
No タイトル 著者名１ 出版社名

1 イドコロをつくる 伊藤洋志 東京書籍

2 女性ホームレスとして生きる　増補新装版 丸山里美 世界思想社

3 しゃべらなくても楽しい!　シニアの超盛り上がるレク体操50 斎藤道雄 黎明書房

4 牧畜を人文学する シンジルト 名古屋外国語大学出版会

5 ネットニュースではわからない本当の日本経済入門 伊藤元重 東洋経済新報社

6 経済用語イラスト図鑑 鈴木一之【監修】 新星出版社

7 18歳からはじめる知的財産法 大石玄 法律文化社

8 火災と消防の科学 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所

9 最新　ハラスメント対策 モデル文例集 石井逸郎【編】 新日本法規出版

10 ビジュアル思考大全 三澤直加 翔泳社

11 子どもに迷惑をかけない・かけられない!60代からの介護・お金・暮らし 太田差惠子 翔泳社

12 アメリカは食べる。 東理夫 作品社

13 納豆の食文化誌 横山智 農山漁村文化協会

14 とまどう男たち―生き方編 伊藤公雄 大阪大学出版会

15 日本経営学会東北部会発　グローバル化の中の地域企業 日本経営学会東北部会プロジェクトチーム【編】 文眞堂

16 日本の食生活全集 日本の食生活全集青森編集委員会【編】 農山漁村文化協会

17 小学生から知っておきたい お金のはなし たけやきみこ【監修】 新星出版社

18 新装版　イチバン親切な ラッピングの教科書 宮田真由美 新星出版社

19 わくわく! 納得! 手話トーク 松岡和美【著】 くろしお出版

20 数学的に話す技術・書く技術 曽布川拓也 東洋経済新報社

21 大人につきあう子どもたち 伊藤崇 共立出版

22 〈怪異〉とナショナリズム 怪異怪談研究会【監修】 青弓社

23 消えた山人　昭和の伝統マタギ 千葉克介 農山漁村文化協会

24 食の文化史 大塚滋 吉川弘文館

25 表現者のための憲法入門 志田陽子 武蔵野美術大学出版局

26 日本人の国際結婚 サンダース宮松敬子 彩流社

27 しゃべらなくても楽しい!　シニアの運動不足解消＆ストレス発散体操50 斎藤道雄 黎明書房

28 しゃべらなくても楽しい!　要介護のシニアも一緒にできる超やさしいケア体操50 斎藤道雄 黎明書房

29 18歳からはじめる情報法 米丸恒治【編】 法律文化社

30 基礎的自治体と町内会自治会 日高昭夫 春風社

31 「なんで英語やるの?」の戦後史 寺沢拓敬 研究社
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32 黒人と白人の世界史 オレリア・ミシェル【著】 明石書店

33 五〇歳からの自己投資 谷口正和 東洋経済新報社

34 あなたが払った税金の使われ方 井堀利宏 東洋経済新報社

35 大前研一　新・資本論 大前研一【著】 東洋経済新報社

36 気づく力 木村藤子 主婦と生活社

37 子どもと楽しむにっぽんの歳時記 主婦と生活社 主婦と生活社

38 町田忍の銭湯パラダイス 町田忍 山と溪谷社

39 YouTuberの教科書 視聴者がグングン増える! 撮影・編集・運営テクニック 大須賀淳【監修】 インプレス

40 パスタの本 有元葉子 東京書籍

41 世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはん　ベスト102レシピ 安部司【著】 東洋経済新報社

42 見てわかる、迷わず決まるフォントのアイデア　マネするだけでセンスのいいフォント ingectar-e インプレス

43 キャラで図解!栄養素じてん 牧野直子【監修】 新星出版社

44 THE STUDY OF COFFEE 堀口俊英 新星出版社

45 散歩が楽しくなる　花の手帳 稲垣栄洋【監修】 東京書籍

46 きょうも、おいしく　大腸がんになった料理家のごはん帖 重野佐和子 女子栄養大学出版部

47 「毒」と「薬」の不思議な関係 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所

48 暮らしの図鑑 文房具 高木芳紀【監修】 翔泳社

49 働く人の疲れをリセットする 快眠アイデア大全 菅原洋平 翔泳社

50 脱・ストレスの処方箋 週刊東洋経済編集部 東洋経済新報社

51 たんぱく質がたっぷりとれる スープジャー弁当 松尾みゆき 新星出版社

52 鳥の足型・足跡ハンドブック 小宮輝之 文一総合出版

53 哺乳類の足型・足跡ハンドブック 小宮輝之 文一総合出版

54 樹皮ハンドブック 林将之 文一総合出版

55 冬虫夏草ハンドブック 盛口満 文一総合出版

56 認知症を楽しく予防しよう! 飯山準一【監修】 医学と看護社

57 子ども服の教科書 清松加奈子 新星出版社

58 IKKOのやみつきレシピ IKKO 新星出版社

59 通販ビジネスの教科書 岩永洋平 東洋経済新報社

60 地方創生大全 木下斉 東洋経済新報社

61 オタク市場の研究 野村総合研究所オタク市場予測チーム 東洋経済新報社

62 おっぱい先生の母乳育児「超」入門 平田喜代美 東洋経済新報社
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63 インスタグラマー70人が撮った雑貨の飾り方 私のカントリー編集部 主婦と生活社

64 きょうのおつまみ 野口真紀 主婦と生活社

65 こっくり甘い濃厚プリン、まろやかな食感の伝統菓子フラン 高石紀子 主婦と生活社

66 この4つを食べなければ病気にならない 﨑谷博征 主婦と生活社

67 市販のお菓子で!　ハッピー　アレンジRecipe92 主婦と生活社【編】 主婦と生活社

68 世界一簡単な赤ちゃんごはん 宗祥子 主婦と生活社

69 たれ・ソースの黄金比レシピ345 主婦と生活社 主婦と生活社

70 ハワイのごはんとお菓子のレシピ ワタナベマキ 主婦と生活社

71 風刺画が描いたJAPAN 若林悠【編著】 国書刊行会

72 インヴィンシブル スタニスワフ・レム【著】 国書刊行会

73 趣味とジェンダー 神野由紀 青弓社

74 教養としての芥川賞 重里徹也 青弓社

75 藤田嗣治パリを歩く 清水敏男 東京書籍

76 〈妊婦〉アート論 山崎明子 青弓社


