
一般書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.6 これからはじめるIllustrator＆Photoshopの本 2019年最新版 黒田明子 著 技術評論社

2 015.6 読書がさらに楽しくなるブッククラブ 吉田新一郎 著 新評論

3 019 読書をプロデュース 角田陽一郎 著 秀和システム

4 021.4 Word＆Excelでできる自治会・PTAで役立つ書類のつくり方 AYURA 著 技術評論社

5 028 漫画でわかる世界の名著 SBクリエイティブ

6 159 まんがでわかるLIFE SHIFT リンダ・グラットン 著 東洋経済新報社

7 159.4 仕事も毎日も整う！働く女子の時間のルール 日経WOMAN編集部 編 日経BP社

8 281.0 戦国時代の軍師たち 樋口隆晴 著 辰巳出版

9 288.9 世界の国旗図鑑 吹浦忠正 著 主婦の友社

10 291.0 北海道から沖縄まで！お得に可愛く！週末女子旅 JTBパブリッシング

11 291.5 飛騨高山 `21 昭文社

12 291.6 るるぶ こどもとあそぼ！ 関西 `21 JTBパブリッシング

13 295.3 るるぶ ニューヨーク 2019 JTBパブリッシング

14 311.7 16歳のデモクラシー 佐藤優 著 晶文社

15 345.5 いつ死んでも後悔しない！かしこ「生前贈与」 渡辺由紀子 著 ＰＨＰ研究所

16 350.9 データが読めると世界はこんなにおもしろい データブック入門編集委員会 編 二宮書房

17 367.1 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどうみやこ 著 主婦の友社
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18 369.1 民生委員活動の基礎知識 小林正彦 著 中央法規出版

19 373.4 奨学金まるわかり読本 久米忠史 著 合同出版

20 373.4 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会 編 産学社

21 376.1 うきうきハッピー！決定版！お誕生日&カード66プラン 世界文化社

22 376.4 留学を考え始めた親と子が読む本 平田久子 著 コスモピア

23 379.7 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦 著 SBクリエイティブ

24 384.5 図説ヴィクトリア朝の子どもたち 奥田実紀 著 河出書房新社

25 492.5 磁気治療が好き！ 日下史章 著 コスモの本

26 492.7 10秒のリンパストレッチで全身がみるみるやせる！ 加藤雅俊 著 PHP研究所

27 493.3 止まらない咳を治す！ 大谷義夫 監修 扶桑社

28 493.7 心の傷を癒すということ 大災害と心のケア 安克昌 著 作品社

29 497.9 内科医と歯科医が教える病気知らずの食べ方みがき方 栗原毅 監修 日東書院本社

30 498.3 動かないゼロトレ 石村友見 著 サンマーク出版

31 507.2 初心者のための特許クレームの解釈 潮見坂綜合法律事務所 編著 日本加除出版

32 510.9 建設業法遵守の手引き 建設業適正取引推進機構

33 518.5 科学的に見るSDGｓ時代のごみ問題 松藤敏彦 著 丸善出版

34 590 暮らしのもやもやを、整える 主婦と生活社

35 590 わたしの「狭い暮らし」ルール インプレス書籍編集部 編 インプレス

36 594.9 ディズニーウフフィフェルトマスコット 佐々木公子 著 ブティック社

37 595.0 美容は自尊心の筋トレ 長田杏奈 著 Pヴァイン



38 596 容器に入れてチンするだけ！ほぼ1ステップで作れるレンジ飯 リュウジ 著 KADOKAWA

39 596.3 キャベツ、大量消費！ オレンジページ

40 596.3 じゃがいも、さつまいも、大量消費！ オレンジページ

41 596.3 大根、白菜、大量消費！ オレンジページ

42 596.3 トマト、きゅうり、ピーマン、大量消費！ オレンジページ

43 596.4 朝さっと作るお弁当125 ベターホーム協会 編集 ベターホーム協会

44 596.6 オーブンなしで焼けるフライパンちぎりパン 高山かづえ 著 オレンジページ

45 597.5 図解親ともめずにできるこれがリアルな実家の片付けです。 内藤久 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

46 629.7 小さな空間を生かす素敵な庭づくり 山本和実 監修 成美堂出版

47 673.9 飲食店のHACCPがよくわかる本 大坪晏子 著 旭屋出版

48 674.3 デザイン力の基本 ウジトモコ 著 日本実業出版社

49 726.6 Munch / ムンク The　Scream　叫び もうひとつの研究所 著 青幻社

50 726.6 モネ 「印象、日の出」 もうひとつの研究所 著 青幻社

51 726.6 めからこうせん もうひとつの研究所 著 青幻社

52 726.6 ストロボフライ もうひとつの研究所 著 青幻社

53 810.4 日本語をつかまえろ！ 飯田浩明 文、金井真紀 絵 毎日新聞出版

54 911.3 いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻桃子 著、安部元気 著 主婦の友社

55 913.6 マジカルグランマ 柚月麻子 著 朝日新聞出版

56 913.6 リボンの男 山崎ナオコーラ 著 河出書房新社

57 913.6 イマジン？ 有川ひろ 著 幻冬舎



58 913.6 楊令伝 5　猩紅の章 北方謙三 著 集英社

59 913.6 楊令伝 6　徂征の章 北方謙三 著 集英社

60 913.6 後家殺し 山本一力 著 小学館

61 913.6 宿借りの星 酉島伝法 著 東京創元社

62 913.6 誰そ彼の殺人 小松亜由美 著 幻冬舎

63 913.6 罪の轍(わだち) 奥田英朗 著 新潮社

64 913.6 I(あい)の悲劇 米澤穂信 著 文藝春秋

65 913.6 帝都地下迷宮 中山七里 著 PHP研究所

66 914.6 見抜く力 姜尚中 著 毎日新聞出版

67 914.6 私は幽霊を見ない 藤野可織 著 KADOKAWA

68 914.6 しらふで生きる 町田康 著 幻冬舎

69 914.6 誰にも相談できません 高橋源一郎 著 毎日新聞出版

70 916 朝、目覚めると、戦争が始まっていました 方丈社編集部 方丈社

71 916 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人 晶文社

72 929.1 となりのヨンヒさん チョン ソヨン 著 集英社

73 929.1 死にたいけどトッポギは食べたい ペク セヒ 著 光文社

73

児童書

請求記号 書名 作絵編著監修者名 出版社

1 219 琉球という国があった 上里隆史 著 福音館書店



2 386 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 11月のまき かこさとし 文・絵 小峰書店

3 386 かこさとしこどもの行事しぜんと生活 12月のまき かこさとし 文・絵 小峰書店

4 519 地球が危ない！プラスチックごみ 3 幸運社 編 汐文社

5 721 北斎と広重 金子信久 監修 東京美術

6 721 若冲と応挙 金子信久 監修 東京美術

7 723 ゴッホとゴーガン 高橋明也 監修 東京美術

8 723 ピカソとマティス 高橋明也 監修 東京美術

9 913 ちびだこハッポンの海 井上夕香 作 てらいんく

10 913 魔女が相棒!?ねぐせのヤマネ姫 柏葉幸子 作 理論社

11 913 ぼくらの七日間戦争 宗田理 作 角川書店

12 E やさいのおにたいじ つるたようこ 作 福音館書店

13 E いちにちなぞのいきもの ふくべあきひろ 作 PHP研究所

14 E いちにちうんち ふくべあきひろ 作 PHP研究所

15 E わたしがすき 安藤由紀 著 復刊ドットコム

16 E ごろべえもののけのくにへいく おおともやすお 作・絵 童心社

17 E ルラルさんのごちそう いとうひろし 作 ポプラ社

18 E １００ 名久井直子 作 福音館書店

19 E おにぎりをつくる 高山なおみ 文 ブロンズ新社

20 E サンカクさん マック・バーネット 作 クレヨンハウス

21 E シカクさん マック・バーネット 作 クレヨンハウス



22 E マンマルさん マック・バーネット 作 クレヨンハウス

23 E 空飛ぶ船とゆかいななかま バレリー・ゴルバチョフ 再話・絵 光村教育図書

24 E 王さまとよごれた足 サリー・ポム・クレイトン 文 光村教育図書

25 E ひまなこなべ 萱野茂 文 あすなろ書房

26 E 映画きかんしゃトーマス チャオ！とんでうたってディスカバリー!! ウィルバート・オードリー 原作 ポプラ社

26

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y726 鋼の錬金術師 完全版　01～18 荒川弘 著 スクウェア・エニックス

2 Y913 風の万里黎明の空　上 小野不由美 著 新潮社

3 Y913 風の万里黎明の空　下 小野不由美 著 新潮社

20

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.3 しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋コウ 著 旬報社

2 453 最新科学が明かす明和大津波 後藤和久、島袋綾野 編 南山舎

3 523.1 沖縄島建築 普久原朝充 監修 トゥーヴァージンズ

3

レファレンス

請求記号 書名 編著監修者名 出版社



1 Ｒ502 発明と技術の百科図鑑 ＤＫ社 編著 原書房

1

ＤＶＤ

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 457 恐竜超世界 第1集 見えてきた！ホントの恐竜 ＮＨＫエンタープライズ

2 778 ピーターラビット ウィル・グラック 監督
ソニー・ピクチャーズエンターテ
インメント

3 779 講談師神田松之丞 クエスト

3

合　計 126
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