
一　　般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 002.7 時間をもっと大切にするための小さいノート活用術 高橋　拓也　著 玄光社

2 007.6 これからはじめるDreamweaverの本　2019年最新版 太木　裕子　著 技術評論社

3 013.1 新編図書館員への招待 塩見　昇　編著 教育史料出版会

4 024.1 全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり G.B

5 070.4 芸人式新聞の読み方 プチ　鹿島　著 幻冬舎

6 164 世界の神様解剖図鑑　神話の世界がまるわかり 平藤　喜久子　著 エクスナレッジ

7 182.1 諸説日本仏教１３宗派がわかる本 正木　晃　著 講談社

8 210.1 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本　博文　監修 二見書房

9 256.0 図説マヤ文明 嘉幡　茂　著 河出書房新社

10 280.4 スゴ母列伝　いい母は天国に行けるワルい母はどこへでも行ける 堀越　英美　著 大和書房

11 290.9 世界から消えゆく場所　万里の長上からグレート・バリア・リーフまで トラビス・エルボラフ　著 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

12 291.0 いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 TABIZINE　著 パインインターナショナル

13 304 サル化する世界 内田　樹　著 文芸春秋

14 336 見るだけでわかる！ビジネス書図鑑　これからの教養編 荒木　博行　著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

15 366.2 障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路　まさのり　著 新潮社

16 366.2 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星　賢人　著 翔泳社

17 374.3 先生も大変なんです　いまどきの学校と教師のホンネ 江澤　隆輔　著 岩波書店

18 378.8 「うちの子は字が書けないかも」と思ったら 宇野　彰著 ポプラ社

19 379.9 小学生のノート術　成績が伸びる！教科別　差がつく５０のポイント 関塾　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

20 467.5 もうすぐいなくなります　絶滅の生物学 池田　清彦　著 新潮社

21 496.8 睡眠専門医が考案したいいびきを自分で治す方法 白濱　龍太郎　著 アスコム

22 497.7 子どもの知能と身体を発達させる噛む力 増田　純一　著 WAVE出版

23 497.9 歯と歯ぐきを強くする噛みトレ 新谷　悟　著 アスコム

24 498.6 新型コロナウイルス　正しく怖がるにはどうすればいいのか 木村　良一　著 扶桑社

25 498.6 新型コロナウイルス対策手作りマスクBOOK 国際情勢研究会　編 ゴマブックス

26 589.7 ナイキシューズ革命　"厚底″が世界にかけた魔法 酒井　政人　著 ポプラ社

27 590 電気代500円。贅沢な毎日 アズマ　カナコ　著 阪急コミュニケーションズ

28 594 かんたん手づくりマスク　かわいいマスクがいっぱい！ アズマ　カナコ　著 小学館
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29 596 食材保存大全　ムダを出さずに長もちさせる、これからの保存方法　常備食材166種類 沼津　りえ　著 主婦の友社

30 599 超★簡単楽器づくり　親子で！おうちで！さくっとできる！ 井上　明美　著 ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス

31 619 だれでも起業できる農産加工実践ガイド 尾崎　正利　著 農山漁村文化協会

32 627.8 グリーン　楽しむ工夫×いま取り入れたい観葉植物64×基礎知識 境野　隆祐　著 翔泳社

33 627.9 季節を束ねるブーケとリース 平井　かずみ　著 主婦の友社

34 653.2 縁起のよい樹と日本人 有岡　利幸　著 八坂書房

35 675 会社のSNS担当になったらはじめに読む本 落合　正和　著 すばる舎リンケージ

36 686.2 日本の路線図 宮田　珠己　著 三才ブックス

37 744.9 人生を１冊でふりかえる手作りアルバム 藤井　千代江　著 青春出版社

38 780.1 女子栄養大学のスポーツ栄養教室 上西　一弘　監修 女子栄養大学出版部

39 782.3 スムーズな走りを極める！陸上競技ハードル 山崎　一彦　監修 メイツ出版

40 786.3 心をいやす２人キャンプ　心が疲れたら、キャンプに行こう。 マツオカ　ミキ　著 芸術新聞社

41 791.7 もしも茶会の正客に招かれたら。 小澤　宗誠　監修 淡交社

42 911.1 短歌という爆弾　今すぐ歌人になりたいあなたのために 穂村　弘　著 小学館

43 911.5 世界はもっと美しくなる　奈良少年刑務所詩集 寮　美千子　編 ロクリン社

44 913.6 楊令伝　７　驍謄の章 北方　謙三　著 集英社

45 913.6 ずんずん！ 山本　一力　著 中央公論新社

46 913.6 ミ・ト・ン 小川　糸文　平澤　まりこ画 白泉社

47 913.6 ある男　A　MAN 平野　啓一郎　著 文芸春秋

48 913.6 幸福な星 仲野　芳恵　著 日本経済新聞出版社

49 913.6 クスノキの番人 東野　圭吾　著 実業之日本社

50 913.6 medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢　沙呼　著 講談社

51 914.6 海苔と卵と朝めし　食いしん坊エッセイ傑作選 向田　邦子　著 河出書房新社

52 914.6 これでもいいのだ ジェーン・スー　著 中央公論新社

53 916 寂しい生活 稲垣　えみ子　著 東洋経済新報社

54 929.7 銀河の果ての落とし穴 エトガル・ケレット　著 河出書房新社

55 933.7 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ　著 早川書房

56 953.7 ペスト カミュ　著 新潮社

56

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社



1 519 グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ著 西村書店

2 933 トイ・ストーリー　イッキ読み３話！ 講談社編 講談社

3 E トミカのまちがいさがし 講談社

4 E あっちがわ イシズ　マサシ　作・絵 岩崎書店

5 E とんねるをぬけると 片山　健　さく・え 福音館書店

6 E なぞなぞおかいもの 鈴木　アツコえ 島屋六平

7 E はじめてのなぞなぞ　ぴょこたんとあそぼう このみ・プラニングさく あかね書房

8 E くらいところからやってくる 前川知大　作　小林系絵 講談社

9 E ほしにおねがい　たなばたのおはなし 武鹿　悦子作　新野　めぐみ絵 教育画劇

10 E もう　おねしょ　しません 寺村　輝夫さく　いもと　ようこ　え あかね書房

11 E たなばたバス 藤本　ともひこ　作・絵 鈴木出版

12 E くだものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ　作・絵 ポプラ社

13 C いっしょにあそぼ！ 安藤　由紀　脚本・絵 童心社

14 C おおきなこえでいえるかな 和歌山　静子　脚本・絵 童心社

15 C おかえりなさいはなくまちゃん 安藤　由紀　脚本 童心社

16 C ロボットポコペンはじめてのおるすばん 若山　甲介　脚本・絵 童心社

16

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y367.9 マンガでわかるオトコの子の「性」　思春期男子へ１３のレッスン 村瀬　幸浩　監修 合同出版

2 Ｙ816 答えより問いを探して 高橋　源一郎　著 講談社

3 Ｙ913.6 丕緒の鳥　 小野　不由美　著 新潮社

4 Ｙ989.5 五つのパン カレル・チャペック作　ヨシタケシンスケ絵 理論社

5 Ｙ983 大きなかぶ チェーホフ作　ヨシタケシンスケ絵 理論社

6 Y943.7 雑種 フランツ・カフカ作　ヨシタケシンスケ絵 理論社

6

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｋ289.1 僕は沖縄を取り戻したい　異色の外交官・千葉一夫 宮川　徹志　著 岩波書店

2 Ｋ291.9 沖縄戦５４６日を歩く カベルナリア吉田　著 彩流社

3 K443 おきなわの星 福里美奈子　文　ミキシズ　絵 ボーダーインク



4 K596.2 にちにいまし 山本　彩香　著 文芸春秋

5 K914.6 待ち人来ずってなんなの私から会いに行くからお前が待ってろよ きらめく星のなったん　著 KADOKAWA

6 KR521.8 写真集　首里城　今・昔　改訂 那覇出版社

6

合　　計 84


