸わかりBOOK
上田隼也/監修 小宮山サト/マンガ・イラス
ト 主婦と生活社

12 K366 そうなんだ!しごとのお話 長田徹/監修 学研プラス

13 K367 みんなで知りたいLGBTQ+ 1 電通ダイバーシティ・ラボ/企画 ReBit/監
修 文研出版

14 K380 うんこ・おしっこ大研究 メアリー・プラット/作 リチャード・プ
ラット/作 化学同人

15 K385 おさほうえほん 高濱正伸/監修 林ユミ/絵 日本図書センター

16 K404 才能がぐんぐん伸びる!スライム・紙ねんどで遊ぼう! わんこそば/著 汐見稔幸/監修 池田書店

17 K407 理系の職場 2 こどもくらぶ/編 同友館

18 K407 きみもできるか!?天才科学者からの挑戦状 マイク・バーフィールド/作・絵 岡フリオ
朋子/訳 ポプラ社

19 K440 宇宙大百科 高梨直紘/監修 永岡書店

20 K440 そうなんだ!宇宙のお話 渡部潤一/監修 学研プラス

21 K443 星座と神話大じてん 永田美絵/著 成美堂出版

22 K443 星と星座 永田美絵/総監修 本間希樹/監修 KADOKAWA

23 K443 ブラックホールってなんだろう? 嶺重慎/文 倉部今日子/絵 福音館書店

24 K454 のぞく図鑑穴 宮田珠己/編・著 小学館

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 K470 NHK子ども科学電話相談植物スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 田中
修/監修 NHK出版

26 K480 NHK子ども科学電話相談動物スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班/編 小菅
正夫/監修 NHK出版

27 K481 うみのいきもの 中村庸夫/監修 高橋書店

28 K484 貝のふしぎ発見記 武田晋一/写真・文 阿部浩志/編集・文協力 少年写真新聞社

29 K486 こんちゅう 須田研司/監修 高橋書店

30 K487 魚 宮正樹/総監修 小枝圭太/監修(海水魚) KADOKAWA

31 K490 生命倫理のレッスン 小林亜津子/著 筑摩書房

32 K491 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ
ヴィッキー・ウッドゲート/文と絵 山崎正
浩/訳 創元社

33 K498 みんなはどう思う?感染症 堀川晃菜/著 知識流動システム研究所/監修 くもん出版

34 K501 みんなが知りたい!地球の資源とエネルギーのしくみ
「子どもと地球資源」研究会/著 北原義昭/
協力

メイツユニバーサルコンテ
ンツ

35 K518 ごみ清掃のお仕事 押田五郎/著 解放出版社

36 K519 みんなが知りたい!プラスチックとごみ問題
「子どもと環境問題」研究会/著 北原義昭/
協力

メイツユニバーサルコンテ
ンツ

37 K519 ホッキョクグマ、大ピンチ! ケイティ・デインズ/文 ロイシーン・ハー
シー/絵 学研プラス

38 K519 みんなの地球を守るには? エリーズ・ルソー/文 ロベール/絵 KTC中央出版

39 K521 なんで信長はお城を建てたの? 畑中英二/著 にしざかひろみ/画 新泉社

40 K530 押す図鑑ボタン 西村まさゆき/編・著 小学館

41 K594 子どものハンドメイドレッスンBOOK 松村忍/監修 朝日新聞出版

42 K645 牛の教え  群羊社

43 K645 豚・鶏の教え  群羊社

44 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

45 K686 電車の地図帳 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人

46 K706 小学生のための世界の美術館・博物館 「世界の美術館・博物館」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

47 K709 みんなが知りたい!世界遺産 「みんなが知りたい!世界遺産」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

48 K750 ワクワク!かわいい!自由工作大じてん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

49 K754 おりがみ大図鑑 新宮文明/著 日本文芸社

50 K760 小学生のためのはじめての「クラシック音楽」 「子どもとクラシック音楽」研究会/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

51 K761 楽しくわかる!小学生のための楽譜の読み方&リズムのきほん 侘美秀俊/著
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

52 K780 スポーツ年鑑 2022  ポプラ社

53 K795 じぶんでよめるはじめての囲碁 羽根直樹/監修 成美堂出版

54 K830 ひらめき!英語迷言教室  （岩波ジュニア新書） 右田邦雄/著 岩波書店

55 K913 青星学園★チームEYE-Sの事件ノート 14 相川真/作 立樹まや/絵 集英社

56 K913 シャンシャン、夏だより 浅野竜/作 中村隆/絵 講談社

57 K913 ひみつのおばけ一家 2-1 石崎洋司/作 はんだみちこ/絵 岩崎書店

58 K913 海をわたる動物園 いちかわけいこ/作 村田夏佳/絵 アリス館

59 K913 ちいさな宇宙の扉のまえで いとうみく/作 佐藤真紀子/絵 童心社

60 K913 はれ晴れ池をさがして 宇佐美牧子/作 結布/絵 ポプラ社

61 K913 スクラッチ 歌代朔/作 あかね書房

62 K913 エトワール! 10 梅田みか/作 結布/絵 講談社

63 K913 ふるふるひめ 大窪いく子/作 山本祐司/絵 文研出版

64 K913 世界中からヘンテコリン!? メキシコ&フィンランド編 丘紫真璃/著 こめ苺/イラスト 小学館

65 K913 星の町騒動記 樫崎茜/著 山口法子/画 理論社

66 K913 イカにんじゅつ道場 香桃もこ/作 岡田よしたか/絵 福音館書店

67 K913 ニャンパーのキャンプだよ! 北川チハル/作 小林ゆき子/絵 岩崎書店

68 K913 はじめましてのダンネバード 工藤純子/作 マコカワイ/絵 くもん出版

69 K913 紅の魔女 小森香折/作 平澤朋子/絵 偕成社

70 K913 新月の子どもたち 斉藤倫/著 花松あゆみ/画 ブロンズ新社

71 K913 ばーちゃる 次良丸忍/作 金の星社

72 K913 いのちの木のあるところ 新藤悦子/作 佐竹美保/絵 福音館書店

73 K913 ドルフィン・エクスプレス 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社

74 K913 流れ星レース 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社

75 K913 波のパラダイス 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社
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76 K913 三日月ジョリー 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社

77 K913 ソロ沼のものがたり 舘野鴻/作 岩波書店

78 K913 海ヤカラ 照屋年之/作 とろっち/絵 ポプラ社

79 K913 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! オソロシ山のながれ星 富安陽子/作 山村浩二/絵 理論社

80 K913 すずのまたたびデイズ トロル/原作 井上亜樹子/文 ポプラ社

81 K913 ふたごチャレンジ! 2 七都にい/作 しめ子/絵 KADOKAWA

82 K913 サキヨミ! 2～5 七海まち/作 駒形/絵 KADOKAWA

83 K913 ナゾトキ時間旅行! 南房秀久/作 脚次郎/絵 学研プラス

84 K913 ルビねこと旅の仲間たち 野中柊/作 松本圭以子/絵 理論社

85 K913 ママは十二さい 3 服部千春/作 川野辺/絵 講談社

86 K913 怪盗クイーン 楽園の名画を追え はやみねかおる/作 K2商会/絵 講談社

87 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

88 K913 しゅくだいドッジボール 福田岩緒/作・絵 PHP研究所

89 K913 じゅんくんの学校 福田隆浩/文 ささめやゆき/絵 あすなろ書房

90 K913 たぶんみんなは知らないこと 福田隆浩/著 しんやゆう子/画 講談社

91 K913 絶体絶命ゲーム 11 藤ダリオ/作 さいね/絵 KADOKAWA

92 K913 六四五年への過去わたり 牧野礼/著 七原しえ/絵 くもん出版

93 K913 あそび室の日曜日 村上しいこ/作 田中六大/絵 講談社

94 K913 みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん 村上しいこ/作 くまくら珠美/絵 理論社

95 K913 黄色い竜 村上康成/作・絵 徳間書店

96 K913 生まれかわりのポオ 森絵都/作 カシワイ/絵 金の星社

97 K913 魔法のほね 安田登/著 亜紀書房

98 K913 ライスボールとみそ蔵と 横田明子/作 塚越文雄/絵 絵本塾出版

99 K933 ア・テイル・オブ・マジック 2 クリス・コルファー/著 田内志文/訳 平凡社

100 K933 スカンダーと奪われたユニコーン A.F.ステッドマン/著 金原瑞人/訳 潮出版社

101 K933 やんちゃ犬おおさわぎ! デビ・ミチコ・フローレンス/作 メラ
ニー・デマー/絵 あかね書房

102 K933 タイム・ジャンパーズ 2 ウェンディ・マス/作 那須田淳/訳 文響社

103 K933 フードバンクどろぼうをつかまえろ! オンジャリ Q.ラウフ/著 千葉茂樹/訳 あすなろ書房

104 K933 クマのプーさんのむかしむかし ジェーン・リオーダン/文 マーク・バー
ジェス/絵 文化学園文化出版局

105 K943 グリム童話集 ヤーコプ・L.C.グリム/著 ヴィルヘルム・
C.グリム/著 世界文化ブックス

106 K943 こわいものなしの六人 グリム/原作 グリム/原作 あかね書房

107 K949 アンデルセン童話集 ハンス・クリスチャン・アンデルセン/著
木村由利子/訳 世界文化ブックス
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