
No タイトル 著者名１ 出版社名 児童書
1 教育問題情報事典 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
2 ⽇本憲兵史 荻野富⼠夫 ⽇本経済評論社
3 五訂版　視覚障害教育に携わる⽅のために ⾹川邦⽣【編著】 慶應義塾⼤学出版会
4 失踪の社会学 中森弘樹 慶應義塾⼤学出版会
5 写真でわかる⽣活⽀援技術 井藤英喜 インターメディカ
6 地域で愛される⼦ども⾷堂 つくり⽅・続け⽅ 飯沼直樹 翔泳社
7 地⽅に⽣きる若者たち ⽯井まこと 旬報社
8 ⼿話通訳者になろう ⽊村晴美 ⽩⽔社
9 亡命者帰らず 野崎六助 彩流社

10 よい移⺠ ニケシュ・シュクラ【編】 創元社
11 いのちを選ばないで 藤井克徳 ⼤⽉書店
12 通信制⾼校のすべて ⼿島純【編著】 彩流社
13 キー⼊⼒がみるみる速くなる タイピング上達の法則 朝岳健⼆ マイナビ出版
14 ⽝からみた⼈類史 ⼤⽯⾼典 勉誠出版
15 メンタルの強化書 佐藤優 クロスメディア・パブリッシング
16 ⾷⽂化とおもてなし ⼭上徹 学⽂社
17 ⼥⼈禁制 鈴⽊正崇 吉川弘⽂館
18 信⻑のおもてなし 江後迪⼦ 吉川弘⽂館
19 はたらく⼈のコンディショニング事典 岩崎⼀郎 クロスメディア・パブリッシング
20 図で考えるとすべてまとまる 村井瑞枝 クロスメディア・パブリッシング
21 巨⼤ロボットの社会学 池⽥太⾂ 法律⽂化社
22 場⾯別・職種別　ビジネス英語フレーズ3200 海渡寛記 クロスメディア・ランゲージ
23 怪異をつくる ⽊場貴俊 ⽂学通信
24 AI×地⽅創⽣ 広井良典 東洋経済新報社
25 会社に⾏きたくない。さて、どうする︖ 和⽥秀樹 クロスメディア・パブリッシング
26 茶の世界史 ビアトリス・ホーネガー【著】 ⽩⽔社
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27 誰でもわかる⽇本の⼆⼗四節気と七⼗⼆候 脳トレーニング研究会【編】 黎明書房
28 ヘイトスピーチとは何か 法学セミナー編集部【編】 ⽇本評論社
29 戦後⼥性教員史 跡部千慧 六花出版
30 おひとりさまの⽼後 上野千鶴⼦ 法研
31 在宅HACKS︕ ⼩⼭⿓介 東洋経済新報社
32 メイド服とレインコート 坂井妙⼦ 勁草書房
33 葛飾⾵物誌 ⻲井鳴瀬【著】 彩流社
34 ひきこもりのライフストーリー 保坂渉 彩流社
35 イラストと読む 【現代語訳】ポツダム宣⾔ ⽥中等 彩流社
36 マリー・アントワネットの⾐裳部屋 内村理奈 平凡社
37 配膳さんという仕事 笠井⼀⼦ 平凡社
38 増補新版　ユダヤ世界に魅せられて 広瀬佳司 彩流社
39 逃げろ︕ 三國隆三 ⻘⼸社
40 猫神様の散歩道 ⼋岩まどか ⻘⼸社
41 死の舞踏 ⼭⼝椿 ⻘⼸社
42 アンデス奇祭紀⾏ 鈴⽊智⼦ ⻘⼸社
43 凍える帝国 丸⼭泰明 ⻘⼸社
44 旅の⾵俗史 富⽥昭次 ⻘⼸社
45 旅⾏の進化論 ヴィンフリート・レシュブルク【著】 ⻘⼸社
46 「学校の怪談」はささやく ⼀柳廣孝【編著】 ⻘⼸社
47 逸脱の精神誌 ⼩松和彦【編著】 ⻘⼸社
48 遊びからはじまる 松崎⾏代 世界思想社
49 ⼭棲みの記憶 根深誠 ⼭と溪⾕社
50 レスキュー・ハンドブック　増補改訂新版 藤原尚雄 ⼭と溪⾕社
51 毒キノコが笑ってる 天⾕これ ⼭と溪⾕社
52 ⽇本伝承遊び事典 東京おもちゃ美術館【編】 黎明書房
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53 偉⼈たちの挑戦 東京電機⼤学【編】 東京電機⼤学出版局
54 偉⼈たちの挑戦 東京電機⼤学【編】 東京電機⼤学出版局
55 「パラレルインカム」のはじめ⽅ 泉正⼈【著】 ディスカヴァー・トゥエンティワン
56 普通の会社員でもできる ⽇本版FIRE超⼊⾨ ⼭崎俊輔 ディスカヴァー・トゥエンティワン
57 ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣 佐藤純 ディスカヴァー・トゥエンティワン
58 未病図鑑 渡辺賢治 ディスカヴァー・トゥエンティワン
59 BODY 世にも美しい⼈体図鑑 スティーブ・パーカー【著】 ディスカヴァー・トゥエンティワン
60 2階から卵を割らずに落とす⽅法 ショーン・コノリー【著】 ディスカヴァー・トゥエンティワン
61 データでみる県勢 ⽮野恒太記念会【編】 ⽮野恒太記念会
62 アタッチメント・ハンドブック ジリアン・スコフィールド 明⽯書店
63 ポピュラーカルチャーからはじめるフィールドワーク 圓⽥浩⼆ 明⽯書店
64 インド⽂化読本 ⼩磯千尋 丸善出版
65 治安維持法 荻野富⼠夫 六花出版
66 ⼈づき合いがスーッと楽になる　コミュ⼒アップの法則 ⽊村好珠 法研
67 オーストラリア⼤全 ⽥中豊裕 ⼤学教育出版
68 私たちはなぜ傷つけ合いながら助け合うのか 越智啓太【編】 創元社
69 ０〜18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム・セルダン 創元社
70 航空戦 フランク・レドウィッジ【著】 創元社
71 アンゲラ・メルケル演説選集 藤⽥⾹織【訳】 創元社
72 働き⽅が変わった今、「独⽴」か「転職」か迷ったときに読む本 佐藤⽂男 クロスメディア・パブリッシング
73 アジア太平洋の安全保障とアメリカ ⼭本吉宣【編】 彩流社
74 ⿊⼈史講義 ⼩⼭起功 彩流社
75 【毎⽇使えるマニュアル】介護を元気にする本 秋定啓⽂ 彩流社
76 シベリア・グルジア抑留記考 清⽔昭三 彩流社
77 だから僕たちは、組織を変えていける　ワークブック ⻫藤徹 クロスメディア・パブリッシング
78 知識ゼロですが、つみたてNISAとiDeCoの次はどんな投資をすればよいですか。 横⼭光昭【著】 インプレス
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79 「エンジニア×スタートアップ」こそ、最⾼のキャリアである 菊本久寿 クロスメディア・パブリッシング
80 リデザイン・ワーク　新しい働き⽅ リンダ・グラットン【著】 東洋経済新報社
81 アセットマネジメントの世界　第2版 宇野淳【監修】 東洋経済新報社
82 ⾃閉スペクトラム症　マイペースなきみに家族はすったもんだ 井上雅彦【監修】 中央法規出版
83 落合陽⼀　34歳、「⽼い」と向き合う 落合陽⼀ 中央法規出版
84 病気をもつ⼦どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A　改訂2版 前⽥浩利【監修】 メディカ出版
85 体罰・暴⼒・いじめ 松⽥太希 ⻘⼸社
86 〈原爆〉を読む⽂化事典 川⼝隆⾏【編著】 ⻘⼸社
87 バウムクーヘンの⽂化史 三浦裕⼦ ⻘⼸社
88 狩猟⽤語事典 『狩猟⽣活』編集部【編】 ⼭と溪⾕社
89 ⽝おやつの教科書 俵森朋⼦ 誠⽂堂新光社
90 新種発⾒︕ ⾒つけて、調べて、名付ける⽅法 ⾺場友希 ⼭と溪⾕社
91 公園が主役のまちづくり ⼩川貴裕【著・監修】 ⼯作舎
92 北欧の巨匠に学ぶデザイン　アスプルンド／アールト／ヤコブセン 鈴⽊敏彦 彰国社
93 るるぶ⻘森 JTBパブリッシング JTBパブリッシング
94 全国温泉⼤全 松⽥忠徳 東京書籍
95 まっぷる ⻘森 昭⽂社 昭⽂社
96 思想哲学書総覧2011-2021　思想・哲学・倫理 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
97 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 創元社 〇
98 シャルル・ドゴール伝 ジュリアン・ジャクソン【著】 ⽩⽔社
99 シャルル・ドゴール伝 ジュリアン・ジャクソン【著】 ⽩⽔社

100 アイヌ語地名ファンブック 本多貢 彩流社
101 統計図表レファレンス事典　国防・軍事 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
102 ⼭の今昔物語 ⼯藤隆雄 天夢⼈
103 ヤマケイアルペンガイド 東北の⼭ ⼭と溪⾕社【編】 ⼭と溪⾕社
104 ⾼圧⼒の科学・技術事典 ⽇本⾼圧⼒学会【監修】 朝倉書店
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105 図書館・出版⽂化の賞事典 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
106 明治⼤正⼈物事典　政治・軍事・産業篇 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
107 明治⼤正⼈物事典　⽂学・芸術・学術篇 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
108 昭和⼈物事典 戦前期 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
109 「⽇本研究」図書⽬録 ⽇外アソシエーツ【編】 ⽇外アソシエーツ
110 ⼈間の許容・適応限界事典 村⽊⾥志 朝倉書店


