
タイトル 著者 出版社

1 継ぐ者 上田 秀人 KADOKAWA

2 名探偵の生まれる夜　大正謎百景 青柳 碧人 KADOKAWA

3 一睡の夢　家康と淀殿 伊東 潤 幻冬舎

4 法律大百科事典　仕事で使う用語・ルール・条文100 千葉 博 翔泳社

5 これで差がつく!本格そば打ち上達のコツ50 手打ち蕎麦研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

6 樹林の罠　道警・大通警察署 佐々木 譲 角川春樹事務所

7 ワンダーランド急行 荻原 浩 日経BP日本経済新聞出版

8 今日はいい天気ですね。 群 ようこ 角川春樹事務所

9 マンガ日本の古典　7　堤中納言物語 坂田 靖子 中央公論新社

10 図説徳川家康と家臣団　平和の礎を築いた稀代の“天下人” 小川 雄‖編著 戎光祥出版

11 1本1本の歯のしくみとセルフケアのお作法　トークでひも解く! 阿部 伸一 クインテッセンス出版

12 やさしいクレパス画　身近なものを描いてみよう! 米津 祐介 誠文堂新光社

13 罪の境界 薬丸 岳 幻冬舎

14 妖の絆 誉田 哲也 文藝春秋

15 踏切の幽霊 高野 和明 文藝春秋

16 マンガ日本の古典　29　東海道中膝栗毛 [十返舎 一九‖原作]　土田 よしこ 中央公論新社

17 南海ちゃんの新しいお仕事　階段落ち人生 新井 素子 角川春樹事務所

18 物理・化学大百科事典　仕事で使う公式・定理・ルール120 沢 信行 翔泳社

19 統計学大百科事典　仕事で使う公式・定理・ルール113 石井 俊全 翔泳社

20 数学大百科事典　仕事で使う公式・定理・ルール127 蔵本 貴文 翔泳社

21 日本現代怪異事典 朝里 樹 笠間書院

22 マンガ日本の古典　1　古事記 石ノ森 章太郎 中央公論新社

23 マンガ日本の古典　2　落窪物語 花村 えい子 中央公論新社

24 マンガ日本の古典　3　源氏物語　上 [紫式部‖原作]　長谷川 法世 中央公論新社

25 マンガ日本の古典　4　源氏物語　中 [紫式部‖原作]　長谷川 法世 中央公論新社

26 マンガ日本の古典　5　源氏物語　下 [紫式部‖原作]　長谷川 法世 中央公論新社

27 マンガ日本の古典　6　和泉式部日記 [和泉式部‖原作]　いがらし ゆみこ 中央公論新社

28 マンガ日本の古典　8　今昔物語　上 水木 しげる 中央公論新社

29 マンガ日本の古典　9　今昔物語　下 水木 しげる 中央公論新社

30 マンガ日本の古典　10　平家物語　上 横山 光輝 中央公論新社

31 マンガ日本の古典　11　平家物語　中 横山 光輝 中央公論新社

32 マンガ日本の古典　12　平家物語　下 横山 光輝 中央公論新社

33 マンガ日本の古典　13　とはずがたり [後深草院二条‖原作]　いがらし ゆみこ 中央公論新社

34 マンガ日本の古典　14　吾妻鏡　上 竹宮 惠子 中央公論新社

35 マンガ日本の古典　15　吾妻鏡　中 竹宮 惠子 中央公論新社

36 マンガ日本の古典　16　吾妻鏡　下 竹宮 惠子 中央公論新社

37 マンガ日本の古典　17　徒然草 [吉田 兼好‖原作]　バロン吉元 中央公論新社

38 マンガ日本の古典　18　太平記　上 さいとう たかを 中央公論新社

39 マンガ日本の古典　19　太平記　中 さいとう たかを 中央公論新社

40 マンガ日本の古典　20　太平記　下 さいとう たかを 中央公論新社

41 マンガ日本の古典　21　御伽草子 やまだ 紫 中央公論新社

42 マンガ日本の古典　22　信長公記 [太田 牛一‖原作]　小島 剛夕 中央公論新社

43 マンガ日本の古典　23　三河物語 [大久保 忠教‖原作]　安彦 良和 中央公論新社

44 マンガ日本の古典　24　好色五人女 [井原 西鶴‖原作]　牧 美也子 中央公論新社

45 マンガ日本の古典　25　奥の細道 [松尾 芭蕉‖原作]　矢口 高雄 中央公論新社

46 マンガ日本の古典　26　葉隠 [山本 常朝‖原作]　黒鉄 ヒロシ 中央公論新社
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47 マンガ日本の古典　27　心中天網島 [近松 門左衛門‖原作]　里中 満智子 中央公論新社

48 マンガ日本の古典　28　雨月物語 [上田 秋成‖原作]　木原 敏江 中央公論新社

49 マンガ日本の古典　30　浮世床 [式亭 三馬‖原作]　古谷 三敏 中央公論新社

50 マンガ日本の古典　31　春色梅児誉美 [為永 春水‖原作]　酒井 美羽 中央公論新社

51 マンガ日本の古典　32　怪談 [ラフカディオ・ハーン‖原作]　つのだ じろう 中央公論新社

52 キラリさんの病気やケガのときはどうするの?　ひとりでできるかな!? 読書工房‖編著 国土社

53 花札を初めてやる人の本 大石天狗堂‖監修 つちや書店

54 若年性認知症の人や家族への支援のきほん　制度や就労支援のことがわかる! 沖田 裕子 中央法規出版

55 梵字のきほん　歴史から意味、読み書きまで理解を深める手引き 橋本 秀範‖監修 メイツユニバーサルコンテンツ

56 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2023〜2024年版 たまごクラブ‖編 ベネッセコーポレーション

57 乗馬初心者さんのためのこんなときどうしたら?Q&A シャムロック乗馬クラブ つちや書店

58 歯の話をしませんか? 熊谷 靖司 めでぃあ森

59 「すごい販促ツール」のつくり方　売れる!つながる! 増澤 美沙緒 同文舘出版

60 間取りの解剖図鑑　動線から住まいと暮らしを読み解く 本間 至 エクスナレッジ

61 地熱エネルギーの疑問50 日本地熱学会‖編 成山堂書店

62 芸術学部　中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子 ぺりかん社

63 生活科学部・家政学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社

64 農業者になるには 大浦 佳代 ぺりかん社

65 化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜 ぺりかん社

66 人間科学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社

67 歯学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 ぺりかん社

68 声優になるには 山本 健翔 ぺりかん社

69 土木技術者になるには 三上 美絵 ぺりかん社

70 外交官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

71 日本語教師になるには 益田 美樹 ぺりかん社

72 社会福祉学部　中高生のための学部選びガイド 元木 裕 ぺりかん社

73 農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美 ぺりかん社

74 アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀ほか ぺりかん社

75 環境専門家になるには 小熊 みどり ぺりかん社

76 会社で働く　製品開発ストーリーから職種を学ぶ! 松井 大助 ぺりかん社

77 経済学部　中高生のための学部選びガイド 山下 久猛 ぺりかん社

78 国際学部　中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 ぺりかん社

79 弁理士になるには 藤井 久子 ぺりかん社

80 裁判官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

81 教育業界で働く 三井 綾子 ぺりかん社

82 ミュージアムを知ろう　中高生からの美術館・博物館入門 横山 佐紀 ぺりかん社

83 AIエンジニアになるには 丸山 恵 ぺりかん社

84 薬学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 ぺりかん社

85 教養学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社

86 ゲーム業界で働く 小杉 眞紀 　山田 幸彦 ぺりかん社

87 検察官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

88 環境学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社

89 福祉業界で働く 戸田 恭子 ぺりかん社

90 薬剤師になるには 井手口 直子‖編著 ぺりかん社

91 行政書士になるには 三田 達治‖編著 ぺりかん社

92 講談師・浪曲師になるには 小泉 博明ほか‖編集協力 ぺりかん社
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93 探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド 東京都立高等学校学校司書会ラーニングスキルガイドプロジェクトチーム‖編著 ぺりかん社

94 臨床工学技士になるには 岩間 靖典 ぺりかん社

95 外国語学部　中高生のための学部選びガイド 元木 裕 ぺりかん社

96 栄養学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美 ぺりかん社

97 獣医学部　中高生のための学部選びガイド 斉藤 智 ぺりかん社

98 証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社

99 経営学部・商学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社

100 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章 ぺりかん社

101 スポーツで働く 谷 隆一 ぺりかん社

102 医学部　中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子 ぺりかん社

103 教育学部　中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 ぺりかん社

104 工学部　中高生のための学部選びガイド 漆原 次郎 ぺりかん社

105 法学部　中高生のための学部選びガイド 山下 久猛 ぺりかん社

106 学校図書館はカラフルな学びの場 松田 ユリ子 ぺりかん社

107 グランドスタッフになるには 京極 祥江 ぺりかん社

108 助産師になるには 加納 尚美‖編著 ぺりかん社

109 文学部 戸田 恭子 ぺりかん社

110 義肢装具士になるには 益田 美樹 ぺりかん社

111 理学部・理工学部 佐藤 成美 ぺりかん社

112 看護学部・保健医療学部 松井 大助 ぺりかん社

113 ハムレット　シェイクスピア　悩みを乗り越えて悟りへ 河合 祥一郎 NHK出版

114 アンネの日記　言葉はどのようにして人を救うのか 小川 洋子 NHK出版

115 斜陽　太宰治　名もなき「声」の物語 高橋 源一郎 NHK出版

116 アイディアのレッスン 外山 滋比古 埼玉福祉会

117 悪道　上 森村 誠一 埼玉福祉会

118 悪道　中 森村 誠一 埼玉福祉会

119 悪道　下 森村 誠一 埼玉福祉会

120 一所懸命　上 岩井 三四二 埼玉福祉会

121 一所懸命　下 岩井 三四二 埼玉福祉会

122 強運の持ち主　上 瀬尾 まいこ 埼玉福祉会

123 強運の持ち主　下 瀬尾 まいこ 埼玉福祉会

124 美しい日本語 金田一 春彦 埼玉福祉会

125 孤高の血族　Ikeda,the noble family 濱 嘉之 文藝春秋

126 転生したらスライムだった件　8.5　公式設定資料集 GCノベルズ編集部 マイクロマガジン社

127 江戸一新 門井 慶喜 中央公論新社

128 戦国十二刻　女人阿修羅 木下 昌輝 光文社

129 名探偵外来　泌尿器科医の事件簿 似鳥 鶏 光文社

130 税金で買った本　4 系山 冏 講談社

131 ある愛の寓話 村山 由佳 文藝春秋

132 祝祭のハングマン 中山 七里 文藝春秋

133 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏‖編著 ぺりかん社

134 救急救命士になるには 益田 美樹 ぺりかん社

135 成熟スイッチ 林 真理子 講談社

136 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト 新潮社

137 心理学 ニッキー・ヘイズ ニュートンプレス

138 なつかしの楽譜で楽しむスター・ヒットパレード　愛されつづける354曲 ― 自由国民社
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139 大衆の反逆　オルテガ　真のリベラルを取り戻せ 中島 岳志 NHK出版

140 維摩経　空と慈悲の物語 釈 徹宗 NHK出版

141 税金で買った本　3 系山 冏 講談社

142 税金で買った本　5 系山 冏 講談社

143 書楼弔堂 待宵 京極 夏彦 集英社

144 タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪 美澄 筑摩書房

145 残照 田中 芳樹 祥伝社

146 ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋 玲子 講談社

147 ガリバーのむすこ マイケル・モーパーゴ 小学館

148 世界のクルマ大百科 ― スタジオタッククリエイティブ

149 1さつまるごと!くすりのひみつ 安部 恵‖監修 岩崎書店

150 水仙月の四日 黒井 健 三起商行

151 モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉 幸子 小峰書店

152 戦国武将ビジュアル大百科 田代 脩‖監修 学研プラス

153 ヤングケアラー　考えよう、だれも取りのこさない社会 濱島 淑惠‖監修 文溪堂

154 アリのひみつ大図鑑 佐藤 俊幸 国土社

155 にちにちらんらん tupera tupera 白泉社

156 作って発見!日本の美術　埴輪も!屛風も!鳥獣戯画も! 金子 信久 ・工作 東京美術

157 光るマウスが未来をかえる　おはなしサイエンス 遺伝子工学 森川 成美 講談社

158 きみだけの夜のともだち セング・ソウン・ラタナヴァン ポプラ社

159 おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋 好美 SBクリエイティブ

160 ねずみさんのパンツ tupera tupera ブロンズ新社

161 ともだちしょうかいしようかい tupera tupera ブロンズ新社

162 ABCパーティ tupera tupera 白泉社

163 ちいちゃんのかげおくり　大型絵本 上野 紀子 あかね書房

164 都道府県別日本の地理データマップ　1　日本の国土と産業データ 松田 博康‖監修 小峰書店

165 都道府県別日本の地理データマップ　2　北海道・東北地方 白崎 正‖監修 小峰書店

166 都道府県別日本の地理データマップ　3　関東地方 吉藤 玲子‖監修 小峰書店

167 都道府県別日本の地理データマップ　4　中部地方 小泉 敦嗣‖監修 小峰書店

168 都道府県別日本の地理データマップ　5　近畿地方 村上 昌志‖監修 小峰書店

169 都道府県別日本の地理データマップ　6　中国・四国地方 　桐山 真美‖監修 小峰書店

170 都道府県別日本の地理データマップ　7　九州・沖縄地方 平田 陽介‖監修 小峰書店

171 都道府県別日本の地理データマップ　8　調べ学習ガイド・全巻さくいん 松田 博康‖監修 小峰書店

172 まんがで読む八王子歴史物語　1巻 新藤 恵久 揺籃社

173 めんはすごい!　シェフが先生!小学生から使える、子どものためのいろんなめんの料理本 秋元 さくら 柴田書店

174 アグネスさんとわたし ジュリー・フレット 岩波書店

175 こえてくる者たち　翔の四季 冬 斉藤 洋 講談社

176 こわめっこしましょ tupera tupera‖さく 絵本館

177 地域の発展につくした先人大事典　全国496人を掲載! 柴田 好章‖監修 あかね書房

178 アリのひみつ大図鑑 佐藤 俊幸 国土社

179 小学生のための「日本の名画」がわかる本 「日本の名画がわかる本」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

180 わたしがあんであげる せな けいこ 金の星社

181 めがねがね tupera tupera ひさかたチャイルド

182 まわるよる tupera tupera 小学館

183 エリザとさくらのものがたり 大野 八生 少年写真新聞社
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