
No, 分類 書名 著者名 出版社

1 002 自由に生きるための知性とはなにか 立命館大学教養教育センター/編 熊谷晋一
郎/著 晶文社

2 002.7 考える人のメモの技術 下地寛也/著 ダイヤモンド社

3 002.7 メモ・ノートの極意 弓削徹/著 ぱる出版

4 007.1 PyTorchで作る!深層学習モデル・AIアプリ開発入門 我妻幸長/著 翔泳社

5 007.1 私たちはAIを信頼できるか 大澤真幸/著 川添愛/著 文藝春秋

6 007.1 Vision Transformer入門 片岡裕雄/監修 山本晋太郎/著 技術評論社

7 007.1 AI新世  （文春新書） 小林亮太/著 篠本滋/著 文藝春秋

8 007.3 ケーススタディでわかるオンラインサービスのスタート法務 石田優一/著 中央経済社

9 007.3 Web3時代のAI戦略 大植択真/著 日経BP

10 007.3 AIと人類 ヘンリー・キッシンジャー/著 エリック・
シュミット/著

日経BP日本経済新聞出版

11 007.3 図解まるわかりメタバースのしくみ 波多間俊之/著 翔泳社

12 007.3 SENSE 堀内進之介/著 吉岡直樹/著 日経BP

13 007.3 オシント新時代 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

14 007.3 マルウエアの教科書 吉川孝志/著 日経BP

15 007.3 18歳からはじめる情報法 米丸恒治/編 法律文化社

16 007.6 独学コンピューターサイエンティスト コーリー・アルソフ/著 新木雅也/ほか訳 日経BP

17 007.6 Outlookビジネスメール効率化&自動化の教科書 伊賀上真左彦/著 技術評論社

18 007.6 プロ並みに使える写真加工 永樂雅也/共著 コネクリ/共著
エムディエヌコーポレー
ション

19 007.6 スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング 及川卓也/監修 リブロワークス/著 インプレス

20 007.6 テスト駆動Python Brian Okken/著 安井力/監修 翔泳社

21 007.6 今すぐ使えるかんたんExcelマクロ&VBA 門脇香奈子/著 技術評論社

22 007.6 できるExcelピボットテーブル 門脇香奈子/著 できるシリーズ編集部/著 インプレス

23 007.6 AWSの基本・仕組み・重要用語が全部わかる教科書 川畑光平/著 菊地貴彰/著 SBクリエイティブ

24 007.6 早く仕事を終わらせたいから、プログラミング始めました。 熊谷基継/著
クロスメディア・パブリッ
シング

25 007.6 はたらくiPad 五藤晴菜/著 インプレス

26 007.6 文系のための基本情報技術者はじめに読む本 近藤孝之/著 技術評論社

27 007.6 AI翻訳革命 隅田英一郎/著 朝日新聞出版

28 007.6 そのまま使えるWordPressカスタムテンプレート 錦織幸知/共著 稲葉和希/共著
エムディエヌコーポレー
ション

29 007.6 ピクセルアート上達コレクション 日貿出版社/編 日貿出版社

30 007.6 改善Excel 橋本由夏/著 SBクリエイティブ

31 007.6 今すぐ使えるかんたんExcel関数 日花弘子/著 技術評論社

32 007.6 競技プログラミングの鉄則 米田優峻/著 マイナビ出版

33 010.2 私たちが図書館について知っている二、三の事柄 中村文孝/著 小田光雄/著 論創社

34 010.2 図書館文化史研究 第39号(2022) 日本図書館文化史研究会/編集 日外アソシエーツ

35 015 調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川真貴/著 勉誠出版(発売)

36 015.9 児童サービスの基礎 西巻悦子/著 近代科学社Digital

37 016.2 姫路市の図書館 令和4年度(2022年度) 姫路市立城内図書館/編 姫路市立城内図書館

38 019.1 1%読書術 マグ/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

39 019.5 絵本で学ぶSDGs 絵本でSDGs推進協会/編 中川素子/編集協力 平凡社

40 019.5 懐かしの児童書コレクション 前田尋之/監修 ジーウォーク(発売)

41 019.9 図書館魔女の蔵書票 大島真理/著 郵研社

42 019.9 多様性の時代を生きるための哲学 鹿島茂/著 東浩紀/著 祥伝社

43 021.2 ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸真吾/編 福市航介/編 中央経済社

44 021.3 富豪作家貧乏作家 水野俊哉/著 秀和システム

45 024.1 委託販売と流通コード 宮沢厚雄/著 樹村房

46 024.8 早稲田古本劇場 向井透史/著 本の雑誌社

47 031.7 54字の物語Q 氏田雄介/編著 武田侑大/絵 PHP研究所

48 051 週刊誌がなくなる日  （ワニブックス|PLUS|新書） 小倉健一/著 ワニ・プラス

49 061 未来を「編集」する 藤吉雅春/著 実業之日本社

50 070 ニュースの政治社会学 山腰修三/著 勁草書房

51 070.1 新聞記者人生 鶴岡憲一/著 花伝社

52 080 尹致昊日記 1上・下 尹致昊/著 木下隆男/訳注 平凡社

53 081.6 吉本隆明全集 29 吉本隆明/著 晶文社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 102 人類史の精神革命 伊東俊太郎/著 中央公論新社

2 104 哲学的洞察 永井均/著 青土社

3 104 哲学の門前 吉川浩満/著 紀伊國屋書店

4 130.2 哲学入門 佐藤優/著 KADOKAWA

5 131 ソクラテスからの質問 根無一信/著 名古屋外国語大学出版会

6 134.9 弱いニーチェ 小倉紀蔵/著 筑摩書房

7 135.5 狂気・言語・文学 ミシェル・フーコー/著 アンリ=ポール・フ
リュショー/校訂・解題 法政大学出版局

8 140 アドラー心理学 岩井俊憲/監修 新星出版社

9 140 運を味方にする「偶然」の科学 バーバラ・ブラッチュリー/著 栗木さつき/
訳 東洋経済新報社

10 141.5 遅考術 植原亮/著 ダイヤモンド社

11 141.5 不思議な12の対話 キムハナ/著 清水知佐子/訳 CCCメディアハウス

12 141.5 「推し」の科学  （集英社新書） 久保(川合)南海子/著 集英社

13 141.5 すぐに結果を出せるすごい集中力 荘司雅彦/著 秀和システム

14 141.5 脳の外で考える
アニー・マーフィー・ポール/著 松丸さと
み/訳 ダイヤモンド社

15 141.6 ついイラッときても感情的に反応しない方法を1冊にまとめてみた 和田秀樹/著 アスコム

16 143 アタッチメントがわかる本 遠藤利彦/監修 講談社

17 146.1 精神分析と脳科学が出会ったら? 加藤隆弘/著 日本評論社

18 146.8 子どものトラウマ・セラピー ピーター・ラヴィーン/著 マギー・クライ
ン/著 国書刊行会

19 150 考えるあなたのための倫理入門 メアリー・ウォーノック/著 高屋景一/訳 春秋社

20 150 修身教授録 続 森信三/著 致知出版社

21 150.4 コスモポリタニズム クワメ・アンソニー・アッピア/著 三谷尚
澄/訳 みすず書房

22 151.2 そうしないことはありえたか? 高崎将平/著 青土社

23 159 ポンコツなわたしで、生きていく。 いしかわゆき/著 技術評論社

24 159 「修養」の日本近代 大澤絢子/著 NHK出版

25 159 感情能力の高め方100 加来勝正/著 PHPエディターズ・グループ

26 159 99%はバイアス ひろゆき/著 ダイヤモンド社

27 159 弱さを抱きしめて、生きていく。 ぱやぱやくん/著 PHP研究所

28 159 先入観のタガをはずせ! 平林景/著 KADOKAWA

29 159 世界最先端の研究が導き出した、「すぐやる」超習慣 堀田秀吾/著
クロスメディア・パブリッ
シング

30 159 私の財産告白 私の生活流儀 人生計画の立て方 本多静六/著 実業之日本社

31 159 時間錬金術 宮崎伸治/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

32 159 人生はあなただけのものじゃない トム・ラス/著 林田レジリ浩文/訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

33 159.4 どんな時代もサバイバルする人の「ビジネス力」養成大全 小宮一慶/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

100  哲学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

34 159.4 キャリアをつくる独学力 高橋俊介/著 東洋経済新報社

35 159.4 PEOPLE BUSINESS アイヴァン・ディーチー/著 石井理子/訳 プレジデント社

36 159.4 逆境に打ち勝つ「弱き者」の成功法則 リチャード・モンタニェス/著 桜田直美/訳 かんき出版

37 159.4 独立思考 山本大平/著 朝日新聞出版

38 159.4 超ミニマル主義 四角大輔/著 ダイヤモンド社

39 160.4 信仰の滴 水谷周/著 国書刊行会

40 162.2 信仰の現代中国 イアン・ジョンソン/著 秋元由紀/訳 白水社

41 164.1 サルタヒコのゆくえ 戸矢学/著 河出書房新社

42 169.2 統一教会とは何か 有田芳生/著 大月書店

43 175.5 江戸狛犬図鑑 荒勝俊/著 さくら舎

44 180.4 フッと心を軽くする仏教のことば 本間大智/著 春秋社

45 181 井上円了 竹村牧男/著 青土社

46 188.7 てきとう和尚が説くこの世の歩き方 浦上哲也/著 PHP研究所

47 188.7 歎異抄手帳 親鸞/述 五木寛之/訳 東京書籍

48 188.8 禅マインドビギナーズ・マインド 鈴木俊隆/著 藤田一照/訳 PHP研究所

49 188.8 『無門関』全48則 野村春眠/著 佼成出版社

50 188.8 開き直る禅思考 枡野俊明/著 内外出版社

51 198.1 ウクライナ侵攻とロシア正教会  （KAWADE夢新書） 角茂樹/著 河出書房新社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 204 世界史の読み方 鷲田小彌太/著 言視舎

2 209 <図説>ユーラシア「帝国」の地政学 宮崎正勝/著 PHP研究所

3 209.3 世界でいちばん素敵な古代文明の教室 実松克義/監修 三才ブックス

4 209.3 アトランティス=ムーの系譜学 庄子大亮/著 講談社

5 210.1 論点・日本史学 岩城卓二/編著 上島享/編著 ミネルヴァ書房

6 210.4 日本史を変えた偉人たちが教える3秒で相手を動かす技術 加来耕三/著 PHP研究所

7 210.4 雑学で日本全史 歴史の謎研究会/編 青春出版社

8 211.9 地政学で読み解く日本合戦史  （PHP新書） 海上知明/著 PHP研究所

9 213 皇位継承と藤原氏 神谷正昌/著 吉川弘文館

10 213 人物で学ぶ日本古代史 1 新古代史の会/編 吉川弘文館

11 213.2 古墳図鑑 青木敬/著 日本文芸社

12 213.4 東アジアからみた「大化改新」 仁藤敦史/著 吉川弘文館

13 213.6 武者から武士へ 森公章/著 吉川弘文館

14 214.2 『吾妻鏡』にみるここがヘンだよ!鎌倉武士 羽生飛鳥/著 PHP研究所

15 214.2 北条義時と鎌倉武士の真実  ホビージャパン

16 215 大名左遷  （文春新書） 岡崎守恭/著 文藝春秋

17 215.8 レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館/監修 山川出版社

18 216 高校生のための「歴史総合」入門 1 浅海伸夫/著 藤原書店

19 217.5 彼女たちは、なぜ、死を選んだのか? 川嶋康男/著 敬文舎

20 217.5 長崎の原爆で終わった抑留
マリー=エマニュエル・グレゴリー/著 大橋
尚泰/訳・解説 えにし書房

21 217.6 1970年代文化論 日高勝之/編著 青弓社

22 219.2 奥羽武士団 関幸彦/著 吉川弘文館

23 219.2 もう一つの平泉 羽柴直人/著 吉川弘文館

24 219.6 近畿の古墳と古代史 白石太一郎/著 吉川弘文館

25 219.7 出雲・吉備・伊予 吉村武彦/編 川尻秋生/編 KADOKAWA

26 219.9 たちあがれ琉球沖縄 仲嵩達也/著 あおぞら書房

27 221.0 韓国併合  （中公新書） 森万佑子/著 中央公論新社

28 222.0 悪党たちの中華帝国 岡本隆司/著 新潮社

29 223.8 ミャンマー現代史  （岩波新書 新赤版） 中西嘉宏/著 岩波書店

30 230.3 ケルトの解剖図鑑 原聖/著 エクスナレッジ

200  歴史・地理
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No, 分類 書名 著者名 出版社

31 230.5 雨、太陽、風 アラン・コルバン/編 小倉孝誠/監訳 藤原書店

32 234.0 ドレスデン爆撃1945 シンクレア・マッケイ/著 若林美佐知/訳 白水社

33 238.6 ウクライナ現代史  （河出新書） アレクサンドラ・グージョン/著 鳥取絹子/
訳 河出書房新社

34 253 アメリカの歴史を知るための65章 富田虎男/編著 鵜月裕典/編著 明石書店

35 281.0 トンチキ鎌倉武士 長谷川ヨシテル/著 柏書房

36 281.0 覚えておきたい新・戦国武将112 本間康司/絵と文 清水書院

37 288.1 名字大事典 上巻・下巻 森岡浩/ 著 ユーキャン/企画 ユーキャン

38 288.1 名字と家紋 森岡浩/ 執筆・監修 高澤等/執筆・監修 ユーキャン

39 288.3 さかのぼり武士の日本史 跡部蛮/著 ビジネス社

40 289.1 幕末の先覚者 赤松小三郎  （平凡社新書） 安藤優一郎/著 平凡社

41 289.1 青年家康 柴裕之/著 KADOKAWA

42 289.1 田中清玄 徳本栄一郎/著 文藝春秋

43 289.1 私のことば体験 松居直/著 安野光雅/挿画 福音館書店

44 289.1 大正女官、宮中語り 山口幸洋/著 河西秀哉/監修 創元社

45 289.2 ヘロデ大王 C.G.シュウェンツェル/著 波部雄一郎/訳 教文館

46 289.3 新しい女 ドミニク・デザンティ/著 持田明子/訳 藤原書店

47 289.3 女性参政権運動家エメリン・パンクハースト ポーラ・バートリー/著 山本博子/訳 彩流社

48 290 新しい高校教科書に学ぶ大人の教養地理総合 宮路秀作/監修 鈴木斎彦/著 秀和システム

49 290.9 地球の歩き方 J00 日本 『地球の歩き方』編集室/編集 地球の歩き方

50 290.9 旅は旨くて、時々苦い 山本高樹/文・写真 産業編集センター

51 291.0 アイヌ語で考える縄文地名 網野皓之/著 花伝社

52 291.0 歴史イラストでわかる幕末の日本と武士 大津樹/編 IBCパブリッシング

53 291.0 田中陽希日記 田中陽希/著 千葉弓子/編集 平凡社

54 291.0 今、行きたい日本の憧れホテルBEST 100 2023年版  朝日新聞出版

55 291.0 プロが選んだ日本のホテル・旅館100選&日本の小宿 2023年度版  旅行新聞新社

56 291.3 古地図で歩く江戸・東京ぶらり今昔歴史探訪ガイド 「江戸楽」編集部/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

57 291.3 暗渠でたどる東京案内 本田創/著 山川出版社

58 291.3 るるぶ横浜鎌倉  '23  JTBパブリッシング

59 291.4 るるぶ北陸金沢  '23  JTBパブリッシング

60 291.5 地図から信州が見えてくる 今尾恵介/著 信濃毎日新聞社

61 291.5 愛知の教科書  JTBパブリッシング

62 291.5 るるぶ伊豆箱根  '23  JTBパブリッシング

63 291.6 関西オートキャンプ場こだわり厳選ガイド アリカ/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

64 291.6 世界遺産「熊野古道」歩いて楽しむ南紀の旅 伊勢・熊野巡礼部/著
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

65 291.6 琵琶湖 金田章裕/著 平凡社

66 291.6 京都の山と川  （中公新書） 鈴木康久/著 肉戸裕行/著 中央公論新社

67 291.6 京都  '23-'24年版  朝日新聞出版

68 291.6 京都完全版 2022  JTBパブリッシング

69 291.7 るるぶ山陽山陰ベスト 2022-2  JTBパブリッシング

70 291.9 沖縄の離島路線バスの旅 下川裕治/著 中田浩資/写真 双葉社

71 292.2 台湾のトリセツ 片倉佳史/執筆・撮影 昭文社

72 292.2 悠久の都北京 劉一達/著 李濱声/イラスト 日本僑報社(発売)

73 292.7 地図でスッと頭に入る中東&イスラム30の国と地域 高橋和夫/監修 昭文社

74 293.9 魅惑のギリシャ 清水康弘/著 ブイツーソリューション

75 295.3 写真の隙間 佐藤大史/著 信濃毎日新聞社

76 297.6 るるぶホノルル  '23  JTBパブリッシング

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 302.2 レッド・ルーレット デズモンド・シャム/著 神月謙一/訳 草思社

2 302.2 北朝鮮とイラン  （集英社新書） 福原裕二/著 吉村慎太郎/著 集英社

300 社会科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

3 302.5 アメリカとは何か  （岩波新書 新赤版） 渡辺靖/著 岩波書店

4 304 天声人語 2022年1月-6月 朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版

5 304 泡沫十年 駒野剛/著 花伝社

6 304 危機の構造 小室直樹/著 ダイヤモンド社

7 304 今日拾った言葉たち 武田砂鉄/著 暮しの手帖社

8 304 サクラジャパン復活への道 釣島平三郎/著 芙蓉書房出版

9 304 言葉を手がかりに 永井愛/著 上西充子/著 集英社クリエイティブ

10 304 人間の業  （新潮新書） 百田尚樹/著 新潮社

11 304 Qを追う 藤原学思/著 朝日新聞出版

12 309.0 土俗と変革 笠井尚/著 論創社

13 311.7 民主主義のルールと精神 ヤン=ヴェルナー・ミュラー/著 山岡由美/
訳 みすず書房

14 312.1 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上彰/著 ダイヤモンド社

15 312.1 安倍さんはなぜリベラルに憎まれたのか 八幡和郎/著 ワニブックス

16 312.2 紅い帝国の論理 張博樹/著 中村達雄/訳 白水社

17 312.3 私の国とはつまり何なのか アンゲラ・メルケル/述 藤田香織/訳 創元社

18 312.3 ゼレンスキーの素顔 セルヒー・ルデンコ/著 安藤清香/訳 PHP研究所

19 313.7 世界でいちばん短くてわかりやすい民主主義全史 ジョン・キーン/著 岩本正明/訳 ダイヤモンド社

20 316.8 カースト イザベル・ウィルカーソン/著 秋元由紀/訳 岩波書店

21 316.8 ナイス・レイシズム ロビン・ディアンジェロ/著 甘糟智子/訳 明石書店

22 317.7 消防のための除染の教科書 浜田昌彦/著 Robert Chilcott/監修 イカロス出版

23 317.9 FBI WAY フランク・フィグルッツィ/著 広林茂/著 あさ出版

24 318 自治体クラウドファンディング 佐野修久/著 学陽書房

25 318.5 公務員のための広報の教科書 佐久間智之/著 学陽書房

26 318.6 共生時代の地域づくり論 北野収/編著 農林統計出版

27 318.7 池上四郎の都市計画 池上惇/著 京都大学学術出版会

28 318.9 スマート・イナフ・シティ ベン・グリーン/著 中村健太郎/訳 人文書院

29 319 ウクライナ戦争と分断される世界 大西広/著 本の泉社

30 319.1 北方領土のなにが問題? 黒岩幸子/著 清水書院

31 319.1 地政学から見る日本の領土 沢辺有司/著 彩図社

32 319.1 自発的隷従の日米関係史 松田武/著 岩波書店

33 319.2 インド太平洋戦略 ブレンドン・J.キャノン/編著 墓田桂/編著 中央公論新社

34 319.3 分断の克服1989-1990 板橋拓己/著 中央公論新社

35 319.3 13歳からのウクライナ戦争150日新聞 黒井文太郎/監修 宝島社

36 319.3 ウクライナ戦争は世界をどう変えたか 豊島晋作/著 KADOKAWA

37 320 はじめての六法 尾崎哲夫/著 自由国民社

38 320 警察安全相談対処ハンドブック 篠崎・進士法律事務所/編 立花書房

39 321.0 問題解決ツールとしての法的思考力 大城章顕/著 日本実業出版社

40 324.5 いちからわかる・使える「契約」Q&A 鳥山半六/著 第一法規

41 324.5 不法行為法 吉村良一/著 有斐閣

42 324.6 成年後見の法律相談 赤沼康弘/編著 鬼丸かおる/編著 学陽書房

43 324.7 これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて 22-23年版 堀招子/監修 原木規江/監修 ナツメ社

44 324.8 賃貸借のしくみとルール 木島康雄/監修 三修社

45 325.2 よくわかる会社法入門講座 祝田法律事務所/編 ビジネス教育出版社

46 325.2 法人成りの活用と留意点 柴田知央/共著 青木治雄/共著 税務研究会出版局

47 326.2 日本型「談合」の研究 梶原一義/著 毎日新聞出版

48 326.9 レイプは本当に犯罪ですか? ミシェル・バウドラー/著 竹内要江/訳 柏書房

49 327.2 改正民事訴訟法解説+全条文 上原敏夫/著 三省堂

50 329.9 入管問題とは何か 鈴木江理子/編著 児玉晃一/編著 明石書店

51 329.9 彼女はなぜ、この国で 和田浩明/著 毎日新聞入管難民問題取材班/
著 大月書店

52 330 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上彰/著 ダイヤモンド社

53 330.4 経済がわかれば最強! DJ Nobby/著 KADOKAWA
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No, 分類 書名 著者名 出版社

54 331 大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門 田中久稔/著 SBクリエイティブ

55 331 レジリエントな社会 マーカス・K.ブルネルマイヤー/著 立木勝/
訳

日経BP日本経済新聞出版

56 331 経済学の壁 前田裕之/著 白水社

57 332.0 経済危機の世界史 大村大次郎/著 清談社Publico

58 332.0 脱成長と欲望の資本主義 丸山俊一/著 NHK「欲望の資本主義」制作班
/著 東洋経済新報社

59 332.1 コロナショック・ドクトリン 松尾匡/編著 論創社

60 332.1 日本経済の見えない真実 門間一夫/著 日経BP

61 333.8 SDGs用語辞典 小林亮/監修 山と溪谷社

62 334.4 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック
カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン/
著 太田佐絵子/訳 原書房

63 334.4 在日二世から見た日本と韓国 文一倉/著 彩流社

64 335 図解わかる個人事業の始め方 2022-2023年版 宇田川敏正/監修 新星出版社

65 335 いちばんわかりやすい個人事業の始め方 齋藤一生/監修 成美堂出版

66 335 起業マインド100 ケヴィン・D.ジョンソン/著 酒井章文/訳 サンマーク出版

67 335.0 経営12カ条 稲盛和夫/著 日経BP日本経済新聞出版

68 335.1 SX&SDGs 安藤光展/著
エムディエヌコーポレー
ション

69 335.1 2030年会社員の未来 市川祐子/著 日経BP

70 335.1 SDGsの経営学 上林憲雄/編著 小松章/編著 千倉書房

71 335.1 イーロン・マスク流鋼のメンタルとすぐやる力が身につく仕事術 桑原晃弥/著 プレジデント社

72 335.1 やさしくて強い社長になるための教科書 志水浩/著 あさ出版

73 335.2 再興THE KAISHA ウリケ・シェーデ/著 渡部典子/訳 日経BP日本経済新聞出版

74 335.4 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上彰/著 ダイヤモンド社

75 335.4 日本の生き残る道 牛島信/著 幻冬舎

76 335.5 アライアンス思考 冨田賢/著 日本ビジネス出版

77 335.7 実践サステナブルPPP 佐々木仁/著 中央経済社

78 336 図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 2022-2023年版 関根俊輔/監修 新星出版社

79 336 ストーリーでつかむ!プロジェクトマネジメントの原則 谷岡悟一/著
クロスメディア・パブリッ
シング

80 336 ナレッジワーカー・マネジメント 藤崎邦生/著 清宮理慎/著 プレジデント社

81 336 ビジネススキル強化メソッド 堀公俊/著 日経BP日本経済新聞出版

82 336 2時間でわかる図解KPIマネジメント入門 堀内智彦/著 あさ出版

83 336 日本企業のマネジメント・コントロール 横田絵理/著 中央経済社

84 336.1 夢をかなえる!使える事業計画書のつくり方 石井真人/著 ビジネス教育出版社

85 336.1 世界標準のデータ戦略完全ガイド バーナード・マー/著 山本真麻/訳 翔泳社

86 336.2 締め切りを作れ。それも早いほどいい。 クリストファー・コックス/著 斎藤栄一郎/
訳 パンローリング

87 336.3 できるリーダーは、「これ」しかやらない 聞き方・話し方編 伊庭正康/著 PHP研究所

88 336.3 みんな違う。それでも、チームで仕事を進めるために大切なこと 岩井俊憲/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

89 336.3 人的資本の活かしかた 上林周平/著 田中研之輔/監修 アスコム

90 336.3 エンゲージマネジメント 清水康裕/著 ぱる出版

91 336.3 上司と部下は、なぜすれちがうのか 本田英貴/著
ダイヤモンド・ビジネス企
画

92 336.3 心理的安全性の築き方見るだけノート 山浦一保/監修 宝島社

93 336.4 ユーモアは最強の武器である
ジェニファー・アーカー/著 ナオミ・バグ
ドナス/著 東洋経済新報社

94 336.4 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 22〜'23年版 池本修/監修 鹿田淳子/著 成美堂出版

95 336.4 部下のやる気はいらない 岩崎徹也/著
日本能率協会マネジメント
センター

96 336.4 職場の困った人対応マニュアル 援川聡/著 WAVE出版

97 336.4 ゼロからわかる新卒エンジニア採用マニュアル 楓博光/著 あさ出版

98 336.4 図解わかる小さな会社の給与計算と社会保険 2022-2023年版 関根俊輔/監修 関根圭一/監修 新星出版社

99 336.4 DataStory Nancy Duarte/著 渡辺翔大/訳 共立出版

100 336.4 人事と税務のクロスレファレンス 仲谷栄一郎/著 嘉納英樹/著 中央経済社

101 336.4 それでは伝わらない!ビジネスコミュニケーション新常識 西原勇介/著 日経BP

102 336.4 仕事ができる人は知っているこびない愛嬌力 リョウ/著 KADOKAWA

103 336.5 スマホと無料ツールで小さな会社こそIT 中村太陽/著 日本橋出版

104 336.5 AIってそういうことか! 西川徹/ほか著 岡野原大輔/ほか著 日経BP
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No, 分類 書名 著者名 出版社

105 336.5 Microsoft Power Platformローコード開発<活用>入門 FIXER/著 春原朋幸/監修 技術評論社

106 336.8 計数感覚スキル入門 玉木昭宏/著 中央経済社

107 336.8 決算書はここだけ読もう 2023年版 矢島雅己/著 弘文堂

108 336.9 図解いちばんやさしく丁寧に書いた法人税申告の本 23年版 須田邦裕/著 成美堂出版

109 336.9 インボイスの気になる点がサクッとわかる本 高山弥生/著 税務研究会出版局

110 336.9 小さな会社が本当に使える節税の本 冨田健太郎/著 葛西安寿/著 自由国民社

111 336.9 経営危機時の会計処理 日野原克巳/著 中央経済社

112 336.9 2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ 吉澤大/著 かんき出版

113 338 教養としての決済
ゴットフリート・レイブラント/著 ナター
シャ・デ・テラン/著 東洋経済新報社

114 338.1 投資、はじめます 伊藤亮太/監修 新星出版社

115 338.1 ビジネスエリートになるための投資家の思考法 奥野一成/著 ダイヤモンド社

116 338.1 なぜ日本の金利は常に米国より低いのか 角川総一/著 ビジネス教育出版社

117 338.1 株メンタル 上岡正明/著 東洋経済新報社

118 338.1 クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇 ケイシー・ミシェル/著 秋山勝/訳 草思社

119 338.1 父と母がわが子に贈るお金の話
ディリン・レドリング/著 アリソン・トム/
著 SBクリエイティブ

120 338.5 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒冬弥/著 三五館シンシャ

121 338.8 NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び方教えてあげる! 安東隆司/著 ななし/イラスト 秀和システム

122 338.9 日本株を動かす外国人投資家の思考法と投資戦略 菊地正俊/著 日本実業出版社

123 338.9 FXの鬼100則 田嶋智太郎/著 明日香出版社

124 339 生活に活かす共済と保険 米山高生/著 保険毎日新聞社

125 345.5 路線価による土地評価の実務 令和4年8月改訂 名和道紀/共著 長井庸子/共著 清文社

126 349.5 固定資産税土地評価の実務ポイント 令和6基準年度対応版
日本不動産研究所固定資産税評価研究会/編
著 ぎょうせい

127 361.4 ぼくらは噓でつながっている。 浅生鴨/著 ダイヤモンド社

128 361.4 元公安捜査官が教える「本音」「噓」「秘密」を引き出す技術 稲村悠/著 WAVE出版

129 361.4 “私”が生きやすくなるための同意 遠藤研一郎/著 WAVE出版

130 361.4 思い通りに人をあやつる心理テクニック101 神岡真司/著 フォレスト出版

131 361.4 人を動かす「正論」の伝え方 藤井聡/著
クロスメディア・パブリッ
シング

132 361.4 マンガ神トーーク1年生 星渉/著 宝島社

133 361.4 仕事ができる人のうまい「頼み方」 松橋良紀/著 青春出版社

134 361.4 現代メディア哲学 山口裕之/著 講談社

135 361.4 チャンスも幸せも手に入れている人のやわらかい「品」の見せ方 吉原珠央/著 KADOKAWA

136 361.5 中二階の原理 伊丹敬之/著 日経BP日本経済新聞出版

137 361.5 アフロフューチャリズム イターシャ・L.ウォマック/著 押野素子/訳 フィルムアート社

138 361.8 ポリティカル・コレクトネスからどこへ 清水晶子/著 ハントンヒョン/著 有斐閣

139 364 外国人の生存権保障ガイドブック 生活保護問題対策全国会議/編 明石書店

140 364 これだけは押さえておきたい!社会保障制度の用語事典 福島敏之/著 「ケアマネジャー」編集部/編 中央法規出版

141 364 社会保障のトリセツ 山下慎一/著 弘文堂

142 364.3 社会保険・労働保険の届け出と手続き 古見明子/著 同文舘出版

143 364.6 もらえる年金が本当にわかる本  '22〜'23年版 下山智恵子/著 甲斐美帆/著 成美堂出版

144 366.1 労働基準法がよくわかる本  '22〜'23年版 下山智恵子/著 成美堂出版

145 366.2 大人の発達障害「自分を知ること」「人に伝えること」 今井涼子/著 ジアース教育新社

146 366.2 発達障害フリーランス 銀河/著 翔泳社

147 366.2 稼げるフリーランスの法則 田中祐樹/著 日経BP日本経済新聞出版

148 366.3 パワハラ依存症  （PHP新書） 加藤諦三/著 PHP研究所

149 366.3 私らしく、働くということ 主婦の友社/編 主婦の友社

150 367.1 フェミニスト・シティ レスリー・カーン/著 東辻賢治郎/訳 晶文社

151 367.1 差別は思いやりでは解決しない  （集英社新書） 神谷悠一/著 集英社

152 367.1 フェミニズムとレジリエンスの政治 アンジェラ・マクロビー/著 田中東子/訳 青土社

153 367.2 ママにはならないことにしました チェジウン/著 オヨンア/訳 晶文社

154 367.3 夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法 岡野あつこ/著 サンマーク出版

155 367.3 老いの玉手箱 樋口恵子/著 中央公論新社

- 7 -



No, 分類 書名 著者名 出版社

156 367.5 おっさん社会が生きづらい  （PHP新書） 小島慶子/著 PHP研究所

157 367.6 もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷修/著 鳳書院

158 367.6 どうなってるんだろう?子どもの法律 山下敏雅/編著 渡辺雅之/編著 高文研

159 367.7 死に方がわからない 門賀美央子/著 双葉社

160 367.7 老いを楽しく手なずけよう 吉永みち子/著 中央公論新社

161 367.7 70歳の正解  （幻冬舎新書） 和田秀樹/著 幻冬舎

162 367.9 HAVE PRIDE ステラ・A.コールドウェル/著 スー・サン
ダース/アドバイザー 合同出版

163 368.6 ヴィクトリア朝の毒殺魔 ディーン・ジョーブ/著 安達眞弓/訳 亜紀書房

164 368.6 子どもへの性暴力は防げる! 福井裕輝/著 時事通信出版局

165 368.7 当たり前の日常を手に入れるために 仁藤夢乃/編著 影書房

166 369.1 ぼくは福祉で生きることにした 河内崇典/著 水曜社

167 369.1 援助の原点 吉岡隆/著 中央法規出版

168 369.2 介活入門 牛越博文/監修 講談社

169 369.2 毎日は楽しい 小島操/筆 日本工業出版

170 369.2 施設長たいへんです、すぐ来てください! 柴谷匡哉/著 飛鳥新社

171 369.2 生活保護のてびき 令和4年度版 生活保護制度研究会/編集 第一法規

172 369.2 道具七分に腕三分 高谷敦生/著 中西出版

173 369.2 ひきこもり支援者として生きて 竹中哲夫/著 かもがわ出版

174 369.2 東アジアの高齢者ケア 西下彰俊/著 新評論

175 369.2 ケアの現場・地域で活用できる回想法実践事例集 野村豊子/編集代表 中央法規出版

176 369.2 二極化する高齢者住宅 濱田孝一/著 花伝社

177 369.2 見えない人の「ちょっと世間話」 水谷昌史/著 新評論

178 369.2 介護人材が集まる職場づくり 結城康博/編著 ミネルヴァ書房

179 369.3 復興を生きる 河北新報社編集局/編 岩波書店

180 369.3 消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典 タイチョー/著 みぞぐちともや/イラスト KADOKAWA

181 369.3 今日から始める本気の食料備蓄 高荷智也/著 徳間書店

182 369.3 もしもに役立つ、いつものモノ選び 松永りえ/著
エムディエヌコーポレー
ション

183 369.4 日本の児童相談所 川松亮/編著 久保樹里/編著 明石書店

184 369.4 大人になってもできないことだらけです きしもとたかひろ/著 KADOKAWA

185 369.4 地域で取り組む外国人の子育て支援 南野奈津子/編集代表 ぎょうせい

186 370.4 伝説の授業採集 倉成英俊/著 宣伝会議

187 370.4 「好きなこと」を「好きなだけ」やればいい 佐藤崇弘/著 幻冬舎

188 371.4 不登校の理解と支援のためのハンドブック 伊藤美奈子/編著 ミネルヴァ書房

189 371.4 ゆっくりでいいんだよー 鈴木はつみ/著 梅原利夫/協力 新日本出版社

190 371.4 認知心理学者が教える最適の学習法
ヤナ・ワインスタイン/著 メーガン・スメ
ラック/著 東京書籍

191 375.8 「走れメロス」のルーツを追う 佐野幹/著 大修館書店

192 376.1 保育士・栄養士・調理員等のための保育現場の食物アレルギー対応 栄養セントラル学院/編著 原正美/監修・著 風鳴舎

193 376.1 幼稚園版スクールカウンセラー導入・活用・実践ガイド 丸山直子/著 日本法令

194 377.7 狙って獲りにいく!科研費採択される申請書のまとめ方 中嶋亮太/著 すばる舎

195 378.5 もう迷わない!ことばの教室の吃音指導 菊池良和/編著 高橋三郎/著 学苑社

196 378.8 発達障がいを生きない。 Aju/著 永浜明子/著 ミネルヴァ書房

197 378.8 家族で支援する発達障害自立した進学と就労を進める本 高原浩/監修 河出書房新社

198 379.7 「学ぶ力」と「地頭力」がいっきに身につく東大独学 西岡壱誠/著 東洋経済新報社

199 379.7 「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉豊/著 小川真理子/著 日経BP

200 379.7 神速で稼ぐ独学術 山田竜也/著 技術評論社

201 379.7 頭がいい人の勉強法 和田秀樹/著 総合法令出版

202 379.9 我が息子、慎太郎と裕次郎 石原光子/著 青志社

203 379.9 さんすうができる子になる遊びワーク 大迫ちあき/監修 朝日新聞出版

204 379.9 子育ての「選択」大全 おおたとしまさ/著 KADOKAWA

205 379.9 友だち作りがうまくいく101の方法 ポピー・オニール/著 伊藤理子/訳 創元社

206 379.9 3〜6歳考える力がぐんぐん伸びるおしゃべりゲーム かたばみ塾/著 つむぱぱ/絵 小学館クリエイティブ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

207 379.9 ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック! 加藤紀子/著 大和書房

208 379.9 子どもたちに大切なことを脳科学が明かしました 川島隆太/編著 松崎泰/編著 くもん出版

209 379.9 思春期のトリセツ  （小学館新書） 黒川伊保子/著 小学館

210 379.9 親の「聴き方」ひとつで失敗に負けない子が育つ 田嶋英子/著 青春出版社

211 379.9 ひとりっ子の学力の伸ばし方 富永雄輔/著 ダイヤモンド社

212 379.9 Googleが教えてくれた英語が好きになる子の育てかた 村上憲郎/著 CCCメディアハウス

213 382 世界の母系社会 ナディア・フェルキ/著 野村真依子/訳 原書房

214 382.1 遠野物語と柳田國男 新谷尚紀/著 吉川弘文館

215 382.1 遠野物語 柳田國男/著 島亨/補注 大和書房

216 383.1 教養としての着物 上杉惠理子/著 自由国民社

217 383.8 江戸川柳で読み解く塩・味噌・醬油 清博美/著 三樹書房

218 383.8 緑茶耽美 ソウンミ/著 瀧澤織衣/訳 クオン

219 383.8 イタリア料理の誕生 キャロル・ヘルストスキー/著 小田原琳/訳 人文書院

220 384.3 かかしの詩 眞壁静夫/編著 文芸社

221 385 冠婚葬祭「マナーとお金」最新ハンドブック 岩下宣子/監修 主婦の友社/編 主婦の友社

222 385.6 幸せな人生のしまい方 ニチリョク/著 主婦の友社

223 385.9 大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい 諏内えみ/著 大和書房

224 388 民間説話 スティス・トンプソン/著 荒木博之/訳 八坂書房

225 388.1 日本怪異妖怪事典 中部 朝里樹/監修 高橋郁丸/著 笠間書院

226 389 人はなぜ握手をするのか エラ・アル=シャマヒー/著 大川修二/訳 草思社

227 391.1 超約版戦争論 クラウゼヴィッツ/原作 夏川賀央/訳 ウェッジ

228 391.2 南雲機動部隊  ホビージャパン

229 391.6 超一流諜報員の頭の回転が速くなるダークスキル 上田篤盛/著 ワニブックス

230 391.6 日本インテリジェンス史  （中公新書） 小谷賢/著 中央公論新社

231 391.6 クルーハウスの秘密 キャンベル・スチュアート/著 松田あぐり/
訳 緑風出版

232 391.6 陰の戦争 E.V.W.デイヴィス/著 川村幸城/訳 中央公論新社

233 396.2 国土防衛 笹川英夫/著 竹書房

234 398.3 航空戦 フランク・レドウィッジ/著 矢吹啓/訳 創元社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 400 小学校6年間の理科が面白いほど解ける65のルール 倉橋修/著 明日香出版社

2 400 ふたたびの理科 物理編 永野裕之/著 すばる舎

3 402 科学史から消された女性たち ロンダ・シービンガー/著 小川眞里子/訳 工作舎

4 404 科学と詩の架橋 大嶋仁/著 石風社

5 404 転換期の科学 佐藤文隆/著 青土社

6 404 空想科学読本 3 柳田理科雄/著 KADOKAWA

7 407 世界を変えた実験と研究 齋藤勝裕/著 技術評論社

8 407 脳研究者の脳の中  （ワニブックス|PLUS|新書） 毛内拡/著 ワニブックス

9 410 文系でもわかるAI時代の数学  （祥伝社新書） 永野裕之/著 祥伝社

10 410 数学の世界 数と数式編  ニュートンプレス

11 417 因果推論の科学 ジューディア・パール/著 ダナ・マッケン
ジー/著 文藝春秋

12 417 Python意思決定の数理入門 橋本洋志/共著 牧野浩二/共著 オーム社

13 420 すべては量子でできている
フランク・ウィルチェック/著 吉田三知世/
訳 筑摩書房

14 424 数学ガールの物理ノート 結城浩/著 SBクリエイティブ

15 430 化学 ニュートン編集部/編著 ニュートンプレス

16 430.7 化学者になるための本 齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所

17 431.1 世界の見方が変わる元素の話 ティム・ジェイムズ/著 伊藤伸子/訳 草思社

18 440 教養としての宇宙生命学 田村元秀/著 PHP研究所

19 443.5 暗闇のなかの光 ハイノー・ファルケ/著 イェルク・レー
マー/著 亜紀書房

20 443.9 ゼロからわかる宇宙論  ニュートンプレス

400 自然科学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

21 448.9 地図帳の深読み 鉄道編 今尾恵介/著 帝国書院

22 450.9 あしたの防災学 神沼克伊/著 青土社

23 451 「空の科学」が一冊でまるごとわかる 白鳥敬/著 ベレ出版

24 451 天気 ニュートン編集部/編著 ニュートンプレス

25 453.8 長野県の火山入門 竹下欣宏/著 しなのき書房

26 454.9 なぜ、その地形は生まれたのか? 松本穂高/著 日本実業出版社

27 459.2 海辺で写す天然石 柴山元彦/編著 東方出版

28 460.4 科学のカタチ 養老孟司/著 宮崎徹/著 時事通信出版局

29 467.5 超圧縮地球生物全史 ヘンリー・ジー/著 竹内薫/訳 ダイヤモンド社

30 468.2 よくわかる土中環境 高田宏臣/著
パルコエンタテインメント
事業部

31 469 人類学大図鑑  ニュートンプレス

32 470.4 雑草の文化誌 ニーナ・エドワーズ/著 内田智穂子/訳 原書房

33 470.4 世界の植物をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ/著 ルシール・ク
レール/挿画 柏書房

34 470.7 どこかにきっといる植物図鑑の絵を描きたいと思っている人に! 梅林正芳/著 ウッズプレス

35 472.1 さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一/著 瀬戸口浩彰/著 創元社

36 477 めばなとおばなのものがたり図鑑 小池一臣/著 三省堂書店

37 480.4 カタニア先生は、キモい生きものに夢中! ケネス・カタニア/著 的場知之/訳 化学同人

38 480.7 日本の美しい水族館 銀鏡つかさ/写真・文 エクスナレッジ

39 481.3 動物のペニスから学ぶ人生の教訓 エミリー・ウィリンガム/著 的場知之/訳 作品社

40 481.7 カモフラージュ スティーブ・パーカー/著 遠藤秀紀/日本語
版監修 東京書籍

41 482 HEY,BABY!野生動物の子どもたち ステファニー・ウォーレン・ドリマー/著
新宅広二/監修

エムディエヌコーポレー
ション

42 484.9 ヒトデとクモヒトデ 藤田敏彦/著 岩波書店

43 485.3 ヤドカリに愛着はあるが愛情はない 石原千晶/著 海文堂出版

44 486.0 サイレント・アース デイヴ・グールソン/著 藤原多伽夫/訳 NHK出版

45 486.0 昆虫館はスゴイ! 2 全国昆虫施設連絡協議会/著 repicbook

46 487.5 深海魚コレクション 篠原現人/著 オーム社

47 489.5 ヒグマ学への招待 増田隆一/編著 北海道大学出版会

48 489.5 世界一の動物画家が描いた家ネコと野生ネコの図鑑 薮内正幸/画 今泉忠明/監修 宝島社

49 490.1 ふたつの誕生日 大谷邦郎/著 国際移植者組織トリオ・ジャ
パン/協力 はる書房

50 490.1 どうせ死ぬなら自宅がいい 近藤誠/著 エクスナレッジ

51 490.3 医学をめぐる漢字の不思議 西嶋佑太郎/著 大修館書店

52 491.1 脳と神経のしくみ・はたらきゆるっと事典 坂井建雄/監修 徳永明子/イラスト 永岡書店

53 491.3 面白くて眠れなくなるウンチ学 左巻健男/著 PHPエディターズ・グループ

54 491.3 運動脳 アンデシュ・ハンセン/著 御舩由美子/訳 サンマーク出版

55 491.3 すべては脳で実現している。 毛内拡/著 総合法令出版

56 491.4 ホルモン全史 R.H.エプスタイン/著 坪井貴司/訳 化学同人

57 492 終末期の苦痛がなくならない時、何が選択できるのか? 続 森田達也/著 医学書院

58 492.2 カンタン!救急蘇生 小林正直/監修 石見拓/監修 学研メディカル秀潤社

59 492.7 7つの長生き整体 清水ろっかん/著 主婦と生活社

60 492.9 ナイチンゲールのマネジメント考 組織管理者としての責任 井部俊子/著 伊藤收/著 日本看護協会出版会

61 493.1 化学物質過敏症の暮らしと住まい 足立和郎/著 緑風出版

62 493.1 一生元気に歩ける!転ばぬ先の体幹バランス 木場克己/著 NHK出版

63 493.2 クスリをのまずに血圧を下げる本 栗原毅/著 興陽館

64 493.6 「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けBOOK 町田秀樹/著 主婦の友社

65 493.7 発達障害の人が見ている世界 岩瀬利郎/著 アスコム

66 493.7 マンガでわかるリアル「脳卒中」 上田惣子/取材・マンガ 高木誠/医療監修 主婦と生活社

67 493.7 相馬事件 岡田靖雄/著 六花出版

68 493.7 パニックくんと不安くん 小塚高文/著 吉野真人/監修 自由国民社

69 493.7 統合失調症の一族 ロバート・コルカー/著 柴田裕之/訳 早川書房

70 493.7 家族が「うつ」になって、不安なときに読む本 下園壮太/著 前田理香/著 日本実業出版社

71 493.7 脳のなかの天使と刺客
ドナ・ジャクソン・ナカザワ/著 夏野徹也/
訳 白揚社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

72 493.7 精神科長期入院よさようなら 中村充/著 金剛出版

73 493.7 うつは運動で消える ジェニファー・ハイズ/著 鹿田昌美/訳 ダイヤモンド社

74 493.7 精神科の薬について知っておいてほしいこと J.モンクリフ/著 石原孝二/訳 日本評論社

75 493.7 「吐くのがこわい」がなくなる本 山口健太/著 福井至/監修 ダイヤモンド社

76 493.8 パンデミックから何を学ぶか カリ・ニクソン/著 桐谷知未/訳 みすず書房

77 493.8 人体vsウイルス
NHKスペシャル「人体」取材班/著 坂元志歩
/著 医学書院

78 493.9 発達障害のある女の子・女性の支援 続 川上ちひろ/編著 木谷秀勝/編著 金子書房

79 493.9 発達障害からニューロダイバーシティへ モナ・デラフーク/著 花丘ちぐさ/訳 春秋社

80 494.5 「がん」が生活習慣病になる日 木原洋美/著 ダイヤモンド社

81 494.5 絶望をどう生きるか 清水研/著 幻冬舎

82 494.6 脊柱管狭窄症を治す竹谷内式100点法 竹谷内康修/著 さくら舎

83 494.7 外反母趾痛み・変形自力で克服!足の名医が教える最新1分体操大全 熊井司/著 文響社

84 494.7 股関節痛の教科書 齊藤貴志/監修 若林敏行/監修 池田書店

85 494.7 変形性股関節症は治る病気です 松本正彦/著 ワニ・プラス

86 494.8 褥瘡予防のためのポジショニングとケア 水原章浩/監修 ナツメ社

87 494.9 尿もれ、頻尿、前立腺の本 高橋悟/ほか監修 日経BP

88 495 自律神経を逆手にとって、子宮を元気にする本 駒形依子/著 PHPエディターズ・グループ

89 495 オトナ女子をラクにする心とからだの本 高尾美穂/著 扶桑社

90 495.1 ふりまわされない!更年期 永田京子/著 旬報社

91 497.5 入れ歯専門医が教える「あえて残さない」歯の健康生活 大前太美雄/著 河出書房新社

92 498.3 魔法のフレーズをとなえるだけで姿勢がよくなるすごい本 大橋しん/著 飛鳥新社

93 498.3 古武術式疲れない体の使い方 岡田慎一郎/著 三笠書房

94 498.3 スマホ脳の処方箋 奥村歩/著 あさ出版

95 498.3 仕事も人間関係もうまくいく!「脳」の地図帳 加藤俊徳/著 三笠書房

96 498.3 「執着しない脳」のつくり方 加藤俊徳/著 大和書房

97 498.3 図解でわかる14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク/著 冨永良喜/監修 太田出版

98 498.3 最新科学が証明した睡眠にいいことベスト211 キム・ジョーンズ/著 鹿田昌美/訳 文響社

99 498.3 心の整えかた 田中ウルヴェ京/著 NHK出版

100 498.3 EVERYDAY SISUフィンランドの幸せ習慣 カトヤ・パンツァル/著 柳澤はるか/訳 方丈社

101 498.3 精神科医が実践するマインドフルネストレーニング ジャドソン・ブルワー/著 井上大剛/訳 パンローリング

102 498.3 新しい老い方の教科書 和田秀樹/著 永岡書店

103 498.3 70歳から一気に老化する人しない人 和田秀樹/著 プレジデント社

104 498.4 気象病ハンドブック 久手堅司/著 誠文堂新光社

105 498.5 栄養素の通になる 上西一弘/著 女子栄養大学出版部

106 498.5 からだと心を整える食薬スープ 大久保愛/著 PHPエディターズ・グループ

107 498.5 缶詰ひとつで養生ごはん 久保奈穂実/著 yoyo/共同監修(料理) 学研プラス

108 498.5 実践!!WTFファスティング エイミー・シャー/著 加藤輝美/訳 パンローリング

109 498.5 炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典 竹並恵里/監修 ナツメ社

110 498.5 慈恵大学病院の食べる「免疫力」 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部/監修 世界文化ブックス

111 498.5 「70歳の壁」を乗りこえる老けない食べ方 和田秀樹/著 宝島社

112 498.6 ペスト キャロリーヌ・コステドア/著 ミシェル・
シニョリ/著 白水社

113 498.6 ココが知りたい清拭クロスを使った清掃・消毒 笹原鉄平/著 ヴァンメディカル

114 498.6 文学・哲学・感染症 東京大学東アジア藝文書院/編 論創社

115 498.7 本番に強い子になる自律神経の整え方 小林弘幸/著 小学館

116 499.1 漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地治美/著 日貿出版社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 501.4 マテリアルズインフォマティクス 伊藤聡/編 吉田亮/著 共立出版

2 501.6 知識ゼロでも楽しく読める!エネルギーのしくみ エネルギー総合工学研究所/監修 西東社

3 501.8 よくわかる3次元CADシステムSOLIDWORKS入門 CADRISE/編 アドライズ/編 日刊工業新聞社

500 技術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 504 セックスロボットと人造肉 ジェニー・クリーマン/著 安藤貴子/訳 双葉社

5 504 世界を変える100の技術 日経BP/編 日経BP

6 507 イノベーション・エコシステムの誕生 永田晃也/編著 中央経済社

7 507.2 XR・メタバースの知財法務 関真也/著 中央経済社

8 509.2 IoTと日本のアーキテクチャー戦略  （光文社新書） 柴田友厚/著 光文社

9 510.9 こんなときどうする?建設業における収益認識の会計実務 EY新日本有限責任監査法人/編 中央経済社

10 516.5 ランプ小屋の魔力 笹田昌宏/著 イカロス出版

11 516.7 世界の高速鉄道  ニュートンプレス

12 518.5 SDGsとトイレ 日本トイレ協会/編 柏書房

13 518.8 グリーンネイバーフッド 吹田良平/著 トゥーヴァージンズ(発売)

14 518.8 ウォーカブルシティ入門 ジェフ・スペック/著 松浦健治郎/監訳 学芸出版社

15 518.8 庭と風景のあいだ 宮城俊作/著 鹿島出版会

16 519 みんなで考える地球環境Q&A145 マイク・バーナーズ-リー/著 藤倉良/訳 丸善出版

17 519 ヒューマンカインド ティモシー・モートン/著 篠原雅武/訳 岩波書店

18 519.7 廃棄物処理法Q&A 英保次郎/著 東京法令出版

19 520.8 みどりの空間学 古谷俊一/編著 学芸出版社

20 520.9 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規 そぞろ/著 学芸出版社

21 521.8 町並みの保存と創造 永江寿夫/著 雄山閣

22 521.8 47都道府県・城郭百科 西ケ谷恭弘/著 丸善出版

23 521.8 桂離宮のブルーノ・タウト 長谷川章/著 工作舎

24 521.8 写真でみる福山城 福山城築城400年記念事業実行委員会/編 八
幡浩二/編 東京堂出版

25 521.8 図説日本の城と城下町 3  創元社

26 523.1 山手線の名建築さんぽ 和田菜穂子/著 エクスナレッジ

27 524.6 実務者のための鉄骨造再入門 佐藤考一/編著 五十嵐太郎/著 学芸出版社

28 525.1 建築・まちづくりプロジェクトのマネジメント 野城智也/著 徳永哲/著 東京大学出版会

29 525.1 10日でマスター!VECTORWORKS 山川佳伸/著 エクスナレッジ

30 526 21.5世紀の社会と空間のデザイン 中村陽一/著 高宮知数/著 誠文堂新光社

31 527 プロ建築士が絶対しない家の建て方 印南和行/著 日本実業出版社

32 527 はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド 2022-2023 佐川旭/監修 藤川太/監修 エクスナレッジ

33 527.1 図解木造住宅の設計 半海宏一/著 学芸出版社

34 527.8 間取りのレシピ100 小谷和也/著 エクスナレッジ

35 527.8 TOKYO 100 Apartments 谷内田章夫/著 エアリアル

36 528.2 イラストでわかる空調設備のメンテナンス 中井多喜雄/著 石田芳子/イラスト 学芸出版社

37 531.2 めっちゃ使える!設計目線で見る「機械材料の基礎知識」 山田学/監修 大薗剣吾/著 日刊工業新聞社

38 535.8 メガネの歴史 ジェシカ・グラスコック/著 黒木章人/訳 原書房

39 536 懐かしのジョイフルトレイン 牧野和人/著 天夢人

40 536 透視イラストでわかる鉄道のしくみ図鑑 松島浩一郎/イラスト 天夢人

41 536.1 国内蒸気機関車の魅力 都築雅人/著 天夢人

42 536.2 ザ・ラストモーメント国鉄型ディーゼル機関車  ネコ・パブリッシング

43 537.9 ますます!ざんねんなクルマ事典 片岡英明/監修 ベストカー編集部/編集 講談社ビーシー

44 537.9 バイク基本チューニング 佐々木和夫/著 グランプリ出版

45 537.9 DIYでキャンピングカーを作る  キャンプ

46 538.6 世界の魔改造旅客機 チャーリィ古庄/著 イカロス出版

47 538.6 日本の旅客機 2022-2023  イカロス出版

48 540 今と未来がわかる電気 川村康文/監修 ナツメ社

49 543.5 廃炉とは何か 尾松亮/著 岩波書店

50 544.8 図解制御盤の設計と製作 佐藤一郎/著 オーム社

51 547.1 ディジタル信号処理 大類重範/著 オーム社

52 547.4 イラストでそこそこわかるネットワークプロトコル 川島拓郎/著 翔泳社

53 549 あっと驚く技術力ガジェット改造 I O編集部/編集 工学社

54 549 電子工作が一番わかる 馬場政勝/著 技術評論社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

55 549 「キット」を使ったアイデア電子工作 wild_duck/著 工学社

56 549.3 ディジタル電子回路 大類重範/著 オーム社

57 550.9 戦後日本政策過程の原像 若林悠/著 吉田書店

58 556.9 蒼海の碑銘 続 戸村裕行/写真 イカロス出版

59 556.9 海防戦艦 橋本若路/著 イカロス出版

60 557.1 帆船日本丸・海王丸を知る 海技教育機構/編著 成山堂書店

61 566.3 よくわかる最新熱処理技術の基本と仕組み 山方三郎/著 秀和システム

62 566.7 よくわかる最新表面熱処理の基本と仕組み 田中和明/著 秀和システム

63 576.5 よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み 齋藤勝裕/著 秀和システム

64 576.7 化粧品・健康食品EC・D2C新規参入パーフェクトガイド 山口尚大/著
クロスメディア・パブリッ
シング

65 578.4 よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき 桑嶋幹/著 木原伸浩/著 秀和システム

66 584.7 羊皮紙の世界 八木健治/著 岩波書店

67 588.5 発酵の教科書 金内誠/著 IDP出版

68 588.5 お酒はこれからどうなるか  （平凡社新書） 都留康/著 平凡社

69 588.9 レトルト食品の基礎と応用 清水潮/原著 横山理雄/原著 幸書房

70 589.2 知らなきゃいけないアパレルの話 河合拓/著
ダイヤモンド・リテイルメ
ディア

71 589.2 サステナブル・ファッション 水野大二郎/編著 Synflux/編著 学芸出版社

72 589.7 ゲーム業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 岡安学/著 技術評論社

73 590 60歳からの疲れない家事 本間朝子/著 青春出版社

74 590.4 OKUDAIRA BASE春夏秋冬の暮らし方 奥平眞司/著 誠文堂新光社

75 591 18歳からのお金の教科書 大村大次郎/著 ビジネス社

76 591 老後の心配はおやめなさい  （新潮新書） 荻原博子/著 新潮社

77 591 図解いちばんやさしく丁寧に書いた定年前後の本  '22-'23年版 家計の総合相談センター/監修 成美堂出版

78 593.3 アップサイクル・ノート グラフィック社編集部/編 グラフィック社

79 593.3 アレンジで叶うわたしらしい服 坂内鏡子/著 日本ヴォーグ社

80 593.3 ドレープドレープザベスト 佐藤ヒサコ/著 文化学園文化出版局

81 593.3 ラクしてきれいに見える服 関あや乃/著 日本ヴォーグ社

82 593.3 ベースの5型とアレンジして作る服 丸山京子/著 文化学園文化出版局

83 593.3 心に残る、子ども服 美濃羽まゆみ/著 日本ヴォーグ社

84 593.3 ボトムス全書  ブティック社

85 593.3 洋裁大全  ブティック社

86 593.3 1dayソーイングでかんたん子ども服  ブティック社

87 594 かんたん手作り!ドッグウエアと便利グッズ 武田斗環/著 ブティック社

88 594 「ハンドメイド」で稼ぎたくなったら読む本 bon bon cherryハイジ/著 フォレスト出版

89 594.2 大人が装うワンポイント刺繡帖 アトリエFil/著 エクスナレッジ

90 594.2 樋口愉美子ウール刺繡の愉しみ 樋口愉美子/著 主婦と生活社

91 594.2 刺しゅう歳時記  日本ヴォーグ社

92 594.2 ときめき刺しゅうアクセサリー83  ブティック社

93 594.3 棒針で編む人気こもの 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版

94 594.3 アフガン編みのこもの 岡本啓子/監修 ブティック社

95 594.3 ボールとリングとサークルのアクセサリー 越膳夕香/著 エクスナレッジ

96 594.3 かぎ針編みで作るモチーフ&模様BOOK 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

97 594.3 林ことみのKnit・編み物・Strikベストセレクション 林ことみ/著 文化学園文化出版局

98 594.3 ガンジーセーター ベス・ブラウン-レインセル/著 佐藤公美/
監修・訳 グラフィック社

99 594.3 ローワンの糸で編むニット 文化出版局/編 文化学園文化出版局

100 594.3 暮らしを彩るモダンマクラメ マクラメのアヤ/著 KADOKAWA

101 594.3 秋冬美しい大人の編みもの vol.3  ブティック社

102 594.3 秋冬のかぎ針あみ vol.13  日本ヴォーグ社

103 594.3 アラン模様を楽しむニット  ブティック社

104 594.3 かぎ針で編む万華鏡パターンブック  アップルミンツ

105 594.3 かぎ針と棒針で編むベビー&キッズのウェアとこもの  アップルミンツ
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No, 分類 書名 著者名 出版社

106 594.3 かぎ針編みの編み目記号  日本ヴォーグ社

107 594.3 かわいいかぎ針編み子供のあったかニット帽  アップルミンツ

108 594.3 少ない玉数でかんたん!大人のあったかおしゃれ小物  ブティック社

109 594.3 すてきな手編み 2022-2023秋冬  日本ヴォーグ社

110 594.3 セーターの編み方ハンドブック  日本ヴォーグ社

111 594.3 棒針編みの編み目記号  日本ヴォーグ社

112 594.3 メンズニットシンプル&ベーシック  日本ヴォーグ社

113 594.3 もっとソックニッティング  日本ヴォーグ社

114 594.3 ヨーロッパの手あみ 2022/秋冬  日本ヴォーグ社

115 594.3 ワンダフルニット  日本ヴォーグ社

116 594.7 縫い代つき型紙ですぐに作れる普段使いのバッグ  ブティック社

117 594.8 はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本博美/著 家の光協会

118 594.9 古着で作るぬいぐるみ 金森美也子/著 産業編集センター

119 594.9 柴田明美プレゼントしたくなるパッチワーク 柴田明美/著 ブティック社

120 594.9 メルちゃんの着せ替えソーイング Jasmin*/著 アップルミンツ

121 594.9 季節を彩る布絵キルト 庄司京子/著 ブティック社

122 594.9 メルちゃんのきせかえお洋服&こもの 寺西恵里子/著 日東書院本社

123 594.9 手織りの教科書 彦根愛/著 グラフィック社

124 594.9 パッチワークで作るベビー&キッズの贈りもの  ブティック社

125 595.4 脱白髪染めのはじめかた 伊熊奈美/著 グラフィック社

126 595.5 42歳になったらやめる美容、はじめる美容 茂田正和/著 宝島社

127 596 がんばらない作りおき200 市瀬悦子/著 主婦と生活社

128 596 30分3品楽楽ごはん いとえり/著 徳間書店

129 596 カレー、スープ、煮込み。うまさ格上げおうちごはん革命 稲田俊輔/著 アスコム

130 596 レンチンですぐ作れるやせるスパイスごはん 印度カリー子/著 KADOKAWA

131 596 今日からはじめる減塩ごはん 小田真規子/著 家の光協会

132 596 これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部/著 暮しの手帖社

133 596 やめレシピ 近藤幸子/著 主婦と生活社

134 596 発酵調味料でつくるからだにいい発酵スープ 清水紫織/著 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版

135 596 調味料とたれ&ソース永久保存レシピ647 主婦の友社/編 主婦の友社

136 596 ごはん作りが最短で上達する魔法のコツレシピ 食事処さくら/著 KADOKAWA

137 596 コンテナですぐできレンチンひとり分ごはん 新谷友里江/著 主婦と生活社

138 596 おいしい絵本レシピ 野口真紀/著 福音館書店

139 596 きょう作りたいおかず簡単&美味な300品 野口真紀/著 主婦と生活社

140 596 料理を彩るパーツアイデア図鑑 橋本宏一/著 高橋雄二郎/著 柴田書店

141 596 はるあんのカンタン絶品献立 はるあん/著 宝島社

142 596 平野レミのオールスターレシピ 平野レミ/著 主婦の友社

143 596 酸っぱくないお酢料理レモン料理 藤井恵/著 家の光協会

144 596 藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 藤井恵/著 石原新菜/医学監修 婦人之友社

145 596 74歳、横山タカ子の体にいいごはん 横山タカ子/著 家の光協会

146 596 りなてぃの30分で完成!簡単3品献立 RINATY/著 宝島社

147 596 時短料理研究家・ろこさんの冷凍コンテナダイエット ろこ/著 扶桑社

148 596 天然生活の家仕事ごよみ  扶桑社

149 596.0 家庭料理の窓 木村衣有子/著 平凡社

150 596.0 地域ごはん日記 おかわり 山崎亮/文・絵 建築ジャーナル

151 596.0 80歳のスパイス屋さんが伝えたい人生で大切なこと 吉山武子/著 KADOKAWA

152 596.2 中国料理人気の前菜 旭屋出版編集部/編 旭屋出版

153 596.2 ギリシャのごはん アナグノストゥ直子/文・写真 イカロス出版

154 596.2 美しい日本料理の教科書 島谷宗宏/著 河出書房新社

155 596.2 天ぷらのサイエンス 中川崇/技術指導 佐藤秀美/文 誠文堂新光社

156 596.2 料理は科学だ!フランス式調理科学の新常識
アルテュール・ル・ケンヌ/著 ヤニス・
ヴァルツィコス/絵

パイインターナショナル
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No, 分類 書名 著者名 出版社

157 596.3 炊き込みごはん 荒木典子/著 成美堂出版

158 596.3 有元葉子 豆 有元葉子/著 家の光協会

159 596.3 フランス人が愛するチーズ、バター、クリーム。 上田淳子/著 誠文堂新光社

160 596.3 内田悟のやさい塾 秋冬 内田悟/著 KADOKAWA

161 596.3 現地発・台湾ルーローハンとお米料理 小河知惠子/著 春陽堂書店

162 596.3 はじめてキムチの本 本田朋美/著 守屋亜記子/監修 イースト・プレス

163 596.3 きのこのレシピ帖 松島由恵/著・撮影・スタイリング
パルコエンタテインメント
事業部

164 596.3 しみじみパスタ帖 萬田康文/著 大沼ショージ/著 誠文堂新光社

165 596.3 究極のSPAM COOKBOOK  
スタジオタッククリエイ
ティブ

166 596.4 ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン・アミエル/著 熊谷久子/訳 原書房

167 596.4 ジェットボイルクイックレシピ山ごはん  
ネイチュアエンタープライ
ズ

168 596.6 柿のお菓子づくり 今井ようこ/著 藤沢かえで/著 誠文堂新光社

169 596.6 学べるお菓子レシピ 理数系スイーツ 太田さちか/著 マイルスタッフ

170 596.6 マドレーヌとフィナンシェの実験室 加藤里名/著 誠文堂新光社

171 596.6 英国菓子Lazy Daisy Bakeryのおいしい秘密 小関由美/著 中山真由美/著 誠文堂新光社

172 596.6 パティシエレシピのかわいいお菓子 しぃじー/著 KADOKAWA

173 596.6 あんこのお花練習帖 末廣由香里/著
パルコエンタテインメント
事業部

174 596.6 クリスマスの発酵菓子 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社

175 596.6 ムラヨシマサユキのスコーンBOOK ムラヨシマサユキ/著 グラフィック社

176 596.6 パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永麻衣子/料理 柴田ケイコ/原作 KADOKAWA

177 596.7 金沢古民家カフェ日和 川口葉子/著 世界文化ブックス

178 596.9 台所道具 日本の手仕事・暮らしの道具店cotogoto/著 翔泳社

179 597.5 スッキリ暮らす100の方法  日経BP

180 597.5 無印良品子どもとすっきり暮らす収納術  主婦の友社

181 597.9 家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法 KC・デイビス/著 村井理子/訳 SBクリエイティブ

182 597.9 汚れ落とし研究家茂木和哉のラクラク掃除術 茂木和哉/著 マイナビ出版

183 599 0・1・2歳児がごきげんになるあそび100 中田馨/文 クリハラタカシ/絵 実務教育出版

184 599.0 1歳の君とバナナへ 岡田悠/著 小学館

185 599.0 今日もまた余力ゼロで生きてます。 水野美紀/著 朝日新聞出版

186 599.3 すぐでき&作りおきおいしい幼児食250品 小池澄子/監修 食のスタジオ/編 学研プラス

187 599.8 0〜6歳まで遊んで学べる!新しい手作りおもちゃ あん/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 601.1 地域振興と慈善活動 太田耕史郎/著 勁草書房

2 601.1 地域経営のための新しい流通・マーケティング 岡田一範/編著 井上和久/編著 千倉書房

3 601.1 まちづくり仕組み図鑑 佐藤将之/著 馬場義徳/著 日経BP

4 601.1 A級グルメが日本の田舎を元気にする 寺本英仁/著 時事通信出版局

5 601.1 地域再生企業 松岡孝敬/著 大学教育出版

6 602.1 会社四季報業界地図 2023年版 東洋経済新報社/編 東洋経済新報社

7 602.1 日経業界地図 2023年版 日本経済新聞社/編 日経BP日本経済新聞出版

8 602.1 図解!業界地図 2023年版 ビジネスリサーチ・ジャパン/著 プレジデント社

9 611.1 ビジネスパーソンのための日本農業の基礎知識  （信山社新書） 奥原正明/著 信山社

10 611.2 改革30年農業と土地制度 長友謙治/著 河原昌一郎/著 筑波書房

11 611.3 そのとき、日本は何人養える? 篠原信/著 家の光協会

12 611.3 日本が飢える!  （幻冬舎新書） 山下一仁/著 幻冬舎

13 611.7 農業DX 片平光彦/著 中村恵二/著 秀和システム

14 617.2 葛と日本人 有岡利幸/著 八坂書房

15 617.9 ココナッツの歴史
コンスタンス・L.カーカー/著 メアリー・
ニューマン/著 原書房

16 626.9 まちを変える都市型農園 新保奈穂美/著 学芸出版社

17 627.1 手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺均/監修 ブティック社

600 産業
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No, 分類 書名 著者名 出版社

18 627.6 ダリア 山口まり/著 NHK出版

19 627.7 サボテンはすごい! 堀部貴紀/著 ベレ出版

20 627.8 観葉植物ビカクシダ 杉山拓巳/著 NHK出版

21 627.8 観葉植物の文化誌 マイク・マウンダー/著 大山晶/訳 原書房

22 629.7 DIYの庭づくり  ブティック社

23 645.3 名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ 2 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会

24 645.6 犬の問題行動の教科書 奥田順之/著 緑書房

25 645.6 相棒は秋田犬 村山二朗/著 カンゼン

26 645.7 あのネコに会いたい 岩合光昭/著 辰巳出版

27 645.7 ネコはここまで考えている 高木佐保/著 慶應義塾大学出版会

28 645.7 ネコの看取りガイド 服部幸/監修 エクスナレッジ

29 648.2 肉完全バイブル 山本謙治/監修 高良康之/監修 ナツメ社

30 649.8 獣医師を目指す君たちへ 中山裕之/著 東京大学出版会

31 652.1 森林列島再生論 塩地博文/著 文月恵理/著 日経BP

32 652.3 フィンランド虚像の森
アンッシ・ヨキランタ/著 ペッカ・ユンッ
ティ/著 新泉社

33 670 成功し続けている人がやっているジョイント思考 佐藤文昭/著 小島幹登/著 あさ出版

34 672.1 江戸のヒット仕掛け人 檜山良昭/著 東京新聞

35 673.3 カスハラ対策実務マニュアル 香川希理/編著 島岡真弓/著 日本加除出版

36 673.3 成果に直結する「仮説提案営業」実践講座 城野えん/著 日本実業出版社

37 673.3 ファンに愛され、売れ続ける秘訣 和田裕美/著 佐藤尚之/アドバイザー かんき出版

38 673.9 繁盛する小飲食店のつくり方 亀山純一/著・イラスト さくら舎

39 673.9 火葬場奇談 下駄華緒/著 竹書房

40 673.9 ワンオペ完全マニュアル 柴田書店/編 柴田書店

41 673.9 これからの飲食店DXの教科書 長屋大輔/著 山澤修平/著 同文舘出版

42 673.9 日本マクドナルド「挑戦と変革」の経営 日本マクドナルド株式会社/著 東洋経済新報社

43 674 広報・PR論 関谷直也/著 薗部靖史/著 有斐閣

44 674.3 クイズdeデザイン ingectar-e/著 SBクリエイティブ

45 674.3 小さなベーカリー&焼き菓子店のデザイン パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル

46 674.3 ひらめきデザインひき出し帖 pasto/著 技術評論社

47 675 2020年代の最重要マーケティングトピックを1冊にまとめてみた 雨宮寛二/著 KADOKAWA

48 675 ブランディング経営 川崎英樹/著 あさ出版

49 675 ブランド・プロデュース思考 工藤一朗/著
クロスメディア・パブリッ
シング

50 675 「超」ブランディングで世界を変える 林美千代/著 文藝春秋

51 675 はじめまして売れる『伝え方』のぜんぶです 日野眞明/著 ビジネスブック社

52 675 SNS担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書 広瀬安彦/著 技術評論社

53 675 ランチェスター戦略圧倒的に勝つ経営 福永雅文/著 日本実業出版社

54 675 ウェルビーイングビジネスの教科書 藤田康人/著 インテグレートウェルビーイ
ングプロジェクト/著 アスコム

55 675 1からのデータ分析 古川一郎/編著 上原渉/編著 碩学舎

56 675 感動CX 八木典裕/ほか著 則武譲二/監修 東洋経済新報社

57 675 いちばんやさしいGoogleアナリティクス4の教本 山浦直宏/著 高田和資/著 インプレス

58 675.3 失敗から学ぶ技術 三冨敬太/著 翔泳社

59 675.4 最新EC物流の動向と仕組みがよ〜くわかる本 角井亮一/著 秀和システム

60 681 ウェルビーイングを実現するスマートモビリティ 石田東生/編著 宿利正史/編著 学芸出版社

61 682.1 名古屋市営交通の100年 服部重敬/著 名古屋レール・アーカイブス/
編

フォト・パブリッシング

62 686.0 鉄道文字の世界 中西あきこ/著 天夢人

63 686.2 国鉄  （中公新書） 石井幸孝/著 中央公論新社

64 686.2 失われゆく国鉄名場面 「旅と鉄道」編集部/編 レイルウエイズグ
ラフィック/写真 天夢人

65 686.2 特急マーク図鑑 松原一己/著 天夢人

66 689 実践スポーツツーリズム 日本スポーツツーリズム推進機構/編 原田
宗彦/著 学芸出版社

67 689.5 東京ディズニーリゾートトリビアガイドブック 2022-2023 ディズニーファン編集部/編 講談社

68 693.0 切手から生まれたぽすくま10th ANNIVERSARY BOOK 日本郵便株式会社/監修 切手の博物館
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No, 分類 書名 著者名 出版社

69 693.8 日本切手カタログ 2023明治・大正 昭和・平成版
日本郵便切手商協同組合カタログ編集委員
会/編集

日本郵便切手商協同組合

70 699.3 テレビ番組制作会社のリアリティ 林香里/編 四方由美/編 大月書店

71 699.3 アンクールな人生 弘中綾香/著 KADOKAWA

72 699.6 それぜんぶ企画になる。 長崎周成/著 左右社

73 699.6 深解釈オールナイトニッポン 藤井青銅/ほか著 ニッポン放送

74 699.6 リアリティ番組の社会学 ダニエル・J.リンデマン/著 高里ひろ/訳 青土社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 701.1 「美味しい」とは何か  （中公新書） 源河亨/著 中央公論新社

2 701.3 芸術文化の価値とは何か
Geoffrey Crossick/著 Patrycja
Kaszynska/著 水曜社

3 709 東京藝大・クローン文化財 宮廻正明/監修 深井隆/監修 東京美術

4 709 文化遺産と防災のレッスン 山下晋司/編 狩野朋子/編 新曜社

5 713 川崎誠二のちいさな木彫り 川崎誠二/著 ナツメ社

6 721.0 子犬の絵画史 金子信久/著 講談社

7 723 ワシントン・ナショナル・ギャラリー三十六肖像 松岡將/編著 同時代社

8 723 世界一やばい西洋絵画の見方入門 山田五郎/著 宝島社

9 723.3 日本の中のマネ 小野寛子/企画・監修 平凡社

10 723.3 図説セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」の世界 工藤弘二/著 創元社

11 723.3 ピカソ作品集 ピカソ/画 大高保二郎/著 東京美術

12 723.3 もっと知りたいモネ 安井裕雄/著 高橋明也/監修 東京美術

13 726.5 一本の水平線 安西水丸/著 クレヴィス

14 726.5 学年誌の表紙画家・玉井力三の世界 玉井力三/画 山下裕二/監修 小学館

15 726.5 「十二国記」画集 第2集 山田章博/著 新潮社

16 726.5 CLIP STUDIO PAINTの「良ワザ」事典 レミック/著 平井太朗/著 SBクリエイティブ

17 726.6 谷内こうた 風のゆくえ 谷内こうた/著 ちひろ美術館/監修 平凡社

18 726.6 エリック・カール  平凡社

19 727.0 世界の美しいサインデザイン ヴィクショナリー/編 大久保ゆう/訳 グラフィック社

20 727.6 日本のポスター 三好一/編著 IBCパブリッシング

21 727.8 カリグラフィーのすべて パトリシア・ラヴェット/著 高宮利行/監修 グラフィック社

22 728 心を伝える実用書道 中室舟水/著 日貿出版社

23 736 消しゴムはんこスペシャルBOOK mizutama/著 ブティック社

24 740.4 ジェンダー写真論 笠原美智子/著 里山社

25 746.7 スマホ1台で動画制作はじめます! JEMMA/著 インプレス

26 748 岩合光昭の日本ねこさがし 岩合光昭/著 クレヴィス

27 754.9 春夏秋冬で楽しめるおりがみ壁飾り いまいみさ/著 講談社

28 754.9 超絶のおりがみ 神谷哲史/著 勝田恭平/著 西東社

29 754.9 暮らしを彩る実用折り紙 川村晟/著 工藤千秋/監修 日本文芸社

30 754.9 大人かわいい折り紙&雑貨 日本ペーパーアート協会/著 ブティック社

31 756.8 西洋アンティーク・ハンドブック 里文出版編集部/著 里文出版

32 760.9 最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本 山口哲一/著 秀和システム

33 763.5 アコギ1本でエモいJ-POPが作れる本 野口義修/著 リットーミュージック

34 763.5 はじめてのアコースティックギター 古川忠義/監修 学研プラス

35 763.7 知識と基礎力を高めるサックス上達メソッド 2022 河原塚ユウジ/編著 自由現代社(発売)

36 763.7 やさしく学べるフルートの吹き方 町井亜衣/編著 自由現代社(発売)

37 763.9 初心者のためのキーボード講座 2022 自由現代社編集部/編著 自由現代社(発売)

38 764.7 お金の流れで読み解くビートルズの栄光と挫折 大村大次郎/著 秀和システム

39 767.8 日本語ラップ名盤100 韻踏み夫/著 イースト・プレス

40 767.8 坂本冬美のモゴモゴモゴ 坂本冬美/著 光文社

41 767.8 新しい音楽  
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

42 770.7 自由が上演される 渡辺健一郎/著 講談社

700 芸術
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No, 分類 書名 著者名 出版社

43 778.0 お楽しみはこれからだ PART7 和田誠/著 国書刊行会

44 778.2 高倉健 春日太一/責任編集 河出書房新社

45 778.2 日本映画の再発見 立花珠樹/著 言視舎

46 778.7 ドキュメンタリー・マスタークラス 金川雄策/監修 玄光社

47 778.7 ピクサーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部/編 講談社

48 778.8 必殺シリーズ秘史 高鳥都/著 立東舎

49 779.1 踊る菩薩 小倉孝保/著 講談社

50 779.1 古典落語の史層を掘る 高島幸次/著 和泉書院

51 779.1 100歳で現役! 玉川祐子/著 杉江松恋/書き手 光文社

52 779.1 ぼやいて、聞いて。 塙宣之/著 左右社

53 780.1 筋トレ最高の食事術 川端理香/監修 EDITORS

54 780.7 新時代のスポーツ教育学 小野雄大/編著 梶将徳/編著
小学館集英社プロダクショ
ン

55 780.7 フィジカルメイク 寺田健太郎/著 ベースボール・マガジン社

56 780.7 子どもが本番で最高の結果を出せるコンディションの整え方 羽生綾子/著
日本能率協会マネジメント
センター

57 780.7 50歳からの科学的「筋肉トレーニング」  （ブルーバックス） フィンク・ジュリウス/著 講談社

58 780.9 社会を変えるスポーツイノベーション 大河正明/著 大阪成蹊大学スポーツイノ
ベーション研究所/編 晃洋書房

59 780.9 アメリカのスポンサーシップ戦略に学ぶスポーツマーケティング 川上祐司/著 晃洋書房

60 781.4 ストレッチメソッドBOOK 比嘉一雄/著 石井直方/監修 朝日新聞出版

61 783.1 Another REAL チームリアル/著 集英社

62 783.4 サッカーのルール 岡田正義/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

63 783.5 バドミントンダブルスラボ 福井剛士/著 ベースボール・マガジン社

64 783.7 消えそうで消えないペン 岩田稔/著 ベースボール・マガジン社

65 783.7 野球の経済学 小林至/監修 新星出版社

66 783.7 僕たちの高校野球 2 ベースボール・マガジン社/編 ベースボール・マガジン社

67 783.8 ゴルフ奇跡のレッスン! 若林貞男/著 若林功二/著 ゴルフダイジェスト社

68 786.3 「サボる」防災で、生きる 寒川一/著 寒川せつこ/著 主婦と生活社

69 786.5 臆病者の自転車生活 安達茉莉子/著 亜紀書房

70 787.1 はじめてでも釣れる!ルアーフィッシング  主婦の友社

71 788.1 日本で力士になるということ 飯塚さき/著 ホビージャパン

72 788.2 新日本プロレス50年物語 第1巻 週刊プロレス/編 ベースボール・マガジン社

73 789.2 わが国の体育・スポーツの系譜と課題 友添秀則/著 大修館書店

74 789.3 剣道一本を取るための「体づくり」 高橋健太郎/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

75 791 動画で手ほどきやさしい茶道のきほん 太田達/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

76 791.2 秀吉vs.利休 矢部良明/著 宮帯出版社

77 793.2 池坊専好×鎌田浩毅いけばなの美を世界へ 池坊専好/著 鎌田浩毅/著 ミネルヴァ書房

78 795 死活の基本 高尾紳路/監修 池田書店

79 795.0 芝野虎丸 芝野龍之介/著 朝日出版社

80 796 将棋・終盤完全ガイド 速度計算編 上野裕和/著 マイナビ出版

81 796 将棋名人戦七番勝負 第80期 毎日新聞社/編 毎日新聞出版

82 798.5 僕らはまだ旅の途中 NIRU/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 801.4 オノマトペの認知科学 秋田喜美/著 内村直之/ファシリテータ 新曜社

2 801.9 世界を変えた100のシンボル 上・下 コリン・ソルター/著 甲斐理恵子/訳 原書房

3 804 語学の天才まで1億光年 高野秀行/著 集英社インターナショナル

4 807 ことばが世界をひらく 横瀬和治/著 学而図書

5 809.2 知的な雑談力の磨き方 すあし社長/著
クロスメディア・パブリッ
シング

6 809.2 「確かに、しかし」で生き方上手 樋口裕一/著 さくら舎

7 814.5 なんでもない一日の辞典 山口謠司/著 水元さきの/画 WAVE出版

8 816 デジタル時代の実践スキルWebライティング 佐々木ゴウ/著 翔泳社

800 語学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

9 816.4 公用文の書き表し方の基準 文化庁(国語課)/編集 第一法規

10 818.3 吉原と江戸ことば考 棚橋正博/著 ぺりかん社

11 821.2 漢字の成り立ち図鑑 吉田裕子/監修 成美堂出版

12 829.1 ヒチョル先生のひとめでわかる韓国語きほんのきほんステップアップ チョヒチョル/著 高橋書店

13 829.3 つながるベトナム語会話 田原洋樹/著 白水社

14 830 中学教科書で大人の英語学びなおし! 杉田米行/著 二見書房

15 830 多文化共生時代に学ぶ英語 本名信行/著 玉川大学出版部

16 830.7 英語教育論争史 江利川春雄/著 講談社

17 830.7 大学入試世界一わかりやすい英語の勉強法 関正生/著 KADOKAWA

18 830.7 英語学習のつまずき50の処方箋 西澤ロイ/著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

19 834.4 英語は決まり文句が8割  （講談社現代新書） 中田達也/著 講談社

20 835 知られざる英語の「素顔」 山崎竜成/著 プレイス

21 835.5 日本人が言えそうで言えない英語表現650  （青春新書INTELLIGENCE） キャサリン・A.クラフト/著 里中哲彦/編訳 青春出版社

22 837 天声人語 2022夏 朝日新聞論説委員室/編 国際発信部/訳 原書房

23 837.8 英語スピーキング大特訓 植田一三/編著 常田純子/著 ベレ出版

24 837.8 中学英語でネイティブみたいに話せるようになる。 清水建二/著 総合法令出版

25 850 声に出すフランス語即答練習ドリル 初級編 高岡優希/著 ジャン=ノエル・ポレ/著 白水社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 901.3 登場人物の性格を書き分ける方法 榎本秋/編著 榎本海月/著 玄光社

2 901.3 人間の自由と物語の哲学 山口尚/著 トランスビュー

3 902.3 阿津川辰海読書日記 阿津川辰海/著 光文社

4 904 翻訳、一期一会 鴻巣友季子/著 横尾忠則/述 左右社

5 904 第二世界のカルトグラフィ 中村隆之/著 共和国

6 908.3 幻想と怪奇 11 牧原勝志/企画・編集 新紀元社

7 910.2 新美南吉珠玉の名作はいかにして生まれたか 上田信道/著 明治図書出版

8 910.2 文豪の風景 高橋敏夫/監修 田村景子/監修 エクスナレッジ

9 910.2 父の最期を看取った日々 高橋奈里/著 青志社

10 910.2 天文学者とめぐる宮沢賢治の宇宙 谷口義明/著 渡部潤一/著 丸善出版

11 910.2 親愛なる向田邦子さま 森繁久彌/ほか著 河出書房新社

12 911.0 岡井隆の忘れもの 岡井隆/著 書肆侃侃房

13 911.1 永遠よりも少し短い日常 荻原裕幸/著 書肆侃侃房

14 911.1 終楽章 笹公人/著 短歌研究社

15 911.1 じゃんけんできめる 山添聖子/著 山添葵/著 小学館

16 911.1 山中智恵子歌集 山中智恵子/著 水原紫苑/編 書肆侃侃房

17 911.1 ねむらない樹 vol.9(2022summer)  書肆侃侃房

18 911.3 詩人の魂久保田万太郎 瀬戸口宣司/著 アーツアンドクラフツ

19 911.3 いちばんわかりやすい俳句歳時記 春夏 辻桃子/著 安部元気/著 主婦の友社

20 911.3 いちばんわかりやすい俳句歳時記 秋冬新年 辻桃子/著 安部元気/著 主婦の友社

21 911.3 永田耕衣の百句 仁平勝/著 ふらんす堂

22 911.3 北落師門 黛まどか/著 文學の森

23 911.4 シルバー川柳 12 全国有料老人ホーム協会/編 ポプラ社編集
部/編 ポプラ社

24 911.4 ゆいごん川柳 日本財団遺贈寄付サポートセンター/編 イースト・プレス

25 911.4 シルバー川柳 上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

26 911.4 超シルバー川柳 笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社編
集部/編 河出書房新社

27 912.6 世界は笑う ケラリーノ・サンドロヴィッチ/著 論創社

28 912.6 薔薇とサムライ2 中島かずき/著 論創社

29 913.4 沙羅双樹の花に捧ぐ 山谷和子/著 清水書院

30 914.6 厄介な男たち 戌井昭人/著 産業編集センター

31 914.6 絵本のことば詩のことば 内田麟太郎/著 皓星社

900 文学
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No, 分類 書名 著者名 出版社

32 914.6 芸人人語 コロナ禍・ウクライナ・選挙特番大ひんしゅく編 太田光/著 朝日新聞出版

33 914.6 小田嶋隆のコラムの向こう側 小田嶋隆/著 ミシマ社

34 914.6 鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談 鴻上尚史/著 朝日新聞出版

35 914.6 人間ってなんだ  （講談社+α新書） 鴻上尚史/著 講談社

36 914.6 ずっと、おしまいの地 こだま/著 太田出版

37 914.6 お母ちゃんの鬼退治 小手鞠るい/作 川瀧喜正/絵 偕成社

38 914.6 この星で生きる理由 佐治晴夫/著 KTC中央出版

39 914.6 カニカマ人生論 清水ミチコ/著 幻冬舎

40 914.6 放哉の本を読まずに孤独 せきしろ/著 春陽堂書店

41 914.6 少し嫌われるくらいがちょうどいい 曽野綾子/著 ポプラ社

42 914.6 伽羅を焚く 竹西寛子/著 青土社

43 914.6 本物のおとな論 外山滋比古/著 中央公論新社

44 914.6 パンダのうんこはいい匂い 藤岡みなみ/著 左右社

45 914.6 木の十字架 堀辰雄/著 山本善行/撰 灯光舎

46 914.6 透明な膜を隔てながら 李琴峰/著 早川書房

47 914.6 オトナ白書 LiLy/著 宝島社

48 915.6 SF作家の地球旅行記 柞刈湯葉/著 産業編集センター

49 915.6 出てこい海のオバケたち 椎名誠/著 新日本出版社

50 915.6 モヤモヤの日々 宮崎智之/著 晶文社

51 916 僕は「脱北YouTuber」 キムヨセフ/著 光文社

52 916 大丈夫、いつもそばにおるよ 坪井恵/著 Clover出版

53 917 ああ面白かったと言って死にたい 佐藤愛子/著 コスミック出版

54 917 幸福とは何ぞや 佐藤愛子/著 中央公論新社

55 919.5 江戸漢詩の情景  （岩波新書 新赤版） 揖斐高/著 岩波書店

56 923.7 申の村の話 申賦漁/著 水野衛子/訳 アストラハウス

57 923.7 大唐泥犁獄 陳漸/著 緒方茗苞/訳 行舟文化

58 923.7 台北野球倶楽部の殺人 唐嘉邦/著 玉田誠/訳 文藝春秋

59 923.7 流浪地球 劉慈欣/著 大森望/訳 KADOKAWA

60 923.7 老神介護 劉慈欣/著 大森望/訳 KADOKAWA

61 929.1 詩人白石 アンドヒョン/著 五十嵐真希/訳 新泉社

62 929.1 おばあさんが帰ってきた キムボム/著 米津篤八/訳 光文社

63 929.1 木々、坂に立つ 黄順元/著 白川豊/訳 書肆侃侃房

64 929.8 カルナとアルジュナ 川尻道哉/著 勉誠出版(発売)

65 930.2 慶應義塾とアメリカ 巽孝之/著 小鳥遊書房

66 933.7 終わらない週末 ルマーン・アラム/著 高山真由美/訳 早川書房

67 933.7 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー/著 鈴木恵/訳 早川書房

68 933.7 ヨーク公階段の謎 ヘンリー・ウェイド/著 中川美帆子/訳 論創社

69 933.7 動物農園 ジョージ・オーウェル/著 吉田健一/訳 中央公論新社

70 933.7 かくて彼女はヘレンとなった キャロライン・B.クーニー/著 不二淑子/訳 早川書房

71 933.7 静寂の荒野 ダイアン・クック/著 上野元美/訳 早川書房

72 933.7 フォレスト・ダーク ニコール・クラウス/著 広瀬恭子/訳 白水社

73 933.7 光を灯す男たち エマ・ストーネクス/著 小川高義/訳 新潮社

74 933.7 アーモンドの木 ウォルター・デ・ラ・メア/著 和爾桃子/訳 白水社

75 933.7 ロザムンドおばさんの花束 ロザムンド・ピルチャー/著 中村妙子/訳 朔北社

76 933.7 足に敷かれた花 ロナルド・ファーバンク/著 浦出卓郎/訳 彩流社

77 933.7 ようこそウェストエンドの悲喜劇へ パメラ・ブランチ/著 大下英津子/訳 論創社

78 938.6 ジョージ・エリオット全集 3 ジョージ・エリオット/著 彩流社

79 943.7 この夜を越えて イルムガルト・コイン/著 田丸理砂/訳 左右社

80 949.8 忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール/著 染田屋茂/
訳 KADOKAWA

81 953.7 北京の秋 ボリス・ヴィアン/著 野崎歓/訳 河出書房新社

82 953.7 子供が王様
デルフィーヌ・ド・ヴィガン/著 河村真紀
子/訳 東京創元社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

83 953.7 あなたの教室 レティシア・コロンバニ/著 齋藤可津子/訳 早川書房

84 953.7 翼っていうのは噓だけど フランチェスカ・セラ/著 伊禮規与美/訳 早川書房

85 953.7 マダム・エドワルダ ジョルジュ・バタイユ/著 阿部静子/訳 月曜社

86 953.7 かなり緩やかな愛の前進 ジャン・ポーラン/著 榊原直文/訳 水声社

87 953.7 北の橋の舞踏会|世界を駆けるヴィーナス ピエール・マッコルラン/著 太田浩一/訳 国書刊行会

88 953.7 詩人の訪れ C.F.ラミュ/著 笠間直穂子/訳 幻戯書房

89 953.7 みつばちの平和 アリス・リヴァ/著 正田靖子/訳 幻戯書房

90 979.1 ぼくはソ連生まれ ヴァシレ・エルヌ/著 篁園誓子/訳 群像社

91 980.2 現代ロシア文学入門 ポスト・ソヴィエト文学研究会/編著 東洋書店新社

92 986 戦争日記 オリガ・グレベンニク/著 奈倉有里/ロシア
語監修 河出書房新社

93 989.9 メタル'94 ヤーニス・ヨニェヴス/著 黒沢歩/訳 作品社

94 993.6 若く逝きしもの
フランス・エーミル・シッランパー/著 阿
部知二/訳 みずいろブックス

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 F invert 2 相沢沙呼/著 講談社

2 F いつもの木曜日 青山美智子/著 宝島社

3 F 三世代探偵団 4 赤川次郎/著 KADOKAWA

4 F 乱鴉の空 あさのあつこ/著 光文社

5 F この部屋から東京タワーは永遠に見えない 麻布競馬場/著 集英社

6 F 録音された誘拐 阿津川辰海/著 光文社

7 F かんむり 彩瀬まる/著 幻冬舎

8 F 此の世の果ての殺人 荒木あかね/著 講談社

9 F 李良枝セレクション 李良枝/著 温又柔/編・解説 白水社

10 F 祈りも涙も忘れていた 伊兼源太郎/著 早川書房

11 F エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐大/著 東京創元社

12 F ハヤブサ消防団 池井戸潤/著 集英社

13 F 月の三相 石沢麻依/著 講談社

14 F ペットショップ無惨 石田衣良/著 文藝春秋

15 F れんげ出合茶屋 泉ゆたか/著 双葉社

16 F 灰かぶりの夕海 市川憂人/著 中央公論新社

17 F 五木寛之セレクション 1 五木寛之/著 東京書籍

18 F 祝祭の子 逸木裕/著 双葉社

19 F 武蔵 稲葉稔/著 KADOKAWA

20 F ドラゴンズ・タン 宇佐美まこと/著 新潮社

21 F 呪縛伝説殺人事件 羽純未雪/著 二階堂黎人/著 南雲堂

22 F 甘美な牢獄 宇能鴻一郎/著 七北数人/編 烏有書林

23 F 台湾侵攻 6 大石英司/著 中央公論新社

24 F 赤虫村の怪談 大島清昭/著 東京創元社

25 F たとえば、葡萄 大島真寿美/著 小学館

26 F 北神伝綺 大塚英志/著 星海社

27 F 岡本綺堂怪談文芸名作集 岡本綺堂/著 東雅夫/編 双葉社

28 F 掌に眠る舞台 小川洋子/著 集英社

29 F 喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田円/著 実業之日本社

30 F ループ・オブ・ザ・コード 荻堂顕/著 新潮社

31 F 最愛 奥寺佐渡子/著 清水友佳子/著 東洋館出版社

32 F 箱の中の羊 奥本大三郎/著 教育評論社

33 F 夏の夜明けを待つ僕ら 音はつき/著 実業之日本社

34 F 営繕かるかや怪異譚 その3 小野不由美/著 KADOKAWA

35 F レジデンス 小野寺史宜/著 KADOKAWA

36 F 熱河に駆ける蹄痕 織江耕太郎/著 春陽堂書店

F 小説
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No, 分類 書名 著者名 出版社

37 F 悲鳴だけ聞こえない 織守きょうや/著 双葉社

38 F 匿名 柿原朋哉/著 講談社

39 F 我、鉄路を拓かん 梶よう子/著 PHP研究所

40 F デクリネゾン 金原ひとみ/著 ホーム社

41 F 豪球復活 河合莞爾/著 講談社

42 F 介護者D 河崎秋子/著 朝日新聞出版

43 F 川野京輔探偵小説選 3 川野京輔/著 論創社

44 F 夜がうたた寝してる間に 君嶋彼方/著 KADOKAWA

45 F 爆弾犯と殺人犯の物語 久保りこ/著 双葉社

46 F 孤立宇宙 熊谷達也/著 講談社

47 F 浅草ルンタッタ 劇団ひとり/著 幻冬舎

48 F フィールダー 古谷田奈月/著 集英社

49 F マル暴ディーヴァ 今野敏/著 実業之日本社

50 F 首取物語 西條奈加/著 徳間書店

51 F 一千億のif 斉藤詠一/著 祥伝社

52 F ロスト・ドッグ 酒本歩/著 光文社

53 F 裂けた明日 佐々木譲/著 新潮社

54 F 犬を盗む 佐藤青南/著 実業之日本社

55 F 人間みたいに生きている 佐原ひかり/著 朝日新聞出版

56 F 遠い指先が触れて 島口大樹/著 講談社

57 F 旅立ちの日に 清水晴木/著 中央公論新社

58 F ロスト・スピーシーズ 下村敦史/著 KADOKAWA

59 F うさぎの町の殺人 周木律/著 実業之日本社

60 F 素晴らしき国 小路幸也/著 角川春樹事務所

61 F 名探偵のいけにえ 白井智之/著 新潮社

62 F 競争の番人 2 新川帆立/著 講談社

63 F 「十二国記」30周年記念ガイドブック 新潮社/編 新潮社

64 F 英雄 真保裕一/著 朝日新聞出版

65 F 翡翠の風と踊る死者 高里椎奈/著 講談社

66 F ヘルンとセツ 田渕久美子/著 NHK出版

67 F われ去りしとも美は朽ちず 玉岡かおる/著 潮出版社

68 F 噓つきジェンガ 辻村深月/著 文藝春秋

69 F オリンピックを殺す日 堂場瞬一/著 文藝春秋

70 F イオカステの揺籃 遠田潤子/著 中央公論新社

71 F 火を噴く山が憶えていること 殿谷みな子/著 花伝社

72 F タラニス 内藤了/著 KADOKAWA

73 F 警察医の戒律 直島翔/著 角川春樹事務所

74 F 越境刑事 中山七里/著 PHP研究所

75 F レッドゾーン 夏川草介/著 小学館

76 F 鬼女 鳴海風/著 早川書房

77 F ストロベリー戦争 南原詠/著 宝島社

78 F 怪盗フラヌールの巡回 西尾維新/著 講談社

79 F SLやまぐち号殺人事件 西村京太郎/著 文藝春秋

80 F 小説の小説 似鳥鶏/著 KADOKAWA

81 F 家裁調査官・庵原かのん 乃南アサ/著 新潮社

82 F 若葉荘の暮らし 畑野智美/著 小学館

83 F 新!店長がバカすぎて 早見和真/著 角川春樹事務所

84 F 素数とバレーボール 平岡陽明/著 講談社

85 F スクープの犬 平沼正樹/著 産業編集センター

86 F 事件は終わった 降田天/著 集英社

87 F あの子とQ 万城目学/著 新潮社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

88 F レッドクローバー まさきとしか/著 幻冬舎

89 F 愚者の階梯 松井今朝子/著 集英社

90 F キッズ・アー・オールライト 丸山正樹/著 朝日新聞出版

91 F 帰ってきたお父ちゃん 水島かおり/著 講談社

92 F 結交姉妹 村上政彦/著 鳥影社

93 F 晴明変生 森谷明子/著 角川春樹事務所

94 F ええじゃないか 谷津矢車/著 中央公論新社

95 F ゲート0 後編 柳内たくみ/著 アルファポリス

96 F 山之口貘全小説 沖縄から 山之口貘/著 河出書房新社

97 F 孤島の飛来人 山野辺太郎/著 中央公論新社

98 F 方舟 夕木春央/著 講談社

99 F レゾンデートルの誓い 楪一志/著 ドワンゴ

100 F 命のねだん 吉永千惠子/著 文芸社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 B169.1 ポストモダンの新宗教 島薗進/著 法藏館

2 B222.0 読切り三国志 井波律子/著 潮出版社

3 B290.9 タイムトラベル世界あちこち旅日記 益田ミリ/著 毎日新聞出版

4 B292.2 台湾鉄路千公里 宮脇俊三/著 中央公論新社

5 B304 老記者の伝言 むのたけじ/著 木瀬公二/聞き手 朝日新聞出版

6 B443.9 現代宇宙論の誕生 須藤靖/編 岩波書店

7 B570.4 いかにして発明国民となるべきか 高峰譲吉/著 鈴木淳/編 岩波書店

8 B910.2 文豪ナビ松本清張 新潮文庫/編 新潮社

9 B923.7 邪悪催眠師 周浩暉/著 阿井幸作/訳
ハーパーコリンズ・ジャパ
ン

10 B933.7 ギャンブラーが多すぎる ドナルド・E.ウェストレイク/著 木村二郎/
訳 新潮社

11 B933.7 ダブル・ダブル エラリイ・クイーン/著 越前敏弥/訳 早川書房

12 B933.7 Yの悲劇 エラリー・クイーン/著 中村有希/訳 東京創元社

13 B933.7 窓辺の愛書家 エリー・グリフィス/著 上條ひろみ/訳 東京創元社

14 B933.7 アポロ18号の殺人 上・下 クリス・ハドフィールド/著 中原尚哉/訳 早川書房

15 B933.7 彼は彼女の顔が見えない アリス・フィーニー/著 越智睦/訳 東京創元社

16 B933.7 アウトサイダー H.P.ラヴクラフト/著 南條竹則/編訳 新潮社

17 B933.7 沈黙のセールスマン マイクル・Z.リューイン/著 石田善彦/訳 早川書房

18 B943.7 聖週間 アンドレアス・フェーア/著 酒寄進一/訳 小学館

19 B949.7 被疑者アンデルセンの逃亡 上・下
A.J.カジンスキー/著 トーマス・リュダー
ル/著 竹書房

20 B949.8 魔術師の匣 上・下
カミラ・レックバリ/著 ヘンリック・フェ
キセウス/著 文藝春秋

21 B953.7 夜のエレベーター フレデリック・ダール/著 長島良三/訳 扶桑社

22 B963 精霊たちの迷宮 上・下 カルロス・ルイス・サフォン/著 木村裕美/
訳 集英社

23 BF 落語刑事サダキチ 愛川晶/著 中央公論新社

24 BF 吸血鬼ドックへご案内 赤川次郎/著 集英社

25 BF 終電の神様 4 阿川大樹/著 実業之日本社

26 BF ソロキャン! 秋川滝美/著 朝日新聞出版

27 BF ノワール・レヴナント 浅倉秋成/著 KADOKAWA

28 BF フラッガーの方程式 浅倉秋成/著 KADOKAWA

29 BF 与太郎侍 井川香四郎/著 集英社

30 BF 浪人奉行 13ノ巻 稲葉稔/著 双葉社

31 BF 下駄の上の卵 井上ひさし/著 新潮社

32 BF 殺意 井上靖/著 中央公論新社

33 BF 内憂 上田秀人/著 光文社

34 BF 珈琲店タレーランの事件簿 8 岡崎琢磨/著 宝島社

35 BF ホーンテッド・キャンパス 20 櫛木理宇/著 KADOKAWA

B 文庫本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

36 BF 江戸裏御用帖 小杉健治/著 KADOKAWA

37 BF 江戸裏日月抄 小杉健治/著 KADOKAWA

38 BF 江戸裏抜荷記 小杉健治/著 KADOKAWA

39 BF 江戸裏枕絵噺 小杉健治/著 KADOKAWA

40 BF 江戸裏吉原談 小杉健治/著 KADOKAWA

41 BF 継ぐのは誰か?/ヴォミーサ 小松左京/著 徳間書店

42 BF 血に非ず 佐伯 泰英/著 新潮社

43 BF 御留山 佐伯泰英/著 文藝春秋

44 BF 入婿 坂岡真/著 光文社

45 BF 江戸寺子屋薫風庵 篠綾子/著 小学館

46 BF 白雲去来 篠原悠希/著 KADOKAWA

47 BF 島崎藤村短篇集 島崎藤村/著 大木志門/編 岩波書店

48 BF 小説すずめの戸締まり 新海誠/著 KADOKAWA

49 BF 凶眼 鈴木 英治/著 角川春樹事務所

50 BF 魔性の剣 鈴木 英治/著 角川春樹事務所

51 BF 虹の音色が聞こえたら 関口尚/著 集英社

52 BF 味ごよみ、花だより 高田在子/著 KADOKAWA

53 BF あきない世傳金と銀 13 高田郁/著 角川春樹事務所

54 BF 右大臣実朝 太宰治/作 岩波書店

55 BF 恋文横丁八祥亭 立川談四楼/著 小学館

56 BF 鯖猫長屋ふしぎ草紙 10 田牧大和/著 PHP研究所

57 BF 江戸は浅草 4 知野みさき/著 講談社

58 BF 出張料理みなづき 十三湊/著 幻冬舎

59 BF ケーキ王子の名推理 6 七月隆文/著 新潮社

60 BF まぼろしの軍師 新田次郎/著 細谷正充/編 中央公論新社

61 BF 短篇ベストコレクション 2022 日本文藝家協会/編 井上荒野/ほか著 小学館

62 BF ピザ宅配探偵の事件簿 猫森夏希/著 宝島社

63 BF 百まなこ 長谷川 卓/著 祥伝社

64 BF 目目連 長谷川卓/著 祥伝社

65 BF 悪魔の封印 波多野聖/著 角川春樹事務所

66 BF ミカドの淑女 林真理子/著 KADOKAWA

67 BF 薬屋のひとりごと 12 日向夏/著 主婦の友インフォス

68 BF 天国の修羅たち 深町秋生/著 KADOKAWA

69 BF 俠飯 8 福澤徹三/著 文藝春秋

70 BF 野暮天 藤井邦夫/著 講談社

71 BF 菓子屋横丁月光荘 5 ほしおさなえ/著 角川春樹事務所

72 BF 本格王 2022 本格ミステリ作家クラブ/選・編 道尾秀介/
ほか著 講談社

73 BF écriture新人作家・杉浦李奈の推論 6 松岡圭祐/著 KADOKAWA

74 BF なぜ「星図」が開いていたか 松本清張/著 新潮社

75 BF ビブリア古書堂の事件手帖 2-1 三上延/著 KADOKAWA

76 BF 人質カノン 宮部 みゆき/著 文芸春秋

77 BF ロシアよ、我が名を記憶せよ 八木荘司/著 新潮社

78 BF 十三角関係 山田風太郎/著 河出書房新社

79 BF 仮面城 横溝正史/著 KADOKAWA

80 BF 大迷宮 横溝正史/著 KADOKAWA

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 T050 富山大学人文科学研究 第77号 富山大学人文学部/編 富山大学人文学部

2 T069 氷見市立博物館年報 第40号 令和3年度 氷見市立博物館/編 氷見市立博物館

3 T202 埋蔵文化財年報 令和3年度 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課/編
富山県文化振興財団埋蔵文
化財調査課

T 郷土資料
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No, 分類 書名 著者名 出版社

4 T260 砺波散村地域研究所研究紀要 第39号 砺波市立砺波散村地域研究所/編
砺波市立砺波散村地域研究
所

5 T289 佐伯安一の軌跡 砺波郷土資料館/編 砺波郷土資料館

6 T290.2 北陸の名城を歩く 富山編 佐伯哲也/編 吉川弘文館

7 T318.3 富山市議会定例会会議録 令和4年6月 富山市議会/編 富山市議会

8 T318.3 一般会計・特別会計 主要施策成果報告書 令和3年度 富山市/編 富山市

9 T318.3 富山市議会定例会議案 令和4年9月 富山市議会/編 富山市議会

10 T330 北陸地域設備投資計画調査 2021・2022・2023年度 日本政策投資銀行北陸支店富山事務所/編 日本政策投資銀行

11 T344 富山市一般会計特別会計歳入歳出決算書及び事項別明細書 令和3年度 富山市/編 富山市

12 T345 税務概要 令和4年度 富山市財務部納税課/編 富山市

13 T348 富山市公営企業会計決算審査意見書 令和3年度 富山市監査委員/編 富山市監査委員

14 T353 市政概要 令和4年度 富山市議会事務局/編 富山市議会事務局

15 T369.2 障害福祉のしおり 令和4年度 富山市福祉保健部障害福祉課/編
富山市福祉保健部障害福祉
課

16 T369.3 富山市災害ボランティア本部活動マニュアル 令和3年7月一部改訂
富山市災害ボランティアネットワーク会議/
編

富山市災害ボランティア
ネットワーク会議

17 T373.4 教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 令和3年度 富山市教育委員会/編 富山市教育委員会

18 T484 ホタルイカ 稲村修/編 魚津水族館

19 T498 富山市病院事業会計決算書 令和3年度 富山市/編 富山市

20 T500 富山市エネルギービジョン 令和3年3月資料編 富山市/編 富山市

21 T510 とやまの土木 2022 令和4年度版 富山県土木部建設技術企画課/編
富山県土木部建設技術企画
課

22 T519 上下水道事業年報 令和3年度 富山市上下水道局/編 富山市上下水道局

23 T616 若い人に伝えたい砺波地方の昔の米作り 7月-12月編 砺波郷土資料館/編 砺波郷土資料館

24 T685 まちなかぐるっとまいどはや 2021 富山市民プラザまちづくり事業部/編
富山市民プラザまちづくり
事業部

25 T714 日本の石仏 No.177(2022年8月) 日本石仏協会/編集 日本石仏協会

26 T760 とやま音楽文化 VOL.7 とやま音楽文化協会/企画・制作 中村義朗/
編 中尾哲雄

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 E あのこ 樋勝朋巳/作 ブロンズ新社

2 E アミとランのおとなになるまえの性の絵本 1 安藤由紀/作・絵 岩崎書店

3 E アルメット トミー・ウンゲラー/作 谷川俊太郎/訳 好学社

4 E 1まいのがようし 長坂真護/作 あかね書房

5 E いってらっしゃーい りとうようい/作・絵 金の星社

6 E いつまでいっしょ?
クリストファー・チェン/文 スティーブ
ン・マイケル・キング/絵 国土社

7 E イライラのあらし ルイーズ・グレッグ/作 ジュリア・サルダ/
絵 金の星社

8 E いろんなのりものどうなってるの? and EIGHT/さく 交通新聞社

9 E 海に生きる!ウミガメの花子 黒部ゆみ/写真・文 奧山隼一/監修 偕成社

10 E おいちにのだーるまさん こばやしえみこ/文 こいでやすこ/絵 福音館書店

11 E おイモだ、ほい! 服部千春/作 ほそいさつき/絵 岩崎書店

12 E おうかんはだれのもの ケアリー・フェイガン/文 ディーナ・シー
ファリング/絵 化学同人

13 E おおきいかさ エイミー・ジューン・ベイツ/さく ジュニ
パー・ベイツ/さく 化学同人

14 E おはなしのたねをまくと… クラウディオ・ゴッベッティ/作 ディヤ
ナ・ニコロヴァ/絵 工学図書

15 E おふくさんの12かげつ 服部美法/ぶん・え 大日本図書

16 E おまえたち、くっちゃうぞ〜! ジョン・ヘア/さく 万木森玲/やく 岩崎書店

17 E かえるのギッタンバッタン こやまじゅんこ/文 いしいつとむ/絵 文研出版

18 E かずもう もとしたいづみ/文 かとうまふみ/絵 講談社

19 E カピバラがやってきた
アルフレド・ソデルギット/さく あみのま
きこ/やく 岩崎書店

20 E からっぽのにくまん まつながもえ/著 白泉社

21 E きみのうたをきかせて ケアリー・フェイガン/文 ディーナ・シー
ファリング/絵 化学同人

22 E きょうはおうちでうんどうかい 新井悦子/さく 小林ゆき子/え 岩崎書店

23 E 銀河鉄道の夜 宮沢賢治/原作 藤城清治/影絵・文 講談社

24 E クジラの進化 水口博也/文 小田隆/絵 講談社

E 絵本
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No, 分類 書名 著者名 出版社

25 E くすぐってごらんおうむくん
ニコ・シュテルンバウム/さく 中村智子/や
く サンマーク出版

26 E くるま!くるま!くるま! まるはま/絵・原案 おともだち・たのしい
幼稚園編集チーム/文・編集 講談社

27 E 古生代水族館 こた/作・絵 中島保寿/監修 大泉書店

28 E ごろんずっしりさつまいも いわさゆうこ/さく 童心社

29 E じぶんのきもちみんなのきもち サラ・オレアリー/さく チィン・レン/え あかね書房

30 E 障害があってもいっしょだよ! 1～2 マリ・シュー/文 イザベル・ムニョス/絵 大月書店

31 E すなはまのバレリーナ 川島京子/文 ささめやゆき/絵 のら書店

32 E タオルちゃん 室井滋/さく ひらぎみつえ/え 金の星社

33 E たしますよ 内田麟太郎/作 たごもりのりこ/絵 金の星社

34 E たすけてー りとうようい/作・絵 金の星社

35 E ちいさいおねえちゃん いとうみく/作 えがしらみちこ/絵 岩崎書店

36 E チュッチュとチョピーなにができるかな? 新井洋行/作 小林ゆき子/絵 ひさかたチャイルド

37 E トイレのなか、みせてみせて! ヒド・ファン・ヘネヒテン/文・絵 松永り
え/訳

パイインターナショナル

38 E どうぶつたちのハロウィーンって? アン・ウィットフォード・ポール/ぶん デ
イヴィッド・ウォーカー/え 岩崎書店

39 E どすこいすしずもう たいけつ!うみのギャング アンマサコ/作 講談社

40 E トット・ボトットとちいさなたてぶえ ローラ・キャソン/さく アーノルド・ロー
ベル/え 好学社

41 E とびらのむこうにドラゴンなんびき?
ヴァージニア・カール/作・絵 松井るり子/
訳 徳間書店

42 E ともだちがほしかったおばけ スザンヌ・コフマン/作 ふしみみさを/訳 光村教育図書

43 E なにになれちゃう? チョーヒカル/著 白泉社

44 E ナマコのばあちゃん こしだミカ/さく 偕成社

45 E ねずみさんのパンツ tupera tupera/作 ブロンズ新社

46 E 野ばらの村のおひっこし ジル・バークレム/作・絵 こみやゆう/訳 出版ワークス

47 E バーガーボーイ アラン・デュラント/ぶん まつおかめい/え 主婦の友社

48 E ハコフグのねがい さかなクン/さく・え 講談社

49 E バジとばじくん 松丘コウ/作・絵 フレーベル館

50 E 橋の上で 湯本香樹実/文 酒井駒子/絵 河出書房新社

51 E ぱっかーん! 砂糖ゆき/さく エンブックス

52 E パンしろくま 柴田ケイコ/作・絵 PHP研究所

53 E パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田ケイコ/作 KADOKAWA

54 E ぴーぴーばっくしまーす 片山健/作 福音館書店

55 E PIHOTEK 荻田泰永/文 井上奈奈/絵 講談社

56 E びんにいれてごらん デボラ・マルセロ/作 なかがわちひろ/訳 光村教育図書

57 E ふうせんくまくん あきやまただし/作・絵 金の星社

58 E ふしぎなひきだし 苅田澄子/作 つがねちかこ/絵 金の星社

59 E ふっと… 内田麟太郎/文 松成真理子/絵 BL出版

60 E フランクとバートのだいすきかくれんぼ クリス・ネイラー・バレステロス/作 田元
明日菜/訳 化学同人

61 E へんしんロボット あきやまただし/作・絵 金の星社

62 E ボクサッカーやめたい 神山ますみ/さく イマジネイション・プラス

63 E ぼくのトリセツ のぶみ/作 竹内エリカ/監修 東京ニュース通信社

64 E ほんとだもん! いもとようこ/作絵 金の星社

65 E まいごのモリーとこうもりのかさ こまつのぶひさ/文 はたこうしろう/絵 童心社

66 E まねっこどきっ!おばけ まつしたさゆり/ぶん スズキサトル/え ほるぷ出版

67 E まねまねどうぶつ shimizu/作・絵 ポプラ社

68 E ママってすごーい! クリス・ホートン/作 木坂涼/訳 BL出版

69 E まよなかの魔女たち
エイドリアン・アダムズ/作・絵 野口絵美/
訳 徳間書店

70 E ミイラのなぞをとけおとうとうさぎ!
ヨンナ・ビョルンシェーナ/作 ヘレンハル
メ美穂/訳 クレヨンハウス

71 E 麦畑のみはりばん ベス・フェリー/文 テリー・ファン/絵 化学同人

72 E もぐもぐがじがじ 中野明美/文 大島妙子/絵 福音館書店

73 E モモンガのはいたつやさん もりのいたずらっこ ふくざわゆみこ/著 文溪堂

74 E ヨルとよる あさのますみ/作 よしむらめぐ/絵 教育画劇

75 E リスタクシー もとやすけいじ/著 佼成出版社
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No, 分類 書名 著者名 出版社

76 E レッサーパンダのパティりんごばたけのアップルパイ serico/え たきのみわこ/ぶん 白泉社

77 E わごむまつり つきおかゆみこ/作・絵 小峰書店

78 E わすれないでね ジーン・ウィリス/文 ラケル・カタリナ/絵 小学館

79 E わたしがいじわるオオカミになった日
アメリ・ジャヴォー/ぶん アニック・マソ
ン/え

パイインターナショナル

80 E ワニくんのはじめてのおでかけ 古内ヨシ/文 くすはら順子/絵 絵本塾出版

81 E わんわんハロウィーン 高林麻里/作 講談社

No, 分類 書名 著者名 出版社

1 K019 12歳までに身につけたいかしこくなる読書の超きほん 赤木かん子/監修 朝日新聞出版

2 K158 正義ってなんだろう 齋藤孝/著 リベラル社

3 K159 なりたい自分との出会い方 岡本啓史/著 岩波書店

4 K164 世界の神話 躍動する女神たち  （岩波ジュニア新書） 沖田瑞穂/著 岩波書店

5 K201 歴史学のトリセツ  （ちくまプリマー新書） 小田中直樹/著 筑摩書房

6 K201 だれが歴史を書いてるの?
ピエルドメニコ・バッカラリオ/著 フェデ
リーコ・タッディア/著 太郎次郎社エディタス

7 K214 16テーマで知る鎌倉武士の生活  （岩波ジュニア新書） 西田友広/著 岩波書店

8 K217 さだじいの戦争かるた 岩川洋成/文 浅生ハルミン/画 論創社

9 K289 津田梅子 高橋うらら/文 講談社

10 K291 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 2023年版  永岡書店

11 K331 大都市はどうやってできるのか  （ちくまプリマー新書） 山本和博/著 筑摩書房

12 K333 身近で取り組むSDGs 1 関正雄/監修 WILLこども知育研究所/編 フレーベル館

13 K366 プロフェッショナルな人たちのお仕事図鑑 3巻 お仕事図鑑編集委員会/編 文研出版

14 K366 こども労働法 山下敏雅/共著 笠置裕亮/共著 日本法令

15 K367 みんなえがおになれますように うい/作 早川世詩男/絵 学研プラス

16 K367 わたしの心と体を守る本 遠見才希子/著 アベナオミ/漫画 KADOKAWA

17 K367 みんなで知りたいLGBTQ+ 4 電通ダイバーシティ・ラボ/企画 ReBit/監
修 文研出版

18 K368 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空幸星/著 河出書房新社

19 K369 かんたん手づくり防災グッズ 1～3 木原実/監修 日本図書センター

20 K387 世界の魔よけ図鑑 三国信一/監修 土谷輪/監修 岩崎書店

21 K400 科学って何のためにあるの? DK社/編 左巻健男/監訳 東京書籍

22 K407 本当はおもしろい中学入試の理科 尾嶋好美/著 大和書房

23 K407 理系の職場 3 こどもくらぶ/編 同友館

24 K407 おうちじっけん号 山岡潤一/著 草野絵美/著 CCCメディアハウス

25 K410 さんすうの本 橋爪大三郎/著 山と溪谷社

26 K420 ずかん単位 清水洋美/文 星田直彦/監修 技術評論社

27 K448 考えると楽しい地図 今和泉隆行/著 梅澤真一/監修 くもん出版

28 K451 SDGsの目でみる天気の図鑑 稲葉茂勝/著 木原実/監修 東京書籍

29 K484 チャコウラさんの秘密を知りたい!ナメクジの話 宇高寛子/著 偕成社

30 K491 人の体のつくりとはたらき大研究 1 奈良信雄/監修 岩崎書店

31 K518 ごみ 世界で一番やっかいなもの G.レイド/文・絵 竹内薫/監修 西村書店

32 K536 名列車透視図鑑 松島浩一郎/イラスト 小学館

33 K549 ものづくりっておもしろい!おもちゃから乗り物まで 小林竜太/著 偕成社

34 K558 もしも深海でくらしたら 山本省三/作 長根浩義/監修 WAVE出版

35 K590 13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木利美/著 赤ちゃんとママ社

36 K613 土の大研究 藤井一至/監修 PHP研究所

37 K615 だいどころのたね  ひさかたチャイルド

38 K645 はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪恭嗣/監修 ふじもとめぐみ/マンガ・イ
ラスト 西東社

39 K726 はじめてでも描ける!まんがキャラ魔法の描きかたレッスン★ キラかわ☆まんが研究部/著 ナツメ社

40 K759 47都道府県の郷土玩具 3 日本玩具博物館/監修 井上重義/監修 大月書店

41 K781 ふゆであそぼう 高橋京子/監修 国土社

K 児童図書
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No, 分類 書名 著者名 出版社

42 K783 おぼえようバドミントンのルール 上田敏之/著 ベースボール・マガジン社

43 K783 動画で完全マスター!小学生のサッカー上達のコツ55 鈴木慎一/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

44 K783 こころのパス 中村憲剛/著 佐藤寿人/著 小学館クリエイティブ

45 K783 セオリーから応用まで野球配球IQドリル 野口寿浩/監修
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

46 K796 羽生善治のこども将棋入門終盤の勝ち方 羽生善治/監修 小田切秀人/執筆 池田書店

47 K796 羽生善治のこども将棋入門序盤の指し方 羽生善治/監修 小田切秀人/執筆 池田書店

48 K798 難攻不落の迷路 香川元太郎/作・絵 香川志織/作・絵 PHP研究所

49 K908 こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部/編 福音館書店

50 K913 科学でナゾとき! 3 あさだりん/作 佐藤おどり/絵 偕成社

51 K913 おねえちゃんって、ときどきなきむし!? いとうみく/作 つじむらあゆこ/絵 岩崎書店

52 K913 おかあちゃんにきんメダル! いどきえり/さく おしのともこ/え 国土社

53 K913 三まいのはがき おくやまゆか/さく 福音館書店

54 K913 こはなへようこそ! 落合由佳/著 PHP研究所

55 K913 ニャンの日にまいります! 木内南緒/作 酒井以/絵 岩崎書店

56 K913 いるの?ノコナロくん 黒史郎/著 PHP研究所

57 K913 まちのおばけずかん ハイ! 斉藤洋/作 宮本えつよし/絵 講談社

58 K913 図書室の奥は恋する?相談室 櫻井とりお/著 PHP研究所

59 K913 瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった 末原拓馬/著 講談社

60 K913 のはらクラブのちいさなおつかい たかどのほうこ/作 理論社

61 K913 ウサギのトリン 3 高畠じゅん子/作 小林ゆき子/絵 小峰書店

62 K913 うそつきテンボ 寺村輝夫/作 和歌山静子/絵 金の星社

63 K913 黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山貴子/著 講談社

64 K913 ふたごチャレンジ! 3 七都にい/作 しめ子/絵 KADOKAWA

65 K913 はじめてであう古事記 上巻・下巻 西田めい/編 中島梨絵/絵 あすなろ書房

66 K913 ラベンダーとソプラノ 額賀澪/作 いつか/絵 岩崎書店

67 K913 星屑すぴりっと 林けんじろう/著 講談社

68 K913 ラストで君は「まさか!」と言う 奇妙なプレゼント PHP研究所/編 PHP研究所

69 K913 ガリレオの事件簿 2 東野圭吾/著 うめ/画 文藝春秋

70 K913 まじょのナニーさん 9 藤真知子/作 はっとりななみ/絵 ポプラ社

71 K913 ヨゾラ物語ファイル オンボロボットは泣かない 藤真知子/著 ポプラ社

72 K913 ソクラてすのすけ 藤谷治/著 河出書房新社

73 K913 どたばたへなちょこ探偵団 藤本ともひこ/作 文研出版

74 K913 救助犬の弟子 堀直子/作 平澤朋子/絵 新日本出版社

75 K913 安吾先輩は解読したい 三川三/著 早瀬ジュン/イラスト KADOKAWA

76 K913 お月さまになりたい 三木卓/さく 及川賢治/え 偕成社

77 K913 箱の中のホワイトデイズ 三野誠子/作 ao/絵 国土社

78 K913 キミョウな人<?>たち 森川成美/作 ふすい/絵 国土社

79 K913 生き抜け! 山口理/作 十々夜/絵 文研出版

80 K913 暗号サバイバル学園 05 山本省三/作 丸谷朋弘/絵 学研プラス

81 K933 アップステージ
ダイアナ・ハーモン・アシャー/作 武富博
子/訳 評論社

82 K933 父さんのゾウ ピーター・カーナバス/作 美馬しょうこ/訳 文研出版

83 K933 キュリアス・キャット・スパイ・クラブ リンダ・ジョイ・シングルトン/著 羽田詩
津子/訳 早川書房

84 K933 アーマのうそ キャロル・ライリー・ブリンク/作 谷口由
美子/訳 文溪堂

85 K933 こわがり子ネコのほしいもの 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

86 K933 魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル/著 櫛田理絵/訳 PHP研究所

87 K933 かわいい子ランキング ブリジット・ヤング/作 三辺律子/訳 ほるぷ出版

88 K933 ひみつの地下図書館 3 アビー・ロングスタッフ/作 坂口友佳子/絵 ほるぷ出版

89 K943 ふしぎなメリーゴーラウンド
リーザ=マリー・ブルーム/作 はたさわゆう
こ/訳 徳間書店

90 K943 ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ/原作 西村佑子/
訳・翻案 静山社

91 K991 星ぼしでめぐるギリシア神話 百々佑利子/著 花松あゆみ/絵 岩波書店
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