
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 010.2 東日本大震災あの時の図書館員たち
日本図書館協会「東日本大
震災あの時の図書館員た

日本図書館協会

2 017.2 図書委員アイデアブック 吉岡裕子 監修 あかね書房

3 019.1 頭がいい人の読書術 尾藤克之 著 すばる舎

4 019.9 書評の仕事 印南敦史 著 ワニブックス

5 024.0 めんどくさい本屋 竹田信弥 著 本の種出版

6 070.2 権力と新聞の大問題 望月衣塑子 著 集英社

7 104 人間の格 芳村思風 著 致知出版社

8 159.4 専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと 薄井シンシア 著 KADOKAWA

9 210.2 サピエンス日本上陸 海部陽介 著 講談社

10 210.7 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ 著 文藝春秋

11 304 世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本真由美 著 ワニブックス

12 311.7 民主主義の非西洋起源について デヴィッド・グレーバー 著 以文社

13 314.1 国会をみよう 上西充子 著 集英社クリエイティブ

14 329.5 告白 あるPKO隊員の死/23年目の真実 旗手啓介 著 講談社

15 332.1 日本・破綻寸前 藤巻健史 著 幻冬舎

16 335.8 ぼくらの地球の治し方 藤原ひろのぶ 著 三五館シンシャ

17 336.2 最速で課題を解決する逆算思考 中尾隆一郎 著 秀和システム

18 366.2 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉 著 KADOKAWA

19 361.4 人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野信子 著 アスコム

20 367.1 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子 著 作品社

21 367.9 おうち性教育はじめます フクチマミ 著 KADOKAWA

22 369.3 地図から消される街 青木美希 著 講談社

23 369.4 ジソウのお仕事 青山さくら 著 フェミックス

24 470.3 山野草図鑑 金田洋一郎 著 朝日新聞出版

25 493.2 血圧を下げる最強の方法 渡辺尚彦 著 アスコム

26 493.9 子どものうつがわかる本 下山晴彦 監修 主婦の友社

27 498.3
「腰と背中」が一生まがらない・ちぢまない！「寝
たまま1分ストレッチ」

芦原紀昭 著 PHP研究所

28 498.5 余命3カ月のガンを克服した私が毎日食べているもの 高遠智子 著 祥伝社
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29 498.6 どうする!?新型コロナ 岡田晴恵 著 岩波書店

30 498.8 企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル 和田耕治 著 東洋経済新報社

31 525.8
はじめての人でもよく解る！やさしく学べるビル
管理の法律

石原鉄郎 著 第一法規

32 590 ラクに、すっきり、自分らしく大人の小さなひとり暮らし coyuki　著 主婦の友社

33 595 見た目を、整える 主婦の友社

34 596.4 藤井弁当 藤井恵 著 学研プラス

35 597 毎日の道具と心地いい暮らし 学研プラス

36 597.5 イケア・無印良品・ニトリでずっとすっきり！収納 学研プラス

37 597.5 死んでも床にモノを置かない。 須藤昌子 著 すばる舎

38 626.9 はじめてのコンテナ菜園 木村正典 監修 ブティック社

39 626.9 野菜づくり大百科 決定版 板木利隆 著 家の光協会

40 627.7 切る枝・残す枝がわかる！庭木の剪定 宮内泰之 監修 ナツメ社

41 627.8 小さな盆栽づくり 松井孝 監修 主婦の友社

42 673.3 ポイ活でおどろくほど得する方法 紀村奈緒美 著 あさ出版

43 726.5 はじめてでもわかる！イラストでお金を生み出す秘訣 虎硬 著 KADOKAWA

44 754.9 いつでもどこでもハンカチおりがみ 竹岸千春 著 PHP研究所

45 786 子どもを育む水辺の自然体験 日経トレンディ 編 日経BP

46 801.7 本当の翻訳の話をしよう 村上春樹 著 スイッチ・パブリッシング

47 913.6 上杉鷹山 完全版 童門冬二 著 PHPエディターズ・グループ

48 913.6 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 著 集英社

49 913.6 流浪の月 凪良ゆう 著 東京創元社

50 913.6 カケラ 湊かなえ 著 集英社

51 913.6 法の雨 下村敦史 著 徳間書店

52 914.6 大河の一滴 五木寛之 著 幻冬舎

53 914.6 猫を棄てる 村上春樹 著 文藝春秋

54 916 かんもくの声 入江紗代 著 学苑社

55 929.1 すべての瞬間が君だった ハ テワン 著 マガジンハウス

55

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花 文 福音館書店



2 493 どうしてねっちゅうしょうになるの？ 清水直樹 監修 金の星社

3 754 ザ・10回折りおり紙ヒコーキ 図書館版 戸田拓夫 著 いかだ社

4 913 雨女とホームラン 吉野万理子 著 静山社

5 Ｅ プラスチック星にはなりたくない！ ニール・レイトン 作・絵 ひさかたチャイルド

6 Ｅ じごくにアイス ナカオマサトシ 作 ひさかたチャイルド

7 Ｅ フンころがさず 大塚健太 作 KADOKAWA

8 Ｅ むれ ひろたあきら さく KADOKAWA

9 Ｅ ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ ぶん 光文社

10 C おばけのモックンとねっちゅうしょうおばけ あくざわめぐみ 作・絵 教育画劇

11 Ｅ おれ、よびだしになる 中川ひろたか 文 アリス館

12 Ｅ ながーい5ふん みじかい5分 リズ・ガートン・スキャンロン 文 光村教育図書

13 Ｅ ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール 文 さ・え・ら書房

14 Ｅ ヒロシマ消えたかぞく 指田和 著 ポプラ社

15 462 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山由美 文・写真 学研プラス

16 536 風を切って走りたい！ 髙橋うらら 著 金の星社

17 913 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平 作 新日本出版社

18 913 タヌキのきょうしつ 山下明生 作 あかね書房

19 913 青いあいつがやってきた!? 松井ラフ 作 文研出版

20 933 ねこと王さま ニック・シャラット 作・絵 徳間書店

21 913 月（ルナ）と珊瑚 上條さなえ 著 講談社

22 933 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース 作 鈴木出版

23 Y740.2 キャパとゲルダ マーク・アロンソン 著 あすなろ書房

24 Y913.6 天使のにもつ いとうみく 著 童心社

25 Y933.7 フラミンゴ・ボーイ マイケル・モーパーゴ 作 小学館

26 Y973 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 作 岩崎書店

27
一般
913.6

廉太郎ノオト 谷津矢車 著 中央公論新社

27

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y146.8 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上祐紀 著 KADOKAWA

2 Y366.2 10代のための資格・検定 大泉書店編集部 編 大泉書店



3 Y913.6 グレーテルの白い小鳥 斉藤洋 作 偕成社

4 Y913.6 シンデレラのねずみ 斉藤洋 作 偕成社

4

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 070.1 沖縄で新聞記者になる 畑仲哲雄 著 ボーダーインク

2 207 沖縄の戦後を歩く NPO法人沖縄ある記 沖縄しまたて協会

3 219.9 よみがえる沖縄米国施政権下のテレビ映像 貴志俊彦 編著 不二出版

4 291.9 宜野座村・金武町 202006 ゼンリンインターマップ

5 387 ヒヌカン・仏壇・お墓と年中行事 稲福政斉 著 ボーダーインク

6 913.6 記憶は罪ではない 大城貞俊 著 コールサック社

7 913.6 義珍の拳 今野敏 著 集英社

8 913.6 武士猿（ブサーザールー） 今野敏 著 集英社

8

合　　計 94冊


