
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002.7 SDGsの時代に探究・研究を進めるガイドブック 狩野光伸/著 培風館

2 007.1 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 伊藤真/著 翔泳社

3 007.1 現代暗号技術入門 デイビッド・ウォン/著 高橋聡/訳 日経BP

4 007.1 AI・ロボットと共存の倫理 西垣通/編 河島茂生/著 岩波書店

5 007.1 正しいAI導入 日経クロステック/編集 中村建助/編集 日経BP

6 007.1 初めてのTensorFlow.js Gant Laborde/著 あんどうやすし/訳 オライリー・ジャパン

7 007.3 Web3とDAO 亀井聡彦/著 鈴木雄大/著 かんき出版

8 007.3 中国のデジタルイノベーション  （岩波新書 新赤版） 小池政就/著 岩波書店

9 007.3 シンプルブログのすすめ 進撃のグルメ/著 玄光社

10 007.3 スマホではじめるビデオ会議Zoom & Microsoft Teams 武井一巳/著 技術評論社

11 007.3 ネット分断への処方箋 田中辰雄/著 勁草書房

12 007.3 ブラックボックス化する社会 フランク・パスカーレ/著 田畑暁生/訳 青土社

13 007.3 なぜデジタル社会は「持続不可能」なのか ギヨーム・ピトロン/著 児玉しおり/訳 原書房

14 007.3 データ管理は私たちを幸福にするか?  （光文社新書） 堀内進之介/著 光文社

15 007.3 ソーシャルメディア解体全書 山口真一/著 勁草書房

16 007.5 大きな字でわかりやすいGoogleグーグル入門 AYURA/著 技術評論社

17 007.5 Notion最強の仕事術 池田麻衣子/著 藤川千種/著 シーアンドアール研究所

18 007.5 39歳からのシン教養 成毛眞/著 PHP研究所

19 007.6 現場ですぐに使える!Excel VBA逆引き大全600の極意 E-Trainer.jp/著 秀和システム

20 007.6 できるゼロからはじめるワード&エクセル超入門 井上香緒里/著 柳井美紀/著 インプレス

21 007.6 UMLのしくみと実装がこれ1冊でしっかりわかる教科書 尾崎惇史/著 技術評論社

22 007.6 図解!Dockerのツボとコツがゼッタイにわかる本 角間実/著 秀和システム

23 007.6 Photoshopレタッチレシピ集 楠田諭史/著 技術評論社

24 007.6 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

25 007.6 紙と鉛筆で身につけるデータサイエンティストの仮説思考 孝忠大輔/編著 川地章夫/著 翔泳社

26 007.6 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

27 007.6 世界一わかりやすいWordテキスト 佐藤薫/著 技術評論社

28 007.6 Webデザイナーおうち起業 泰道ゆりか/著 自由国民社

29 007.6 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

30 007.6 いちばんやさしい60代からのWindows 11 塚原久美/著 日経BP

31 007.6 世界一わかりやすいExcelテキスト 土岐順子/著 技術評論社

32 007.6 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

33 007.6 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

34 007.6 Head Firstデザインパターン Eric Freeman/著 Elisabeth Robson/著 オライリー・ジャパン

35 007.6 基礎からのWeb開発リテラシー 増井敏克/著 技術評論社

36 007.6 現場ですぐに使える!Visual C# 2022逆引き大全500の極意 増田智明/著 秀和システム

37 007.6 C言語<完全>入門 松浦健一郎/著 司ゆき/著 SBクリエイティブ

38 007.6 データ分析力を育てる教室 松本健太郎/著 マイナビ出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 007.6 いちばんやさしいパソコン超入門 リブロワークス/著 SBクリエイティブ

40 007.6 Oracleの基本 渡部亮太/著 舛井智行/著 技術評論社

41 007.6 スマホで困ったときの大事典  ワン・パブリッシング

42 010.1 「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説 日本図書館協会図書館の自由委員会/編 日本図書館協会

43 015.6 読書会という幸福  （岩波新書 新赤版） 向井和美/著 岩波書店

44 017 シリーズ学びの環境デザインを考える 第3巻  悠光堂

45 017.0 教師は学校図書館をどう使うか 高木享子/著 教育史料出版会

46 017.7 やさしい大学図書館員のサバイバルイングリッシュ 早稲田大学アカデミックソリューション/編 早稲田大学出版部

47 019.2 読書家の時間
プロジェクト・ワークショップ/編 佐藤可
奈子/ほか著 新評論

48 019.9 10分で名著  （講談社現代新書） 古市憲寿/著 講談社

49 020.2 図説本の歴史 樺山紘一/編 河出書房新社

50 021.3 人生を変える!50歳からのライター入門 しげぞう/著 時事通信出版局

51 021.4 1週間でLaTeXの基礎が学べる本 明松真司/著 インプレス

52 023.0 編集者、それはペンを持たない作家である 神吉晴夫/著 実業之日本社

53 023.2 中国の新聞・出版産業70年史 範軍/主編 李暁曄/副主編 日本僑報社

54 041 草舟言行録 1 執行草舟/著 実業之日本社

55 049 超傑作選ナンシー関リターンズ ナンシー関/著 世界文化ブックス

56 049 信じようと信じまいと R.L.リプレー/文・絵 庄司浅水/訳 河出書房新社

57 069 トラりんと学ぶSDGsと博物館
京都国立博物館/編 京都市環境保全活動推
進協会/監修 京都新聞出版センター

58 069.0 ときめきのミュージアムグッズ 大澤夏美/著 玄光社

59 069.0 47都道府県・博物館百科 可児光生/著 草刈清人/著 丸善出版

60 069.4 博物館とコレクション管理 金山喜昭/編 雄山閣

61 080 羇旅漫録 曲亭馬琴/著 木越俊介/校註 平凡社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 バロックの哲学 檜垣立哉/著 岩波書店

2 104 食の哲学 サラ E.ウォース/著 永瀬聡子/訳 バジリコ

3 104 わかりあえない他者と生きる  （PHP新書） マルクス・ガブリエル/著 大野和基/インタ
ビュー・編 PHP研究所

4 104 免疫学者のパリ心景 矢倉英隆/著 医歯薬出版

5 115.3 人はどこまで合理的か 上・下 スティーブン・ピンカー/著 橘明美/訳 草思社

6 116 思考実験BEST50 笠間リョウ/著 総合法令出版

7 116 パラドックス ニュートン編集部/編著 ニュートンプレス

8 121.5 佐久間象山 源了圓/著 吉川弘文館

9 121.6 日本思想の道しるべ 鶴見俊輔/著 中央公論新社

10 123.8 論語と孫子 守屋洋/著 PHPエディターズ・グループ

11 130 君ならわかる哲学 古牧徳生/著 春秋社

12 134.9 ニーチェ入門講義 仲正昌樹/著 作品社

13 135.2 『パンセ』で極める人間学  （NHK出版新書） 鹿島茂/著 NHK出版

14 140 ことわざから出会う心理学 今田寛/編著 ミネルヴァ書房

15 140 仕事と人生の格を上げるアドラー一日一言 小倉広/監修 宝島社

16 141.1 才能の科学 マシュー・サイド/著 山形浩生/訳 河出書房新社

17 141.5 マッピング思考 ジュリア・ガレフ/著 児島修/訳 東洋経済新報社

18 141.5 認知バイアス大全 川合伸幸/監修 ナツメ社

19 141.5 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

20 141.5 東大生の考え型 永田耕作/著
日本能率協会マネジメント
センター

21 141.5 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

22 141.6 タイプ別怒れない私のためのきちんと怒る練習帳 安藤俊介/著 CCCメディアハウス

23 141.6 悲嘆学入門 坂口幸弘/著 昭和堂

24 141.6 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

25 141.9 「静かな人」の戦略書 ジル・チャン/著 神崎朗子/訳 ダイヤモンド社

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

26 143 わかりやすい発達心理学 榎本博明/著 サイエンス社

27 145.5 声とともに生きる豊かな人生 マリウス・ローム/編 サンドラ・エッ
シャー/編 解放出版社

28 146.8 幸せになる超ライフハック kagshun/著 KADOKAWA

29 146.8 はじめて学ぶグリーフケア 宮林幸江/著 関本昭治/著 日本看護協会出版会

30 146.8 認知行動療法の哲学 ドナルド・ロバートソン/著 東畑開人/監訳 金剛出版

31 147 恐い間取り 3 松原タニシ/著 二見書房

32 147.0 近代スピリチュアリズムの歴史 三浦清宏/著 国書刊行会

33 148.1 日本で一番わかりやすい手相の本 田口二州/著 PHP研究所

34 152.1 恋のトリセツ  （河出新書） 黒川伊保子/著 河出書房新社

35 159 何もない空間が価値を生む オードリー・タン/語り アイリス・チュウ/
著 文藝春秋

36 159 人生を言いなりで生きるな 永松茂久/著 きずな出版

37 159 人生が好転する100の言葉 ひろゆき/著 学研プラス

38 159 限りある時間の使い方 オリバー・バークマン/著 高橋璃子/訳 かんき出版

39 159 THE HERO CODE ウィリアム・H.マクレイヴン/著 椎川乃雅/
訳 扶桑社

40 159 株式会社好きなことで生きていく 水島翔/著 扶桑社

41 159 人生に差がつく時間の作り方・活かし方 和田秀樹/著 コスミック出版

42 159.4 転身力  （中公新書） 楠木新/著 中央公論新社

43 159.4 「自己責任」を強いられる時代に社会へと踏み出す君たちへ 鳥原隆志/著 WAVE出版

44 159.6 女性の覚悟 坂東眞理子/著 主婦の友社

45 159.7 50歳から花開く人、50歳で止まる人 有川真由美/著 PHP研究所

46 159.7 老いの品格  （PHP新書） 和田秀樹/著 PHP研究所

47 159.8 人生航路で出会った『百の箴言』 飴久晴/著 株式会社人材情報センター

48 159.8 「本当にやりたいこと」のかなえ方 伊佐敷隆弘/著 亜紀書房

49 159.8 20代を生きる君へ 桑原晃弥/著 リベラル社

50 162.2 インド宗教興亡史  （ちくま新書） 保坂俊司/著 筑摩書房

51 170 日本人の神道  （ちくま新書） 島田裕巳/著 筑摩書房

52 175.9 世界遺産の神社  神宮館

53 180.4 ひろさちや仏教名作選 3 ひろさちや/著 佼成出版社

54 183 <全訳>念処経 宮元啓一/著 花伝社

55 185.9 七尾「山の寺」寺院群  （桂新書） 酢谷琢磨/著 桂書房

56 186.9 坂東三十三ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガイド 小林祐一/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

57 186.9 心いやされる旅坂東三十三か所めぐり秩父三十四か所めぐり  昭文社

58 188.5 空海  （岩波新書 新赤版） 松長有慶/著 岩波書店

59 188.5 空海に秘められた古寺の謎 山折哲雄/編 ウェッジ

60 192.5 アメリカ・キリスト教入門 大宮有博/著 キリスト新聞社

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 進化を超える進化 ガイア・ヴィンス/著 野中香方子/訳 文藝春秋

5 204 絶対に見られない世界の秘宝99 ダニエル・スミス/著 小野智子/訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

6 204 大惨事の人類史 ニーアル・ファーガソン/著 柴田裕之/訳 東洋経済新報社

7 209 岩波講座世界歴史 04 荒川正晴/編集委員 大黒俊二/編集委員 岩波書店

8 209 仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史 玉原輝基/著 かざひの文庫

9 209.3 古代遺跡幻の世界地図大全 「遺された歴史」取材班/編 青春出版社

10 209.5 「19世紀」でわかる世界史講義 的場昭弘/著 日本実業出版社

11 209.6 新しい高校教科書に学ぶ大人の教養歴史総合 結城将行/著 東根伸幸/著 秀和システム

12 209.7 通説を覆す世界と日本の近現代史 藤井青銅/著 さくら舎

13 210.2 かもしかみち 藤森栄一/著 雄山閣

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 210.4 日本はこうしてつくられた 2 安部龍太郎/著 小学館

15 210.4 目でみる日本史 岡部敬史/文 山出高士/写真 東京書籍

16 210.4 地形と地理でわかる日本史の謎  （宝島社新書） 小和田哲男/監修 宝島社

17 210.4 日本史サイエンス 2 （ブルーバックス） 播田安弘/著 講談社

18 212.5 ここまで解けた縄文・弥生という時代  （KAWADE夢新書） 山岸良二/著 河出書房新社

19 213 教養として学んでおきたい古事記・日本書紀  （マイナビ新書） 島田裕巳/著 マイナビ出版

20 213 古代の人・ひと・ヒト 三宅和朗/著 吉川弘文館

21 214.2 鎌倉北条氏の女性たち 今井雅晴/著 教育評論社

22 214.6 諍いだらけの室町時代 渡邊大門/編 柏書房

23 214.7 合戦で読む戦国史  （幻冬舎新書） 伊東潤/著 幻冬舎

24 214.7 境目の戦国時代 大貫茂紀/著 小さ子社

25 214.7 戦国ラン  （インターナショナル新書） 黒澤はゆま/著 集英社インターナショナル

26 215.2 大奥を創った女たち 福田千鶴/著 吉川弘文館

27 215.8 医療戦士かく戦えり 泉秀樹/著 日本医療企画

28 216 明治史講義 グローバル研究篇 （ちくま新書） 瀧井一博/編 筑摩書房

29 216 歴史像を伝える  （岩波新書 新赤版） 成田龍一/著 岩波書店

30 216 父から子に伝えたい戦争の歴史  （SB新書） 半藤一利/著 SBクリエイティブ

31 216.1 明治維新の収支決算報告 青山誠/著 彩図社

32 216.1 「文明開化」と江戸の残像 岩下哲典/編著 ミネルヴァ書房

33 216.5 日清・日露戦史の真実 渡辺延志/著 筑摩書房

34 217.5 この国の戦争  （河出新書） 奥泉光/著 加藤陽子/著 河出書房新社

35 217.5 太平洋戦争空白の史実 神立尚紀/著 潮書房光人新社

36 217.5 戦災語り部ガイド 後藤律子/著 文芸社

37 217.5 天皇なみだ数行下る 三浦由太/著 文芸社

38 217.6 GHQは日本人の戦争観を変えたか  （光文社新書） 賀茂道子/著 光文社

39 217.6 地図と写真でみる半藤一利「昭和史戦後篇1945-1989」 地理情報開発/編 平凡社

40 219.9 日本人として知っておきたい琉球・沖縄史  （PHP新書） 原口泉/著 PHP研究所

41 220 民族と文明で読み解く大アジア史  （講談社+α新書） 宇山卓栄/著 講談社

42 222.0 イラストでわかる『三国志』のリーダー哲学 竹内良雄/著 川崎享/著 東洋経済新報社

43 222.4 台湾の日本人 喜多由浩/著 産経新聞出版

44 223 日本の南進と大東亜共栄圏 後藤乾一/著 めこん

45 225.0 略奪の帝国 上 ウィリアム・ダルリンプル/著 小坂恵理/訳 河出書房新社

46 231.4 人はなぜ戦争を選ぶのか
トゥキュディデス/著 ジョハンナ・ハニン
ク/編 文響社

47 233.2 スコットランド全史  （集英社新書） 桜井俊彰/著 集英社

48 235 図説フランスの歴史 佐々木真/著 河出書房新社

49 235.0 オテル・ド・ブルターニュ グレゴワール・コフマン/著 大嶋厚/訳 吉田書店

50 271 ダーク・エミュー ブルース・パスコウ/著 友永雄吾/訳 明石書店

51 280.4 NO SIGNAL ブリス・ポルトラーノ/写真・文 山本知子/
訳

日経ナショナルジオグラ
フィック

52 280.4 偉人メシ伝 真山知幸/著 笠間書院

53 281.0 50代からの生き方のカタチ 関西学院大学ジェネラティビティ研究セン
ター/編 アルソス

54 281.0 破壊的イノベーター、その視界 日経BP総合研究所/編著 日経BP

55 281.0 人生、晩節に輝く 前坂俊之/著 日経BP日本経済新聞出版

56 281.9 沖縄のことを聞かせてください 宮沢和史/著 具志堅用高/ほか対談 双葉社

57 288.3 図説戦国里見氏 滝川恒昭/編著 細田大樹/編著 戎光祥出版

58 288.4 聖徳太子「和のこころ」の真実 産経新聞取材班/著 産経新聞大阪本社

59 289.1 知られざる幕末の改革者河井継之助 稲川明雄/著 アルファベータブックス

60 289.1 白洲次郎・白洲正子 金子直樹/監修 朝日新聞社/編 朝日新聞社

61 289.1 帰ってきた日々ごはん 11 高山なおみ/著 KTC中央出版

62 289.1 北条時政 野口実/著 ミネルヴァ書房

63 289.3 ビル・ゲイツの思考哲学 ダニエル・スミス/著 菅原都記子/訳協力 文響社

64 289.3 初めて書籍を作った男
アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ/著
清水由貴子/訳 柏書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

65 289.3 百歳の哲学者が語る人生のこと エドガール・モラン/著 澤田直/訳 河出書房新社

66 290 366日世界の大自然 円城寺守/著 三才ブックス

67 290.9 世界の魅力的なビーチと湖  （地球の歩き方BOOKS） 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

68 290.9 地球の歩き方 J05 北海道 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

69 291 誇れる郷土データ・ブック 2022年版 古田陽久/著 世界遺産総合研究所/企画・編
集

シンクタンクせとうち総合
研究機構

70 291.0 県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕雅淑/著 技術評論社

71 291.0 日本の駅前を訪ねて 福宿光一/著 さきたま出版会

72 291.0 全国キャンプ場ガイド 2022西日本編  昭文社

73 291.3 YAMAP山登りベストコース関東周辺版 ヤマップ/著 KADOKAWA

74 291.3 るるぶ箱根 23  JTBパブリッシング

75 291.4 北陸の名城を歩く 福井編 山口充/編 佐伯哲也/編 吉川弘文館

76 291.4 金沢検定受験参考書  '22  時鐘舎

77 291.5 伊勢旧街道を歩く 森下惠介/著 東方出版

78 291.5 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

79 291.6 京都ゆとりの旅  （ブルーガイド）  実業之日本社

80 291.6 奈良・大和路  （ブルーガイド）  実業之日本社

81 291.6 奈良ゆとりの旅  （ブルーガイド）  実業之日本社

82 291.7 るるぶ岡山倉敷蒜山  '23  JTBパブリッシング

83 291.9 奄美の島あるき 金関亜紀/著 奄美好き女子会/著 西日本出版社

84 291.9 沖縄  （ハレ旅）  朝日新聞出版

85 291.9 るるぶ沖縄ベスト 23  JTBパブリッシング

86 292.9 トルクメニスタン・ファンブック ギュルソユ慈/著 パブリブ

87 293 ヨーロッパ47カ国の歴史といまがわかるパノラマ大地図帳 後藤武士/監修 宝島社

88 293.4 ドイツで出会ったカルチャーショック 金武直幸/著 金武恵子/著 三恵社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 301 ウェルビーイングな社会をつくる 草郷孝好/著 明石書店

2 302.1 沖縄という窓 山城紀子/著 松元剛/著 岩波書店

3 302.2 そっか、日本と韓国って、そういう国だったのか。 ムーギー・キム/著 東洋経済新報社

4 302.2 現代中国がわかる最強の45冊 中川コージ/著 倉山満/ナビゲーター 扶桑社

5 302.2 ロシア・チェチェン戦争の628日 林克明/著 清談社Publico

6 302.2 「ハイテク専制」国家・中国 王力雄/著 王柯/著 藤原書店

7 302.3 フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか  （幻冬舎新書） 岩竹美加子/著 幻冬舎

8 302.3 フィンランド幸せのメソッド  （集英社新書） 堀内都喜子/著 集英社

9 302.5 現代ホンジュラスを知るための55章 中原篤史/編著 明石書店

10 304 知らないと恥をかく世界の大問題 13 （角川新書） 池上彰/著 KADOKAWA

11 304 歴史の予兆を読む  （朝日新書） 池上彰/著 保阪正康/著 朝日新聞出版

12 304 下り坂のニッポンの幸福論 内田樹/著 想田和弘/著 青幻舎

13 304 大前研一 世界の潮流 2022〜23スペシャル 大前研一/著 プレジデント社

14 304 ひろゆきと考える竹中平蔵はなぜ嫌われるのか? 竹中平蔵/著 ひろゆき/著 集英社

15 304 減速する素晴らしき世界 ダニー・ドーリング/著 遠藤真美/訳 東洋経済新報社

16 304 2050年「人新世」の未来論争 宮内義彦/著 井上智洋/著 プレジデント社

17 307 中学社会のなぜ?が1冊でしっかりわかる本 玉田久文/著 かんき出版

18 309.0 思想の流儀と原則 鶴見俊輔/著 吉本隆明/著 中央公論新社

19 311.2 愛国の起源  （ちくま新書） 将基面貴巳/著 筑摩書房

20 311.3 国家と資本主義 支配の構造 佐藤優/著 青春出版社

21 311.7 図解でわかる14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所/著 太田出版

22 311.7 そもそも民主主義ってなんですか? 宇野重規/著 東京新聞

23 312.1 社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上彰/著 KADOKAWA

24 312.1 枢密院  （講談社現代新書） 望月雅士/著 講談社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 312.2 香港秘密行動 楊威利修/著 勇松/訳 草思社

26 312.9 地経学の時代 大矢伸/著 実業之日本社

27 316.8 ミャンマーの矛盾 北川成史/著 明石書店

28 316.8 新疆ウイグル自治区  （中公新書） 熊倉潤/著 中央公論新社

29 316.8 外国人差別の現場  （朝日新書） 安田浩一/著 安田菜津紀/著 朝日新聞出版

30 317.6 マイナンバー法の逐条解説 宇賀克也/著 有斐閣

31 318.1 大都市制度の構想と課題 真山達志/編著 牛山久仁彦/編著 晃洋書房

32 318.6 人口減少社会の地域経営政策 川島典子/編著 晃洋書房

33 318.6 地域おこし協力隊の強化書 畠田千鶴/監修 ビジネス社

34 318.7 スマートシティ3.0 KPMGコンサルティング/監修 日本経済新聞
出版/編

日経BP日本経済新聞出版

35 318.7 人をつなぐ街を創る 小柴直樹/著 花伝社

36 319.2 歴史と向き合う 朴裕河/著 毎日新聞出版

37 319.3 プーチンの正体  （宝島社新書） 黒井文太郎/著 宝島社

38 319.3 ゼレンスキー勇気の言葉100 清水克彦/著 ワニブックス

39 319.3 ウクライナ危機 日経BP/編 日経BP

40 319.3 ウクライナ危機後の世界  （宝島社新書） ユヴァル・ノア・ハラリ/著 ジャック・ア
タリ/著 宝島社

41 319.5 アフガニスタン・ペーパーズ クレイグ・ウィットロック/著 河野純治/訳 岩波書店

42 319.5 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

43 319.5 米露諜報秘録1945-2020 ティム・ワイナー/著 村上和久/訳 白水社

44 319.8 「平和宣言」全文を読む  （早稲田新書） 早稲田大学出版部/編 早稲田大学出版部

45 321.0 まだ、法学を知らない君へ 東京大学法学部「現代と法」委員会/編 有斐閣

46 322.1 お白洲から見る江戸時代  （NHK出版新書） 尾脇秀和/著 NHK出版

47 323.0 世界の憲法・日本の憲法 新井誠/編 上田健介/編 有斐閣

48 323.1 自衛隊と憲法 木村草太/著 晶文社

49 323.1 忘れられた日本憲法 畑中章宏/著 亜紀書房

50 324.5 慰謝料請求事件の基本と実務 長瀬佑志/著 日本加除出版

51 324.5 初めての人のための契約書の実務 牧野和夫/著 中央経済社

52 324.7 基礎から学ぶ相続法 木村浩之/著 清文社

53 324.7 相続に係る専門家のための遺贈寄付の実務 三浦美樹/著 脇坂誠也/著 税務経理協会

54 324.7 親が死ぬ前に、家族とやりたい10のこと 吉野匠/著 曽根恵子/著
クロスメディア・パブリッ
シング

55 324.8 ケース別相続で困らないための家族信託超基本 島本広幸/監修 円満相続を応援する士業の
会/編集協力 あさ出版

56 326.4 死刑について 平野啓一郎/著 岩波書店

57 327.1 司法書士の仕事と働き方がイチからわかる本
戸谷満/監修 クレアール司法書士講座事務
局/編 すばる舎

58 329.9 無国籍と複数国籍  （光文社新書） 陳天璽/著 光文社

59 330.4 グレート・ナラティブ
クラウス・シュワブ/著 ティエリ・マルレ/
著

日経ナショナルジオグラ
フィック

60 331 行動経済学ってそういうことだったのか! 太宰北斗/著 ワニブックス

61 331.1 ゲーム理論の見方・考え方 岡田章/著 勁草書房

62 332.1 日本病  （講談社現代新書） 永濱利廣/著 講談社

63 332.1 コロナ時代の日本経済 福田慎一/編 東京大学出版会

64 332.2 東アジア最新リスク分析 宮本雄二/編著 伊集院敦/編著 日経BP日本経済新聞出版

65 333.6 ダボスマン ピーター・S.グッドマン/著 梅原季哉/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

66 334.3 人類の未来年表  ニュートンプレス

67 335 誰でもできるのに9割の人が気づいていない、お金の生み出し方 今井孝/著 幻冬舎

68 335 13歳からの経営の教科書 岩尾俊兵/著 KADOKAWA

69 335.1 後継社長力 加賀隼人/著
クロスメディア・パブリッ
シング

70 335.1 ESGが生み出す選ばれるビジネス 水野雅弘/著 インプレス

71 335.1 社長のための資産形成戦略 森健太郎/著 合同フォレスト

72 335.3 時間と空間の常識に挑む小企業 日本政策金融公庫総合研究所/編 同友館

73 335.4 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

74 335.4 社外取締役・監査役の実務 箱田順哉/著 安田正敏/著 同文舘出版

75 335.7 公務員のはじめての官民連携 長井伸晃/著 学陽書房
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 336 価値創造経営 青嶋稔/著 中央経済社

77 336 基本と実務がよくわかる小さな会社の総務・労務・経理 22-23年版 池田陽介/監修 ナツメ社

78 336 危機管理広報実践ガイド 宇於崎裕美/著
産労総合研究所出版部経営
書院

79 336 クレーム対応の「超」基本エッセンス エス・ピー・ネットワーク/著 第一法規

80 336 今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル 小木曽健/著 晶文社

81 336 超速で成果を出すアジャイル仕事術 坂田幸樹/著 ダイヤモンド社

82 336 社会人の教科書1年生 新星出版社編集部/編 新星出版社

83 336 お客様の満足を高めるSDCA 古谷健夫/著 日科技連出版社

84 336 プロジェクトマネジメントの基本がこれ1冊でしっかり身につく本 前田和哉/著 技術評論社

85 336 東大生も学ぶ「AI経営」の教科書 馬渕邦美/著 東洋経済新報社

86 336.1 DX実践超入門 内山悟志/著
エムディエヌコーポレー
ション

87 336.1 両利きの経営
チャールズ・A.オライリー/著 マイケル・
L.タッシュマン/著 東洋経済新報社

88 336.1 企画力 出村明弘/著 柏艪舎

89 336.1 顧客起点の経営 西口一希/著 日経BP

90 336.1 マッキンゼー新規事業成功の原則 野中賢治/著 梅村太朗/著 日経BP日本経済新聞出版

91 336.1 7 POWERS ハミルトン・ヘルマー/著 助川たかね/訳 楓書店

92 336.1 99%失敗しない新規事業の創り方 松本剛徹/著 小島幹登/著 ぱる出版

93 336.1 数値化メソッド見るだけノート 三木雄信/監修 宝島社

94 336.3 ミスやトラブルが激減するリーダーの報・連・相 相田吉雄/著 明日香出版社

95 336.3 はじめて部下を持った人のための超リーダー力 大西みつる/著 ぱる出版

96 336.3 リーダーの習慣 ナイジェル・カンバーランド/著 児島修/訳 ダイヤモンド社

97 336.3 リーダーは「聴く力」が9割 菊岡正芳/著 ぱる出版

98 336.3 最強のナンバー2チームをつくれ! 長友威一郎/著 合同フォレスト

99 336.3 優れたリーダーは、なぜ「傾聴力」を磨くのか? 林健太郎/著 三笠書房

100 336.3 しなやかで強い組織のつくりかた ピーター・D.ピーダーセン/著 生産性出版

101 336.3 組織をうごかす中間管理職 スコット・マウツ/著 久木みほ/訳 アルク

102 336.3 リーダーの作法 Michael Lopp/著 和智右桂/訳 オライリー・ジャパン

103 336.4 最強戦略としての健康経営 新井卓二/著 同友館

104 336.4 amazonのすごい人事戦略 佐藤将之/著 東洋経済新報社

105 336.4 オンラインでは目を見て話すな 竹本アイラ/著 三笠書房

106 336.4 就業規則のトリセツ ヒューマンリソースマネージメント/著 ワック

107 336.4 問いかけて心をつかむ「聞く」プレゼンの技術 広江朋紀/著 翔泳社

108 336.4 社外プレゼンの資料作成術 前田鎌利/著 ダイヤモンド社

109 336.4 労務管理の基本がぜんぶわかる本 三谷文夫/著 ワン・パブリッシング

110 336.4 テレワーク時代のできない人の育て方・辞めさせ方 谷所健一郎/著 シーアンドアール研究所

111 336.4 長いコトバは嫌われる 横田伊佐男/著 日経BP

112 336.5 定型業務を効率化する実践RPAガイドブック 芳野剛史/著 中央経済社

113 336.8 管理会計でわかる!上手な「値上げ」の仕方・考え方 石王丸香菜子/著 清文社

114 336.8 「知識ゼロ」の人のための超ざっくり分かるファイナンス 石野雄一/著 光文社

115 336.8 起業のエクイティ・ファイナンス 磯崎哲也/著 ダイヤモンド社

116 336.9 ざっくりわかる簿記の本 宇田川敏正/監修 新星出版社

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

118 338.1 絶対に損をしないお金の増やし方 坂本綾子/著 CCCメディアハウス

119 338.1 どの銘柄をいつ買うべきかわかるファンダメンタルズ大全 戸松信博/監修 池田書店

120 338.1 図解為替デリバティブのしくみ 山下章太/著 中央経済社

121 338.2 金融DX、銀行は生き残れるのか  （光文社新書） 遠藤正之/著 光文社

122 338.6 みずほ、迷走の20年 河浪武史/著 日経BP日本経済新聞出版

123 338.7 図解わかる住宅ローン 2022-2023年版 浅井秀一/著 新星出版社

124 339.2 最新保険業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村恵二/著 高橋洋子/著 秀和システム

125 339.4 図解わかる生命保険 2022-2023年版 ライフプラン研究会/編著 新星出版社

126 342.1 プライマリー・バランス亡国論 藤井聡/著 育鵬社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

127 345.3 所得税入門の入門 令和4年度版 藤本清一/著 税務研究会出版局

128 345.5 図解でわかる不動産オーナーの相続対策 今仲清/著 坪多晶子/著 清文社

129 345.6 移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50 田島宏一/編著 西村憲人/編著 中央経済社

130 349.5 住民税非課税制度活用術 太田哲二/著 緑風出版

131 350.2 数字はつくられた 佐藤正広/著 東京外国語大学出版会

132 361.3 BATNA 齋藤孝/著 射手矢好雄/著 プレジデント社

133 361.3 「暴力」から読み解く現代世界 伊達聖伸/編 藤岡俊博/編 東京大学出版会

134 361.4 帝国日本のプロパガンダ  （中公新書） 貴志俊彦/著 中央公論新社

135 361.4 リスクを考える  （ちくま新書） 吉川肇子/著 筑摩書房

136 361.4 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

137 361.4 人間関係を半分降りる 鶴見済/著 筑摩書房

138 361.4 フェイク  （小学館新書） 中野信子/著 小学館

139 361.4 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

140 361.4 ハーバード大学MBA発世界を変える「権力」の授業 ジュリー・バッティラーナ/著 ティチア
ナ・カシアロ/著 CCCメディアハウス

141 361.4 なぜ、あの人には何でも話してしまうのか 山根洋士/著 アスコム

142 361.6 組織理論入門 須田木綿子/著 米澤旦/著 晃洋書房

143 361.7 東アジアの農村 細谷昻/著 筑摩書房

144 361.9 社会科学のための統計学入門 毛塚和宏/著 講談社

145 364.3 図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2022-2023年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

146 364.3 図解わかる定年前後の手続きのすべて 2022-2023年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

147 364.6 図解わかる年金 2022-2023年版 中尾幸村/著 中尾孝子/著 新星出版社

148 365 時代の変わり目を、やわらかく生きる 石川理恵/取材・文 技術評論社

149 365.3 家づくりのダンドリ 2022-2023  エクスナレッジ

150 366.1 知らないと損する労働法の超基本 石井孝治/著 日本実業出版社

151 366.1 労働基準法の実務相談 令和4年度 全国社会保険労務士会連合会/編 中央経済社

152 366.2 転職思考で生き抜く 鈴木隆祐/著 渡辺紀子/監修 日経BP

153 366.2 キャリア・ワークアウト 田中研之輔/著 日経BP

154 366.2 仕事のカタログ 2023-24年版  自由国民社

155 366.3 Q&A改正公益通報者保護法 中原健夫/著 結城大輔/著 金融財政事情研究会

156 366.4 未払い残業代請求法律実務マニュアル 旬報法律事務所/編 学陽書房

157 367.1 美とミソジニー シーラ・ジェフリーズ/著 GCジャパン翻訳
グループ/訳 慶應義塾大学出版会

158 367.1 フェミニズムってなんですか?  （文春新書） 清水晶子/著 文藝春秋

159 367.2 私たちが声を上げるとき  （集英社新書） 和泉真澄/著 坂下史子/著 集英社

160 367.4 事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井裕一郎/著 白澤社

161 367.7 身近な人も安心できる生前の手続きと整理のすべて 岡久/著 酒井修/著 自由国民社

162 368.5 トマトソースはまだ煮えている。 HEAPS編集部/著 左右社

163 368.6 君にもできる刃物犯罪対処マニュアル SOU/著 二見龍/著 誠文堂新光社

164 368.7 非行少年たちの神様 堀井智帆/著 青灯社

165 369.1 押さえておきたい地域福祉・社会福祉協議会 菅野道生/編著 ぎょうせい

166 369.2 凛として灯る 荒井裕樹/著 現代書館

167 369.2 押さえておきたい障害者福祉・精神保健福祉 小板橋恵美子/編著 吉田浩滋/編著 ぎょうせい

168 369.2 しゃべらなくても楽しい!シニアの元気を引き出す健康体操50 斎藤道雄/著 黎明書房

169 369.2 自治体が直面する高齢者身元保証問題の突破口 沢村香苗/著 第一法規

170 369.2 大切な人生に寄り添う 柴田敦子/著 主婦の友社

171 369.2 親の介護 手続きと対処まるわかりQ&A 田中克典/著 玄光社

172 369.2 地域包括ケアシステムの深化と医療が支えるまちづくり 田中滋/監修 田城孝雄/編 東京大学出版会

173 369.2 わたし生活保護を受けられますか 三木ひとみ/著 ペンコム

174 369.2 介護スタッフのトリセツ 三田村薫/著 産学社

175 369.3 調査報道記者 日野行介/著 明石書店

176 369.4 コロナ禍で障害のある子をもつ親たちが体験していること 児玉真美/編著 生活書院

177 369.4 ふたごじてんしゃ物語 中原美智子/著 苦楽堂
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No, 分類 書名 著者名 出版社

178 370.4 最新の重要教育用語がよくわかる本 教育ジャーナル編集部/編 学研教育みらい

179 371.4 やすむ勇気・やすませる勇気 塩生好紀/著 梓書院

180 371.4 学校管理職・教育委員会のためのいじめを重大化させないQ&A100 嶋崎政男/著 エイデル研究所

181 371.4 不登校後を生きる 樋口くみ子/著 学びリンク

182 371.4 生きづらさに向き合うこども 平井美津子/著 日本機関紙出版センター

183 372 6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ/著 集英社インターナショナル

184 374 学校トラブルをめぐる法律相談Q&A 中央大学真法会学校問題研究会/編 法学書院

185 374.3 彼はなぜ担任になれないのですか 佐藤幹夫/著 言視舎

186 374.3 聖職と労働のあいだ 高橋哲/著 岩波書店

187 374.3 今すぐ使えるかんたんGoogle for Education 電算システム/著 技術評論社

188 374.3 わいせつ教員の闇  （中公新書ラクレ） 読売新聞取材班/著 中央公論新社

189 374.9 遠い声をさがして 石井美保/著 岩波書店

190 375 灘→東大→MITに合格した私の「学びが好きになる」勉強法 前田智大/著 PHP研究所

191 375 どんどん勉強が楽しくなるノート術 みおりん/著 エクシア出版

192 375.1 予習の科学 篠ケ谷圭太/著 図書文化社

193 375.1 子どもたちの未来を創ったプログラミング教育 戸塚滝登/著 技術評論社

194 376.1 災害・感染症対応から学ぶ子ども・保護者が安心できる園づくり 佐藤純子/編著 田村美由紀/編著 ぎょうせい

195 376.1 たにぞうの手あそびしましょあそびましょ 谷口國博/著 チャイルド本社

196 376.1 モンテッソーリ子育て15か条 松浦公紀/著 幻冬舎

197 376.8 人生を切りひらく最高の自宅勉強法 布施川天馬/著 主婦と生活社

198 377.1 大学の常識は、世間の非常識  （祥伝社新書） 塚崎公義/著 祥伝社

199 378.8 子どもと家族のためのADHDサポートブック 市川宏伸/監修 成美堂出版

200 378.8 T式ひらがな音読支援の理論と実践 小枝達也/著 関あゆみ/著 中山書店

201 379.9 父が子に伝える13歳からのお金に一生困らないたった3つの考え方 石原尚幸/著 三笠書房

202 379.9 「天才ノート」を始めよう! 岩田かおり/著 ダイヤモンド社

203 379.9 「自分でできる子」に育つ放課後時間の過ごし方 遠藤奈央子/著 講談社

204 379.9 東大ママの「子どもを伸ばす言葉」事典 杉山奈津子/著 講談社ビーシー

205 382.1 歴史イラストでわかる幕末の江戸と暮らし 大津樹/編 IBCパブリッシング

206 382.1 大江戸24時間  中央公論新社

207 383.8 モンゴル宮廷茶 占部俊夫/著 李托雅/著 三省堂書店

208 384.3 麦の記憶 野本寛一/著 七月社

209 385.6 葬式消滅 島田裕巳/著 G.B.

210 386.1 日本のしきたり 新谷尚紀/監修 出版芸術社

211 388.1 猿蟹合戦の源流、桃太郎の真実 斧原孝守/著 三弥井書店

212 388.1 江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか 櫻庭由紀子/著 笠間書院

213 388.1 妖怪の誕生 廣田龍平/著 青弓社

214 391.6 目に見えない戦争 イヴォンヌ・ホフシュテッター/著 渡辺玲/
訳 講談社

215 392 女性兵士という難問 佐藤文香/著 慶應義塾大学出版会

216 392.1 私は自衛官 杉山隆男/著 扶桑社

217 392.3 ウクライナ戦争徹底分析 樋口譲次/編著 日本安全保障戦略研究所/編 扶桑社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 404 もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART8 永田恭介/監修 「科学の芽」賞実行委員会/
編 筑波大学出版会

2 404 空想科学読本 1 柳田理科雄/著 KADOKAWA

3 404 科学名著図鑑  ニュートンプレス

4 404 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑  カンゼン

5 407 理工系のAI英作文術 西山聖久/著 化学同人

6 410 フリーズの数学スケッチ帖 西山享/著 共立出版

7 410 文系のためのめっちゃやさしい数学 幾何<図形>編 山本昌宏/監修 ニュートンプレス

8 410 新体系・大学数学入門の教科書 上 （ブルーバックス） 芳沢光雄/著 講談社

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 410.4 世界でいちばん素敵な数学の教室 永野裕之/監修 三才ブックス

10 412 虚数がよくわかる  ニュートンプレス

11 413.3 「微」「積」で鍛える数学的思考 杉山博宣/著 技術評論社

12 415.2 次元解析入門 矢崎成俊/著 共立出版

13 417 高校生からわかる統計解析 涌井良幸/著 ベレ出版

14 417 ゼロからわかる統計と確率  ニュートンプレス

15 418.1 1週間で学べる!Julia数値計算プログラミング 永井佑紀/著 講談社

16 421 無とは何か  ニュートンプレス

17 421.2 文系のためのめっちゃやさしい相対性理論 吉田直紀/監修 ニュートンプレス

18 421.3 量子力学の諸解釈 白井仁人/著 森北出版

19 440 すばらしき宇宙の図鑑 野口聡一/著 KADOKAWA

20 445 太陽系の謎を解く
NHK「コズミックフロント」制作班/著 緑慎
也/著 新潮社

21 450 地学の図鑑 杵島正洋/著 技術評論社

22 450.9 極限大地 ウィリアム・グラスリー/著 小坂恵理/訳 築地書館

23 451 新百万人の天気教室 白木正規/著 成山堂書店

24 451.8 地球温暖化はなぜ起こるのか  （ブルーバックス）
真鍋淑郎/著 アンソニー・J.ブロッコリー/
著 講談社

25 453 せまりくる巨大地震  ニュートンプレス

26 455.8 土砂災害の疑問55 日本応用地質学会災害地質研究部会/編 成山堂書店

27 457 生命の大進化40億年史 古生代編 （ブルーバックス） 土屋健/著 群馬県立自然史博物館/監修 講談社

28 457.8 化石の復元、承ります。 木村由莉/監修 ブックマン社

29 457.8 怪獣古生物大襲撃 土屋健/著 林昭次/監修 技術評論社

30 467.2 くだらないものがわたしたちを救ってくれる キムジュン/著 米津篤八/訳 柏書房

31 469.6 遺伝学者、レイシストに反論する アダム・ラザフォード/著 小林由香利/訳 フィルムアート社

32 471.7 タネは旅する 中西弘樹/著 八坂書房

33 472.3 ポール・ヴァーゼンの植物標本 ポール・ヴァーゼン/著 堀江敏幸/文 リトルモア

34 480.7 全国クセすご水族館図鑑 さかなのおにいさんかわちゃん/著 中央公論新社

35 481.1 動物の体色がわかる図鑑 秋山豊子/監修 池田譲/編著 グラフィック社

36 481.1 歯をめぐる生物学 斎藤徹/編 アドスリー

37 481.7 土の中の生き物たちのはなし 島野智之/編 長谷川元洋/編 朝倉書店

38 481.9 図説世界の吸血動物 浅川満彦/監修 葛西真治/編著 グラフィック社

39 485.3 ヨコエビガイドブック 有山啓之/著 海文堂出版

40 486.4 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤静磨/著 イースト・プレス

41 489.5 かわいすぎる小さな野生ネコの図鑑 今泉忠明/監修 宝島社

42 489.5 What is Tanuki? 佐伯緑/著 東京大学出版会

43 489.6 クジラ・イルカの雑学図鑑 あらたひとむ/著 海文堂出版

44 490.1 人は死ねない 奥真也/著 晶文社

45 490.1 百寿はそんなに目出度いことか 佐々木学/著 現代書館

46 490.1 家で死のう! 萬田緑平/著 三五館シンシャ

47 490.4 いのちの居場所 稲葉俊郎/著 扶桑社

48 490.4 医療4.0 実践編 加藤浩晃/著 日経BP

49 490.7 医学英語のお手本 マヤ・バーダマン/著 百武美沙/医療監修 丸善出版

50 491.3 泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書 岡田百合香/著 誠文堂新光社

51 491.3 ひと目でわかる脳のしくみとはたらき図鑑 黒木俊秀/日本語版監修 神野尚三/日本語版
監修 創元社

52 491.3 仕事力が劇的に上がる「脳の習慣」 澤口俊之/著 ぱる出版

53 491.3 心はこうして創られる ニック・チェイター/著 高橋達二/訳 講談社

54 491.3 WHOLE BRAIN ジル・ボルト・テイラー/著 竹内薫/訳 NHK出版

55 491.3 能動的推論 トーマス・パー/著 ジョバンニ・ペッツー
ロ/著 ミネルヴァ書房

56 492.7 入門針灸学 2 森由雄/編著 源草社

57 492.9 看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン 荒神裕之/著 坂井暢子/著 秀和システム

58 493.1 2カ月でぽっこりお腹が改善!内臓脂肪の落とし方 栗原毅/著 主婦の友社

59 493.1 最強の血糖値の下げ方 牧田善二/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

60 493.1 最高の老後 山田悠史/著 講談社

61 493.1 介護状態にならないためのかんたん運動プログラム
レコードブック/著 田中喜代次/運動プログ
ラム監修 自由国民社

62 493.2 名医が教える高血圧の治し方 富野康日己/著 法研

63 493.4 結局、腸が9割 川本徹/著 アスコム

64 493.4 人生がまるっと変わるやせ腸トレ ちぃ/著 宝島社

65 493.4 ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん 永井英成/監修 法研

66 493.6 いくつになっても「骨」は育つ! 今泉久美/著 文化学園文化出版局

67 493.7 図解でわかる精神疾患とケア 植田俊幸/編 田村綾子/編 中央法規出版

68 493.7 なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵絢子/著 永島徹/著 中央法規出版

69 493.7 「心身養生のコツ」補講51〜104 神田橋條治/著 岩崎学術出版社

70 493.7 メンタルクリニックの社会学 櫛原克哉/著 青土社

71 493.7 発達障害神経発達症として生きるということ 深間内文彦/著 森田太樹/著 弘文堂

72 493.7 医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと 森田豊/著 自由国民社

73 493.7 発達界隈通信 横道誠/著 教育評論社

74 493.8 間違いだらけの風邪診療  （ちくま新書） 永田理希/著 筑摩書房

75 493.9 わたしたち、働いています。 大塚恵美子/編著 小倉由紀/編著 エスコアール

76 493.9 子どものこころがそだつとき 笠原麻里/著 日本評論社

77 493.9 成功する子は食べ物が9割栄養ぐるぐるレシピ 細川モモ/監修 ダンノマリコ/料理 主婦の友社

78 494.5 ステージ4の緩和ケア医が実践するがんを悪化させない試み 山崎章郎/著 新潮社

79 494.7 変形性ひざ関節症 田代俊之/著 ベースボール・マガジン社

80 494.8 頭皮が蘇るすごいマッサージ 辻敦哉/著 コッツフォード良枝/監修 アスコム

81 494.9 運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全 上月正博/著 文響社

82 495.1 女医が教える閉経の教科書 善方裕美/著 秀和システム

83 495.4 i-wish…ママになりたい vol.67 不妊治療情報センター/編集 シオン

84 495.4 名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて 辰巳賢一/著 河出書房新社

85 495.6 基礎からわかる妊婦・授乳婦のくすりと服薬指導 山中美智子/編著 酒見智子/著 ナツメ社

86 496 子どもの目を守る本 三木淳司/監修 講談社

87 496 心をラクにすると目の不調が消えていく 若倉雅登/著 草思社

88 497 元気で長生きしたいなら歯は抜くな! 下田孝義/著 現代書林

89 498 健康格差社会 近藤克則/著 医学書院

90 498.1 ほんとうの医療現場の話をしよう 高須賀とき/著 晶文社

91 498.3 「呪いの言葉」の処方箋 井上智介/著 ナツメ社

92 498.3 こころの見方 海原純子/著 毎日新聞出版

93 498.3 「アジャイル式」健康カイゼンガイド 懸田剛/著 福島梓/著 翔泳社

94 498.3 不安を力に変える 加藤俊徳/著 扶桑社

95 498.3 カラダが10歳若返る鎌田式ずぼらストレッチ 鎌田實/著 宝島社

96 498.3 痛み・しびれが消える決定版きくち体操 菊池和子/著 講談社

97 498.3 なぜ、あの人はよく眠れるのか 小林弘幸/著 三輪田理恵/著 主婦と生活社

98 498.3 名医が教える自律神経できれいになるメソッド50 小林弘幸/著 ポプラ社

99 498.3 人生が変わる1分姿勢教室 しょうじ/著 幻冬舎

100 498.3 めんどくさいが消える脳の使い方 菅原洋平/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

101 498.3 死ぬまで歩ける体をつくる!10秒「寝ころび筋肉ひねり」 鈴木亮司/著 PHP研究所

102 498.3 運動未満で体はととのう 長島康之/著 主婦の友社

103 498.3 ストレスリセット呼吸術 根来秀行/著 KADOKAWA

104 498.3 こうすれば、夜中に目覚めずぐっすり眠れる 山下あきこ/著 共栄書房

105 498.3 マスクを外す日のために  （幻冬舎新書） 和田秀樹/著 幻冬舎

106 498.5 医師が教えるゆる漢方 板倉弘重/監修 エクスナレッジ

107 498.5 妊娠中のおいしい食事280品 川名有紀子/医学監修・栄養指導 高橋嘉名
芽/医学監修・栄養指導 学研プラス

108 498.5 サートフード・ダイエット
エイダン・ゴギンズ/著 グレン・マッテン/
著 光文社

109 498.5 “体脂肪”を狙って落とす!3食糖質ONダイエット 坂野晃太/著 学研プラス

110 498.5 身体が喜ぶ発酵調味料メソッド 清水みのり/著 方丈社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

111 498.5 妊娠中のおいしい食事&栄養 杉本充弘/監修 新谷友里江/料理 ナツメ社

112 498.6 免疫学者が語るパンデミックの「終わり」と、これからの世界 小野昌弘/著 筑摩書房

113 498.6 パンデミックなき未来へ ビル・ゲイツ/著 山田文/訳 早川書房

114 498.6 徳洲会コロナと闘った800日 笹井恵里子/著 飛鳥新社

115 498.6 アフターコロナの検疫 田中一成/著 南山堂

116 498.6 ひとりも、死なせへん 2 長尾和宏/著 ブックマン社

117 498.7 10秒で治る!子どものねこ背のばし 小林篤史/著 かんき出版

118 498.9 骨は知っている スー・ブラック/著 宮崎真紀/訳 亜紀書房

119 499.8 その症状を改善するアロマとハーブの処方箋 川西加恵/著 BABジャパン

120 499.8 薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山智津子/著 山と溪谷社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.6 激震走る国際エネルギー情勢 小山堅/著 エネルギーフォーラム

2 501.8 やさしく学ぶSketchUp Obra Club/著 エクスナレッジ

3 502.1 なりわい再考 北沢正和/著 地湧社

4 507.1 便利グッズをお金にする本 中本繁実/著 日本地域社会研究所

5 507.9 ガンプラテクニックバイブル 小西和行/監修 成美堂出版

6 510.9 やさしい建設業簿記と経理実務 鈴木啓之/著 日本法令

7 516 鉄道“周辺世界”趣味入門線路 NO.1  イカロス出版

8 517.5 土砂留め奉行 水本邦彦/著 吉川弘文館

9 518.5 災害とトイレ 日本トイレ協会/編 柏書房

10 519 グレタの真実 アンダシュ・ヘルベリ/作 西田佳子/訳 潮出版社

11 519 30のキーワードで理解するカーボンニュートラル 増原直樹/監修
日本能率協会マネジメント
センター

12 519.1 カーボンニュートラル 野村総合研究所/編 日経BP日本経済新聞出版

13 519.1 武器としてのカーボンニュートラル経営 夫馬賢治/著 ビジネス社

14 519.7 いちからわかる廃棄物処理法 鷺坂長美/著 ぎょうせい

15 520.2 世界建築史ノート 中川武/編 東京大学出版会

16 520.9 消費者のための家づくりモデル約款の解説 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会/編 民事法研究会

17 520.9 住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷康蔵/著 三五館シンシャ

18 523 図説西洋建築の歴史 佐藤達生/著 河出書房新社

19 523 代表作でわかる世界の建築史入門 田所辰之助/監修 川嶋勝/監修 世界文化社

20 523.1 建築家の解体  （ちくま新書） 松村淳/著 筑摩書房

21 524.2 日本のタイル100年 INAXライブミュージアム/企画 多治見市モ
ザイクタイルミュージアム/企画

INAXライブミュージアム

22 527 家づくりはじめからおわりまで 鈴木敏彦/著 萱沼宏記/著 エクスナレッジ

23 527 線と管をつながない好文×全作の小屋づくり 中村好文/著 吉田全作/著 PHPエディターズ・グループ

24 527 リノベの心配ごとが全部なくなる本 西尾肇/著 東洋経済新報社

25 527 サステイナブルに家を建てる 服部雄一郎/著 服部麻子/著 KTC中央出版

26 527 図解リノベーション大百科  エクスナレッジ

27 527.0 小さな家の思想  （文春新書） 長尾重武/著 文藝春秋

28 527.1 美しく暮らす間取り○と× 中山繁信/著 エクスナレッジ

29 527.3 日本の台所一〇〇年  平凡社

30 527.8 マンションリノベーションで理想の家を手に入れる  主婦と生活社

31 528.1 ガスとお湯の50年 『ガスとお湯の50年』制作事務局/編集 ベターリビング

32 530.9 機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 小林哲也/著 技術評論社

33 531.9 はじめてでもできるFusion 360入門 田中正史/著 技術評論社

34 532 工作機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 永井知美/著 山口智也/著 技術評論社

35 536 電車の顔図鑑 3 江口明男/著 天夢人

36 537.0 自動車業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 GB自動車業界研究会/著 遠藤徹/監修 技術評論社

37 537.2 EVのリアル 深尾幸生/著 日経BP日本経済新聞出版

38 537.4 低燃費のためのタイヤの基礎知識 馬庭孝司/著 グランプリ出版

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 537.9 ホワイトベース二宮祥平のバイクと一体になれ! 二宮祥平/著 河出書房新社

40 538 飛行機大図鑑 航空科学博物館/監修 ニュートンプレス

41 538.3 ジェットエンジン史の徹底研究 石澤和彦/著 グランプリ出版

42 538.7 幻の第5世代戦闘機YF-23マニアックス 青木謙知/著 秀和システム

43 538.7 ドイツ軍用機事典 野原茂/著 イカロス出版

44 538.7 今日は横田、明日は厚木 松崎豊一/写真・文 イカロス出版

45 538.8 パイロットにチャレンジ 2022-2023  イカロス出版

46 538.9 宇宙開発をみんなで議論しよう 呉羽真/編 伊勢田哲治/編 名古屋大学出版会

47 538.9 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎直子/著 竹内薫/著 青春出版社

48 540.6 GE帝国盛衰史 トーマス・グリタ/著 テッド・マン/著 ダイヤモンド社

49 540.9 地域新電力 稲垣憲治/著 学芸出版社

50 540.9 解説電気設備の技術基準 経済産業省産業保安グループ/編 文一総合出版

51 540.9 デジタル列島進化論 若林秀樹/著 日経BP総合研究所/著 日経BP日本経済新聞出版

52 547.5 無線メディア通史 瀧本往人/著 工学社

53 548.2 M5StackではじめるIoT電子工作 伊藤浩之/著 技術評論社

54 548.2 マザーボード教科書 勝田有一朗/著 工学社

55 549.0 電子部品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
野村総合研究所コンサルティング事業本部/
著 技術評論社

56 549.8 IT戦争の支配者たち 深田萌絵/著 清談社Publico

57 556.9 島風  ホビージャパン

58 558.5 海洋建築序説 海洋建築研究会/編著 成山堂書店

59 559.7 原爆投下、米国人医師は何を見たか ジェームズ・L.ノーラン Jr./著 藤沢町子/
訳 原書房

60 570.6 旭化成100年史 本編 総務部社史編纂室/編集 旭化成

61 570.6 旭化成100年史 資料編 総務部社史編纂室/編集 旭化成

62 575.1 図解でわかるカーボンニュートラル燃料 CN2燃料の普及を考える会/編著 技術評論社

63 576.7 新しい香水の教科書 小磯良江/監修 マイナビ出版

64 576.7 皮膚をみる人たちのための化粧品知識 日本香粧品学会/編 南山堂

65 576.9 機能性インキの技術と応用  シーエムシー出版

66 586.3 リネンの歴史とその関連産業 ジャック・ルール/著 香山学/監修 白水社

67 588.5 沖縄戦と琉球泡盛 上野敏彦/著 明石書店

68 589.2 一年3セットの服で生きる あきやあさみ/著 幻冬舎

69 589.7 もっと広がるインクの楽しみ方100tips KADOKAWAライフスタイル編集部/編 KADOKAWA

70 589.7 じわじわくる文具 松岡厚志/著 玄光社

71 590 エコな毎日 中嶋亮太/著 古賀陽子/著 翔泳社

72 591 50代からの「確実な」お金の貯め方、増やし方教えてください 浅田里花/著 主婦の友社

73 591 図解会社員のためのお金のキホン 井上ヨウスケ/著 KADOKAWA

74 591 貯まらない生活はもうやめよう ミニマリストTakeru/著 KADOKAWA

75 591 決定版!お金の増やし方&稼ぎ方 山崎元/著 堀江貴文/著 徳間書店

76 593.3 イチバン親切なおさいほうの教科書 クライ・ムキ/著 新星出版社

77 593.3 私をときめかせる服 斉藤美紀子/著 日本ヴォーグ社

78 593.3 a sunny spot女の子のまいにちの服 村田繭子/著 日本ヴォーグ社

79 593.3 COS衣装ベストセレクション  日本ヴォーグ社

80 593.3 ステキを作る60代からのソーイング vol.9  ブティック社

81 593.3 楽しくはたらく手作りエプロン  ブティック社

82 594 Museum of Mom's Art 都築響一/著 ケンエレブックス

83 594.2 フランスの自然をいろどるクロスステッチ
ヴェロニク・アンジャンジェ/著 柴田里芽/
訳 グラフィック社

84 594.2 Frog and ToadクロスステッチBOOK 宗のりこ/刺繡デザイン・制作 誠文堂新光社

85 594.2 オートクチュール刺繡のきらめき フィロザ美南/著 文化学園文化出版局

86 594.2 生活を彩るブーケ刺しゅう  アップルミンツ

87 594.3 何度も編みたいエコアンダリヤの帽子とかごバッグ 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

88 594.3 かぎ針で編むエコたわし大全集  アップルミンツ

89 594.3 かぎ針編み刺しゅう糸で編むおとぎ話の世界  アップルミンツ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

90 594.3 kawaiiお花文様とハートから始めるタティング生活  亥辰舎

91 594.3 シルバニアファミリーの着せ替え&コスチュームブック  アップルミンツ

92 594.3 ブライスのコーディネートブック  
クロスワールドコネクショ
ンズ

93 594.6 はじめてさんのつまみ細工 *Hanairo/著 ブティック社

94 594.7 和布で作るリュックとポシェット  ブティック社

95 594.9 シンプルかわいいマニキュアでつくるフラワーアクセサリー いわせあさこ/著 学研プラス

96 594.9 「わくねこ」の作り方 Sachi/著 KADOKAWA

97 594.9 手作りしたいリカちゃんの着せかえ服  ブティック社

98 595.6 自宅でできるライザップ 電子レンジで作る低糖質ごはん編  扶桑社

99 596 “炒めない”炒めもの 今井亮/著 主婦と生活社

100 596 フライパンひとつでスパイスカレー 印度カリー子/著 ぴあ

101 596 ゆる発酵 榎本美沙/著 オレンジページ

102 596 お医者さんが薦める瘦せ脳をつくる糖質オフレシピ 大塚亮/著 佐藤花香/料理監修 三空出版

103 596 たっきーママの作りおき神副菜 奥田和美/著 扶桑社

104 596 こんなにおいしい!レンチンレシピ 上島亜紀/著 成美堂出版

105 596 うちで乾杯ほろ酔いつまみ 下条美緒/著 成美堂出版

106 596 おいしいは嬉しい。 タニア・ジョンソン/著 KADOKAWA

107 596 à table SHIMA vol.02(2022夏号) タサン志麻/著 扶桑社

108 596 内藤裕子のカレー一直線!! 内藤裕子/著 池田書店

109 596 なつかし洋食あかぬけ和食一生好きな町中華 レシピサイトNadia/監修 主婦の友社

110 596 ふたりときどきみんなでご飯 藤井恵/著
エムディエヌコーポレー
ション

111 596 loil RECIPE BOOK 藤本なおよ/監修 小学館

112 596 マッスルランチの筋トレ飯 マッスルランチ/著 マイナビ出版

113 596 発酵ある台所 丸瀬由香里/料理 森本菜穂子/写真 亜紀書房

114 596 ムダゼロ献立 武蔵裕子/著 主婦の友社

115 596 バズレシピ 史上最強の瘦せめし編 リュウジ/著 扶桑社

116 596 きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん ワタナベマキ/著 上西一弘/栄養監修 家の光協会

117 596.0 簡単料理は簡単か? 有元葉子/著 文化学園文化出版局

118 596.0 私を整えるごはん サニー早苗/著 WAVE出版

119 596.0 檀流スローライフ・クッキング 檀晴子/著 集英社

120 596.0 一汁一菜でよいと至るまで  （新潮新書） 土井善晴/著 新潮社

121 596.2 家庭で作れる東西南北の伝統インド料理 香取薫/著 河出書房新社

122 596.2 はじめてのアラブごはん 小松あき/著 イカロス出版

123 596.2 ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木ハツ江/著 藤野嘉子/監修 NHK出版

124 596.2 ぎをん献立帖 森川裕之/著 世界文化社

125 596.3 野菜のおいしい食べ方 池田清子/著 日東書院本社

126 596.3 はじめてのドライフード CAMMOC/著 山と溪谷社

127 596.3 けむレシピ 小林摩利子/著 KADOKAWA

128 596.3 おいしさまみれの肉のベストおかず306 主婦の友社/編 主婦の友社

129 596.3 野菜たっぷりのスピードおかず353 主婦の友社/編 主婦の友社

130 596.3 からだが整うゆるヴィーガン・レシピ 庄司いずみ/著 世界文化ブックス

131 596.3 スピード完成!野菜の大量消費おかず342 食のスタジオ/編 西東社

132 596.3 青パパイヤのレシピ +Pプロジェクト/著 工藤孝文/医学監修 池田書店

133 596.3 教養としての「焼肉」大全 松浦達也/著 扶桑社

134 596.3 粉100、水50でつくるすいとん minokamo/著 技術評論社

135 596.4 日本一おいしいソロキャンプ ぼっち女camp/著 KADOKAWA

136 596.6 arikoの喫茶室 ariko/著 マガジンハウス

137 596.6 ヴィーガンサンドイッチ 今井ようこ/著 東京書籍

138 596.6 ひとりぶんのスパイスお菓子 印度カリー子/著 山と溪谷社

139 596.6 「考えないで、おいしい」ってこういうこと 宇治田潤/著 柴田書店

140 596.6 おうちで楽しむお菓子の本 空想喫茶トラノコク/著
エムディエヌコーポレー
ション
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No, 分類 書名 著者名 出版社

141 596.6 クックパッドおうちで焼ける大人気パン クックパッド株式会社/監修 学研プラス

142 596.6 グリルドチーズとホットサンド絶品レシピ48 郷知詠子/著 春陽堂書店

143 596.6 おうちで作れる実験スイーツレシピ sachi_homemade/著 翔泳社

144 596.6 つるんと、のどごしのいいおやつ 中川たま/著 文化学園文化出版局

145 596.6 チェリーのお菓子 藤野貴子/著 文化学園文化出版局

146 596.7 低アルコールカクテル・ドリンク 旭屋出版編集部/編著 旭屋出版

147 596.7 横浜・鎌倉・湘南ベストカフェ  昭文社

148 596.9 あっちこっち食器棚めぐり 伊藤まさこ/著 新潮社

149 597.5 クリエイティブ整理・収納術 TSUN/著
クロスメディア・パブリッ
シング

150 597.5 無印良品ラクして片づく収納術  主婦の友社

151 599 0〜2歳児の発達にあったあそびアイデアBOOK 浅野ななみ/監修 ナツメ社

152 599 3歳までのカンタンおうちあそびレシピ50 中山芳一/監修
日本能率協会マネジメント
センター

153 599.0 ただ、一緒に生きている 坂本美雨/著 光文社

154 599.0 家族は他人、じゃあどうする? 竹端寛/著 現代書館

155 599.0 ぼくらは人間修行中 二宮敦人/著 新潮社

156 599.4 フランス人の赤ちゃんは朝までひとりでぐっすり眠る レロちひろ/著 フォレスト出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 移住創業と地域のこれから 桑本香梨/著 青木遙/著 同友館

2 610.4 83歳、脱サラ農家の終農術 杉山経昌/著 築地書館

3 611.3 日本のコメ問題  （中公新書） 小川真如/著 中央公論新社

4 611.7 農業者になるには 大浦佳代/著 ぺりかん社

5 611.7 豊かな暮らしと“小さな農業” 望月健/編著 論創社

6 615.8 農家が教える酢とことん活用読本 農文協/編 農山漁村文化協会

7 621.4 野菜データの「見える化」 続 槇晋介/著 農林統計出版

8 626 イタリア野菜の栽培法 トキタ種苗株式会社「グストイタリア」プ
ロジェクト/著 イカロス出版

9 626.1 野菜と果物すごい品種図鑑 竹下大学/著 エクスナレッジ

10 627 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀有子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

11 627.6 世界の優美なユリ銘鑑LILIES ナオミ・スレイド/著 ジョージアナ・レー
ン/写真 日本文芸社

12 627.7 sol×solの多肉植物・サボテンを育てよう 松山美紗/著 ブティック社

13 629.2 築山庭造伝の技法 波多野寛/著 東京農業大学出版会

14 629.7 カラーリーフ図鑑 荻原範雄/著 講談社

15 629.7 日陰と小さなスペースの庭づくり 主婦の友社/編 主婦の友社

16 645.4 カヨと私 内澤旬子/著 本の雑誌社

17 645.6 体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全 北村紋義/著 KADOKAWA

18 645.6 犬ごはんレシピ 鈴木華奈/監修 ナツメ社

19 645.6 愛犬の健康寿命がのびる本 長谷川拓哉/著 青春出版社

20 645.7 イラスト解説猫のしぐさ解読手帖 加藤由子/著 井本史夫/獣医学監修 誠文堂新光社

21 645.7 猫の教科書 CAMP NYAN TOKYO/監修 ナツメ社

22 645.7 黒猫ノロと世界を旅した20年 平松謙三/文・写真
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

23 646.9 ハチのいない蜂飼い 西村玲子/著 天夢人

24 651.3 山を買ったぞ!キャンプするぞ! 栗原紀行/著 実業之日本社

25 663.9 大震災後の海洋生態系 小松正之/著 雄山閣

26 666.6 マグロの科学 中野秀樹/編著 朝倉書店

27 666.7 ヤモリ大図鑑 トカゲモドキ編 中井穂瑞領/著 川添宣広/写真 誠文堂新光社

28 672.1 地理学で読み解く流通と消費 土屋純/著 ベレ出版

29 673.1 「競合店に負けない店長」がしているシンプルな習慣 松下雅憲/著 同文舘出版

30 673.3 逐条解説特定商取引法 第1巻～第2巻 阿部高明/著 青林書院

31 673.3 もっと成果を出すための売れる営業のルール 酒井とし夫/著
日本能率協会マネジメント
センター

32 673.7 小売業の実践SDGs経営 渡辺林治/編著 篠原欣貴/著 慶應義塾大学出版会

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

33 673.9 外国人向け賃貸住宅ノウハウのすべて 荻野政男/著 住宅新報出版

34 674.3 小さなテイクアウトショップandフードトラックのデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

35 674.3 動機のデザイン 由井真波/著 ビー・エヌ・エヌ

36 674.8 まちで出会ったかわいいあのこ うおのめとるこ/著 藤本健太郎/著 大福書林

37 675 鈴木敏文のCX入門 鈴木敏文/著 プレジデント社

38 675 口コミだけで繁盛店を作る究極の集客術 成田直人/著
日本能率協会マネジメント
センター

39 675 最強知名度のつくり方 西村誠司/著 KADOKAWA

40 675 Z世代に学ぶ超バズテク図鑑 原田曜平/著 PHP研究所

41 675 ブランディングの科学 独自のブランド資産構築篇 ジェニー・ロマニウク/著 前平謙二/訳 朝日新聞出版

42 675.1 広告マッチラベル 三好一/著 IBCパブリッシング

43 675.1 日本のラベル 三好一/著 IBCパブリッシング

44 675.5 築地市場の人々 山下倫一/写真・文 国書刊行会

45 686.2 上田丸子電鉄の記憶 奥村榮邦/写真 信濃毎日新聞社出版部/編 信濃毎日新聞社

46 686.2 北の鉄路 松井孝雄/写真・文 柏艪舎

47 686.3 ライバル鉄道徹底研究! 川島令三/著 天夢人

48 686.3 鉄道会社はどう生き残るか  （PHPビジネス新書） 佐藤信之/著 PHP研究所

49 686.5 東京の名駅舎 大内田史郎/著 傍島利浩/写真 草思社

50 689 旅と観光の人類学 橋本和也/著 新曜社

51 689.5 東京ディズニーリゾートホテルガイドブック 2022-2023 ディズニーファン編集部/編 講談社

52 689.5 子どもといく東京ディズニーランドナビガイド 2022-2023  講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 704 社会化するアート/アート化する社会 小松田儀貞/著 水曜社

2 706.9 私は故宮の「門番」 単霽翔/著 福井ゆり子/訳 尚斯国際出版社

3 706.9 ワシントン・ナショナル・ギャラリー参百景 松岡將/編著 同時代社

4 718 駒澤大学仏教学部教授が語る仏像鑑賞入門  （集英社新書） 村松哲文/著 集英社

5 718.3 運慶 横須賀美術館/編 神奈川県立金沢文庫/編 吉川弘文館

6 721.9 静寂の南画家 甲斐虎山 甲斐虎山/画 前崎信也/編著 目の眼

7 724.4 かんたん!4ステップ水彩 マリーナ・バカソーヴァ/著 ホビージャパン

8 726.1 「少年マガジン」編集部で伝説のマンガ最強の教科書 石井徹/著 幻冬舎

9 726.1 トキワ荘青春日記 藤子不二雄A/著 光文社

10 726.5 iPadで描こう!Procreateイラストテクニック amity_sensei/著 玄光社

11 726.5 ポーズと表情の演出テクニック カリマリカ/著 翔泳社

12 726.5 幻想的な背景を描く 六七質/著 誠文堂新光社

13 726.5 アニメ私塾流最強3ステップでラクラク顔・バストアップ作画術 室井康雄/著 エクスナレッジ

14 726.5 山口マオ作品集 山口マオ/画 玄光社

15 726.5 正統派スーツの描き方 ユンイェジュ/著 金智恵/訳 マール社

16 726.5 仕事につながる背景の描き方 R.E.C/著 翔泳社

17 726.6 かこさとし かこさとし/著 鈴木万里/著 平凡社

18 726.6 とびだせ!長谷川義史 長谷川義史/著 空色画房/企画・監修 求龍堂

19 726.9 おはなしの世界を楽しむ物語のカラー切り絵 平石智美/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

20 726.9 祐琴のおしゃれかわいい重ね切り絵 祐琴/著 ブティック社

21 727 刺さるデザインの5つの法則 ARENSKI/編 日貿出版社

22 727 見るだけでデザインセンスが身につく本 日本デザイン/著 大坪拓摩/監修 SBクリエイティブ

23 727.8 あるあるタイポ。 ingectar-e/著
エムディエヌコーポレー
ション

24 728 源氏物語を書く 津田静鳳/著 日本習字普及協会

25 736 津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳 津久井智子/著 主婦の友社

26 740.2 わたしの心のレンズ  （インターナショナル新書） 大石芳野/著 集英社インターナショナル

27 743.5 花火が写る絶景撮影術 井上嘉代子/監修 双葉社

28 746.7 ビジネスに役立つ教養としての映像/動画 木村博史/著 主婦の友社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

29 748 花、瞬く光 蜷川実花/著 河出書房新社

30 751 茶の湯の茶碗 第4巻 赤沼多佳/監修 竹内順一/監修 淡交社

31 751.9 今すぐ作りたい!レジンアクセサリー97  ブティック社

32 751.9 かんたんレジンのアクセサリーBOOK  日本ヴォーグ社

33 754.9 紙バンドで楽しくミニチュアの世界 村田美穂/著 ブティック社

34 755.5 手縫いの革小物ポーチとポシェット12のレシピ 勝村岳/監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

35 756.6 知識ゼロからの日本刀入門 土子民夫/監修 幻冬舎

36 762.3 クラシック偽作・疑作大全 近藤健児/著 久保健/著 青弓社

37 762.3 ピアノの錬金術師
ブリジット・フランソワ=サペ/著 フランソ
ワ・リュグノー/著 春秋社

38 762.3 モスクワ音楽都市物語 S.K.ラシチェンコ/著 広瀬信雄/訳 明石書店

39 763.4 大人のためのヴァイオリン上達バイブル 上田眞仁/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

40 763.5 ジャズ・ギターを弾くためのスケール活用帳 2022 堀川大介/編著 自由現代社(発売)

41 764.3 ベートーヴェン：交響曲第9番 相場ひろ/著 音楽之友社

42 764.3 ストラヴィンスキー：《春の祭典》 満津岡信育/著 音楽之友社

43 766.1 楽劇サロメ
リヒャルト・シュトラウス/著 広瀬大介/
訳・著

アルテスパブリッシング

44 766.1 ワーグナー：《トリスタンとイゾルデ》 広瀬大介/著 音楽之友社

45 767.1 1週間で正確なリズムで歌えるようになる本 石川芳/著 リットーミュージック

46 767.8 プリンス ニール・カーレン/著 大石愛里/訳 東洋館出版社

47 767.8 船村徹不朽の30曲 塩澤実信/著 展望社

48 769.9 動画でステップアップ バレエ魅せるポイント50 堀本美和/監修 マシモ・アクリ/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

49 772.1 戦争と芸能 近現代日本エンタメ研究会/著 育鵬社

50 772.1 昭和芸能界史 昭和32年〜昭和40年篇 塩澤幸登/著 茉莉花社

51 772.3 現代ロシア演劇 岩田貴/著 水声社

52 772.3 シェイクスピアの世紀末 玉泉八州男/著 小鳥遊書房

53 774.2 舞台の面影 村島彩加/著 森話社

54 775.4 『ミス・サイゴン』の世界 麻生享志/著 小鳥遊書房

55 775.4 ミュージカルの歴史  （中公新書） 宮本直美/著 中央公論新社

56 775.7 東海高校・中学校カヅラカタ歌劇団の奇跡 鈴木隆祐/著 駒草出版

57 778.0 映画の正体 押井守/著 立東舎

58 778.0 コンテンツ・ボーダーレス カンハンナ/著
クロスメディア・パブリッ
シング

59 778.0 お嬢さんと噓と男たちのデス・ロード 北村紗衣/著 文藝春秋

60 778.0 お楽しみはこれからだ PART5 和田誠/著 国書刊行会

61 778.2 サメ映画ビジュアル大全
アレクシ・プレヴォ/著 クロード・ガイ
ヤール/著 グラフィック社

62 778.2 恐るべき子ども リュック・ベッソン/著 大林薫/監訳 辰巳出版

63 778.7 細田守の芸術世界 チャールズ・ソロモン/著 和田侑子/訳 グラフィック社

64 778.8 ウルトラマン大怪獣図鑑 円谷プロダクション/監修 双葉社

65 779.1 人生は70代で決まる  （幻冬舎新書） 綾小路きみまろ/著 幻冬舎

66 779.1 三遊亭兼好 立ち噺 三遊亭兼好/著 十郎ザエモン/注釈 竹書房

67 780.1 筋トレより軸トレ!運動のトリセツ 山崎浩子/著 廣戸聡一/監修 日経BP

68 780.7 誰でもできるスポーツメンタルトレーニング 笠原彰/著 学研プラス

69 780.7 スポーツのパフォーマンスを最強にする超肺活 小林弘幸/著 末武信宏/監修 カンゼン

70 783.4 サッカー勝利につながる体づくり 篠田洋介/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

71 783.4 戦時下のノーサイド 早坂隆/著 さくら舎

72 783.4 「サッカーの教え方」読んで差がつく60のコツ 吉野弘一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

73 783.5 動画で学ぶソフトテニス 小野寺剛/著 日本文芸社

74 783.5 ダブルスから始めるとテニスがみるみるうまくなる! 駒田政史/著 テニスマガジン/監修 ベースボール・マガジン社

75 783.5 テニス勝つ!シングルス試合を制する50のコツ 増田健太郎/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

76 783.7 基本と実践で差がつく!セカンド・ショート最強バイブル 大引啓次/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

77 783.7 コロナに翻弄された甲子園 小山宣宏/著 双葉社

78 783.7 自分を諦めない 館山昌平/著 長谷川晶一/執筆 ワニブックス

79 783.7 明日、野球やめます 鳥谷敬/著 集英社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

80 783.7 SHO-TIME 大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男 ジェフ・フレッチャー/著 タカ大丸/訳 徳間書店

81 783.7 甲子園に行くのが夢だった 松坂大輔/監修 飛鳥新社

82 783.7 「記録の神様」山内以九士と野球の青春 室靖治/著 道和書院

83 783.8 最大効率ゴルフスイングでゼロからやり直す! 菅原大地/著 KADOKAWA

84 783.8 ゴルフ最大飛距離が伸びる!ゴルフスイング解剖生理学 マーク・ブル/著 吉田洋一郎/著 池田書店

85 785.2 動画で差がつく!競泳バタフライタイムを縮める50のコツ 奥野景介/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

86 785.2 競泳勝利につながる体づくり 加藤健志/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

87 785.2 クロール大全 竹内慎司/著 晶文社

88 786 焚き火の教科書 伊澤直人/著 扶桑社

89 786 イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング ジョン・ギャスライト/著 秀和システム

90 786 野営道具自作読本  笠倉出版社

91 786.1 新しい登山の教科書 栗山祐哉/監修 池田書店

92 786.1 疲れない山歩きの技術 栗山祐哉/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

93 786.1 山はおそろしい  （幻冬舎新書） 羽根田治/著 幻冬舎

94 786.3 大人のソロキャンプ入門  （SB新書） ヒロシ/著 SBクリエイティブ

95 786.3 はじめてでもよくわかるソロキャンプの便利帳 渡辺有祐/著 イースト・プレス

96 787.1 釣りの「仕掛け」検索 つり人社書籍編集部/編 つり人社

97 787.1 渓流釣り+野営術完全教書 丸山剛/著 つり人社

98 787.1 アジ釣りのすべて  主婦の友社

99 788.2 猪木と馬場  （集英社新書） 斎藤文彦/著 集英社

100 788.2 新日本プロレス旗揚げ50周年記念シリーズ 2  ベースボール・マガジン社

101 789.2 フランス柔道とは何か 星野映/編著 中嶋哲也/編著 青弓社

102 795 誰でもカンタン!図解で分かる囲碁実戦手筋 木部夏生/著 マイナビ出版

103 795 一問一答で身につく!囲碁・ダイレクト三々の基本 山田晋次/著 マイナビ出版

104 796 1冊でわかる!さばいて勝つ棒銀の基本 飯塚祐紀/著 マイナビ出版

105 796 1手ずつ解説する四間飛車穴熊 大平武洋/著 マイナビ出版

106 796 新型雁木試論 佐藤和俊/著 マイナビ出版

107 796.0 将棋・棋士の素顔  （マイナビ新書） 青野照市/著 マイナビ出版

108 797.5 はじめてでも絶対わかる麻雀 日本プロ麻雀連盟/監修 新星出版社

109 797.5 麻雀至極の戦略 堀慎吾/著 KADOKAWA

110 798 動画で完全マスター!けん玉テクニック ず〜まだんけ/監修 グローバルけん玉ネッ
トワーク/監修

メイツユニバーサルコンテ
ンツ

111 798.5 ゲームコンソール2.0 Evan Amos/著 フォーマルハウト・テクノ・
ソリューションズ/訳 オーム社

112 798.5 実践ゲームUIデザイン 太田垣沙也子/著 翔泳社

113 798.5 Unityの教科書 北村愛実/著 SBクリエイティブ

114 799 フラトレ! 素敵なフラスタイル編集部/編 イカロス出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 809.2 世界最高の雑談力 岡本純子/著 東洋経済新報社

2 809.2 1日3分で変わる!社会人のための滑舌ドリル 花形一実/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

3 809.6 会議の成果を最大化する「ファシリテーション」実践講座 大野栄一/著 日本実業出版社

4 814 あいまい・ぼんやり語辞典 森山卓郎/編 東京堂出版

5 814.6 エモい古語辞典 堀越英美/著 海島千本/イラスト 朝日出版社

6 816 ロジカルな文章、情緒的な文章 坂本宗之祐/著
クロスメディア・パブリッ
シング

7 816.5 大学生のためのレポートの書き方 佐渡島紗織/著 坂本麻裕子/著 ナツメ社

8 825 中国語文法講義 林松涛/著 アスク

9 829.1 韓国ドラマで楽しくおぼえる!役立つ韓国語読本 李ハナ/著 康煕奉/著 双葉社

10 830.4 ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語 岡田光世/著 CCCメディアハウス

11 830.7 ハーバード大の脳科学者が実践する図解英語4技能アップ術 勝見祐太/著 朝日出版社

12 830.7 0歳から始める!英語絵本音読メソッド 小林妙子/著 三笠書房

13 837.5 感動スピーチで英語「速」音読 鹿野晴夫/著 コスモピア

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

14 837.5 VOAで聞き読みウクライナをめぐる英語ニュース入門 沢田博/解説 山口西夏/訳・語注 コスモピア

15 837.8 英語で説明する日本の文化 植田一三/著 上田敏子/著 語研

16 837.8 ネイティブが毎日使ってる万能英会話フレーズ101
ジュン・セニサック/著 伊藤ハムスター/イ
ラスト アルク

17 837.8 一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書 牧野智一/著 SBクリエイティブ

18 855 本気で学ぶ中・上級フランス語 吉田泉/著 ベレ出版

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.1 これから詩を読み、書くひとのための詩の教室 松下育男/著 思潮社

2 901.3 読者に憐れみを
カート・ヴォネガット/著 スザンヌ・マッ
コーネル/著 フィルムアート社

3 902.3 創作怪異怪物事典 朝里樹/著 笠間書院

4 910.2 ここから始める文学研究 荒井裕樹/編著 五井信/編著 みずき書林

5 910.2 ウェブ小説30年史  （星海社新書） 飯田一史/著 星海社

6 910.2 「私」という男の生涯 石原慎太郎/著 幻冬舎

7 910.2 賢治ラビリンス 金成陽一/著 彩流社

8 910.2 賢治童話の魔術的地図 私市保彦/著 新曜社

9 910.2 文豪の家 高橋敏夫/監修 田村景子/監修 エクスナレッジ

10 910.2 鳥の歌、テクストの森 高山花子/著 春秋社

11 910.2 吉村昭の人生作法  （中公新書ラクレ） 谷口桂子/著 中央公論新社

12 910.2 誰もいない文学館 西村賢太/著 本の雑誌社

13 910.2 無垢の歌 野崎歓/著 生きのびるブックス

14 910.2 円居挽のミステリ塾  （星海社新書） 円居挽/著 青崎有吾/著 星海社

15 910.2 笑いの力、言葉の力 渡邉文幸/著 理論社

16 911.1 縦になる 有沢螢/著 短歌研究社

17 911.1 和歌文学大系 31 久保田淳/監修 明治書院

18 911.1 寺山修司の百首 藤原龍一郎/著 ふらんす堂

19 911.1 いちばんやさしい短歌 横山未来子/著 日本文芸社

20 911.1 牧野植物園 渡辺松男/著 書肆侃侃房

21 911.1 加賀の狂歌師阿北斎  （桂新書） 綿抜豊昭/著 桂書房

22 911.3 ふつうの未来 越智友亮/著 左右社

23 911.3 夏井いつきの「今日から一句」 夏井いつき/著 第三文明社

24 911.3 ドナルド・キーンと俳句 毬矢まりえ/著 白水社

25 911.3 山猫画句帖 山本容子/著 文化学園文化出版局

26 911.4 魔法の文芸 江畑哲男/著 飯塚書店

27 911.4 くちびるにウエハース なかはられいこ/著 左右社

28 911.5 詩集『山羊の歌』より 中原中也/著 まくらくらま/絵 立東舎

29 911.5 ダダ・カンスケという詩人がいた 吉田美和子/著 共和国

30 911.6 作詞入門 昆真由美/著 平賀宏之/著 スタイルノート

31 913.2 古事記全講義 飯泉健司/著 武蔵野書院

32 913.3 よみがえる与謝野晶子の源氏物語 神野藤昭夫/著 花鳥社

33 914.4 絵巻で読む方丈記 鴨長明/著 田中幸江/訳注 東京美術

34 914.6 グレイがまってるから いせひでこ/著 平凡社

35 914.6 客席のわたしたちを圧倒する 井上ひさし/著 岩波書店

36 914.6 75歳、油揚がある 太田和彦/著 亜紀書房

37 914.6 人生を整える距離感の作法  （マガジンハウス新書） 曽野綾子/著 マガジンハウス

38 914.6 居場所がないのがつらいです 高橋源一郎/著 毎日新聞出版

39 914.6 べつに怒ってない 武田砂鉄/著 筑摩書房

40 914.6 言葉の還る場所で 谷川俊太郎/著 俵万智/著 春陽堂書店

41 914.6 パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻仁成/著 マガジンハウス

42 914.6 この世あそび 徳井いつこ/著 平凡社

43 914.6 本を読んだら散歩に行こう 村井理子/著 集英社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

44 914.6 スマホになじんでおりません 群ようこ/著 文藝春秋

45 914.6 仰天・俳句噺 夢枕獏/著 文藝春秋

46 914.6 横溝正史エッセイコレクション 1～2 横溝正史/著 日下三蔵/編 柏書房

47 915.6 飛び立つ季節 沢木耕太郎/著 新潮社

48 915.6 龍に呑まれる、龍を呑む 四元康祐/著 港の人

49 916 僕は死なない子育てをする 遠藤光太/著 創元社

50 916 もうひとつのジェノサイド長春の惨劇「チャーズ」 遠藤誉/著 実業之日本社

51 916 中皮腫とともに生きる 大島寿美子/編 寿郎社

52 916 祖父が見た日中戦争 早坂隆/著 育鵬社

53 916 母さん、ごめん。 2 松浦晋也/著 日経BP

54 916 声をたどれば 若松真平/著 小学館

55 918 幻談水族巻 福井栄一/編・現代語訳 工作舎

56 923.7 三体X 宝樹/著 大森望/訳 早川書房

57 929.1 夢を売る百貨店 イミイェ/著 鈴木沙織/訳 文響社

58 929.1 ひこうき雲 キムエラン/著 古川綾子/訳 亜紀書房

59 929.1 韓国文学の中心にあるもの 斎藤真理子/著 イースト・プレス

60 929.1 プリズム ソンウォンピョン/著 矢島暁子/訳 祥伝社

61 929.1 極めて私的な超能力 チャンガンミョン/著 吉良佳奈江/訳 早川書房

62 929.1 アンニョン、大切な人。 チョンハンギョン/著 黒河星子/訳 かんき出版

63 929.1 氷の木の森 ハジウン/著 カンバンファ/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

64 929.1 引き出しに夕方をしまっておいた ハンガン/著 きむふな/訳 クオン

65 933.7 ケンカ鶏の秘密 フランク・グルーバー/著 巴妙子/訳 論創社

66 933.7 呑み込まれた男 エドワード・ケアリー/著 古屋美登里/訳 東京創元社

67 933.7 帰りたい カミーラ・シャムジー/著 金原瑞人/訳 白水社

68 933.7 夏 アリ・スミス/著 木原善彦/訳 新潮社

69 933.7 ロンドン・アイの謎 シヴォーン・ダウド/著 越前敏弥/訳 東京創元社

70 933.7 ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/
訳 文藝春秋

71 933.7 テキサスのふたり ジム・トンプスン/著 田村義進/訳 文遊社

72 933.7 血を分けた子ども オクテイヴィア・E.バトラー/著 藤井光/訳 河出書房新社

73 933.7 英雄コナン全集 1 ロバート・E.ハワード/著 宇野利泰/訳 新紀元社

74 933.7 あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース/著 西崎憲/編 亜紀書房

75 933.7 祖父の祈り マイクル・Z.リューイン/著 田口俊樹/訳 早川書房

76 933.7 ウィンストン・フラッグの幽霊
アメリア・レイノルズ・ロング/著 赤星美
樹/訳 論創社

77 936 マイケル・Aの悲劇 ダニエル・アレン/著 那波かおり/訳 筑摩書房

78 936 自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ・マカナルティ/著 近藤隆文/訳 辰巳出版

79 936 イン・ザ・ドリームハウス カルメン・マリア・マチャド/著 小澤身和
子/訳 エトセトラブックス

80 942.6 シラー名作集 フリードリヒ・シラー/著 内垣啓一/訳 白水社

81 943.6 図説アルプスの少女ハイジ ちばかおり/著 川島隆/著 河出書房新社

82 944.7 芸術と人生
ライナー・マリア・リルケ/著 富士川英郎/
編訳 白水社

83 945.7 若き詩人への手紙 R.M.リルケ/著 F.X.カプス/著 未知谷

84 949.8 華麗な復讐株式会社 ヨナス・ヨナソン/著 中村久里子/訳 西村書店

85 951.7 ポール・ヴァレリーの遺言 保苅瑞穂/著 集英社

86 953.7 ロシアの星 アンヌ=マリー・ルヴォル/著 河野万里子/
訳 集英社

87 954.7 歩き旅の愉しみ ダヴィッド・ル・ブルトン/著 広野和美/訳 草思社

88 986 亜鉛の少年たち
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/著
奈倉有里/訳 岩波書店

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F 青く滲んだ月の行方 青羽悠/著 講談社

2 F ナゾトキ・ジパング 青柳碧人/著 小学館

3 F やっと訪れた春に 青山文平/著 祥伝社

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 F マイ・プレゼント 青山美智子/著 U-ku/絵 PHP研究所

5 F はぐれ鴉 赤神諒/著 集英社

6 F 幽霊認証局 赤川次郎/著 文藝春秋

7 F ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川佐和子/著 文藝春秋

8 F 凍る草原に鐘は鳴る 天城光琴/著 文藝春秋

9 F 禁猟区 石田衣良/著 集英社

10 F 京都陰陽寮謎解き滅妖帖 伊吹亜門/著 久賀フーナ/画 星海社

11 F 蹴れ、彦五郎 今村翔吾/著 祥伝社

12 F サウンド・ポスト 岩城けい/著 筑摩書房

13 F 夢の家 魚住陽子/著 駒草出版

14 F 晩秋行 大沢在昌/著 双葉社

15 F いつもだれかが見ている 大竹昭子/文 クミ・ヒロイ/写真 亜紀書房

16 F ブロッコリー・レボリューション 岡田利規/著 新潮社

17 F ハル、色 岡本貴也/著 幻冬舎

18 F 地図と拳 小川哲/著 集英社

19 F やわ肌くらべ 奥山景布子/著 中央公論新社

20 F たこせんと蜻蛉玉 尾崎英子/著 光文社

21 F わたしたち 落合恵子/著 河出書房新社

22 F 学園の魔王様と村人Aの事件簿 織守きょうや/著 KADOKAWA

23 F 月灯館殺人事件 北山猛邦/著 星海社

24 F 満月の下の赤い海 金石範/著 クオン

25 F 明日へのペダル 熊谷達也/著 NHK出版

26 F 家庭用安心坑夫 小砂川チト/著 講談社

27 F たんぽぽ球場の決戦 越谷オサム/著 幻冬舎

28 F 仮面の復讐者 小島正樹/著 南雲堂

29 F 筆のみが知る 近藤史恵/著 KADOKAWA

30 F 任俠楽団 今野敏/著 中央公論新社

31 F 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤究/著 講談社

32 F 恋ふらむ鳥は 澤田瞳子/著 毎日新聞出版

33 F 怪談小説という名の小説怪談 澤村伊智/著 新潮社

34 F 九月十三日の煩悶 茂清博/著 となみ野そうぞうstudio

35 F うえから京都 篠友子/著 角川春樹事務所

36 F セカンドチャンス 篠田節子/著 講談社

37 F 美しい記憶 芝木好子/著 山下多恵子/編 未知谷

38 F メイド喫茶探偵黒苺フガシの事件簿 柴田勝家/著 望月けい/画 星海社

39 F 蒼い水の女 柴田哲孝/著 光文社

40 F 予感<ある日、どこかのだれかから電話が> 清水杜氏彦/著 双葉社

41 F 揚羽の夢 朱川湊人/著 光文社

42 F 道 白石一文/著 小学館

43 F ギフテッド 鈴木涼美/著 文藝春秋

44 F 掬えば手には 瀬尾まいこ/著 講談社

45 F 臼月トウコは援護りたい そえだ信/著 早川書房

46 F 出帆 竹久夢二/著 作品社

47 F 銀河英雄伝説 1 田中芳樹/著 東京創元社

48 F ショートショート実験室 田丸雅智/著 エネルギーフォーラム

49 F 太宰治賞 2022 筑摩書房編集部/編 筑摩書房

50 F 箱庭の巡礼者たち 恒川光太郎/著 KADOKAWA

51 F 鷹の系譜 堂場瞬一/著 講談社

52 F N/A 年森瑛/著 文藝春秋

53 F 号外!幕末かわら版 土橋章宏/著 角川春樹事務所

54 F オリーブの実るころ 中島京子/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 F 殺し屋の息子 永瀬隼介/著 中央公論新社

56 F 鬼人幻燈抄 10 中西モトオ/著 双葉社

57 F 幽明譚 中村邦生/著 水声社

58 F あさとほ 新名智/著 KADOKAWA

59 F 無年金者ちとせの告白 西尾潤/著 光文社

60 F 夏休みの空欄探し 似鳥鶏/著 ポプラ社

61 F ザ・ベストミステリーズ 2022 日本推理作家協会/編 逸木裕/ほか著 講談社

62 F 文学 2022 日本文藝家協会/編 講談社

63 F 紙の梟 貫井徳郎/著 文藝春秋

64 F 姫 花村萬月/著 光文社

65 F 揺籃の都 羽生飛鳥/著 東京創元社

66 F 点滅するものの革命 平沢逸/著 講談社

67 F その意図は見えなくて 藤つかさ/著 双葉社

68 F 夢を喰う男 本城雅人/著 幻冬舎

69 F 短篇七芒星 舞城王太郎/著 講談社

70 F ギニー・ファウル 前川裕/著 光文社

71 F 動物になる日 前田エマ/著 ちいさいミシマ社

72 F 茜さす日に噓を隠して 真下みこと/著 講談社

73 F 丹吉 松村進吉/著 KADOKAWA

74 F 墜落 真山仁/著 文藝春秋

75 F 天海 三田誠広/著 作品社

76 F 神々の歩法 宮澤伊織/著 東京創元社

77 F 金網の向こう 向山貴彦/文 たかしまてつを/絵 角川春樹事務所

78 F 星屑 村山由佳/著 幻冬舎

79 F 残星を抱く 矢樹純/著 祥伝社

80 F あくてえ 山下紘加/著 河出書房新社

81 F #真相をお話しします 結城真一郎/著 新潮社

82 F 海の教場 吉川英梨/著 KADOKAWA

83 F CF 吉村萬壱/著 徳間書店

84 F 鯉姫婚姻譚 藍銅ツバメ/著 新潮社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B124.2 荘子の哲学 中島隆博/著 講談社

2 B293.8 フィンランドは今日も平常運転 芹澤桂/著 大和書房

3 B302.3 ジンセイハ、オンガクデアル ブレイディみかこ/著 筑摩書房

4 B323.1 憲法 鵜飼信成/著 岩波書店

5 B470.4 草木とともに 牧野富太郎/著 KADOKAWA

6 B914.6 読書の森で寝転んで 葉室麟/著 文藝春秋

7 B914.6 根津権現前より 藤澤清造/著 西村賢太/編 講談社

8 B914.6 パンチパーマの猫 群ようこ/著 文藝春秋

9 B914.6 犬の記憶 森山大道/著 河出書房新社

10 B915.6 仰臥漫録 正岡子規/著 岩波書店

11 B933.7 ターミナル・リスト 上・下 ジャック・カー/著 熊谷千寿/訳 早川書房

12 B933.7 ボーイズクラブの掟 エリカ・カッツ/著 関麻衣子/訳 早川書房

13 B933.7 偽のプリンセスと糸車の呪い シャンナ・スウェンドソン/著 今泉敦子/訳 東京創元社

14 B933.7 偽りの眼 上・下 カリン・スローター/著 鈴木美朋/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

15 B933.7 ポピーのためにできること ジャニス・ハレット/著 山田蘭/訳 集英社

16 B933.7 囚われのスナイパー 上・下 スティーヴン・ハンター/著 公手成幸/訳 扶桑社

17 B933.7 いずれすべては海の中に サラ・ピンスカー/著 市田泉/訳 竹書房

18 B933.7 E.M.フォースター短篇集 E.M.フォースター/著 井上義夫/編訳 筑摩書房

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

19 B933.7 壊れた世界で彼は フィン・ベル/著 安達眞弓/訳 東京創元社

20 B933.7 嵐の地平 C.J.ボックス/著 野口百合子/訳 東京創元社

21 B933.7 ポリス・アット・ザ・ステーション
エイドリアン・マッキンティ/著 武藤陽生/
訳 早川書房

22 B933.7 デスパーク ガイ・モーパス/著 田辺千幸/訳 早川書房

23 B933.7 美徳と悪徳を知る紳士のためのガイドブック マッケンジー・リー/著 桐谷知未/訳 二見書房

24 B945.7 終戦日記一九四五 エーリヒ・ケストナー/著 酒寄進一/訳 岩波書店

25 B949.8 三日間の隔絶 上・下 アンデシュ・ルースルンド/著 井上舞/訳 早川書房

26 B953.7 オペラ座の怪人 ガストン・ルルー/著 村松潔/訳 新潮社

27 B963 街と犬たち バルガス・ジョサ/著 寺尾隆吉/訳 光文社

28 B983 未成年 2 ドストエフスキー/著 亀山郁夫/訳 光文社

29 BF 名探偵はひとりぼっち 赤川次郎/著 徳間書店

30 BF 逆転の切り札 阿津川辰海/著 伊兼源太郎/著 朝日新聞出版

31 BF 天才弁護士の孫娘 雨宮周/著 KADOKAWA

32 BF Xの存在証明 綾見洋介/著 宝島社

33 BF 閉店時間 有吉佐和子/著 河出書房新社

34 BF ご隠居は福の神 9 井川香四郎/著 二見書房

35 BF 番所医はちきん先生休診録 3 井川香四郎/著 幻冬舎

36 BF 大河の剣 5 稲葉稔/著 KADOKAWA

37 BF 武士の流儀 7 稲葉稔/著 文藝春秋

38 BF うつけ屋敷の旗本大家 井原忠政/著 幻冬舎

39 BF 料理道具屋にようこそ 上野歩/著 小学館

40 BF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 18 太田紫織/著 KADOKAWA

41 BF 南町奉行と餓舎髑髏 風野真知雄/著 文藝春秋

42 BF 小梅のとっちめ灸 金子成人/著 幻冬舎

43 BF 見えない階 鏑木蓮/著 潮出版社

44 BF 川端康成異相短篇集 川端康成/著 高原英理/編 中央公論新社

45 BF 雪国 川端康成/著 新潮社

46 BF 15秒のターン 紅玉いづき/著 KADOKAWA

47 BF 狂う潮 佐伯泰英/著 文藝春秋

48 BF 他殺岬 笹沢左保/著 徳間書店

49 BF 京都祇園もも吉庵のあまから帖 5 志賀内泰弘/著 PHP研究所

50 BF お勝手のあん 6 柴田よしき/著 角川春樹事務所

51 BF 時効犯 翔田寛/著 KADOKAWA

52 BF 仇討ちの朝 鈴木 英治/著 双葉社

53 BF 判じ物の主 鈴木英治/著 双葉社

54 BF しみしみがんもとお犬道中 高田在子/著 中央公論新社

55 BF 変格ミステリ傑作選 戦後篇1 竹本健治/選 行舟文化

56 BF 討ち入り奇想天外 田中啓文/著 集英社

57 BF 新・入り婿侍商い帖 1 千野隆司/著 KADOKAWA

58 BF 宝石商リチャード氏の謎鑑定 12 辻村七子/著 集英社

59 BF 新・剣客春秋 鳥羽亮/著 幻冬舎

60 BF 紀勢本線殺人事件 西村京太郎/著 文藝春秋

61 BF 東京-金沢69年目の殺人 西村京太郎/著 KADOKAWA

62 BF 2084年のSF 日本SF作家クラブ/編 逢坂冬馬/ほか著 早川書房

63 BF 時代小説ザ・ベスト 2022 日本文藝家協会/編 千葉ともこ/ほか著 集英社

64 BF プリズム 貫井徳郎/著 実業之日本社

65 BF 看取り医 独庵 3 根津潤太郎/著 小学館

66 BF 柳生七星剣 長谷川卓/著 祥伝社

67 BF 御蔵入改事件帳 5 早見俊/著 中央公論新社

68 BF 新しい世界を生きるための14のSF 伴名練/編 芦沢央/ほか著 早川書房

69 BF 俠骨記 宮城谷昌光/著 講談社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

70 BF 金田一耕助の冒険 横溝正史/著 KADOKAWA

71 BF 死仮面 横溝正史/著 KADOKAWA

72 BF 幽霊座 横溝正史/著 KADOKAWA

73 BF 横溝正史が選ぶ日本の名探偵 戦後ミステリー篇 横溝正史/編 河出書房新社

74 BF 横溝正史が選ぶ日本の名探偵 戦前ミステリー篇 横溝正史/編 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T016 富山県立図書館年報 令和3年度 富山県立図書館/編 富山県立図書館

2 T069 富山県立山博物館年報 第31号 2022年 富山県立山博物館/編 富山県立山博物館

3 T209.6 米騒動・大戦後デモクラシー百周年論集 4 井本三夫/編 集広舎

4 T220 黒部川扇状地 第47号 研究紀要編集委員会/編 黒部川扇状地研究所

5 T233.1 大山の歴史と民俗 第25号 大山歴史民俗研究会/編 大山歴史民俗研究会

6 T234.2 薄島 富山市八尾町 薄島自治会/編 薄島なごみ会/編 鈴木照吾

7 T289 トーマ天狗の山里 山田俊雄/著 藤井武/挿絵 山田俊雄

8 T290.2 富山県文化財・文化施設等一覧 2022年3月 富山県教育委員会生涯学習・文化財室/編
富山県教育委員会生涯学
習・文化財室

9 T290.8 「日々、生地。」 海の表情 角谷祥子/著・写真 角谷祥子

10 T290.9 旅するとやま 2022 ワールドリー・デザイン/編 とやま観光推進機構

11 T314 富山県議会臨時会会議録 令和4年1月 富山県議会/編 富山県議会

12 T318.3 富山市議会定例会会議録 令和4年3月 富山市議会/編 富山市議会

13 T318.3 富山市中心市街地活性化基本計画 富山市活力都市創造部まちづくり推進課/編
富山市活力都市創造部まち
づくり推進課

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

15 T318.3 富山市議会定例会議案 令和4年6月 富山市議会/編 富山市議会

16 T327 富山支部のあゆみ 富山県行政書士会富山支部50周年記念事業
特別委員会/編

富山県行政書士会富山支部

17 T330.5 富山県民経済計算報告書 令和元年度 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

18 T344 予算特別委員会会議録 令和4年2月 富山県議会/編 富山県議会

19 T373 富山県教育振興基本計画 第3期 富山県教育委員会教育企画課/編 富山県

20 T377.3 とやまの私立専修学校・各種学校ガイド 2023 富山県専修学校各種学校連合会/編
富山県専修学校各種学校連
合会

21 T493 清流環境作文コンクール受賞作品集 第4回 2021年度
神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会/
編 イタイイタイ病対策協議会/編

神通川流域カドミウム被害
団体連絡協議会

22 T664 蟹工船の記憶 橋本哲/著 桂書房

23 T706 芝水 第4号 令和4年 福野文化協会・広報委員会/編 福野文化協会

24 T708 ART/X/TOYAMA 2022 富山国際現代美術展実行委員会/編
富山国際現代美術展実行委
員会

25 T721 筏井竹の門展 高岡市立博物館/編 高岡市立博物館

26 T723 野上祇麿作品集 野上祇麿/画 野上祇麿

27 T905 藝文とやま 第50号(2022) 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

28 T905 とやま文学 第40号 富山県芸術文化協会/編 富山県芸術文化協会

29 T913.6 水声 關茂子/著 ふらんす堂

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E アーサーと金いろのつな ジョー・トッド=スタントン/著 河合祥一郎
/訳 すばる舎

2 E あそぶためうまれてきたのさぼくはねこ 石津ちひろ/文 山口マオ/絵 講談社

3 E あつめる!はこぶ!せいそうしゃ 片平直樹/ぶん 岡本よしろう/え 交通新聞社

4 E あの子はぼくらのスーパースター フラン・ピンタデラ/文 ラクウェル・カタ
リーナ/絵 評論社

5 E あんぱんまん やなせたかし/作・絵 フレーベル館

6 E あんまりすてきだったから くどうれいん/さく みやざきひろかず/え ほるぷ出版

7 E いきぬけ!サバンナのどうぶつ 鎌田歩/さく 教育画劇

8 E うまれてくるよ海のなか 高久至/しゃしん かんちくたかこ/ぶん アリス館

9 E 海のてがみのゆうびんや
ミシェル・クエヴァス/文 エリン・E.ス
テッド/絵 化学同人

10 E 絵本で知ろう二十四節気 春 ふじもとみさと/文 田口奈津子/絵 文研出版

T 郷土資料

E 絵本

- 24 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

11 E 王さまのおうごんのひげ クラース・フェルプランケ/作 岡野佳/訳 化学同人

12 E おおきくなったら、なんになる? 刀根里衣/著 NHK出版

13 E おさんぽスシトレイン
たいっちゃん/さく・え はせがわさとみ/ぶ
ん 303 BOOKS

14 E おつきさまのおさんぽ カワチレン/作・絵 学研プラス

15 E かえりみち ブリッタ・テッケントラップ/作・絵 木坂
涼/訳 ひさかたチャイルド

16 E かきごおり 石津ちひろ/作 植垣歩子/絵 講談社

17 E 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川みつひろ/作・絵 小峰書店

18 E くすのきだんちはサン!サン!サン! 武鹿悦子/作 末崎茂樹/絵 ひかりのくに

19 E こうもり アヤ井アキコ/作 福井大/監修 偕成社

20 E ことりのメルおっこちる コーリー・R.テイバー/さく よしいかずみ/
やく 化学同人

21 E さかさしりとり 林木林/作 大竹悦子/絵 文研出版

22 E じーさんとぴーぽっぽ 小亀たく/著 みらいパブリッシング

23 E すけすけのりもの なかしまじゅんこ/作 偕成社

24 E そらにかえったにゅうどうぐも レオニート・チシコフ/作 藤原潤子/訳 成山堂書店

25 E だれのほね? 2 たけうちちひろ/文・切り絵 出版ワークス

26 E たんぼのにんじゃあまがえる 谷本雄治/文 サトウマサノリ/絵 文溪堂

27 E ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくんはどこだ? 薫くみこ/作 オームラトモコ/絵 ひさかたチャイルド

28 E ちいさなハチドリのちいさないってき ウノサワケイスケ/え イマジネイション・プラス

29 E チョウのエデン、えがおのまほうつかい 香川照之/作 ロマン・トマ/絵 講談社

30 E チロヌップの子 さくら たかはしひろゆき/文・絵 金の星社

31 E チロヌップのにじ たかはしひろゆき/文・絵 金の星社

32 E でんしゃがとおりまーす! オームラトモコ/著
世界文化ワンダークリエイ
ト

33 E トイレトイレ 西村敏雄/作 小学館

34 E となりのホンドギツネ 渡邉智之/写真・文 文一総合出版

35 E どんぐりポーとどんぐりプー 藤本ともひこ/作 講談社

36 E なみのいちにち 阿部結/作 ほるぷ出版

37 E なんでもかいけつ!テレビマンボルフ 高畠じゅん子/作 高畠純/絵 教育画劇

38 E 庭にくるとり 石川えりこ/作・絵 ポプラ社

39 E ねこのオーランドー裁判官になる キャスリーン・ヘイル/さく こみやゆう/や
く 好学社

40 E ねずみくんはカメラマン なかえよしを/作 上野紀子/絵 ポプラ社

41 E バスが来ましたよ 由美村嬉々/文 松本春野/絵 アリス館

42 E はたけの絵本 いわむらかずお/著 創元社

43 E はだしであるく 村中李衣/文 石川えりこ/絵 あすなろ書房

44 E パパかいぞくのこもりうた アントン・ロマーエフ/作 藤原潤子/訳 成山堂書店

45 E パリングリンドーン 劇団ひとり/著 中居正広/著 マガジンハウス

46 E パンパンパンパンパンダパン ささきみお/作・絵 国土社

47 E ピカッゴロゴロニャー! 広瀬克也/作 教育画劇

48 E ぷくのたんけん うみのそこ こたかみちる/作 みらいパブリッシング

49 E ペンギンたんけんたい 斉藤洋/作 高畠純/絵 講談社

50 E へんてこはやくちことば 新井洋行/作・絵 小峰書店

51 E ぼくはひこうき はっとりひろき/作 講談社

52 E マーシーとスフィンクスのなぞ
ジョー・トッド=スタントン/著 河合祥一郎
/訳 すばる舎

53 E まっくらあそびしようよ! はたこうしろう/作 ほるぷ出版

54 E まよなかのおしっこ さいとうしのぶ/作 KADOKAWA

55 E みそこちゃん かとうまふみ/作 あかね書房

56 E 森のささやきの標本室 たなか鮎子/著 エイアンドエフ

57 E ようかいのもり たぬきクリニック 長谷川あかり/さく 大日本図書

58 E よくみると… もっと! shimizu/作・絵 学研プラス

59 E ロケットペンギン 中川ひろたか/文 ロケットくれよん/原案
世界文化ワンダークリエイ
ト

60 E わたしとあなたのものがたり
アドリア・シオドア/文 エリン・K.ロビン
ソン/絵 光村教育図書

61 E わたしのぼうし 佐野洋子/作・絵 ポプラ社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

62 E ワニのたまごやさん 有田奈央/文 江口ノリコ/絵 新日本出版社

63 E わにくんのだめだめぼうし すみくらともこ/作 みらいパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K007 プログラミングの創造力 ソニー・グローバルエデュケーション/監修
Z会編集部/編 Z会

2 K019 13歳からの「差がつく読書術」心にささる1冊と出会える本 大居雄一/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

3 K033 大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑 世界の鳥編
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

4 K135 思考の達人デカルトに学ぶむずかしい問題を考え抜く力 齋藤孝/著 光文社

5 K141 課題解決のヒケツ 北川達夫/監修 Z会編集部/編 Z会

6 K289 稲むらの火の男浜口儀兵衛 中島望/著 講談社

7 K310 こどもナルホド政治学
鈴木文矢/監修 トリバタケハルノブ/マン
ガ・イラスト えほんの杜

8 K317 街を守る仕事のひみつ図鑑  
スタジオタッククリエイ
ティブ

9 K320 法律がわかる!桃太郎こども裁判 岩貞るみこ/文 中川由賀/監修 講談社

10 K320 6歳から親子で学ぶこども法律図鑑 遠藤研一郎/監修 森のくじら/イラスト メディアソフト

11 K320 その事件、こども弁護士におまかせ! 山崎聡一郎/原案 岩佐まもる/著 KADOKAWA

12 K329 にじいろのペンダント 陳天璽/作 由美村嬉々/作 大月書店

13 K330 お金と社会のミライ あんびるえつこ/監修 Z会編集部/編 Z会

14 K330 マンガでわかるお金の本 森永康平/著 フクイサチヨ/マンガ 大和書房

15 K330 10歳のあなたに伝えたい未来が変わるお金の教科書 八木陽子/監修 いとうみつる/イラスト メディアソフト

16 K331 こども行動経済学 犬飼佳吾/監修 バウンド/著 カンゼン

17 K331 雷神と心が読めるヘンなタネ 鎌田雄一郎/著 河出書房新社

18 K333 地球ときみをつなぐSDGsのお話 松葉口玲子/監修 学研プラス

19 K361 からだのきもち ジェイニーン・サンダース/作 サラ・ジェ
ニングス/絵 子どもの未来社

20 K361 こんにちは!同意 ユミ・スタインズ/著 メリッサ・カン/著 集英社

21 K366 これでかせげる!?激レアおしごとファイル カルロス矢吹/文 アカハナドラゴン/絵 ポプラ社

22 K366 おしごと年鑑 2022 谷和樹/監修 朝日新聞社/編 朝日新聞社

23 K366 プロフェッショナルな人たちのお仕事図鑑 1巻 お仕事図鑑編集委員会/編 文研出版

24 K367 読んでみない?からだのこと。 明橋大二/監修 高橋書店

25 K367 ジェンダー・アイデンティティ 佐々木掌子/監修 国土社

26 K367 女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田志帆/著 偕成社

27 K367 みんなで知りたいLGBTQ+ 2
電通ダイバーシティ・ラボ/企画 ReBit/監
修 文研出版

28 K367 からだの性 長谷川奉延/監修 佐々木掌子/監修 国土社

29 K368 ぼうはん 清永奈穂/監修 the rocket gold star/絵 学研プラス

30 K369 障害者ってだれのこと? 荒井裕樹/著 平凡社

31 K375 読み取るチカラ 卯月啓子/監修 Z会編集部/編 Z会

32 K385 12歳までに身につけたいルール・マナーの超きほん 岩下宣子/監修 梅澤真一/監修 朝日新聞出版

33 K404 あした話したくなるたのしすぎる科学の世界 金子丈夫/監修 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

34 K407 おうちサイエンス 五十嵐美樹/著 ワニブックス

35 K407 親子で作れる!摩訶不思議なサイエンススイーツ 太田さちか/著 宝島社

36 K407 親子で楽しむ!おもしろ科学実験12か月 川村康文/著 小林尚美/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

37 K407 わくわく科学実験図鑑 工作編
クリスティーナ・ハーカート・シュール/著
岩田佳代子/やく

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

38 K407 のってんのスライム科学実験 のってん/著 野本貴大/監修 KADOKAWA

39 K417 統計グラフのカラクリ 細水保宏/監修 Z会編集部/編 Z会

40 K431 みんなが知りたい!元素のすべて 「元素のすべて」編集室/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

41 K440 宇宙ってそういうことだったのか!図鑑 縣秀彦/監修 アスコム

42 K440 国立天文台教授がおどろいたヤバい科学者図鑑 本間希樹/著 扶桑社

43 K451 気象予報士の一日 WILLこども知育研究所/編著 保育社

44 K451 こども気象学 隈健一/監修 新星出版社

45 K451 かみなり
妹尾堅一郎/監修 音羽電機工業「雷写真コ
ンテスト」/協力 ポプラ社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

46 K451 だれでもかんたん!天気観察入門ビジュアルBOOK 武田康男/写真・解説 東京書店

47 K451 天気と気象の事典 武田康男/文・写真 永岡書店

48 K453 富士山はいつ噴火するのか?  （ちくまプリマー新書） 萬年一剛/著 筑摩書房

49 K457 ほんとうは“よわい恐竜”じてん 土屋健/著 林昭次/監修 KADOKAWA

50 K457 恐竜 真鍋真/総監修 平沢達矢/執筆・監修 学研プラス

51 K467 大絶滅は、また起きるのか?  （岩波ジュニア新書） 高橋瑞樹/著 岩波書店

52 K470 バナナの種はどこへいった? 川幡智佳/著 実務教育出版

53 K471 はまったら抜けだせない!?食虫植物 石倉ヒロユキ/編著 田辺直樹/監修 岩崎書店

54 K480 いきものとくらすための7つの約束 今泉忠明/作 講談社

55 K480 危険生物 今泉忠明/総監修 学研プラス

56 K480 なんでも釣り上げてみる本 上石神井小学校しぜん探検隊/監修 成美堂出版

57 K480 びっくり!動物園のおしごと大図鑑 DK社/編 小林玲子/訳 河出書房新社

58 K481 だれのからだ? 有沢重雄/構成・文 小宮輝之/監修・からだ
写真 偕成社

59 K481 ようこそ!生きものハウス 菅原嘉子/文 深蔵/絵 ポプラ社

60 K481 すごい毒の生きもの図鑑 船山信次/監修 ウラケン・ボルボックス/絵 中央公論新社

61 K481 深海生物  学研プラス

62 K482 サバンナで野生動物を守る 沢田俊子/著 講談社

63 K482 見たことのないものをつかまえたい!世界の変な生き物探訪記 平坂寛/著 偕成社

64 K486 オオムラサキと里山の一年 筒井学/写真と文 小学館

65 K486 昆虫 丸山宗利/総監修 長島聖大/副監修 学研プラス

66 K488 鳥は恐竜だった 鈴木まもる/作・絵 アリス館

67 K489 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤真澄/作 静山社

68 K489 草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうきえつこ/文 福田幸広/写真 小学館

69 K491 ウイルスって何だろう 青野由利/著 筑摩書房

70 K491 ウン小話 湯澤規子/文 金井真紀/絵 ホーム社

71 K491 なぜからはじまる体の科学 「動く」編  保育社

72 K494 だれよりも速く走る義足の研究 遠藤謙/著 偕成社

73 K517 水辺のワンダー 橋本淳司/著 文研出版

74 K518 すごいゴミのはなし 滝沢秀一/文 スケラッコ/イラスト 学研プラス

75 K536 しんかんせん・でんしゃ 講談社ビーシー/編 講談社ビーシー

76 K569 こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 柴山元彦/著 井上ミノル/著 創元社

77 K596 はじめてのこどもキッチン 鈴木薫/著 KADOKAWA

78 K596 じぶんでよめるたべものずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

79 K596 小学生のお料理ブック 新谷友里江/著 家の光協会

80 K596 はじめての料理マスターブック 野口真紀/著 ワン・パブリッシング

81 K611 食品ロスはなぜ減らないの? 小林富雄/著 岩波書店

82 K645 迷子になったペットを探せ! 高橋うらら/文 講談社

83 K667 宇宙食になったサバ缶 小坂康之/著 別司芳子/著 小学館

84 K743 飛行機写真をはじめよう! 中野耕志/監修・写真
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

85 K750 身近な素材でできる!小学生のおもしろ工作 1・2年生 立花愛子/著 佐々木伸/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

86 K750 どの本よりわかりやすい!おもしろしかけの貯金箱 寺西恵里子/著 ブティック社

87 K754 本物そっくり!昆虫の立体切り紙 今森光彦/著 日本ヴォーグ社

88 K780 中高生のスポーツハローワーク  学研プラス

89 K781 はるであそぼう 高橋京子/監修 国土社

90 K811 漢字が日本語になるまで 円満字二郎/著 筑摩書房

91 K902 はじめて読む!海外文学ブックガイド 越前敏弥/ほか著 河出書房新社

92 K913 サバイバー!! 3 あさばみゆき/作 葛西尚/絵 KADOKAWA

93 K913 動物の国の救世主 綾真琴/作 Kamio.T/絵 学研プラス

94 K913 6年1組黒魔女さんが通る!! 17 石崎洋司/作 亜沙美/絵 講談社

95 K913 むかしむかし 3 内田麟太郎/文 ザ・キャビンカンパニー/絵 文溪堂

96 K913 グレイッシュ 大島恵真/作 nakaban/絵 文研出版
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No, 分類 書名 著者名 出版社

97 K913 ワニのガルド おーなり由子/作・絵 偕成社

98 K913 ねことわたしのまほうの日 かわしまえつこ/作 おくはらゆめ/絵 ポプラ社

99 K913 天才!?木村のヤバすぎる発明 桐谷直/著 PHP研究所

100 K913 パンに書かれた言葉 朽木祥/作 小学館

101 K913 リトル☆バレリーナ 5 工藤純子/作 佐々木メエ/絵 学研プラス

102 K913 笹森くんのスカート 神戸遙真/著 みずす/画 講談社

103 K913 せんたくかごのないしょのはなし こがしわかおり/作 あかね書房

104 K913 お星さまのレール 小林千登勢/作 小林与志/画 金の星社

105 K913 あたしとひぐっちゃんの探偵日記 櫻井とりお/著 小学館

106 K913 みちのく妖怪ツアー 5 佐々木ひとみ/作 野泉マヤ/作 新日本出版社

107 K913 トーキングドラム 佐藤まどか/著 PHP研究所

108 K913 じいちゃんの山小屋 佐和みずえ/作 カシワイ/絵 小峰書店

109 K913 幽霊お悩み相談室 3 高木敦史/作 鈴木マナツ/絵 ポプラ社

110 K913 みどりの森のなかまたち たかどのほうこ/作 理論社

111 K913 光のカケラ 竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社

112 K913 金曜日のヤマアラシ 蓼内明子/著 中田いくみ/装画 アリス館

113 K913 おにのまつり 天川栄人/著 講談社

114 K913 リトル・ゾンビガール 徳野有美/著 NHK出版

115 K913 ぼくのちぃぱっぱ 長江優子/作 早川世詩男/絵 ゴブリン書房

116 K913 ひろしまの満月 中澤晶子/作 ささめやゆき/絵 小峰書店

117 K913 ぼくは勇者をたすけたい 中松まるは/作 めばち/絵 童心社

118 K913 華麗なる探偵アリス&ペンギン 19 南房秀久/著 あるや/イラスト 小学館

119 K913 予測不能ショートストーリーズ 部活動編 にかいどう青/著 タダノなつ/絵 講談社

120 K913 消えた図書室 西村友里/作 大庭賢哉/絵 学研プラス

121 K913 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原ゆたか/さく・え ポプラ社

122 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 時空を超えて PHP研究所/編 PHP研究所

123 K913 はんぴらり! 6 廣嶋玲子/作 九猫あざみ/絵 童心社

124 K913 ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋玲子/作 江口夏実/絵 講談社

125 K913 ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡伸一/著 朝日新聞出版

126 K913 へそ茶の自由研究 万乃華れん/作 クボ桂汰/絵 佼成出版社

127 K913 日向丘中学校カウンセラー室 2 まはら三桃/著 めばち/装画 アリス館

128 K913 水まきジイサンと図書館の王女さま 丸山正樹/作 高杉千明/絵 偕成社

129 K913 ララ姫はときどき☆こねこ 1 みおちづる/作 水玉子/絵 学研プラス

130 K913 おひさまやのハンカチ 茂市久美子/作 よしざわけいこ/絵 講談社

131 K913 てつほうの鳴る浜 森川成美/作 小学館

132 K913 すこしずつの親友 森埜こみち/著 講談社

133 K913 妖怪コンビニ 令丈ヒロ子/作 トミイマサコ/絵 あすなろ書房

134 K913 小説弱虫ペダル 9 渡辺航/原作 輔老心/ノベライズ 岩崎書店

135 K914 うしろの正面だあれ 海老名香葉子/著 千葉督太郎/画 金の星社

136 K929 5番レーン ウンソホル/作 ノインギョン/絵 鈴木出版

137 K929 長い長い夜 ルリ/作・絵 カンバンファ/訳 小学館

138 K932 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密
J.K.ローリング/著 スティーブ・クローブ
ス/著 静山社

139 K933 名探偵ポアロ アクロイド殺し アガサ・クリスティー/著 羽田詩津子/訳 早川書房

140 K933 トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー/作 こだまともこ/訳 評論社

141 K933 ミオととなりのマーメイド 11 ミランダ・ジョーンズ/作 浜崎絵梨/訳 ポプラ社

142 K933 MINECRAFTドラゴンと魔女 ニッキー・ドレイデン/作 北川由子/訳 竹書房

143 K933 住所、不定 スーザン・ニールセン/作 長友恵子/訳 岩波書店

144 K933 プリンセス・イン・ブラックとさいこうなプリンセス・パーティー シャノン・ヘイル/文 ディーン・ヘイル/文 マイクロマガジン社

145 K933 ひみつの地下図書館 2 アビー・ロングスタッフ/作 坂口友佳子/絵 ほるぷ出版

146 K943 ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス
ミヒャエル・エンデ/作 ヴィーラント・フ
ロイント/作 小学館

147 KT488 お山のライチョウ 戸塚学/写真・文 小宮輝之/監修 偕成社
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