
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 007.3 Zoom基本＆便利帳 マイカ 技術評論社

2 007.6 これからはじめるIllustratorの本　2020年最新版 ロクナナワークショップ 技術評論社

3 141.6 あなたのまわりの怒っている人図鑑 安藤 俊介 飛鳥新社

4 159.7 老いのたしなみ 石川 恭三 河出書房新社

5 164.3 ギリシャ神話キャラクター事典 オード ゴエミンヌ グラフィック社

6 290 世界244の国と地域 2021～2022年版 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンドビッグ社

7 290.3 日本・世界地図帳2020-2021年版 朝日新聞出版

8 291.1 北海道 21’ 昭文社

9 318.5 まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野 哲也 学芸出版社

10 336 コロナ後に生き残る会社 食える仕事 稼げる働き方 遠藤　功 東洋経済新報社

11 336.3 ほめるのをやめよう　リーダーシップの誤解 岸見 一郎 日経BP

12 336.4 ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド 田口 和裕・森嶋 良子 インプレス

13 336.9 経費で落ちる領収書大全 石渡 晃子 ナツメ社

14 345 夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話 別冊税務弘報編集部 中央経済社

15 361.4 まんがでわかるヒトは「いじめ」をやめられない 中野 信子・かん ようこ 小学館

16 366.2
「転職回数が多い」「非正規だった」…それでも
書類選考で落とされない履歴書・職務履歴書の

中園 久美子 日本実業出版社

17 369.2 やまゆり園事件 神奈川新聞取材班 幻冬舎

18 375.1 子どもが「学び合う」オンライン授業！ 西川　純 学陽書房

19 379.6 今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部 翔泳社

20 385.6 お墓のことを考えたらこの１冊 石原　豊 自由国民社

21 420.4 図解身近にあふれる「物理」が3時間でわかる本 佐巻　健男 明日香出版社

22 461.0 生き物が大人になるまで 稲垣 栄洋 大和書房

23 496.7 慢性副鼻腔炎を自分で治す 北西 剛 マキノ出版

24 496.7 副鼻腔炎 蓄膿症 鼻炎は楽治せる！ マキノ出版

25 498.3 簡単な動きで脳がイキイキ「シナプソロジー」 シナプソロジー研究所・藤本 司 カンゼン

26 518.5 ゴミ清掃員の日常 ミライ編 滝沢 秀一・滝沢 友紀 講談社

27 521.8 名城の石垣図鑑 小和田　哲男 二見書房

28 536.6 電車を運転する技術 西上　いつき SBクリエイティブ
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29 573.5 ガラス みつま ともこ 翔泳社

30 581.1 南部鉄器のある暮らし 釜定・ 書籍ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会 青幻舎

31 588.5 発酵はおいしい！ ferment books・おの みさ ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

32 589.2
ａ ｏｎｌｙ ｽﾀｲﾘｽﾄ金子綾「好き」だけを集めてつく
る、私らしいおしゃれ

金子 綾 小学館

33 590.4 さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん 幻冬舎

34 596 砂糖の代わりに糀甘酒を使うという提案 前橋 健二・あまこ ようこ アスコム

35 596.3 冷たい麺の本 みない きぬこ  枻出版社

36 625.8 パッションフルーツ 米本 仁巳　近藤 友大 ﾊﾟｯｼｮﾝフルーツ

37 754.6 PPバンドで作るベトナムのプラカゴ 富田淳子 文化出版局 文化学園文化出版局

38 754.6 PPバンドで作るかわいいプラかごとバッグ 古木 明美 河出書房新社

39 767.8 都道府県別ご当地ソング大百科 合田 道人 全音楽譜出版社

40 769.9 名作バレエ７０鑑賞入門 渡辺 真弓・瀬戸 秀美 世界文化社

41 780.1 部活めし！ 村田　裕子 オレンジページ

42 785 マリンスポーツのための海の気象がわかる本 サーフレジェンド ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

43 785.7 ヨット百科 高槻 和宏 舵社

44 788.1 大相撲力士名鑑 令和2年 「相撲」編集部 ベースボールマガジン社

45 809.2 しゃべるばかりが能じゃない 立川 談四楼 毎日新聞出版

46 910.2 霧の彼方須賀敦子 若松 英輔 集英社

47 912.6 完本小林一茶 井上　ひさし 中央公論新社

48 913.6 鬼平犯科帳 4 池波正太郎 文藝春秋

49 913.6 福袋 朝井まかて 講談社

50 913.6 肖像彫刻家 篠田 節子 新潮社

51 913.6 麦本三歩の好きなもの 住野 よる 幻冬舎

52 913.6 熱源 川越 宗一 文藝春秋

53 913.6 キッドの運命 中島 京子 集英社

54 913.6 あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李　龍徳 河出書房新社

55 913.6 カインの傲慢 中山 七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

56 913.6 法廷遊戯 五十嵐 律人 講談社

57 913.6 一人称単数 村上春樹 文藝春秋

58 913.6 首里の馬 高山 羽根子 新潮社

59 913.6 スキマワラシ 恩田 陸 集英社



60 914.6 結婚の奴 能町　みね子 平凡社

61 914.6 ざらざらをさわる 三好　愛 晶文社

62 914.6 漂流者の生きかた 五木寛之・姜尚中 東京書籍

63 923.7 三体 2上 暗黒森林 上 劉 慈欣 早川書房

64 923.8 三体 2下 暗黒森林 下 劉 慈欣 早川書房

64

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 E ますくちゃんでばんです よこみち けいこ ニコモ

2 E あきいろのころわん 間所　ひさこ・黒井　健 ひさかたチャイルド

3 E ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社

4 E たこといかはどうちがう？ 峯水 亮・池田 奈津美・ 杉本 親要 ポプラ社

5 E おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!? トロル ポプラ社

6 E いのちのまつり　 草場 一壽・平安座 資尚 サンマーク出版

7 E つながってる！ 草場 一壽・平安座 資尚 サンマーク出版

8 E みらいへ 草場 一壽・平安座 資尚 サンマーク出版

9 E 地震がおきたら 谷 敏行・畑中 弘子・かなざわ まゆこ ＢＬ出版

10 750 楽しいハロウィン工作　1 いしかわ まりこ 汐文社

11 750 楽しいハロウィン工作　2 いしかわ まりこ 汐文社

12 750 楽しいハロウィン工作　3 いしかわ まりこ 汐文社

13 798 しつないあそびの絵本
WILLこども知育研究所
すみもと ななみ・眞田 祥一

金の星社

14 811.2 ちびまる子ちゃんのかん字じてん　1 さくらももこ・長野 秀章 集英社

15 811.2 ちびまる子ちゃんの漢字辞典　3 さくらももこ 集英社

16 913.6 鬼滅の刃　1　ノベライズ 吾峠　呼世晴・松田朱夏 集英社

17 913.6 鬼滅の刃　2　ノベライズ 吾峠　呼世晴・松田朱夏 集英社

17

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｙ902 よちよち文藝部　世界文學篇 久世　番子 文藝春秋

2 Ｙ913.6 図南の翼 小野　不由美 新潮社

2



郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｋ219.9 沖縄「戦争マラリア」 大矢 英代 あけび書房

2 Ｋ818.9 初級沖縄語 花園 悟・西岡　敏・仲原 穣 研究社

3 Ｋ911.6 沖縄 ことば咲き渡り　みどり 外間守善・仲程昌徳・波照間永吉 ボーダーインク

3

合　　計 86


